
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12月13日号：経済連　営業開発課

急増は、白ネギ、人参、南瓜、ブロッコリー。全体的に入荷多い中、ピーマン、なすの入荷は少な目。果実は中晩柑類続々入荷中。

　入荷増が目立つのは、白ネギ、人参、南瓜、ブロッコリーで、全体的に入荷の多い状況が続いているなか、ナス、ピーマンの入荷は少な目で、ゴーヤは稀物になっている。

果実は、みかんの減少傾向が続く中、小みかん、露地金柑、レモン、スィートスプリングの入荷が増え、ぽんかんやサワーポメロ等中晩柑類の入荷が始まった。初入荷は、

セロリ、芽キャベツ、ロマネスコ、葉ニンニク、早香(320円/4個/1.04ｋ)はれひめ(320円/5個/1.02ｋ)種無し小みかん(380円/537ｇ)カラマンダリン(380円/793ｇ)等。

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 多、増 150-122-90 やや下げ 312-204-107ｇ 剥き実エンドウ 稀 150,100 横這い 149,79ｇ

小松菜 多、横這い 130-101-80 横這い 352-257-158ｇ きぬさや 少、横這い 120,100,100 横這い 56,102,100ｇ

水菜 少、横這い 110-102-100 横這い 337-261-219ｇ スナップ 並み、横這い 190-136-100 横這い 184-131-92ｇ

なっぱ 少、横這い 120,100,90 横這い 235,211,301ｇ いんげん 並み、減 150-116-100 横這い 160-117-67ｇ

大根葉 並み、増 120-97-60 横這い 355-231-173ｇ ジャンボインゲン 少、減 120,120,100 横這い 198,141,202ｇ

チンゲン菜 少、横這い 100,100,100,90 横這い 380,311,248,314ｇ 大根 多、増 120-100-80 横這い 2.26ｋ-1.56ｋ-844ｇ

春菊 多、横這い 120-101-90 横這い 370-228-139ｇ 寒干し大根 並み、増 680-362-150 横這い 8-3.6-1本/1.51ｋ-784-312ｇ

高菜 並み、横這い 150-113-100 横這い 847-517-259ｇ ラディッシュ 並み、増 130-112-90 横這い 417-228-143ｇ

こぶ高菜 初 120 407ｇ かぶ 並み、横這い 200-139-80 横這い 4-2.9-2株/1.09ｋ-712-573ｇ

わさび菜 並み、横這い 100-95-80 やや下げ 261-186-124ｇ 人参 多、増 220-122-100 やや下げ 7-3.5-2本/839-549-290ｇ

菜花 並み、増 130-112-100 横這い 250-129-95ｇ 洗いごぼう 少、増 240,160,130 横這い 2,10,5本/204,231,299ｇ

ルッコラ 少、横這い 150-114-100 横這い 103-70-52ｇ 土付きごぼう 稀 140,100 横這い 6本/307,299ｇ

ケール 少、横這い 120-106-100 横這い 192-121-75ｇ じゃがいも 多、増 230-178-130 横這い 827-606-458ｇ

アイスプラント 少、横這い 130,120,110,100 横這い 95,96,74,71ｇ にんにく 稀 320,250 横這い 73,299ｇ

クレソン 稀 150,120 横這い 95,88ｇ 生姜 多、横這い 500-192-100 横這い 640-321-127ｇ

ハンダマ 少、横這い 110,100,100 横這い 149,266,248ｇ レンコン 並み、横這い 330-252-150 横這い 403-316-188ｇ

パセリ 少、横這い 120,100,100 横這い 34,35,34ｇ 菊芋 多、増 200-145-100 横這い 514-331-221ｇ

セロリ 初 120 99ｇ ヤーコン 稀 350,200,150 横這い 1.07ｋ、721,606ｇ

パクチー 少、横這い 140,130,130,100 横這い 74,129,77,44ｇ つくね芋 多、増 600-345-200 横這い 1.87ｋ-868-396ｇ

キャベツ 多、増 150-111-90 横這い 2.04ｋ-1.29ｋ-611ｇ 紅さつま 稀 180,150 横這い 553,530ｇ

トレビス 並み、増 300-178-60 やや下げ 474-333-104ｇ 紅はるか 多、減 400-232-120 横這い 905-601-423ｇ

白菜 多、増 200-151-100 やや下げ 3.11ｋ-1.81ｋ-720ｇ シルクスィート 並み、横這い 400-259-180 やや上げ 1.01ｋ-673-489ｇ

ブロッコリー 多、増 160-120-100 横這い 678-420-219ｇ 安納芋 並み、横這い 480-346-180 やや上げ 680-571-427ｇ

茎ブロッコリー 少、増 130-113-100 やや下げ 252-211-163ｇ 白芽里芋 多、横這い 230-175-100 横這い 793-470-199ｇ

カリフラワー 並み、増 250-178-150 やや下げ 1.36ｋ-784-294ｇ 赤芽里芋 多、横這い 250-223-120 横這い 642-485-197ｇ

ロマネスコ 初 220,190 970,736ｇ 親芋 並み、横這い 280-122-70 横這い 1.81ｋ-929-576ｇ

コールラビ 少、増 100,100,80,70 横這い 2,1,1,1個/378,192,336,256ｇ 早掘り筍 稀 200,180,150,100 1本/211,183,172,121ｇ

玉レタス 少、増 150,100,100,100 横這い 565,687,672,510ｇ みかん 多、横這い 350-285-190 横這い 1.19ｋ-881-605ｇ

ロメインレタス 稀 150,100 横這い 488,589ｇ 小みかん 多、増 450-288-160 横這い 1.18ｋ-719-350ｇ

サニーレタス 並み、増 140-109-100 横這い 295-203-96ｇ ぽんかん 初 350,170 3,4個/488,530ｇ

リーフレタス 並み、増 170-118-100 横這い 482-225-96ｇ 川畑みかん 少、増 150,120,100 横這い 6,3,2個/1.00ｋ、403,371ｇ

白ねぎ 多、増 170-135-120 横這い 5-2.8-2本/376-297-205ｇ 津之輝 稀 480,280 横這い 7,5個/1.01ｋ、909ｇ

リーキ 初 200,170 4,2本/344,592ｇ ぼんたん 初 300 1.48ｋ

中ねぎ 稀 120,90 横這い 153,161ｇ 露地金柑 並み、横這い 360-252-160 横這い 1.03ｋ-760-430ｇ

小ねぎ 並み、横這い 100-99-90 横這い 107-91-57ｇ レモン 多、増 250-138-100 横這い 3-1.6-1個/539-262-118ｇ

センモト 少、増 130-107-90 横這い 236-178-132ｇ サワーポメロ 稀 200,160 横這い 2,3個/1.01ｋ、813ｇ

ニラ 少、横這い 100 横這い 142,105,101,100ｇ スィートスプリング 並み、増 300-239-140 横這い 6-3.8-2個/1.21ｋ-892-560ｇ

葉ニンニク 初 120,100 74,52ｇ はるか 稀 300 横這い 4個/1.13ｋ

ピーマン 多、減 120-101-80 横這い 310-223-159ｇ ゆず 稀 200,140 横這い 3,4個/438,504ｇ

パプリカ1個 稀 200,180 横這い 187,191ｇ 大柚子 稀 130,110,100 横這い 1個/360,279,232ｇ

きゅうり 多、横這い 150-129-90 横這い 4-2.6-2本 だいだい 稀 150,90 横這い 3,2個/309,353ｇ

なす 並み、横這い 160-143-120 横這い 4-3.2-2本/538-404-325ｇ シークァーサー 稀 170,100 横這い 348,273ｇ

ゴーヤ 稀 150,140 横這い 2本/379,303ｇ 指宿サワーシー 稀 300 横這い 302ｇ

大玉トマト 少、横這い 280,270,250,250 やや下げ 5,4,2,2個/405,416,385,381ｇ キウイフルーツ 稀 150,100 横這い 7,2個/429,207ｇ

ミディートマト 少、横這い 250,210,200,150 横這い 360,275,197,154ｇ アールスメロン 初 1,500 1.88ｋ

ミニトマト 多、横這い 220-188-150 横這い 248-187-137ｇ さがほのか 少 480,380 横這い 大、小/274、257ｇ

フルーツトマト 稀 300,250 横這い 218,140ｇ 紅ほっぺ 初 600 197ｇ

スィートコーン 稀 600,350,350 横這い 2,3,2本/629,643,652ｇ 青パパイヤ 並み、減 350-250-150 横這い 923-723-544ｇ

ミニ冬瓜 並み、減 250-195-100 横這い 2.15ｋ-1.61ｋ-1.21ｋ フルーツパパイヤ 稀 480 横這い 1個/528ｇ

隼人うり 稀 130,100,100 横這い 2,3,2個/720,828,654ｇ ドラゴンフルーツ 稀 280 2個/377ｇ

南瓜 多、増 600-338-100 横這い 2.12ｋ-1.26ｋ-717ｇ 島バナナ 稀 600 横這い 5本/532ｇ

ミニ南瓜/プッチーニ 少、横這い 160,140/180,160 横這い 352,279/439,340ｇ アテモヤ 初 2,350 1個/499ｇ

コリンキー 少、横這い 200,150,130,100 横這い 708,575,444,222ｇ 銀杏 少、横這い 230,200,200 横這い 267,221,205ｇ

※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

　・引続き、大根、白菜等秋冬重量野菜の入荷が急増しています。ご自分の商品の売行きに応じた出荷と価格設定が重要になります。

３．催事、イベント：12月
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催事、イベント内容

12/18-19：青森フェア、原木しいたけまつり、12/25-26：鹿児島野菜販売会、12/27：ＪＡさつま日置フェア、12/28-31：大〆の市

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


