
速報

▲ 上げ ＪＡ全農おおいた　大阪事務所
△ 強保合

日にち （金） 　　　　　- 保合 大阪市中央卸売市場入荷量
天気 晴れ ▽ 弱保合 野菜 916t 果実 330t

▼ 下げ
品目 産地 価格 気配 品目 産地 価格 気配 品目 産地 価格 気配
／数量 ／数量 ／数量

牛蒡 熊本県 上げ みつば 三重県 保合 甘藷 千葉県（5㎏） 2160～1940 弱保合
群馬県 上げ 大分県 保合 茨城県（5㎏） 2160～1890 弱保合

3158㎏ 鹿児島県（2㎏） 1290～970 上げ 1111㎏ 大阪府 保合 20585㎏ 徳島県（5㎏） 2260～1620 弱保合

青葱 三重県 保合 にら 高知県（0.1㎏） 40～20 強保合 里芋 鹿児島県 上げ
高知県 保合 大分県 強保合

1267㎏ 奈良県 保合 5408㎏ 福岡県（0.1㎏） 30～30 強保合 190㎏

細葱 大分県 下げ ゴーヤ 長崎県 保合 にんにく 青森県 上げ
広島県 下げ 鹿児島県 保合 熊本県（1㎏） 750～750 上げ

3613㎏ 佐賀県 下げ 1587㎏ 高知県 保合 1484㎏ 中国（10㎏） 4150～3780 上げ
高知県 保合

白葱 鳥取県 保合 豌豆 和歌山県 保合 大葉 愛知県（0.1㎏） 560～100 上げ
静岡県 保合 徳島県 保合 茨城県（0.1㎏） 340～100 上げ

4044㎏ 茨城県 保合 756㎏ 愛媛県 保合 1075㎏ 大分県 上げ

※ 5月25日 （木） の概況です。
≪本県産価格≫

品目 産地 等階級 価格 品目 産地 等階級 価格 品目 産地 等階級 価格
にら 大分 ＦＧ（ＡＭ） スナップ 杵築 秀Ｌ 甘長唐辛子

ぶんご大
野

秀L
ＦＧ（○ＡＭ） 優Ｌ 優M

1㎏ 1㎏ 〇AL

みつば 大分 小袋 白葱 大分白葱 秀2Ｌ 万願寺 臼杵 1㎏AL
バラ 連絡協議会秀Ｌ 1㎏BL

3㎏ 1㎏AL赤
3.5㎏赤
3㎏赤

大葉 大分 100枚A2Ｌ Ｈカボス 杵築柑橘 2L レイシ 杵築 秀4Ｌ
100枚AL L 秀3Ｌ
100枚AM 1㎏ M 3㎏ 秀2Ｌ
100枚AS 〇2L 秀L

〇L
〇M 秀M

芹 大分 小袋 ピーマン ピーマン 4.5㎏A3L レイシ ぶんご大野秀4Ｌ
連絡協議会0.15㎏AM 秀3Ｌ

3㎏ 秀2Ｌ
秀L
秀M
込

細葱 味一 ＦＧ（ＡＬ） ズッキーニ 国東 秀Ｍ 優4Ｌ
ＦＧ（ＡＭ） 秀Ｓ 優3Ｌ
ＦＧ（ＢＬ） 2㎏ 優S 優2Ｌ
ＦＧ（ＢＭ） 優Ｌ

込
≪備考≫
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速報

▲ 上げ ＪＡ全農おおいた　大阪事務所
△ 強保合

日にち （金） 　　　　　- 保合 大阪市中央卸売市場入荷量
天気 晴れ ▽ 弱保合 野菜 916t 果実 330t

▼ 下げ
品目 産地 価格 気配 品目 産地 価格 気配 品目 産地 価格 気配
／数量 ／数量 ／数量

みかん メロン 茨城県 弱保合
熊本県（5㎏） 2910～1290 弱保合

58249㎏ 愛知県（5㎏） 2910～1940 弱保合
㎏

中晩柑 和歌山県（10㎏） 1940～1830 上げ スイカ 熊本県 保合
広島県（10㎏） 2160～1940 上げ 長崎県 保合

19804㎏ 愛媛県（7㎏） 3240～2260 上げ 112224㎏ 愛知県 保合

りんご 青森県（10㎏） 9180～3780 保合

92761㎏

苺 佐賀県 保合
長崎県（0.25㎏） 370～160 保合

24564㎏ 香川県（0.25㎏） 410～300 保合

※ 5月25日 （木） の概況です。
≪本県産価格≫

品目 産地 等階級 価格 品目 産地 等階級 価格 品目 産地 等階級 価格
南津海 杵築柑橘 赤秀5

0.45㎏ＰＫ

デコポン べっぷ日出 秀10
秀12

3㎏化粧 秀15

デコポン べっぷ日出 秀１５
秀１８

５㎏ＤＢ 秀２０
秀２４

≪備考≫
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