
年 月 日 (     曜日)   天候(       )
入 荷 数 量 等 報 告 書 単位…kg 東京青果株式会社

本 日

前 日

前 年

(t)
(t)

(t)
(%)

(%)

品
目
別
対
比
表

【 果 実 入 荷 概 算 】2023 5 25 木
　　　　　│

ハウスみかん 　　【計】  51,740　　【計】   1,603　　【計】     371　　茨  城│   1,120　　【計】  36,025アボカド
　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　愛  知│   1,460陸奥りんご プルーン いちぢく 　　千  葉│      79アンデスメロン 　　メキシ│      50
　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　佐  賀│   5,278　　青  森│     381　　長  野│     120　　愛  知│   1,484　　静  岡│   4,660　　茨  城│  11,615　　【計】      50

　　　　　│ 　　　　　│
　　【計】   6,738　　【計】     381　　【計】     120　　熊  本│      30　　高  知│   1,192　　【計】  11,615ブルーベリー

　　　　　│ 　　　　　│
甘夏柑 王林りんご おうとう 　　【計】   1,514　　熊  本│   2,873アムスメロン 　　茨  城│      10
　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　三  重│  10,580　　青  森│  14,920　　山  形│     950その他いちご 　　鹿児島│      72　　茨  城│     455　　千  葉│      31
　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　熊  本│   5,000　　【計】  14,920　　山  梨│     365　　宮  城│   5,289　　【計】   9,996　　【計】     455　　静  岡│     138
　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　鹿児島│   5,000シナノゴールド 　　長  野│      11　　茨  城│     834プリンスメロン 西瓜 　　愛  知│      48

　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　【計】  20,580　　青  森│  11,620　　【計】   1,326　　栃  木│  20,928　　茨  城│   1,415　　茨  城│   3,844　　愛  媛│     149

　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
レモン 　　【計】  11,620デラウェア 　　群  馬│   1,119　　千  葉│     575　　千  葉│  56,726　　高  知│     241
　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　広  島│   1,020びわ 　　山  梨│     361　　埼  玉│       3　　【計】   1,990　　高  知│     154　　【計】     617

　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　【計】   1,020　　千  葉│     844　　大  阪│     174　　千  葉│     472パパイアメロン 　　熊  本│ 216,639そ　　の　　他

　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
河内晩柑 　　愛  媛│     257　　島  根│   1,627　　新  潟│     534　　鹿児島│     705　　【計】 277,363　　【計】   4,211
　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　愛  媛│  18,764　　長  崎│  11,664　　【計】   2,162　　静  岡│   1,620　　【計】     705こだま西瓜

　　　　　│ 　　　　　│
　　【計】  18,764　　【計】  12,765シヤインマスカ 　　香  川│      16レノンメロン 　　茨  城│  12,160

　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
不知火 白鳳 　　山  梨│     560　　【計】  30,815　　茨  城│   1,900　　群  馬│   8,000
　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　香  川│   2,184　　山  梨│     182　　長  野│     312とちおとめ苺 　　【計】   1,900　　千  葉│   2,187
　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　熊  本│   3,255　　【計】     182　　岡  山│      43　　宮  城│   1,186その他メロン 　　和歌山│   5,120

　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　【計】   5,439も　も 　　【計】     915　　福  島│      93　　茨  城│   6,650　　熊  本│   2,704

　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
その他柑橘類 　　福  島│       6巨峰ぶどう 　　茨  城│   1,309　　千  葉│     205　　【計】  30,171
　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　千  葉│   1,000　　埼  玉│      59　　栃  木│      69　　栃  木│  22,957　　愛  知│     550パインアップル
　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　高  知│      60　　山  梨│     514　　山  梨│     141　　群  馬│      14　　高  知│     234　　沖  縄│   7,003
　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　宮  崎│     112　　長  野│      64　　福  岡│     202　　千  葉│     212　　熊  本│   5,642　　比国　│      36

　　　　　│ 　　　　　│
　　【計】   1,172　　福  岡│     407　　【計】     412　　【計】  25,771　　宮  崎│   1,701　　【計】   7,039

　　　　　│
ジョナゴールド 　　熊  本│     252その他ぶどう あまおう 　　【計】  14,982マンゴー
　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　青  森│  10,860　　【計】   1,302　　長  野│      30　　福  岡│      78貴味メロン 　　熊  本│      84

　　　　　│ 　　　　　│
　　【計】  10,860すもも 　　【計】      30　　【計】      78　　茨  城│   5,760　　宮  崎│   3,433

　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
紅玉りんご 　　山  梨│     243ピオーネぶどう 紅ほっぺ 　　熊  本│   2,250　　鹿児島│     198
　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　青  森│     210　　和歌山│     224　　山  梨│     111　　群  馬│      10　　【計】   8,010　　【計】   3,715

　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　【計】     210　　福  岡│      18　　長  野│     107　　静  岡│   4,336クインシメロン パパイヤ

　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
ふじリンゴ 　　佐  賀│     760　　岡  山│      22　　【計】   4,346　　茨  城│  23,725　　宮  崎│     112
　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│ 　　　　　│
　　青  森│  51,740　　熊  本│     358　　福  岡│     131アールスメロン 　　熊  本│  12,300　　【計】     112 合　計　   636,112

総　　数　　量 甘夏柑 り　　ん　　ご びわ い　　ち　　ご クインシメロン アンデスメロン 西　　　　　瓜 そ　　の　　他アールスメロン

    636.1     20.6     89.7     12.8     61.0     36.0     11.6    307.5     10.0     86.9
    309.6     11.9     86.4      0.4     32.8     19.2     11.0    105.0      7.2     35.6
  205.0  173.0  103.0  999.0  185.0  187.0  105.0  292.0  138.0  244.0


