
主日 果 物 市 況

平成26年11月20日(木)

長崎市中央卸売市場

野 一采 果 実

入荷量 248 t 入荷量 109 t

ロロ 目 単位 高値 | 1 安 値 ll日 目 単位 高値 | 1 安 値

だいこん 本 54  --     32 ハウスみかん kg

にんじん k思 130  --      76 早生温州みかん kg 356  --      54

ごぼう kg 162  -      70 普通温州みかん kg

たけのこ kg ネーブルオレンジ kg 338  --     267

れんこん kg 567  -    486 甘なつみかん kg

はくさい kg 58  -      29 いよかん k烹

こまつな 束 はっさく kg

キャベツ kg 70  -      22 レモ ン kg 405  -     142

グリーンボール kg 97  -     68 グレープフルーツ kg 311  -     284

ほうれんそう 東 92 76 つがる kg

白ねぎ kg 432  -    288 ジョナゴールド k思 346  -     270

こねぎ kg 760 700 ふ じ kg 356  --     244

ヤこら 束 王林 kg 302  --     151

アスハフガス 束 豊水 k思

ブロッコリー kg 324  -    252 新高 kg

レタス kg 93  -     31 二十世紀 kg

チングンサイ kg その他のなし kg

きゅうり kg 562  --     389 富有 kg 199  --     130

かばちゃ kg 270  -    238 西村早生 kg

なす kg 562  --     324 その他のかき kg

トマト kg 311  --     203 び わ kg

ミニトマト ハツク 151 ７
‘

ｎ
フ もも kg

ピー マン 袋 49 30 うめ kg

さやいんげん kg 1,242  -    918 デラウェア kg

かんしょ kg 281  --     108 巨峰 kg 626  --     350

,ずオ化いしょ kg 135  -     86 ベリーA kg

さといも kg 367  -     81 くり kg

ながいも kg 378  -    367 いちご ハツク 486  -      ′
'

たまねぎ kg 92  --     81 アールスメロン kg 513  --     270

しょっが kg 648  -     486 プリンスメロン kg

かいわれ kg アムスメロン kg

生しいたけ ハツク 103  -     70 すいか kg

えのきだけ 袋 45  -     36 バナナ k思 236  --     108

パインアップル kg 238  --     119

注 :価格が中値のみの場合は、高値欄に中値を記載しています。

単位数量は大根lkg、こまつな200g、ほうれんそう200g、にら100g、
アスパラガス100g、ミニトマト200g、ピーマン150g、生しいたけ100g、
えのきだけ100g、いちご300g。その他の品 目についてはlkg。

長崎市中央卸売市場

TEL 095-839-6111


