
速報

ＪＡ全農おおいた　福岡事務所

日にち 福岡市中央卸売市場青果市場
天気 　 野菜 1092 t 果実 228ｔ

品目 産地 気配 品目 産地 気配 品目 産地 気配
／数量（㌧） ／数量（㌧） ／数量（㌧）

大根 大分 もちあい ニラ 宮崎 3510 ～ 540 弱い とまと 福岡 1510 ～ 640 弱い
 長崎 750 ～ 510 大分 3510 ～ 700 ５ｋ  熊本 820 ～ 440 500ｇ

70ｔ 福岡 13ｋ 12ｔ 岡山 71ｔ 大分
熊本 1ｋ 熊本 鹿児島
鹿児島 60 1ｋ 5kgＤＢ 福岡 4ｋ 宮崎
青森 佐賀 長崎 1620 ～ 860 4ｋ

白菜 大分 1290 強もちあい レタス 福岡 1620 ～ 860 強い ミニとまと 熊本 2160 ～ 1180 強もちあい
　 茨城 910 ～ 860 15ｋ 大分  福岡

151ｔ 熊本 64ｔ 熊本 17ｔ 佐賀
宮崎 40 1ｋ 長崎 8ｋ 宮崎 130 ～ 70 200ｇ

15kgＤＢ 長崎 　 長野 2050 ～ 1720 3ｋ 長崎 1290 ～ 1080 ３ｋ
鹿児島 1ｋ 茨城 大分

キャベツ 福岡 750 ～ 640 もちあい きゅうり 福岡 1400 ～ 940 もちあい ピーマン 大分 もちあい
　 大分 長崎 佐賀

167ｔ 宮崎 10ｋ 63ｔ 佐賀 1290 ～ 860 ５ｋ 14ｔ 宮崎 2160 8ｋ
熊本 810 ～ 700 宮崎 熊本

10kgDB 佐賀 5kgDB 熊本 鹿児島 4860 ～ 2910 7.8ｋ
鹿児島 640 ～ 450 1ｋ 鹿児島 青森

白葱 大分 1510 ～ 970 もちあい ナス 福岡 150 ～ 130 もちあい 大葉 大分 350 ～ 270
 熊本  大分 佐賀

16ｔ 福岡 970 ～ 910 32ｔ 長崎 熊本 130 ～ 120
佐賀 宮崎 福岡

3kgＤＢ 北海道 熊本 1460 ４ｋ 　
宮崎 鹿児島

≪本県産価格≫
品目 産地 規格 品目 産地 規格 品目 産地 規格

べっぴん葱 1800 3k パセリ 中部大分 5000 4ｋ

白葱 協議会 1400 3ｋ ピーマン 協議会 100 150ｇ
2100 4.5ｋ

みつば 中部大分 1600 2ｋ スナップえんどう 東部杵築 1ｋ
豊肥竹田 1ｋ

ニラ 中部大分 2000 5ｋ 大葉 中部大分 300 100ｇ
佐伯 1750

レタス 中部大分 1000 8ｋ かぼす 杵築選果場 2000 10k

≪備考≫
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