
青果物市況調査票（野菜）
 宮　宮崎中央青果株式会社

(木) ［天候］ 　　　お問い合せ：0985-27-7600
　　　ＨＰ  http://www.maru-miya.co.jp

産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況 産地名 入荷量 高値 中値 安値 量目 規格 概況

北海道 1ｔ 1,404 ～ 864 10kg 流れ 保合 宮崎 0.13ｔ 1,080 ～ 486 1kg 流れ 保合

熊本 10kg 流れ

宮崎 1.7ｔ 864 ～ 540 10kg 流れ 保合 北海道 1kg 流れ

熊本 5ｔ 1,620 ～ 1,404 10㎏ ２Ⅼ トレズ オクラ 宮崎 0.7ｔ 65 ～ 32 100g 流れ 保合

宮崎 3ｔ 2,268 ～ 324 10kg 流れ トレズ

長野 2ｔ 1,080 ～ 648 10kg 流れ 保合

宮崎 5kg 流れ

蓮根 佐賀 4kg 流れ

長野 2ｔ 1,404 ～ 756 15kg 流れ 弱保合 宮崎 1.8ｔ 1,404 864 324 10kg 流れ 保合

宮崎 8ｔ 756 ～ 54 10kg 流れ 保合

熊本 3ｔ ～ 972 ～ 10kg 流れ トレズ 宮崎 10kg 流れ

宮崎 10kg 流れ 佐賀 9ｔ 5,400 ～ 3,240 20kg 流れ 保合

宮崎 0.1ｔ 2,808 ～ 2,160 20束 流れ 強保合 長芋 青森 10kg 流れ

石川 宮崎 11ｔ 3,564 ～ 1,620 10kg 流れ 強保合

宮崎 0.4ｔ 3,780 3,240 2,700 3kg 20束 強い

宮崎 0.6ｔ 864 ～ 540 3kg 流れ 保合 宮崎 2ｔ 1,404 ～ 432 3kg 流れ 保合

大分 1.1ｔ 1,242 ～ 756 3kg 流れ 保合 宮崎 8ｔ 1,296 ～ 540 8kg 流れ 弱保合

にら 宮崎 0.8ｔ 1,890 1,620 1,080 5kg 流れ 保合 宮崎 0.6ｔ 1,728 ～ 1,620 10kg 流れ 保合

生椎茸 宮崎 1kg 流れ

ハウス 宮崎 4ｔ 972 ～ 216 5kg 流れ 弱保合 菌床椎茸 宮崎 0.04ｔ 86 ～ 32 100g 流れ 保合

平箱 宮崎 432 ～ 216 5kg 流れ 弱保合 えのき茸 宮崎 0.6ｔ 28 ～ 25 100g 流れ 保合

みつば 宮崎 ～ 540 ～ 1kg 流れ 保合

生姜 新 宮崎 0.02ｔ 432 ～ 216 1kg 流れ 弱保合

洋種 宮崎 10kg 流れ 赤紫蘇 宮崎 0.08ｔ ～ 1,620 ～ 20束 流れ 保合

枝豆 宮崎 0.13ｔ 1,620 ～ 1,080 3kg 流れ 弱保合

宮崎 4ｔ 1,404 ～ 324 5kg 流れ 弱保合

丸 宮崎 3ｔ 3,348 432 324 4kg 流れ 保合

ﾌｧｰｽﾄ 宮崎 4kg 流れ

高冷地 熊本 4㎏ 流れ

大根葉 宮崎 0.04ｔ ～ 1,620 ～ 20束 流れ トレズ

宮崎 130 ～ 65 200g 流れ 保合 山東菜 宮崎 0.06ｔ 1,080 ～ 864 20束 流れ 弱い

小松菜 宮崎 0.05ｔ ～ 540 ～ 10束 流れ 弱い

ｽﾞｯｷｰﾆ 宮崎 0.49ｔ 648 ～ 108 2kg 流れ 弱保合 ﾁﾝｹﾞﾝ菜 宮崎 10束 流れ

ﾊｳｽ 宮崎 0.7t 540 ～ 216 10kg 流れ 弱保合 水菜 宮崎 10束 流れ

新 宮崎 7ｔ 2,160 ～ 1,080 10kg 流れ 強保合 春菊 宮崎 10束 流れ

ふだん草 宮崎 10束 流れ
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