
ＪＡグループ県域直売所(おいどん市場与次郎館・谷山館・いしき店、ふるさと物産館）情報

令和3年10月25日号：経済連　営業開発課

いよいよキャベツ、大根、トマト類が増加、ブロッコリーやレタス類も増え始めており、売場は確実に秋バージョン！

　重量野菜のキャベツ、大根やトマト類の増加が目立ち、ブロッコリーやレタス類も増え始めている。ただ、ほうれん草等葉物の入荷は横ばいで、増量ペースは鈍い。果菜類では

ピーマン、ナス、胡瓜の入荷は比較的多いが、オクラの入荷は減少中。ゴーヤは露地物にハウス物が加わり入荷横這い。土物のじゃがいも、人参、玉葱の入荷少なく、さつまいも

里芋も入荷は多いが例年の勢いはない。果実は、みかんの入荷は多いが今が山か。入荷が増えてきたのは、柿と渋柿。昨年より青パパイヤの出荷者、量、増加中。

１．入荷・価格動向(出荷者委託品） 単位：円/1点、ｇ

品目 入荷動向 価格 価格動向 備考(重量等） 品目 入荷動向 価格 価格動向 備考(重量等）

ほうれん草 少、横這い 180-154-130 やや下げ 266-209-156ｇ ジャンボインゲン 少、横這い 140,120,120,110 横這い 103,149,119,148ｇ

小松菜 並み、増 130-108-100 やや下げ 282-242-169ｇ 枝豆 少、増 180-168-150 横這い 186-172-148ｇ

水菜 並み、増 130-115-100 やや下げ 380-232-142ｇ 枝付き枝豆 初 130 455ｇ

なっぱ 並み、増 130-116-100 やや下げ 390-257-166ｇ 四角豆 少、横這い 120-102-90 横這い 130-72-45ｇ

大根葉 並み、増 120-103-100 やや下げ 248-193-104ｇ 刀豆 稀 120 横這い 4本/174ｇ

チンゲン菜 少、横這い 110,100,100 横這い 349,341,261ｇ 落花生 稀 500 横這い 504ｇ

春菊 少、増 150,140,120,100 やや下げ 161,220,189,87ｇ 玉ねぎ 稀 200 横這い 4個/1.31ｋ

高菜 少、増 120-103-98 やや下げ 607-319-145ｇ 大根 並み、増 200-157-120 やや下げ 1.43ｋ-1.09ｋ-721ｇ

わさび菜 少、増 100,100,100,80 横這い 95,79,79,145ｇ サラダ大根 稀 130 横這い 2本/328ｇ

ルッコラ 少、横這い 130,120,100,100 横這い 73,203,62,54ｇ ラディッシュ 少、横這い 130,120 横這い 210,265ｇ

ケール 稀 100 横這い 61ｇ カブ 少、増 200,150,100 横這い 3株/478,519,510ｇ

空芯菜 少、減 100,100,90 横這い 148,105,125ｇ 人参 稀 130 横這い 6,5本/351,672ｇ

つる紫 少、減 100,100,90 横這い 262,207,205ｇ 洗いごぼう 少、横這い 170-154-130 横這い 17-9-4本/289-244-220ｇ

ハンダマ 稀 120,110 横這い 211,158ｇ 土ごぼう 少、横這い 200,200,110 横這い 6,4本/248,293ｇ

おかわかめ 稀 100 横這い 69ｇ じゃがいも 少、横這い 400,200 横這い 1.11ｋ、575ｇ

バジル 稀 100 横這い 29ｇ にんにく 並み、横這い 300-216-120 横這い 116-72-45ｇ

ミント 極少、減 150,140,100 横這い 18,15,13ｇ 生姜 多、増 500-194-100 横這い 597-271-93ｇ

パクチー 極少、横這い 140,130 横這い 24,70ｇ レンコン 並み、横這い 360-237-150 横這い 477-289-186ｇ

フェンネル 稀 120 横這い 119ｇ 菊芋 初 120 200ｇ

ローゼル 稀 120 横這い 107ｇ つくね芋 極少、増 350,300,250 横這い 1.10ｋ、787ｇ、776ｇ

といもがら 少、減 120,100,100 横這い 562,294,176ｇ むかご 極少、横這い 250,230,200,150 横這い 108,105,108,107ｇ

キャベツ 並み、増 220-157-100 やや下げ 1.24ｋ-862-606ｇ 紅さつま 少、横這い 400-226-150 横這い 634-456-374ｇ

白菜 少、増 250-199-120 やや下げ 2.23ｋ-1.20ｋ-252ｇ 紅はるか 多、横這い 450-231-100 横這い 1.24ｋ-604-378ｇ

ブロッコリー 少、増 250-235-200 横這い 452-341-217ｇ シルクスィート 並み、横這い 360-226-160 横這い 751-565-461ｇ

玉レタス 極少、増 190,160 横這い 555,393ｇ 安納芋 少、横這い 360-258-180 横這い 629-514-398ｇ

サニーレタス 少、増 150-113-70 横這い 339-194-86ｇ マロンゴールド 極少、横這い 280,100 横這い 1.91ｋ、489ｇ

リーフレタス 少、増 190-128-70 横這い 369-199-86ｇ パープルスィートロード 極少、横這い 300,200 横這い 419,543ｇ

サラダ菜 極少、増 150,100 横這い 127,83ｇ ひめあやか 稀 220 横這い 522ｇ

白ネギ 並み、増 180-150-120 横這い 10-3.5-2本/332-260-173ｇ あいこまち 初 400 489ｇ

小ねぎ 少、横這い 120,100,100 横這い 108,95,64ｇ ふくむらさき 稀 450 横這い 980ｇ

ニラ 少、横這い 100-97-80 横這い 149-113-86ｇ 白芽里芋 並み、横這い 250-198-150 横這い 655-489-350ｇ

マコモタケ 稀 300 横這い 5本/459ｇ 赤芽里芋 多、横這い 280-248-200 横這い 605-483-245ｇ

ピーマン 多、横這い 150-111-80 横這い 333-201-99ｇ 親芋 並み、横這い 310-151-80 横這い 1.60ｋ-965-491ｇ

ししとう 少、横這い 120-103-90 横這い 294-139-88ｇ みかん 多、横這い 350-284-200 横這い 1.16ｋ-855-600ｇ

甘とう美人 並み、横這い 130-118-100 横這い 222-166-109ｇ グリーンハウス 稀 270 やや下げ 615ｇ

とうがらし 少、横這い 150-114-100 横這い 150-83-37ｇ グリーンレモン 並み、横這い 200-136-100 横這い 6-1.7-1個/413-224-113ｇ

ハバネロ 稀 110,100 横這い 91,54ｇ ライム 稀 180 横這い 2個/209ｇ

きゅうり 多、横這い 180-132-100 やや下げ 4-2.4-1本 カボス 少、横這い 130-117-100 横這い 4-2.9-2個/440-239-131ｇ

なす 多、横這い 180-138-100 横這い 6-2.7-1本/578-342-165ｇ すだち 稀 100 横這い 158ｇ

白ナス 並み、横這い 150-122-80 横這い 3-2.2-1本/727-407-192ｇ ダイダイ(辺塚込） 少、横這い 150,150,100 横這い 4,3,2個/304,311,392ｇ

縞ナス 少、横這い 150-123-70 横這い 3-2.4-2本/818-509-334ｇ シークワーサー 少、増 160,150,150 横這い 234,328,267ｇ

ゴーヤ 並み、横這い 180-132-100 横這い 3-1.6-1本/482-273-164ｇ ぶどう 少、横這い 1200-1000-800 横這い 739-608-467ｇ

オクラ 並み、減 120-104-100 横這い 18-13-8本/213-139-76ｇ シャインマスカット 並み、減 1900-1450-750 横這い 782-626-472ｇ

大玉トマト 少、増 330,280,260 横這い 4,4,2個/474,486,322ｇ 柿 並み、増 230-174-130 横這い 6-3.9-3個/758-552-401ｇ

ミディートマト 少、増 260-222-200 横這い 242-207-148ｇ 渋柿 少、増 300-202-150 横這い 10-7.2-4個/1.14ｋ-891-569ｇ

ミニトマト 並み、増 290-216-130 横這い 240-159-103ｇ あけび 初 300 5個/512ｇ

フルーツトマト 少、増 500,300,200 横這い 405,216,131ｇ パイナップル 少、減 780-589-390ｇ 横這い 1.35ｋ-973-561ｇ

ズッキーニ 少、増 200-154-130 横這い 2-1.1-1本/568-271-190ｇ 青パパイヤ 並み、増 520-315-150 横這い 1.03ｋ-675-458ｇ

ヘチマ 少、減 110,100,100,100 横這い 1,1,1,3本/339,642,538,436ｇ 島バナナ 稀 700,600 6,7本/568,526ｇ

ミニ冬瓜 並み、減 250-196-150 横這い 2.84ｋ-2.05ｋ-1.21ｋ リュウガン 稀 800 横這い 298ｇ

隼人うり 少、増 130-108-100 横這い 5-3.3-2個/931-579-373ｇ グァバ 少、横這い 250,200 横這い 2個、416,319ｇ

抑制南瓜 少、増 720-580-450 横這い 2.28ｋ-1.53ｋ-1.18ｋ フェイジョア 初 150 4個、125ｇ

いんげん 並み、増 120-114-100 横這い 154-109-81ｇ 銀杏 小、横這い 220-191-120 横這い 207-183-122ｇ

※入荷動向：入荷量の多少と先週との比較、価格動向：先週との比較、重量は風袋込み

２．お願い

　・ズッキーニは1個300ｇ以下での収穫をお願いします。大き過ぎると苦味成分が増え、クレームに繋がります。

３．催事、イベント：10、11月

野

菜

おいどん市場いしき店

催事、イベント内容

11/6：ＪＡあいらフェア、11/20,21：15周年大創業祭、12/4-5：ＪＡそお鹿児島フェア、12/11：ＪＡ鹿児島みらいフェア、12/18-19：全農青森フェア

ケーキハウスSin、梅木商店、サクラカネヨ、ヨネモリ、麦のはな、アキバ雑貨等販売会

店舗名

おいどん市場与次郎館

おいどん市場谷山館

ふるさと物産館

果

実

野

菜


