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真冬らしい寒さが続くが、全体的に入荷量の多い状況が続き、開店当初は売り台に並びきれない状況が続く。

　新年、あけましておめでとうございます。今年も、皆様のご期待に添えますように、お客様に喜ばれる売れる店づくりに頑張ってまいりますので、旧年にも増して、沢山のご出

荷をお願い致します。引続き、真冬らしい寒さが続きますが、例年の溢れるような出荷ではなかった白菜やキャベツ、じゃがいもの入荷も増え、全体的に入荷の多い安定した状況

となっている。初入荷は、ふきのとう、はるみ、はれひめ、紅甘夏、八朔。

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 150-119-100 横這い 292-215-134ｇ サラダ大根 並み、横這い 200-133-90 横這い 4-1.5-1本/562-377-242ｇ

小松菜 並み、横這い 130-105-90 横這い 313-242-157ｇ 寒干し大根 少、減 450,400,350,200 横這い 2,3,1,1本/846,908,664,546ｇ

水菜 並み、横這い 120,100,100,100 横這い 219,247,212,185ｇ ラディッシュ 少、横這い 130,120,110,110 横這い 157,431,303,211ｇ

なっぱ 稀 120 横這い 241ｇ かぶ 並み、横這い 150-130-100 横這い 6-3-1株/773-569-196ｇ

チンゲン菜 並み、横這い 100-99-90 横這い 591-357-254ｇ 人参 多、横這い 120-100-90 横這い 7-4-3本/1.07ｋ-688-459ｇ

春菊 少、減 120,100,100 横這い 175,284,215ｇ 金時人参 稀 120 横這い 5本/392ｇ

高菜 並み、横這い 120-104-100 横這い 876-600-291ｇ 洗いごぼう 少、減 200 横這い 3,2本/402,356ｇ

こぶ高菜 少、横這い 180,150,140 横這い 503,526,431ｇ 土付きごぼう 稀 100 横這い 8本/300ｇ

わさび菜 多、横這い 100-96-80 横這い 387-168-98ｇ じゃがいも 多、増 400-177-120 横這い 1.10ｋ-591-420ｇ

菜花 少、横這い 130,120,100,100 横這い 149,184,135,107ｇ 生姜 多、横這い 500-193-110 横這い 624-298-146ｇ

つぼみ菜 稀 180 横這い 366ｇ レンコン 並み、横這い 350-248-130 横這い 441-317-173ｇ

三つ葉 稀 120 横這い 58ｇ 菊芋 多、減 200-135-100 横這い 525-363-247ｇ

ルッコラ 少、横這い 130,100,100,100 横這い 69,73,61,50ｇ ヤーコン 稀 350,250,200 横這い 1.39ｋ、1.02ｋ、616ｇ

ケール 少、横這い 110,100,100 横這い 191,103,98ｇ つくね芋 並み、減 400-274-180 横這い 1.35ｋ-741-479ｇ

アイスプラント 少、横這い 130,120,120,110 横這い 204,148,96,76ｇ 自然薯 稀 700,600,400,300 714,616,475,553ｇ

ふきのとう 初 200 68ｇ 紅さつま 少、減 400,180 横這い 511,554ｇ

セロリ 少、増 200,130,120,120 横這い 574,488,180,126ｇ 紅はるか 多、減 360-222-120 横這い 948-622-451ｇ

パクチー 少、横這い 140,120,100 横這い 46,167,51ｇ シルクスィート 稀 340,280 横這い 987,532ｇ

キャベツ 多、増 120-105-100 横這い 2.19ｋ-1.32ｋ-869ｇ 安納芋 少、減 350-247-150 横這い 821-566-370ｇ

白菜 多、増 200-160-80 横這い 3.79ｋ-2.38ｋ-1.72ｋ 白芽里芋 少、減 200,190,140 横這い 567,482,477ｇ

ブロッコリー 多、横這い 150-115-90 横這い 610-408-231ｇ 赤芽里芋 多、減 250-223-150 やや下げ 670-494-352ｇ

茎ブロッコリー 稀 110 横這い 172ｇ 親芋 並み、減 300-136-80 横這い 1.37ｋ-755-488ｇ

カリフラワー 多、横這い 200-149-120 やや下げ 1.02ｋ-625-232ｇ みかん 多、減 350-290-150 横這い 1.08ｋ-861-651ｇ

玉レタス 並み、横這い 130-105-90 やや下げ 711-494-336ｇ 早香 稀 330,220 横這い 701,805ｇ

サニーレタス 並み、横這い 130-112-100 横這い 485-306-178ｇ 麗紅/はれひめ 初 230/230 5個/699/823ｇ

リーフレタス 並み、横這い 180-127-100 横這い 359-170-116ｇ 小みかん 多、減 330-242-130 横這い 757-600-487ｇ

サラダ菜/サンチュ 稀 80/120 横這い 105/74ｇ ぽんかん 並み、減 300-253-180 横這い 968-778-484ｇ

白ねぎ 多、増 150-130-100 横這い 4-2.7-2本/475-364-246ｇ 不知火・デコポン 少、横這い 650,300,200 横這い 3,2,3個/619,736,435ｇ

下仁田ネギ 稀 180 横這い 2本/330ｇ 大將季 初 500 3個/697ｇ

中ねぎ 稀 120,100 横這い 179,190ｇ 川畑みかん 稀 180,100 横這い 4,2個/693,383ｇ

小ねぎ 並み、横這い 120-104-100 横這い 119-95-67ｇ みはや 稀 400,380 横這い 6,8個/786ｇ,1.11ｋ

センモト 稀 120,100 横這い 106,139ｇ はるみ/はるか 初 210/250 914/997ｇ

ニラ 稀 100 横這い 104ｇ サワーポメロ 並み、増 500-249-130 横這い 8-3.1-2個

葉ニンニク 稀 150,100 横這い 111,54ｇ スィートスプリング 多、増 300-195-130 横這い 5-3.2-2個/1.05ｋ-736-519ｇ

島らっきょう/らっきょう 初 180/100 101/72ｇ 紅甘夏/八朔 初 150/280 2,5個

ピーマン 並み、横這い 120-100-80 横這い 294-222-196ｇ ぼんたん 並み、増 1500-598-120 横這い 6-3-1個

カラーピーマン 稀 190 173ｇ 紫ボンタン 稀 700,450 横這い 1個

パプリカ1個 稀 160,100 横這い 214,115ｇ 晩白柚 初 1000-880-600 2.21ｋ-1.69ｋ-1.42ｋ

きゅうり 多、横這い 160-135-110 横這い 3-2.5-2本 ハウス金柑 並み、横這い 650,300,300 横這い 810,551,269ｇ

なす 並み、横這い 180-141-120 横這い 3-2.4-2本/393-350-309ｇ 露地金柑 多、増 360-244-150 横這い 1.05ｋ-715-406ｇ

大玉トマト 多、増 280-233-200 やや下げ 6-3.4-2個/664-489-346ｇ レモン 多、横這い 200-137-80 横這い 2-1.6-1個/407-245-107ｇ

ミディートマト 稀 250 横這い 398ｇ カボス/シークアーサー 稀 150/250,100 横這い 512/551,297ｇ

ミニトマト 多、横這い 400-196-140 横這い 359-205-154ｇ だいだい 稀 150,90 横這い 3,2個/312,548ｇ

フルーツトマト 稀 300,250 横這い 217,146ｇ 指宿サワーシー 稀 300 横這い 279ｇ

南瓜 多、横這い 500-311-150 横這い 2.09ｋ-1.18ｋ-726ｇ キウイフルーツ 稀 200 横這い 4個/426ｇ

ミニ南瓜 稀 200 横這い 467ｇ 銀杏 稀 230 261ｇ

きぬさや 少、横這い 120,120,100 横這い 72,69,108ｇ さがほのか大 稀 500 横這い 208ｇ

スナップ 並み、増 300-167-100 横這い 254-151-83ｇ ぴかいちご 稀 580 横這い 229ｇ

いんげん 少、減 100 横這い 136,109,105,70ｇ さつまおとめ 稀 500 横這い 200ｇ

そら豆：2粒 初 340 12莢/373ｇ 紅ほっぺ 稀 600 横這い 271ｇ

新玉ねぎ 初 160 2株/344ｇ アボカド 稀 1,000,900 横這い 2,1個/434,342ｇ

にんにく 稀 300,100 横這い 62,45ｇ バナナ 稀 450 横這い 13本/738ｇ

大根 多、増 130-102-80 やや下げ 2.42ｋ-1.34ｋ-755ｇ

※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、キャベツ等は袋入りでの出荷をお願いします。お客様が商品を選ぶに従い、商品の劣化が進みます。
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