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農農農   産産産   物物物   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：美幌町産）           

（写真：美幌町産） 

 

【販売情報】 

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

      中旬中旬中旬中旬～～～～                    

年間年間年間年間取扱量取扱量取扱量取扱量    １，１００kg 

規格規格規格規格    ３Ｌ～Ｓ 

荷姿荷姿荷姿荷姿    ６kg 箱 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    ２，３００円／kg 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（２kg より取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    無 

エーコープえんゆう遠軽店（遠軽町） 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:0158-42-1943   

 

 

【その他販売情報】 

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

                          

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    １，８００～２，０００円 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（５kg より取引可）  

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    有（曲がり、細物、ピンク色付） 

オホーツク高橋農場（美幌町） 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:080-1892-0984 

 

 

 

 

 

 

 

ホホホ   ワワワ   イイイ   トトト   アアア   ススス   パパパ   ラララ   ガガガ   ススス   10 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   遮光率９９％の特殊なシートを被

せるなど、太陽光が一切当たらない

ようにして作り、甘み、みずみずし

さがあります。 
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農農農   産産産   物物物   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イメージ写真） 

 

【その他販売情報】 

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

                          

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    ５００円／６球入りダンボール箱  ※ YES!clean 登録 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（１kg より取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    当年の天候次第では有 

香土鮮
こうどせん

緑
りょく

（美幌町） 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:0152-73-0609 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レレレ   タタタ   ススス   11 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   美幌町周辺の生産者で組織する「香土鮮緑」で

は、種を播く時期を少しずつずらしていくことで

長期間・継続的に出荷しています。 
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農農農   産産産   物物物   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イメージ写真） 

 

【販売情報】 

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

                  下旬下旬下旬下旬～～～～         

年間年間年間年間取扱量取扱量取扱量取扱量    ３５０トン 

規格規格規格規格    ２Ｌ、Ｌ、Ｍ、Ｓ 

荷姿荷姿荷姿荷姿    
１０kg 箱 

（２Ｌ ５株入り、Ｌ ６株入り、Ｍ ７株入り、Ｓ ８株入り） 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    ２，５００～３，０００円 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（１０kg 箱単位で取引可） ※ 引渡条件による 

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    無 

女満別町農業協同組合経済部青果課（大空町）  

 電話:0152-74-2131   問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セセセ   ルルル   リリリ   －－－    12 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   クセが少なく、歯切れの良いコーネル系セルリ

は、生でも、火を通しても、漬け物にしても美味

しくいただくことができます。 
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農農農   産産産   物物物   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：ＪＡこしみず産） 

 

【販売情報１】 

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

                     

年間年間年間年間取扱量取扱量取扱量取扱量    ２６０トン 

規格規格規格規格    秀品Ｌ（球茎約１１cm） 

荷姿荷姿荷姿荷姿    ２４玉入り発泡スチロールケース（氷詰め） 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    ３，０００～３，８００円／ケース（出荷時期により変動） 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（２４玉／ケース単位で取引可） ※ 引渡条件による 

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    当年の天候次第では有 

女満別町農業協同組合経済部青果課（大空町）  

 電話:0152-74-2131   問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

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

 

 

【販売情報２】 

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

                        

取扱量取扱量取扱量取扱量    ２３０トン（Ｈ２１） ※ YES!clean 登録 

規格規格規格規格    ２Ｌ、Ｌ、Ｍ 

荷姿荷姿荷姿荷姿    正味５kg 発泡スチロールケース（氷詰め） 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    ２，５００円／ケース 

少量取引少量取引少量取引少量取引    

少量取引少量取引少量取引少量取引    

少量取引可（５kg 発泡スチロールケース単位で取引可）  

※ 送料は別途要、要冷蔵、基本的には現金支払い 

下位等級下位等級下位等級下位等級品品品品    有（花雷不食、虫害及びキズ等）  

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   問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

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

 

 

ブブブ   ロロロ   ッッッ   コココ   リリリ   ーーー   13 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   アブラナ科に属し、分類上はカリフラワーと同

じく、花蕾や花茎を食用とする野菜です。オホー

ツク管内では、作付が増加している野菜の１つで

す。 
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農農農   産産産   物物物   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イメージ写真） 

 

【その他販売情報】 

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

              下旬下旬下旬下旬～～～～     ～～～～中中中中旬旬旬旬     

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    ８０～９０円／本 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（１０本以上で取引可） ※ 別に運賃（クール宅配）、箱代 

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    有（Ｌ寸） 

秀晃園（滝上町） 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:0158-29-3861   

 

 

 

農農農   産産産   物物物   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イメージ写真）   

 

【その他販売情報】 

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

                       

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    
トマト（改良桃太郎Ｂ） ２００円／kg 

ミニトマト、イエローミニトマト ４００円／kg 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（４kg 以上で取引可） ※ 別に運賃（地方はクール宅配）、箱代 

トトト   マママ   トトト   ・・・   ミミミ   ニニニ   トトト   マママ   トトト      15 

ススス   イイイ   ーーー   トトト   コココ   ーーー   ンンン   14 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   オホーツク管内では、加工用の栽培が多くなっ

ていますが、一部は生食用としても栽培されてお

り、生でも食べられる甘い品種などが栽培されて

います。 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   大規模経営の多いオホーツク管内に

おいて、少ない面積ではありますが、

栽培されています。 
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下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    無 

秀晃園（滝上町） 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:0158-29-3861   

 

 

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

                          

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    トマト ２００円／kg  ミニトマト ６００円／kg 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（１kg より取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    当年の天候次第では有（商品の有無については、要問い合わせのこと。） 

香土鮮
こうどせん

緑
りょく

（美幌町） 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:0152-73-0609 

 

 

 

農農農   産産産   物物物   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

（イメージ写真） 

 

【販売情報１】 

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

                        

年間年間年間年間取扱量取扱量取扱量取扱量    ３００トン 

主主主主なななな品種品種品種品種    えびす、くりゆたか 

荷姿荷姿荷姿荷姿    １０kg 箱 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    １，２００円／１０kg 箱 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（１箱より取引可） ※ Ａコープ扱い希望 

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    無 

佐呂間町農業協同組合農産部青果加工課（佐呂間町） 

 電話:0158-72-3348   問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 Web アドレス http://ja-saroma.or.jp/ 

かかか   ぼぼぼ   ちちち   ゃゃゃ      16 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   昼間と夜間の温度差により、甘みを蓄え、味わ

い豊かなものとなっています。Bカロテン、ビタ

ミンＣが豊富です。 
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【販売情報２】 

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

               

年間取扱量年間取扱量年間取扱量年間取扱量    １０１トン（Ｈ２１） 

主主主主なななな品種品種品種品種    ぽくりん 

規格規格規格規格    
４玉（２～３.５kg）、５玉（２～２.５kg） 

６～７玉（１.５～２kg）、８玉（１.１～１.５kg） 

荷姿荷姿荷姿荷姿    １０kg 箱 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    １，５００円／１０kg 箱 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（１０kg 箱単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    無 

津別町農業協同組合農産販売課(津別町) 

 電話:0152-76-3473 問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

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

 

 

【販売情報３】 

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

               

年間取扱量年間取扱量年間取扱量年間取扱量    ２２．８１トン（Ｈ２１） 

主主主主なななな品種品種品種品種    くりゆたか、味平、えびす、雪化粧 

規格規格規格規格    ４玉、５玉、６玉、７玉、８玉 

荷姿荷姿荷姿荷姿    １０kg 箱 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    １，３００円／１０kg 箱 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（１０kg 箱単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    無 

常呂町農業協同組合販売課 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:0152-54-2121  

 

 

【販売情報４】 

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

                        

年間年間年間年間取扱量取扱量取扱量取扱量    ６５トン（Ｈ２１） 

主主主主なななな品種品種品種品種    メルヘン、らいふく、雪化粧、とっておき 他 

規格規格規格規格    ３玉、４玉、５玉、６玉、７玉、８玉、１０玉 

荷姿荷姿荷姿荷姿    １０kg 箱 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    １，５００円／１０kg 箱 

少量取引少量取引少量取引少量取引    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 

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    有（キズ、虫食い、つる傷、日焼け）  

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   問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 Web アドレス http://www.okhotsk.or.jp/ja-koshimizu/ 
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【販売情報５】 

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

                        

年間年間年間年間取扱量取扱量取扱量取扱量    ４トン（Ｈ２０） 

主主主主なななな品種品種品種品種    味平、くりゆたか、ケント 

規格規格規格規格    ４玉～８玉 

荷姿荷姿荷姿荷姿    １０kg 箱 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    相場スライド 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（１０kg 箱単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    有（キズ、日焼けなど） 

斜里町農業協同組合(斜里町)  

 電話:0152-23-3150   問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 Web アドレス http://www.ja-shari.or.jp/ 

 

 

【その他販売情報】 

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

              中中中中旬旬旬旬～～～～         

主主主主なななな品種品種品種品種    味平、黒皮マロン、スノーマロン 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    １，５００～２，０００円／１０kg 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（１０kg 以上で取引可） ※ 別に運賃、箱代 

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    有（加工向き） 

秀晃園(滝上町) 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:0158-29-3861   
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農農農   産産産   物物物   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：ＪＡきたみらい産） 

 

【販売情報１】 

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

         中旬中旬中旬中旬～～～～             

年間取扱量年間取扱量年間取扱量年間取扱量    ３７０トン（Ｈ２１） 

主主主主なななな品種品種品種品種    ルピアレッド 

規格規格規格規格    秀、優、特優、良（特）、並 

荷姿荷姿荷姿荷姿    ８kg 箱 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    価格応談 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（２・３・５玉ギフト箱単位で取引可） ※ 事前注文必要 

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    無 

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   問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

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

 

 

【販売情報２】 

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

           中旬中旬中旬中旬～～～～ ～～～～上上上上旬旬旬旬           

年間取扱量年間取扱量年間取扱量年間取扱量    ７，９５０玉（Ｈ２１） 

主主主主なななな品種品種品種品種    ベルベットクイーン、ルピアレッド 

規格規格規格規格    ４～６玉、２玉 

荷姿荷姿荷姿荷姿    ８kg 箱、３.４kg 以上／箱 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    ２，８００～３，５００円／箱、２，８００円／箱 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（箱単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    有（キズなど） 

津別町農業協同組合農産販売課（津別町） 

 電話:0152-76-3473 問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

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

 

 

メメメ   ロロロ   ンンン      17 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   昼夜の寒暖の差が大きく、カラッと乾い

た空気と雪解け水をたっぷりと含んだ大

地から生み出され、繊細な風味と味覚を備

えています。 
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農農農   産産産   物物物   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：ＪＡつべつ産） 

 

【販売情報】 

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

           中旬中旬中旬中旬～～～～ ～～～～上上上上旬旬旬旬           

年間取扱量年間取扱量年間取扱量年間取扱量    １，０１２玉（Ｈ２１） 

規格規格規格規格    ２Ｌ（７kg）～７Ｌ（１２kg） ※ １kg 刻み 

荷姿荷姿荷姿荷姿    化粧箱 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    ２，８００～３，５００円／箱 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（箱単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    有（キズなど） 

津別町農業協同組合農産販売課（津別町） 

 電話:0152-76-3473 問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

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

 

 

農農農   産産産   物物物   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：遠軽町産） 

 

 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   生産地としては日本最北端のじゅんさいで、農

薬や肥料を一切使用せず、太陽光と清流水で育て

ています。 

黒黒黒   皮皮皮   ススス   イイイ   カカカ      18 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   外皮が黒色のスイカで、津別町農業協同組合で

は「弁慶スイカ」の商品名で、糖度、果肉質、空

洞等を確認してから出荷しています。 

じじじ   ゅゅゅ   んんん   さささ   いいい      19 
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【その他販売情報】 

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

                        

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    
１００g当たり 

幼葉（Ｓ葉）７８０円、小葉６５０円、大葉３３０円、混葉１９０円、茎２２０円  

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（５kg より取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    無 

株式会社管野組アグリ事業部（遠軽町） 

 電話:0158-47-2331   問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 Web アドレス http://kanno-co.com/ 

 

 

 

農農農   産産産   物物物   
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                  

 （写真：ＪＡきたみらい産）         （写真：ＪＡところ産） 

 

 

 

 

【販売情報１】 

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

                      

年間取扱量年間取扱量年間取扱量年間取扱量    約１，５００トン（Ｈ２１） 

主主主主なななな品目品目品目品目    白花豆、大正金時、虎豆、紫花豆、小豆 

荷姿荷姿荷姿荷姿    ３０kg 紙袋、５００g 袋 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    価格応談 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（５００g小袋から取引可）  

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    無 

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   問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

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

 

 

豆豆豆   類類類   20 

■■■■    食材情報食材情報食材情報食材情報    ■■■■    

   オホーツク管内は冷涼な気候のた

め、道内他地域に比べ豆類の作付が少

なく、管内全体で約 3,000haの作付と

なっています。  

   このうち、高級菜豆である白花豆に

ついては、旧留辺蘂町（現 北見市）内

で古くから作付されており、日本一の

生産量を誇ります。白花豆は大粒で、

純白の表皮は硬いため、煮くずれしに

くく、煮豆に最適です。 
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【販売情報２】 

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

                      

主主主主なななな品目品目品目品目    小豆 

荷姿荷姿荷姿荷姿    ５００g袋 

単価単価単価単価のののの目安目安目安目安    ３２０円／５００g 袋 

少量取引少量取引少量取引少量取引    少量取引可（５００g袋単位で取引可） ※ 送料は別途要 

下位等級品下位等級品下位等級品下位等級品    無 

常呂町農業協同組合販売課 
問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    

 電話:0152-54-2121  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


