
（財）日本特産農産物協会

入札数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg）

北海道　　大粒　　 つるの子　　　　　　 114.0 114.0 6,500
中粒　　 ツルムスメ　　　　　 3.0 - -
中粒　　 音更大袖振　　　　　 6.0 - -
大粒　　 大袖振　　　　　　　 167.0 - -
中粒　　 大袖振　　　　　　　 110.0 26.0 3,500
大粒　　 とよまさり　　　　　 83.0 74.0 5,689
中粒　　 とよまさり　　　　　 218.0 125.0 3,864
小粒　　 スズマル　　　　　　 429.0 355.0 4,000
極小粒　 スズマル　　　　　　 37.0 9.0 4,000
中粒　　 秋田　　　　　　　　 43.0 43.0 6,500
  その他 1,180.0 472.0 3,958

福島　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　 447.5 447.5 3,800
中粒　　 タチナガハ　　　　　 14.5 14.5 3,800
大粒　　 スズユタカ　　　　　 78.5 78.5 3,800
中粒　　 スズユタカ　　　　　 234.5 234.5 3,800

栃木　　　小粒　　 納豆小粒　　　　　　 830.5 66.5 5,020
極小粒　 納豆小粒　　　　　　 97.5 97.5 5,020
  その他 1.0 1.0 5,020

新潟　　　大粒　　 エンレイ　　　　　　 165.0 - -
中粒　　 エンレイ　　　　　　 165.0 - -
大粒　　 あやこがね　　　　　 495.0 - -

富山　　　大粒　　 オオツル　　　　　　 330.0 - -
中粒　　 オオツル　　　　　　 330.0 - -
中粒　　 エンレイ　　　　　　 495.0 - -

福井　　　  その他 160.0 - -
長野　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　 495.0 495.0 3,900
岐阜　　　中粒　　 フクユタカ　　　　　 165.0 - -
静岡　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　 165.0 165.0 3,900
愛知　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　 165.0 - -

中粒　 フクユタカ　　　　　 162.0 162.0 3,850
三重　　　中粒　　 フクユタカ　　　　　 330.0 - -

  その他 165.0 - -
滋賀　　　大粒　　 オオツル　　　　　　 50.0 50.0 4,110

中粒　　 オオツル　　　　　　 112.5 112.5 4,110
  その他 18.0 18.0 4,110

鳥取　　　大粒　　 エンレイ　　　　　　 33.5 33.5 3,800
中粒　　 エンレイ　　　　　　 6.5 6.5 3,800
中粒　　 タマホマレ　　　　　 99.0 99.0 3,800
大粒　　 すずこがね　　　　　 2.0 2.0 3,800
中粒　　 すずこがね　　　　　 0.5 0.5 3,800
  その他 41.5 41.5 3,800

島根　　　大粒　　 タマホマレ　　　　　 5.5 5.5 3,800
中粒　　 タマホマレ　　　　　 37.0 37.0 3,800
中粒　　 サチユタカ　　　　　 0.5 0.5 3,800
  その他 117.0 117.0 3,800

広島　　　大粒　　 アキシロメ　　　　　 160.0 - -
山口　　　大粒　　 ニシムスメ　　　　　 356.0 - -

中粒　　 ニシムスメ　　　　　 164.0 - -
大粒　　 サチユタカ　　　　　 281.0 - -
中粒　　 サチユタカ　　　　　 5.0 - -
大粒　　 フクユタカ　　　　　 37.0 - -
中粒　　 フクユタカ　　　　　 40.0 - -
  その他 314.0 - -

（注）１ 落札平均価格は、６０キログラム当たりの包装代を含み、消費税及び地方消費税等は含まない。

　　　２ 産地倉庫戸前渡し価格（倉庫からの引取運賃・ユーザーへの配送経費等は含まない価格）である。
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入札数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg）

福岡　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　 680.0 340.0 3,700
中粒　　 フクユタカ　　　　　 170.0 - -
  その他 990.0 165.0 3,500

長崎　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　 0.5 - -
中粒　　 フクユタカ　　　　　 48.5 - -
  その他 135.5 - -

大分　　　中粒　　 むらゆたか　　　　　 144.0 - -
中粒　　 フクユタカ　　　　　 330.0 - -
  その他 214.0 - -

宮崎　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　 660.0 - -
中粒　　 フクユタカ　　　　　 495.0 - -
  その他 165.0 - -

鹿児島　　  その他 269.5 269.5 3,500

（注）１ 落札平均価格は、６０キログラム当たりの包装代を含み、消費税及び地方消費税等は含まない。

　　　２ 産地倉庫戸前渡し価格（倉庫からの引取運賃・ユーザーへの配送経費等は含まない価格）である。
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	取引結果帳票（特定加工用）

