
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27日号：経済連　営業開発課

先週は、週後半クリスマスもあり、日を追う毎に客足伸び、徐々に活況。今週は年末商戦、しっかり出荷お願いします！

　12/25のクリスマスに向け、徐々に客足が増えている。全体的にはしっかり入荷も、白菜、キャベツ、じゃがいもは、いつもの年の溢れるような入荷はみられない。南瓜、ブロ

ッコリー、白ネギ、人参の入荷は多い。果実は、みかんが峠を越える中、ぽんかん、サワーポメロ、スィートスプリング等晩かん類の増加が目立つ。また、正月を前に、だいだい

が増えてきた。初入荷は、紫ボンタン、晩白柚。この店舗情報も今年は今週号が最後です。新年最初は1/10号です。皆様、良いお年をお迎えください。ありがとうございました。

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 150-117-90 やや下げ 248-212-142ｇ いんげん 並み、横這い 180-119-100 横這い 171-114-69ｇ

小松菜 多、横這い 120-99-80 やや下げ 339-264-198ｇ ジャンボインゲン 稀 150,120 横這い 355,209ｇ

水菜 並み、増 130-103-80 横這い 273-220-152ｇ 大根 多、増 110-97-80 やや下げ 2.32ｋ-1.35ｋ-695ｇ

なっぱ 少、増 120-100-90 横這い 298-238-178ｇ サラダ大根 並み、横這い 180-146-130 横這い 3-1.9-1本/813-445-317ｇ

大根葉 並み、横這い 120-103-100 横這い 297-231-182ｇ 寒干し大根 並み、横這い 650-306-120 横這い 8-3.4-1本/1.45ｋ-713-224ｇ

チンゲン菜 並み、横這い 100 横這い 267-254-229ｇ ラディッシュ 並み、増 130-110-100 横這い 409-244-124ｇ

春菊 多、横這い 130-105-80 横這い 220-174-104ｇ かぶ 並み、横這い 200-130-100 横這い 6-3.3-1株/859-593-240ｇ

高菜 並み、横這い 150-117-100 横這い 902-642-239ｇ 人参 多、増 140-109-90 やや下げ 5-3.4-2本/965-673-395ｇ

こぶ高菜 少、横這い 180,150,130 横這い 552,425,416ｇ カラフル人参 少、横這い 240,180,130 横這い 4,4,5本/292,362,329ｇ

わさび菜 多、増 100-94-80 横這い 407-199-96ｇ 金時人参 初 200 3本/320ｇ

菜花 少、横這い 100 横這い 141,140,123,100ｇ 洗いごぼう 並み、増 220-179-130 やや下げ 13-6-2本/349-247-205ｇ

つぼみ菜 稀 180 横這い 212ｇ 土付きごぼう 少、横這い 200,140,100 横這い 3,9,6本/255,273,294ｇ

三つ葉 稀 100 横這い 107ｇ じゃがいも 多、増 400-203-120 横這い 1.16ｋ-623-471ｇ

ルッコラ 少、減 130,100,100 横這い 71,77,68ｇ 生姜 多、減 500-185-100 横這い 676-321-128ｇ

ケール 少、横這い 110,100,100 横這い 191,103,98ｇ レンコン 並み、横這い 300-205-130 横這い 363-258-187ｇ

アイスプラント 少、横這い 130,110 横這い 224,80ｇ 菊芋 多、横這い 200-136-100 横這い 511-341-230ｇ

クレソン 稀 150 横這い 101ｇ ヤーコン 少、横這い 350,200,180,150 横這い 1.04ｋ、720,628,593ｇ

ハンダマ 稀 110 横這い 165ｇ つくね芋 多、減 500-312-200 横這い 1.85ｋ-870-441ｇ

セロリ 少、増 130,120,120,100 横這い 447,371,185,130ｇ 紅さつま 少、減 300,180,150 横這い 1.06ｋ、536,564ｇ

パクチー 少、横這い 140,120,100 横這い 46,167,51ｇ 紅はるか 多、横這い 360-233-120 横這い 938-631-345ｇ

キャベツ 多、増 120-103-90 やや下げ 1.91ｋ-1.28ｋ-759ｇ シルクスィート 並み、横這い 340-244-180 横這い 1.07ｋ-740-561ｇ

トレビス 並み、横這い 240-181-130 横這い 371-303-265ｇ ひめあやか 稀 220 横這い 584ｇ

白菜 多、増 230-159-100 やや下げ 3.68ｋ-2.22ｋ-1.02ｋ 安納芋 並み、横這い 480-287-180 横這い 666-590-507ｇ

ブロッコリー 多、増 150-112-80 やや下げ 690-424-255ｇ 白芽里芋 並み、横這い 230-189-120 横這い 600-464-299ｇ

茎ブロッコリー 少、増 140-117-100 やや下げ 234-172-137ｇ 赤芽里芋 多、横這い 250-223-120 横這い 713-504-288ｇ

カリフラワー 多、増 210-168-100 やや下げ 1.09ｋ-657-225ｇ 親芋 並み、横這い 280-124-70 横這い 1.34ｋ-793-316ｇ

コールラビ 稀 80 横這い 1個/340ｇ 早掘り筍 稀 330-238-150 横這い 1本/331-218-155ｇ

玉レタス 並み、増 150-118-100 やや下げ 868-547-351ｇ みかん 多、横這い 500-317-250 やや上げ 1.35ｋ-917-670ｇ

サニーレタス 並み、横這い 130-103-90 横這い 400-250-153ｇ 早香 稀 380,350 横這い 6,7個/985,906ｇ

リーフレタス 並み、増 180-126-100 横這い 312-195-111ｇ 小みかん 多、横這い 450-273-150 横這い 1.33ｋ-684-398ｇ

サラダ菜/サンチュ 稀 100/120,100 横這い 182ｇ/76,87ｇ ぽんかん 並み、増 300-255-200 横這い 8-6.6-3個/980-818-537ｇ

白ねぎ 多、増 150-130-100 やや下げ 5-2.9-2本/500-360-266ｇ 不知火 少、増 820,820,400,390 横這い 3,2,3,3個/759,639,613,727ｇ

下仁田ネギ 稀 180 横這い 3本/264ｇ 川畑みかん 稀 160,100 横這い 6,3個/801,413ｇ

リーキ 稀 180,170,150 横這い 2,2,4本/580,557,323ｇ 津之輝 稀 400 横這い 6個/925ｇ

小ねぎ 少、減 100 横這い 120,106,98,79ｇ みはや 稀 450,400 横這い 5,8個/1.04ｋ、839ｇ

センモト 少、横這い 100,90 横這い 137,169ｇ ぼんたん 少、増 230,180,150,100 横這い 2,1,1,1個/1.11ｋ、1.20ｋ、1.05ｋ、862ｇ

ニラ 少、横這い 100 横這い 145,108,99ｇ 紫ボンタン 初 800,600,400 1.34ｋ、915,942ｇ

葉ニンニク 稀 150,100 横這い 101,47ｇ 晩白柚 初 1000-880-600 2.21ｋ-1.69ｋ-1.42ｋ

ピーマン 並み、減 120-98-80 横這い 253-208-194ｇ ハウス金柑 並み、横這い 680-366-250 横這い 804-423-233ｇ

子供ピーマン 稀 120 横這い 191ｇ 露地金柑 多、増 360-247-160 横這い 1.04ｋ-777-410ｇ

パプリカ1個 稀 200,180 横這い 242,277ｇ レモン 多、横這い 200-132-70 横這い 3-1.7-1個/467-262-91ｇ

きゅうり 並み、横這い 200-135-100 横這い 4-2.6-2本 サワーポメロ 並み、増 270-190-120 横這い 3-2.1-1個/1.16ｋ-971-818ｇ

なす 少、減 140,140,130,120 横這い 3,3,2,2本/374,370,306,300ｇ スィートスプリング 並み、増 300-219-150 横這い 6-3.6-2個/1.19ｋ-882-543ｇ

大玉トマト 並み、増 280-251-220 横這い 4-3.4-2個/520-446-355ｇ ゆず 稀 130,100 横這い 5,8個/248,580ｇ

ミディートマト 少、横這い 200,200,190 横這い 249,207,277ｇ 大柚子 稀 200,150,150,140 758,542,404,336ｇ

ミニトマト 多、横這い 200-168-120 やや下げ 246-183-129ｇ だいだい 並み、増 200-145-90 横這い 3-2.5-2個/723-473-304ｇ

フルーツトマト 少、横這い 500,300,240 横這い 421,216,143ｇ シークァーサー 少、横這い 150,130,100 横這い 288,300,205ｇ

南瓜 多、横這い 680-355-100 横這い 2.67ｋ-1.25ｋ-643ｇ 指宿サワーシー 稀 300 横這い 300ｇ

ミニ南瓜 稀 160,140 横這い 280,306ｇ キウイフルーツ 稀 200 横這い 4個/447ｇ

バターナッツ 稀 200,180 横這い 525,443ｇ 無花果 稀 100 横這い 1個/91ｇ

剥き実エンドウ 稀 130 横這い 72ｇ バナナ 稀 600 横這い 14本/629ｇ

きぬさや 稀 100 横這い 108ｇ さがほのか 少、横這い 500,480 横這い 大/197,216ｇｇ

スナップ 多、横這い 150-111-100 やや下げ 189-113-82ｇ 紅ほっぺ 稀 600 横這い 大/257ｇ

※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

　・白菜、キャベツ、あるにはありますが例年ほどのボリュームはありません。お持ちの方は積極的な出荷をお願いします。
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