
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20日号：経済連　営業開発課

いよいよ、全体的に入荷が増え、売り台に並びきれない状況に状況になりつつある。果実では、ハウス金柑入荷増。

　9月の干ばつの影響等から、入荷はあるが増え切らなかったキャベツや白菜の入荷も増え始め、夏果菜を除いて、全体的に入荷が増えており、開店当初、売り台に並びきれない

状況になっている。果実は、ハウス金柑の入荷が増え、いちごも、さがほのかの他、ぴかいちご、恋みのり、よつぼし、おいＣベリー等入荷開始。初入荷は、ター菜(90円/315ｇ)

つぼみ菜(200円/162ｇ)下仁田ねぎ(180円/3本/311ｇ)バターナッツ(200,180円/676,434ｇ)デコポン(400円/3個/613ｇ)みはや(400円/9個/842ｇ)ネーブル(230円/2個/476ｇ）

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、横這い 150-118-90 やや下げ 369-221-159ｇ いんげん 並み、横這い 150-107-100 横這い 160-105-66ｇ

小松菜 多、横這い 130-102-90 横這い 510-261-137ｇ ジャンボインゲン 少、減 120,100 横這い 200,216ｇ

水菜 並み、増 130-102-90 横這い 229-202-156ｇ 大根 多、増 130-105-80 やや下げ 2.09ｋ-1.51ｋ-936ｇ

なっぱ 稀 120 横這い 236ｇ サラダ大根 並み、増 160-140-130 横這い 6-1.8-1本/1.41ｋ-630-279ｇ

大根葉 並み、横這い 120-101-90 横這い 345-266-193ｇ 寒干し大根 並み、横這い 400-252-150 横這い 2-1.5-1本/777-525-325ｇ

チンゲン菜 並み、横這い 120-100-80 横這い 395-284-245ｇ ラディッシュ 少、横這い 130,120,100,100 横這い 208,370,335,237ｇ

春菊 多、横這い 130-104-90 横這い 281-200-132ｇ かぶ 多、増 200-129-80 横這い 6-2.9-1株/842-611-307ｇ

高菜 並み、横這い 130-111-100 横這い 1.08ｋ-621-228ｇ 人参 多、増 150-115-90 やや下げ 6-3.5-2本/1.07ｋ-611-357ｇ

こぶ高菜 少、増 180,170,150,150 横這い 541,281,575,517ｇ カラフル人参 少、横這い 240,180 横這い 4本/305,328ｇ

わさび菜 並み、横這い 120-98-80 横這い 301-160-113ｇ 洗いごぼう 少、増 240,220,160,130 横這い 3,4,12,6本/204,224,238,283ｇ

菜花 並み、横這い 100 横這い 158-120-94ｇ 土付きごぼう 少、横這い 140,100 横這い 9,6本/286,293ｇ

三つ葉 稀 120,100 横這い 120,107ｇ じゃがいも 多、増 420-209-130 横這い 1.07ｋ-595-331ｇ

ルッコラ 並み、増 150-116-100 横這い 156-85-58ｇ にんにく 稀 320,300 横這い 72,58ｇ

ケール 少、横這い 130-114-100 横這い 221-146-86ｇ 生姜 多、減 500-183-100 横這い 593-279-107ｇ

アイスプラント 稀 130,130,120 横這い 207,121,103ｇ レンコン 並み、横這い 360-241-100 横這い 434-310-180ｇ

クレソン 稀 150,110 横這い 94,111ｇ 菊芋 多、増 200-151-100 横這い 735-397-252ｇ

ハンダマ 稀 110,100 横這い 160,226ｇ ヤーコン 少、横這い 350,200,150 横這い 1.08ｋ、637,599ｇ

ミント 稀 140,100 横這い 16,24ｇ つくね芋 多、減 600-309-120 横這い 2.20ｋ-947-279ｇ

パセリ 少、横這い 100,100,60 横這い 61,27,23ｇ 紅さつま 少、減 300,280,180,150 横這い 1.07ｋ、932,535,353ｇ

セロリ 少、増 200,130,120 横這い 779,413,119ｇ 紅はるか 多、減 350-219-100 横這い 844-586-410ｇ

パクチー 少、横這い 140,130,130,130 横這い 70,120,104,84ｇ シルクスィート 少、減 400,340,300,230 横這い 558,999,690,517ｇ

キャベツ 多、増 150-114-90 横這い 2.02ｋ-1.38ｋ-600ｇ 安納芋 少、減 480,380,380,230 横這い 511,723,638,761ｇ

トレビス 多、増 230-167-100 やや下げ 565-381-256ｇ マロンゴールド 少、横這い 480,200 横這い 495,715ｇ

白菜 多、増 220-147-80 やや下げ 2.79ｋ-1.78ｋ-697ｇ 白芽里芋 並み、横這い 230-189-120 横這い 600-464-299ｇ

ブロッコリー 多、増 140-115-100 やや下げ 707-396-200ｇ 赤芽里芋 多、横這い 250-223-120 横這い 713-504-288ｇ

茎ブロッコリー 少、増 150-134-120 横這い 261-212-153ｇ 親芋 並み、横這い 280-124-70 横這い 1.34ｋ-793-316ｇ

カリフラワー 多、増 300-171-100 横這い 1.38ｋ-647-165ｇ 早掘り筍 稀 330-238-150 横這い 1本/331-218-155ｇ

玉レタス 少、増 130-116-100 やや下げ 797-520-376ｇ みかん 多、横這い 390-289-230 横這い 1.13ｋ-825-500ｇ

ロメインレタス 稀 120,100 やや下げ 641,381ｇ 早香 初 350 7個/918ｇ

サニーレタス 並み、増 130-105-90 横這い 447-267-137ｇ 小みかん 多、横這い 450-270-150 横這い 1.39-692-434ｇ

リーフレタス 並み、増 170-119-100 横這い 351-228-110ｇ ぽんかん 並み、増 350-259-200 横這い 9-5.6-2個/1.04ｋ-785-474ｇ

白ねぎ 多、増 140-132-110 横這い 5-2.9-2本/509-319-233ｇ 川畑みかん 少、横這い 200,150,120,100 横這い 4,6,3,2個/695,815,427,372ｇ

リーキ 稀 190,170,150 横這い 2,3,1本/379,279,373ｇ 津之輝 稀 480 横這い 7個/1.00ｋ

中ねぎ 少、横這い 120,100,100 横這い 150,163,158ｇ カラマンダリン 稀 380 横這い 796ｇ

小ねぎ 並み、横這い 100 横這い 134-99-77ｇ ぼんたん 稀 300 横這い 980ｇ

センモト 少、横這い 130,120 横這い 115,164ｇ ハウス金柑 並み、増 780-373-250 横這い 1.05ｋ-531-255ｇ

ニラ 少、横這い 100,100,100,70 横這い 147,106,103,101ｇ 露地金柑 並み、横這い 360-242-120 横這い 1.03ｋ-751-411ｇ

葉ニンニク 稀 150,120 横這い 100,128ｇ レモン 多、横這い 180-138-90 横這い 2-1.6-1個/426-277-161ｇ

ピーマン 並み、減 120-99-80 横這い 286-230-195ｇ サワーポメロ 少、増 320-224-150 横這い 6-2.8-2個/2.27ｋ-1.15ｋ-671ｇ

パプリカ1個 稀 200,180,150 横這い 244,159,140ｇ スィートスプリング 多、増 300-207-130 横這い 5-3.2-2個/1.16ｋ-843-608ｇ

甘とう美人 極少、減 120,110 横這い 207,139ｇ ゆず 少、増 220,150,150,140 横這い 10,3,2,5個/423,404,444,528ｇ

きゅうり 多、横這い 160-133-100 横這い 3-2.5-2本 だいだい 稀 150,90 横這い 3,2個/271,517ｇ

なす 並み、横這い 200-150-120 横這い 3-2.6-2本/416-357-321ｇ シークァーサー 少、横這い 150,130,130 横這い 313,355,331ｇ

ゴーヤ 稀 180,150 横這い 2本/380,338ｇ 指宿サワーシー 稀 300 横這い 294ｇ

大玉トマト 並み、増 280-235-180 横這い 4-2.9-2個/587-452-362ｇ キウイフルーツ 稀 180,150 横這い 3,4個/289,321ｇ

ミディートマト 少、横這い 250,210,200,200 横這い 391,281,263,203ｇ 無花果 稀 120,100 1,2個/86,131ｇ

ミニトマト 多、横這い 200-176-140 やや下げ 248-186-134ｇ フルーツパパイヤ 稀 480 横這い 522ｇ

フルーツトマト 稀 250 横這い 145ｇ バナナ 稀 600 横這い 14,4本/629,485ｇ

南瓜 多、横這い 500-300-100 横這い 1.99ｋ-1.10ｋ-604ｇ さがほのか 少、増 550,480,450,380,300 横這い 大大Ａ小小/197,268,194,257,132ｇ

ミニ南瓜/プッチーニ 少増/稀 220-187-160/160 横這い 637-435-268ｇ/337ｇ 紅ほっぺ 初 600 大/246ｇ

剥き実エンドウ 少、横這い 150,150 横這い 107,97ｇ よつぼし 初 600 М/210ｇ

きぬさや 少、横這い 120,100,100 横這い 72,106,106ｇ 恋みのり 初 600 大/212ｇ

スナップ 多、増 200-131-100 横這い 234-141-88ｇ ぴかいちご 初 580 大/226ｇ

※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。
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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
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