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（写真：ＪＡこしみず産 男爵薯） 

 
 
 
 
 
 
 
 

（写真：ＪＡきたみらい産 とうや（黄爵）） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 さやあかね 下 ゆきつぶら 

（写真提供：(独)道立総合研究機構農業研究本部提供 ） 

 

品種名 特    徴 

さやあかね 
芽が浅く、男爵薯並みに食味が優れ、コロ

ッケ適性がある。 

ゆきつぶら 

芽が浅く、丸形で皮が剥きやすく、調理歩

留まりが高い。マヨネーズやドレッシング

との相性も良く、サラダ適性がある。 

インカの  

めざめ 

煮物やポテトチップス、フライドポテトに

も適し、独特の風味がある。 

とうや 
肉質が黄色く、でん粉質はやや低いものの、

芽が浅く煮くずれしにくい。 

じじじ   ゃゃゃ   ががが   いいい   ももも   １ 

■ 食材情報 ■ 

   オホーツク管内は、北海道内でも十勝と並ぶ大

規模畑作地帯で、じゃがいも（馬鈴しょ）は、主

要品目の１つとなっています。    
生産されるじゃがいもの多くは、でん粉の原料

に供されますが、昼夜の寒暖差を活かしたホクホ

ク感のあるじゃがいもは、生食用としても出荷さ

れています。 
 

■ 品 種 ■ 

 男爵薯、メークイン、キタアカリのほか、近年

育種された品種も生産されています。 
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【販売情報１】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                        

年間取扱量 ２１８トン（Ｈ２０） ※ YES!clean 登録一部有り 

主な品種 男爵薯、メークイン、キタアカリ、農林１号など 

規格 ２Ｌ、Ｌ、ＭＬ、Ｍ 

荷姿 １０kg 箱 

単価の目安 １，３００円／１０kg 箱（変動有） 

少量取引 少量取引可（１０kg 箱単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品 有（皮むけ、キズ有りなど。製品の有無は問い合わせのこと） 

問い合わせ先 

えんゆう農業協同組合白滝支所（遠軽町） 

 電話:0158-48-2311   

 Web アドレス http://www.ja-enyu.com/ 

 

 

【販売情報２】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                        

年間取扱量 約４，０００トン（Ｈ２１）  

主な品種 男爵薯、とうや、ゆきつぶら、スノーマーチ 

規格 ２Ｌ、Ｌ、ＬＭ、Ｍ、Ｓ 

荷姿 １０kg 箱（２Ｌ～ＬＭ） ２０kg 紙袋（Ｍ、Ｓ） 

単価の目安 価格応談 

少量取引 少量取引可（５kg 以上で取引可） ※ 事前注文必要 

下位等級品 有（Ｂ品（キズ、変形）） 

問い合わせ先 

きたみらい農業協同組合販売企画部企画開発グループ（北見市） 

 電話:0157-32-8790   

 Web アドレス http://www.jakitamirai.or.jp/ 

 

 

【販売情報３】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                        

年間取扱量 約３，０００トン（Ｈ２１）  

主な品種 とうや（黄爵） 

規格 ２Ｌ、Ｌ、ＬＭ 

荷姿 １０kg 箱 

単価の目安 価格応談 

問い合わせ先 

きたみらい農業協同組合販売企画部企画開発グループ（北見市） 

 電話:0157-32-8790   

 Web アドレス http://www.jakitamirai.or.jp/ 
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【販売情報４】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                     

年間取扱量 ３３０トン（Ｈ２１） ※ 特別栽培 

主な品種 男爵薯 

規格 ２Ｌ、Ｌ、ＬＭ 

荷姿 １０kg 箱 

単価の目安 １，２００円／１０kg 箱 

少量取引 少量取引可（１０kg 箱単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品 無 

問い合わせ先 

津別町農業協同組合農産販売課（津別町） 

 電話:0152-76-3473 

 Web アドレス http://www.jatsubetsu.or.jp/ 

 
 
【販売情報５】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                下旬～       

年間取扱量 ３３トン（Ｈ２１） 

主な品種 ゆきつぶら 

規格 ２Ｌ、Ｌ、ＬＭ、Ｍ下、Ｓ 

荷姿 １０kg 箱 

単価の目安 ８００～１，２００円／１０kg 箱（規格により変動） 

少量取引 少量取引可（１０kg 箱単位で可） ※ 引渡条件による 

下位等級品 当年の天候次第では有 

問い合わせ先 

女満別町農業協同組合経済部青果課（大空町）  

 電話:0152-74-2131   

 Web アドレス http://www.memanbetsu.hotcn.ne.jp/ 

 

 

【販売情報６】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                        

年間取扱量 ６００トン（Ｈ２１） 

主な品種 男爵薯、メークイン、キタアカリ、インカのめざめ 

規格 ３Ｌ、２Ｌ、Ｌ、特Ｍ、Ｍ 

荷姿 １０kg 箱 

単価の目安 １，５００円／１０kg 箱 

少量取引 少量取引可（１０kg 箱単位で取引可） ※ 送料は別途要、基本的には現金支払い 

下位等級品 有（混玉のキズ、打撲あり、小玉） 荷姿は２０kg 紙袋 

問い合わせ先 

小清水町農業協同組合農畜産部青果課（小清水町） 

 電話:0152-62-2114   

 Web アドレス http://www.okhotsk.or.jp/ja-koshimizu/ 
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【販売情報７】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                        

年間取扱量 ２７０トン（Ｈ２０） 

主な品種 さやあかね、シャドークイーン、ゆきつぶら、はるか、インカのめざめ、インカのひとみ 

規格 ８０g～２６０g（混） 

荷姿 １０kg 箱、２０kg 箱 

単価の目安 ８０円／kg 

少量取引 少量取引可（最小取引：箱単位） ※ 送料は別途要 

下位等級品 有（青、緑、キズなど） 

問い合わせ先 

斜里町農業協同組合（斜里町）  

 電話:0152-23-3150   

 Web アドレス http://www.ja-shari.or.jp/ 

 
 
【その他販売情報】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

              中旬～        

主な品種 農林１号、男爵薯、とうや、インカのめざめ、ノーザンルビー、シャドークイーン 

単価の目安 

農林１号、男爵薯 １００円／kg     

とうや ２００円／kg インカのめざめ ４００円／kg 

ノーザンルビー、シャドークイーン ５００円／kg   

少量取引 少量取引可（５kg 以上で取引可） ※ 別に運賃、箱代 

問い合わせ先 
秀晃園（滝上町） 

 電話:0158-29-3861   

 
 
 
【その他販売情報】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                       

主な品種 インカのめざめ、レットムーン、男爵薯 

単価の目安 
インカのめざめ １，５００円／１０kg 

レットムーン、男爵薯 １，０００円／１０kg 

少量取引 少量取引可（１kg より取引可） ※ 送料は別途要 

問い合わせ先 
香土鮮
こうどせん

緑
りょく

（美幌町） 

 電話:0152-73-0609 

 
 
 
 
 



- 5 - 

農農農   産産産   物物物   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       （イメージ写真） 

 

【販売情報１】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                    ～中旬 上旬～ 

年間取扱量 ９６８トン（Ｈ２０） 

規格 ４Ｌ、３Ｌ、２Ｌ、Ｌ、Ｍ、Ｓ 

荷姿 １０kg 箱 

単価の目安 ３，０００円～４，０００円／１０kg 箱（規格・等級により変動） 

少量取引 少量取引可（１０kg 箱単位で取引可） ※ 引渡条件による 

下位等級品 有（切れ芋、変形、変色等、２００g以上） 

問い合わせ先 

女満別町農業協同組合経済部青果課（大空町）  

 電話:0152-74-2131   

 Web アドレス http://www.memanbetsu.hotcn.ne.jp/ 

 

 

【販売情報２】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                        

年間取扱量 １０６．４トン（Ｈ２０） 

規格 ４Ｌ、３Ｌ、２Ｌ、Ｌ、Ｍ、Ｓ 

荷姿 １０kg 箱 

単価の目安 ２，７００～３，０００円／１０kg 箱 

少量取引 少量取引可（１０kg 箱単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品 無 

問い合わせ先 
常呂町農業協同組合販売課（北見市） 

 電話:0152-54-2121 

 

 

 

 

ななな   ががが   いいい   ももも   ２ 

■ 食材情報 ■ 

   きめ細かく、白い肉質と粘りが特徴で、春に植

え付けし、秋に収穫する秋掘りと、土中で越冬さ

せ、春に収穫する春掘りがあります。 
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【販売情報３】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                        

年間取扱量 ６３トン（Ｈ２１） 

規格 ４Ｌ、３Ｌ、２Ｌ、Ｌ、Ｍ、Ｓ、２Ｓ、３Ｓ 

荷姿 １０kg 箱 

単価の目安 ３，５００円／１０kg 箱 

少量取引 少量取引可（１０kg 単位で取引可） ※ 送料は別途要、基本的には現金支払い 

下位等級品 有（曲がり、平、切） 

問い合わせ先 

小清水町農業協同組合農畜産部青果課（小清水町） 

 電話:0152-62-2114   

 Web アドレス http://www.okhotsk.or.jp/ja-koshimizu/ 
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      （写真：ＪＡこしみず産） 

 

【販売情報１】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

              

年間取扱量 ３７５トン（Ｈ２１） 

規格 
２Ｌ（２５０～３５０g）、Ｌ（１８０～２５０g）、Ｍ（１２０～１８０g）、 

Ｓ（７０～１２０g） 

荷姿 １０kg 箱 

単価の目安 １，９００円／１０kg 箱 

少量取引 少量取引可（１０kg 箱単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品 有（キズ、割れ、曲がりなど） 

問い合わせ先 

津別町農業協同組合農産販売課（津別町） 

 電話:0152-76-3473 

 Web アドレス http://www.jatsubetsu.or.jp/ 

 

 

ににに   んんん   じじじ   んんん      ３ 

■ 食材情報 ■ 

   たまねぎを除くとオホーツク管内で最も栽培

されている野菜で、主に東部の斜網地域で栽培さ

れています。 
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【販売情報２】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                        

取扱量 ４，１８０トン（Ｈ２１） 

規格 ２Ｌ、Ｌ、Ｍ、Ｓ 

荷姿 １０kg 箱 

単価の目安 １，２００円／１０kg 箱 

少量取引 少量取引可（１０kg 箱単位で取引可） ※ 送料は別途要、要冷蔵、基本的には現金支払い 

下位等級品 有（変形、キズ、ワレ等） 荷姿は大コンバラ（加工業者向け） 

問い合わせ先 

小清水町農業協同組合農畜産部青果課（小清水町） 

 電話:0152-62-2114   

 Web アドレス http://www.okhotsk.or.jp/ja-koshimizu/ 
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（写真：ＪＡこしみず産） 

 

【販売情報】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                        

取扱量 １，５１３トン（Ｈ２１） 

規格 ３Ｌ、２Ｌ、Ｌ、Ｍ、２Ｍ、Ｓ、２Ｓ 

荷姿 １０kg 箱、１０kg ポリ袋 

単価の目安 ２，０００円／１０kg 箱（ポリ袋） 

少量取引 少量取引可（１０kg 単位で取引可） ※ 送料は別途要、要冷蔵、基本的には現金支払い 

下位等級品 有（曲がり、短根、太物、細物（主に加工業者向け）） 

問い合わせ先 

小清水町農業協同組合農畜産部青果課（小清水町） 

 電話:0152-62-2114   

 Web アドレス http://www.okhotsk.or.jp/ja-koshimizu/ 

 
 

ごごご   ぼぼぼ   ううう      ４ 

■ 食材情報 ■ 

   食物繊維の豊富な健康野菜で、柔らかさと風味

に定評があります。 
  小清水町農業協同組合では、ごぼう風味のかり

んとうも販売しています。 
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（写真：置戸町産） 

 

【販売情報１】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                     

年間取扱量 約２０トン 

規格  － 

荷姿 ２kg 詰め、４kg 詰め 

単価の目安 ３００～３５０円／kg 

少量取引 少量取引可（２kg 以上で取引可）  

下位等級品 無 

問い合わせ先 
(株)ホクレン商事 エーコープ置戸店（置戸町） 

 電話:0157-52-3122 

 

 

【販売情報２】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

    ～下旬            中旬～     

年間取扱量 ４トン（Ｈ２１） 

規格 Ｍ～２Ｌ混み 

荷姿 ５kg 箱 

単価の目安 ２，０００～２，５００円／５kg 箱 

少量取引 少量取引可（箱単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品 有（キズなど） 

問い合わせ先 

津別町農業協同組合農産販売課（津別町） 

 電話:0152-76-3473 

 Web アドレス http://www.jatsubetsu.or.jp/ 

 
 
 
 
 

ヤヤヤ   ーーー   コココ   ンンン      ５ 

■ 食材情報 ■ 

   南米アンデス原産のキク科の根菜で、見た目は

サツマイモに似ていますが、シャキシャキとした

ナシのような食感と、ほのかな甘みが特徴です。

整腸作用があると言われるフラクトオリゴ糖を

含む健康野菜です。 
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農農農   産産産   物物物   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

（写真：ＪＡところ産） 

 
【販売情報】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                        

年間取扱量 ５６６kg（Ｈ２１） 

規格 ２Ｌ、Ｌ、Ｍ 

荷姿 ２kg 箱 

単価の目安 ２，１００～２，３００円／２kg 箱 

少量取引 少量取引可（２kg 箱単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品 無 

問い合わせ先 
常呂町農業協同組合販売課（北見市） 

 電話:0152-54-2121 

 
 
 

農農農   産産産   物物物   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  （写真：ＪＡきたみらい産）    （写真：ＪＡこしみず産） 

  
 

たたた   ままま   ねねね   ぎぎぎ   ７ 

■ 食材情報 ■ 

   オホーツク管内は、日本一のたま

ねぎ産地で、各地域では、化学肥料

や化学合成農薬の使用回数を慣行栽

培よりも少なくする特別栽培やクリ

ーン農業など、安全・安心なたまね

ぎ生産に取り組んでいます。辛みが

少ない品種のほか、少し辛みはある

ものの、貯蔵性に優れた品種を生産

することで、長期間販売しています。 

ゆゆゆ   りりり   ねねね   ６ 

■ 食材情報 ■ 

   鱗茎を食用とし、煮物、茶碗むしなどに使われ

る高級食材です。 
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【販売情報１】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

              中旬～         

年間取扱量 約２０５，０００トン（Ｈ２１）  

規格 ２Ｌ、Ｌ大、Ｌ、Ｍ 

荷姿 ２０kg 箱 

単価の目安 価格応談 

少量取引 少量取引可（５kg 以上で取引可） ※ 事前注文必要 

下位等級品 無 

問い合わせ先 

きたみらい農業協同組合販売企画部企画開発グループ（北見市） 

 電話:0157-32-8790   

 Web アドレス http://www.jakitamirai.or.jp/ 

 

 

【販売情報２】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                     

年間取扱量 
特別栽培         ４１０トン（Ｈ２１）  ※ 特別栽培 

特別栽培（手取除草）   ２６７トン（Ｈ２１）  ※ 除草剤を使用せず、手取りで除草 

規格 ２Ｌ、Ｌ大、Ｌ、Ｍ 

荷姿 ２０kg 箱 

単価の目安 ２，０００円／２０kg 箱 

少量取引 少量取引可（２０kg 箱単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品 無 

問い合わせ先 

津別町農業協同組合農産販売課（津別町） 

 電話:0152-76-3473 

 Web アドレス http://www.jatsubetsu.or.jp/ 

 
 
【販売情報３】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                     

年間取扱量 特別栽培（ミネラル王国） ７３５トン（Ｈ２１）  ※ 微量要素の補給を行い、健康な成長を促進 

規格 ２Ｌ、Ｌ大、Ｌ、Ｍ 

荷姿 ２０kg 箱 

単価の目安 ２，０００円／２０kg 箱 

少量取引 少量取引可（２０kg 箱単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品 無 

問い合わせ先 

美幌地方広域農業協同組合連合会（大空町、美幌町、津別町の広域） 

 電話:0152-76-3473 

 Web アドレス http://www.jabihoro.or.jp/kouikiren/ 
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【販売情報４】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                        

年間取扱量 ２３，６００トン（Ｈ２０） 

規格 ２Ｌ、Ｌ大、Ｌ、Ｍ 

荷姿 ２０kg 箱 

単価の目安 １，５００円／２０kg 箱 

少量取引 少量取引可（２０kg 箱単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品 有（剥け玉、変形などネット詰めで販売） 

問い合わせ先 
常呂町農業協同組合販売課（北見市） 

 電話:0152-54-2121 

 
 
【販売情報５】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                        

取扱量 ２，５００トン（Ｈ２１） 

規格 ２Ｌ、Ｌ大、Ｌ、Ｍ、Ｓ 

荷姿 ２０kg 箱、２０kg ネット 

単価の目安 ２，５００円／２０kg 箱（ネット） 

少量取引 少量取引可（２０kg 単位で取引可） ※ 送料は別途要、基本的には現金支払い 

下位等級品 有（小玉） 

問い合わせ先 

小清水町農業協同組合農畜産部青果課（小清水町） 

 電話:0152-62-2114   

 Web アドレス http://www.okhotsk.or.jp/ja-koshimizu/ 

 
 
【販売情報６】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

    ～下旬           中旬～       

年間取扱量 ３，４７２トン（Ｈ２０） 

規格 ＬＬ、Ｌ大、Ｌ、Ｍ 

荷姿 ２０kg 箱 

単価の目安 ２，８００円／２０kg 箱（相場価格による） 

少量取引 少量取引可（最小取引：２０kg 箱単位）  ※ 送料は別途要 

下位等級品 無 

問い合わせ先 

斜里町農業協同組合（斜里町）  

 電話:0152-23-3150   

 Web アドレス http://www.ja-shari.or.jp/ 
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【その他販売情報】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                        

単価の目安 １，５００円／１０kg 箱    ※ 有機栽培 

少量取引 少量取引可（最小取引：５kg、１０kg）  ※ 送料は別途要 

下位等級品 有 ※ 収穫後、速やかに販売することから、製品の有無は問い合わせのこと 

 

問い合わせ先 

 

有限会社蝦夷農園（北見市） 

 電話:0157-24-6791   

 Web アドレス http://www.ezonoen.com/ 

 
 
 

農農農   産産産   物物物   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（イメージ写真） 

 

【販売情報】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

            上旬～    ～下旬     

年間取扱量 ２１１トン 

規格 秀２Ｌ、秀Ｌ、秀Ｍ、秀Ｓ、優大、優小 

荷姿 ６kg 箱 

単価の目安 ２，０００～３，４００円／６kg 箱 

少量取引 少量取引可（６kg 箱単位で取引可） ※ 引渡条件による 

下位等級品 有（虫食い、折れ、傷 ６kg 箱単位） 

問い合わせ先 

女満別町農業協同組合経済部青果課（大空町）  

 電話:0152-74-2131   

 Web アドレス http://www.memanbetsu.hotcn.ne.jp/ 

 
 
 
 
 
 

軟軟軟   白白白   ねねね   ぎぎぎ   ８ 

■ 食材情報 ■ 

   ハウスで栽培された軟白ねぎは柔らかく、薬味

だけでなく、素焼きなどねぎ本来の味を活かした

料理にも最適です。 
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農農農   産産産   物物物   
 

 
 
 
 
 
 
 

（写真：ＪＡこしみず産） 

  

 

 

 

 

 

 

（写真：ＪＡきたみらい産）              （写真：滝上町産） 

【販売情報１】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                        

年間取扱量 ５，０００kg 

規格 ３Ｌ～Ｓ 

荷姿 ６kg 箱 

単価の目安 ２，０００円／kg 

少量取引 少量取引可（２kg より取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品 無 

問い合わせ先 
エーコープえんゆう遠軽店（遠軽町） 

 電話:0158-42-1943   

 

 

【販売情報２】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

      中旬～                

年間取扱量 ６．３トン（Ｈ２１）  

規格 ２Ｌ、Ｌ、Ｍ、Ｓ、２Ｓ 

荷姿 ６kg 箱（150g×40 束） 

単価の目安 価格応談 

少量取引 少量取引可（１.５kg ギフト箱で取引可） ※ 事前注文必要 

下位等級品 無 

問い合わせ先 

きたみらい農業協同組合販売企画部企画開発グループ（北見市） 

 電話:0157-32-8790   

 Web アドレス http://www.jakitamirai.or.jp/ 

グググ   リリリ   ーーー   ンンン   アアア   ススス   パパパ   ラララ   ガガガ   ススス   ９ 

■ 食材情報 ■ 

   寒暖差が生み出す柔らかさと爽やかさな

香り、みずみずしい甘みが特徴です。 
  露地栽培のほか、ビニールハウス内での栽

培により夏芽を収穫することで、長期間、味

わうことができます。 
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【販売情報３】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                

年間取扱量 ２，５２７kg（Ｈ２１） 

規格 ２Ｌ（３３g 以上）、Ｌ（２０～３３g）、Ｍ（１３～２０g）、Ｓ（８～１３g） 

荷姿 １kg 箱 

単価の目安 １，５００～２，０００円／１kg 箱 

少量取引 少量取引可（１kg 箱単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品 有（キズ、曲がりなど） 

問い合わせ先 

津別町農業協同組合農産販売課（津別町） 

 電話:0152-76-3473 

 Web アドレス http://www.jatsubetsu.or.jp/ 

 
 
【販売情報４】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                        

年間取扱量 １４．５トン（Ｈ２１） 

規格 ２Ｌ、Ｌ、Ｍ、Ｓ 

荷姿 １kg 箱、２kg 箱、６kg 箱 

単価の目安 １，０００～２，０００円／kg  時期により変動 

少量取引 少量取引可（１kg 単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品 有（キズ、曲がり、花咲き等） 

問い合わせ先 
美幌町農業協同組合販売部青果課（美幌町） 

 電話:0152-72-1117   

 

 

【販売情報５】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

      上旬～         ～上旬       

年間取扱量 ３２トン 

規格 秀品Ｌ上、Ｍ下 

荷姿 ６kg 箱（１００g束、６０束入り） 

単価の目安 ５，０００～１１，０００円／６kg 箱（規格・作型により変動） 

少量取引 少量取引可（１００g束単位で取引可） ※ 当方選別施設での引取りが可能であれば 

下位等級品 当年の天候次第では有 

問い合わせ先 

女満別町農業協同組合経済部青果課（大空町）  

 電話:0152-74-2131   

 Web アドレス http://www.memanbetsu.hotcn.ne.jp/ 
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【販売情報６】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                        

取扱量 ７４．３トン（Ｈ２１） 

規格 ２Ｌ、Ｌ、Ｍ、Ｓ、２Ｓ 

荷姿 １kg、1.5kg、６kg 箱（発泡スチロール） 

単価の目安 ７００～１，５００円／kg 程度 

少量取引 

少量取引 

少量取引可（１kg 単位で取引可）  

※ 送料は別途要、要冷蔵、基本的には現金支払い、主にギフト販売がメイン 

下位等級品 有（頭部開花、曲がり、扁平、根色、キズ等）  

問い合わせ先 

小清水町農業協同組合農畜産部青果課（小清水町） 

 電話:0152-62-2114   

 Web アドレス http://www.okhotsk.or.jp/ja-koshimizu/ 

 

 

【販売情報７】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

          下旬～             

年間取扱量 ４トン（Ｈ２０） 

規格 ２Ｌ、Ｌ大、Ｌ、Ｍ 

荷姿 ６kg 箱 

単価の目安 １，２００円／kg 

少量取引 少量取引可（６kg 箱単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品 有（キズ、曲がりなど） 

問い合わせ先 

斜里町農業協同組合（斜里町）  

 電話:0152-23-3150   

 Web アドレス http://www.ja-shari.or.jp/ 

 
 
【その他販売情報】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

      下旬～     下旬～ ～下旬         

単価の目安 １，６００～１，８００円／kg  ※ 無農薬栽培 

少量取引 少量取引可（１.８kg より取引可） ※ 送料別途（ゆうパック料金） 

下位等級品 当年の天候次第では有（虫喰いなど、収量は日ごとに違うので要連絡のこと） 

問い合わせ先 
トンタンファーム（滝上町） 

 電話:0158-29-2790   
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【その他販売情報】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

                        

単価の目安 ８，０００円 

少量取引 少量取引可（５kg より取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品 製品の有無は要問い合わせのこと 

問い合わせ先 
松田 信雄(美幌町) 

 電話:0152-73-3054 

 
 
【その他販売情報】 

供給可能時期 
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

      下旬～ ～下旬               

単価の目安 １，０００～１，５００円／kg 

少量取引 少量取引可（１kg より取引可）  

下位等級品 有（キズ、頭部の無いもの） 

問い合わせ先 
中原 伯樹（美幌町） 

 電話:0152-72-8015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


