
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4年　1月17日号：経済連　営業開発課

真冬の寒さが続く中、全体に入荷はしっかりあるもののほうれん草等葉物類を中心に入荷減。品目によっては端境期を向かえるか。

　一年で一番寒い時期。平年からそれを下回る気温推移の影響で、ほうれん草等葉物類やナス、ピーマン、胡瓜の入荷が減ってきた。また、一時期入荷が増えたかに見えた白菜や

キャベツも増え切らない状況。入荷が多いのは、白ネギ、南瓜、人参。果実は、みかんが減る一方、ぽんかん、サワーポメロ、スィートスプリング、伊予柑の入荷が増え、ハウス

・露地金柑、レモンの入荷も多い。初入荷：スイスチャード(100円/103ｇ)ズッキーニ(120円/1本/218ｇ)、辛味大根(150円/1本/825ｇ)清見(250円/2個)たんかん(200円/838ｇ）。

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 130-114-90 横這い 441-232-166ｇ 寒干し大根 少、減 350,280,200,180 横這い 5,2,2,1本/569,646,441,515ｇ

小松菜 並み、横這い 130-106-100 横這い 306-250-158ｇ カット桜島大根 初 250 1.38ｋ

水菜 並み、横這い 120-99-80 横這い 263-209-161ｇ ラディッシュ 少、横這い 150,130,120,110 横這い 144,174,252,334ｇ

なっぱ 少、増 130,120,100,100 横這い 304,239,311,202ｇ かぶ 多、増 200-151-120 横這い 6-3.2-1株/1.13ｋ-727-527ｇ

大根葉 少、増 100,100,100,90 横這い 304,209,198,164ｇ 人参 多、横這い 140-107-90 横這い 7-4-2本/893-663-380ｇ

チンゲン菜 少、横這い 100 横這い 334-270-224ｇ 金時人参 並み、増 210-164-130 横這い 4-1.8-1本/409-316-219ｇ

春菊 多、横這い 130-106-100 横這い 377-212-150ｇ 洗いごぼう 少、増 200-173-110 横這い 16-5.2-2本/391-267-209ｇ

高菜 並み、増 120-106-100 横這い 919-577-418ｇ 土付きごぼう 稀 200 横這い 12,3本/232,278ｇ

こぶ高菜 並み、横這い 150-132-100 横這い 569-411-279ｇ じゃがいも 多、増 400-188-130 横這い 1.14ｋ-595-467ｇ

わさび菜 並み、横這い 100-92-80 横這い 317-197-106ｇ 生姜 多、横這い 330-184-100 横這い 609-305-147ｇ

菜花 多、増 130-108-100 横這い 259-113-61ｇ レンコン 並み、横這い 350-226-150 横這い 451-289-184ｇ

アスパラ菜/三つ葉 稀 100/180,100 横這い 211,132/71,34ｇ 菊芋 多、横這い 200-148-100 横這い 508-343-249ｇ

つぼみ菜 少、増 280-196-160 横這い 315-224-172ｇ ヤーコン 稀 350,200,180 横這い 1.00ｋ、609,587ｇ

ルッコラ 並み、増 150-113-100 横這い 148-75-51ｇ つくね芋 並み、横這い 500-296-160 横這い 1.59ｋ-760-308ｇ

ケール/クレソン 少、横這い 100/150,120 横這い 146,110,108/86,40ｇ 紅さつま 少、横這い 400,300,180,150 横這い 497,912,528,492ｇ

アイスプラント 少、増 130-122-110 横這い 211-127-69ｇ 紅はるか 多、横這い 360-223-120 横這い 943-588-448ｇ

セロリ/ホワイトミニセロリ 稀 130/130 横這い 369/53ｇ シルクスィート 少、横這い 340-248-180 横這い 959-589-409ｇ

パセリ/イタリアンパセリ 稀 120,120,100/150 33,30,43/28ｇ 安納芋 少、横這い 480-368-180 横這い 993-658-514ｇ

パクチー 少、増 150-134-120 横這い 113-72-24ｇ 白芽里芋 少、横這い 250-170-100 横這い 555-494-439ｇ

キャベツ 多、横這い 220-121-100 横這い 2.15ｋ-1.50ｋ-930ｇ 赤芽里芋 多、横這い 250-222-160 横這い 762-501-321ｇ

芽キャベツ/コールラビ 稀 200,120/100,80 横這い 126,115/2,1個660,542ｇ 親芋 並み、減 400-208-80 横這い 1.49ｋ-987-448ｇ

白菜 多、増 200-146-70 横這い 4.3ｋ-2.11ｋ-733ｇ 早掘り筍 少、増 600-312-100 横這い 16-4.2-1本/531-293-149ｇ

ブロッコリー 多、横這い 150-117-100 やや下げ 1.21ｋ-456-201ｇ みかん 多、減 380-293-200 横這い 1.45ｋ-946-685ｇ

茎ブロッコリー 並み、増 150-109-90 横這い 282-170-131ｇ 早香 並み、増 380-278-170 横這い 8-5.2-4個/1.02ｋ-822-710ｇ

カリフラワー 並み、横這い 200-152-120 横這い 783-553-192ｇ 麗紅/はれひめ 少、増 300,230,200/350,350,300 横這い 1.02ｋ、814,498/915,564,1.02ｋ

玉レタス 並み、横這い 130-108-90 やや下げ 784-475-309ｇ 小みかん 多、減 380-261-130 横這い 1.06ｋ-644-269ｇ

サニーレタス 並み、横這い 110-99-90 横這い 315-218-127ｇ ぽんかん 多、増 350-247-150 横這い 1.51ｋ-908-555ｇ

リーフレタス 並み、横這い 170-110-90 横這い 517-280-115ｇ 不知火・デコポン 少、増 650-420-250 横這い 5-3.2-2個/1.16ｋ-686-402ｇ

トレビス 稀 150,150,140,140 横這い 291,290,259,196ｇ 川畑みかん/みはや 稀 150/400 横這い 725/896ｇ

サラダ菜/サンチュ 稀 80/120,100 横這い 149/76,105ｇ はるみ 少、増 280,230,180 横這い 725,900,903ｇ

白ネギ 多、増 150-126-80 横這い 4-2.5-1本/606-371-214ｇ はるか 並み、増 300-243-170 横這い 5-4.2-3個/1.14ｋ-932-711ｇ

中ねぎ/センモト 稀 120,100/100 横這い 178,181/99ｇ サワーポメロ 多、増 270-198-120 やや下げ 4-2.5-2個

小ねぎ 波、横這い 120-102-100 横這い 114-91-61ｇ スィートスプリング 多、横這い 300-214-130 横這い 4-3.4-2個/1.14ｋ-792-529ｇ

ニラ/葉ニンニク 稀 110,100/150,120 横這い 107,103/103,162ｇ 伊予柑 並み、増 250-209-150 横這い 5-3.9-2個/1.08ｋ-947-814ｇ

ラッキョウ、エシャレット 少、増 230,150,130 横這い 118,105,133ｇ ネーブル/八朔 稀 180/150 横這い 3個

島らっきょう 稀 250,180 横這い 98,95ｇ ぼんたん 並み、横這い 1500-656-250 横這い 5-2.1-1個

ピーマン 並み、横這い 120-103-90 横這い 224-206-179ｇ 紫ボンタン 稀 700,450,400 横這い 1個

パプリカ/カラーピーマン 稀 200,160,140/190 横這い 2,1,1個273,190,170/263ｇ 晩白柚 少、横這い 1,300,800,700,500 横這い 1個

きゅうり 多、横這い 170-128-70 横這い 3-2.4-1本 ハウス金柑 並み、横這い 780-472-280 横這い 998-615-236ｇ

なす 少、横這い 150,140,130,130 横這い 4,3,3,3本/444,429,378,367ｇ 露地金柑 多、横這い 430-254-150 横這い 1.07ｋ-801-399ｇ

大玉トマト 並み、横這い 280-217-130 横這い 5-3.1-1個/706-516-370ｇ レモン 多、横這い 200-132-80 横這い 2-1.5-1個/440-233-100ｇ

ミディートマト 少、増 250,240,190,150 横這い 389,446,308,196ｇ ライム/カボス 稀 180/150 横這い 2/4個、205/520ｇ

ミニトマト 多、横這い 250-174-120 横這い 250-190-141ｇ シークアーサー/指宿サワーシー 稀 150,100/300 横這い 124,302/227ｇ

フルーツトマト 少、増 480-306-220 横這い 410-224-139ｇ ダイダイ/キウイフルーツ 稀 150/200 横這い 3/6個、335/347ｇ

南瓜 多、横這い 500-312-100 横這い 2.25ｋ-1.14ｋ-656ｇ さがほのか大 稀 480,450 横這い 265,197ｇ

ミニ南瓜 少、横這い 210-158-90 横這い 635-456-316ｇ ぴかいちご 稀 1,000,580 横這い 360,215ｇ

まめこぞう/きぬさや 初/稀 240/120 208/70ｇ さつまおとめ 稀 500,450 横這い 208,195ｇ

スナップ 多、増 250-139-90 横這い 255-139-81ｇ 紅ほっぺ 稀 600 横這い 250ｇ

いんげん 少、横這い 130-106-100 横這い 123-101-69ｇ 恋みのり 初 1,000 9個/348ｇ

そらまめ 少、増 350,350,340,300 横這い 591,591,368,310ｇ やよいひめ 初 1000 7個/337ｇ

新玉ねぎ 稀 268,160 横這い 3,2個/733,446ｇ アボカド 稀 300,250,220,180 横這い 208,180,159,143ｇ

大根 多、増 120-99-70 横這い 1.88ｋ-1.07ｋ-531ｇ 銀杏 稀 160 皮むき、72ｇ

サラダ大根 少、減 150-130-90 横這い 6-2-1本/455-345-234ｇ

※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。

３．催事、イベント：1月

野

菜

おいどん市場いしき店

催事、イベント内容

新型コロナウイルス感染症再拡大のため、ＪＡフェア等当面実施見合わせ

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

野

菜

果

実


