
速報

ＪＡ全農おおいた
東京事務所

日にち 令和５年５月２５日(木） 東京青果卸売市場入荷量
天気 曇 野菜 2442.6t 果実 636.1t

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

キャベツ 千葉県 1,300 保合 トマト 栃木県 700～1400 弱い ねぎ 茨城県 2,800 保合
神奈川県 1,300 保合 愛知県 700～1500 弱い 61.3t 埼玉県 2,000 保合

300.5ｔ 218.7t 熊本県 600～1500 弱い 5kgDB 千葉県 3,200 保合
小ねぎ

10ｋｇ 4kgDB 13.5t 福岡県 130 保合
L Ｍ 100g 大分県 120 保合

白菜 茨城県13kg 1,500 保合 ミニトマト 愛知県200g 80～130 保合 みつば 千葉県1kg 1,000 保合
茨城県15kg 1,800 保合 熊本県3kg 800～1600 保合 静岡県1.5kg 2,000 保合

199.9t 1.6t
85.2t

12～15kg
２Ｌ

大根 千葉県 1,400 保合 なす 栃木県5kg 3,000 保合 大葉 愛知県 350 保合
千葉県5kg 3,000 保合 2.0t

97.3t 93.6t 岡山県2kg 2,000 保合 100g
にんにく 青森県 1,600 保合

10kgDB 3.6t 香川県 1,300 保合
Ｌ 福岡県4kg 2,000 （長なす） 1kg

人参 千葉県 2,200 弱保合 きゅうり 宮城県 1000～1700 弱保合 ピーマン 茨城県 90 保合
徳島県 1,500 弱保合 山形県 1100～1800 弱保合 高知県 80 保合

89.1t 183.8t 福島県 1100～1800 弱保合 54.2t 宮崎県130g 70 保合
栃木県 1000～1700 弱保合

10kg 5kgDB 群馬県 1000～1700 弱保合 150g袋
埼玉県 1000～1700 弱保合 Ｍ

≪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

大葉 大分 １００枚 100～150 パクチー 安心院 30g 155 白ねぎ 協議会 A2L
２０ｇ袋 65～67  50g - AL
１０枚袋 330 3kg
10枚PK 40

みつば 大分 小袋 70 ﾚﾀｽﾐｯｸｽ 安心院 30g ﾊｳｽかぼすきつき 赤秀L
赤秀M

1kg 丸秀M

せり 大分 FG小袋 70～80 ﾏｼﾞｯｸﾚｯﾄﾞ 中津 20g 実さんしょう 国東 秀M

50g

小ねぎ 味一 小袋50ｇ 50～65 おかわかめ 中津 50g
小袋70ｇ 60～65
小袋100ｇ 70～85

ﾍﾞﾋﾞｰﾘｰﾌ 安心院 70ｇ 155 ゆきち菜 中津 AL
100ｇ -

130g

≪備考≫
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ﾊｳｽみかん 愛知県1.2kg 2,500 弱保合 いちご （とちおとめ）

佐賀県270g 400 弱保合 福島県260g 250 保合
佐賀県330g 500 弱保合

6.7t 佐賀県1kg 2,200 弱保合 61.0t
佐賀県1.8kg 2,500 弱保合
佐賀県2.2kg 3,000 弱保合

不知火 熊本県5kg 3000～4500 保合 すいか （大玉）
千葉県13kg 3200～4200 弱保合
熊本県15kg 5,000 保合

5.4t 307.5t （小玉）
茨城県8kg 4,700 保合
群馬県8kg 5,500 保合

りんご （ふじ） 千葉県9kg 4,000 弱保合
青森県10kg 8,000 保合 和歌山県10kg 5,100 保合

89.7t

メロン (ｱｰﾙｽ）

千葉県1kg 400～1000 保合
静岡県1kg 850～3500 保合

85.6t

≪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

ﾊｳｽみかんきつき 赤秀3 ﾊｳｽみかんきつき 赤秀30
赤秀2S 赤秀40
赤秀3S 赤秀48

270g 5kg 赤秀S

ﾊｳｽみかんきつき 赤秀5
赤秀6

350g

ﾊｳｽみかんきつき 赤秀S

400g

ﾊｳｽみかんきつき 特選15

1.2kg

ﾊｳｽみかんきつき 特選25

2kg

≪備考≫
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