
平成18年3月31日
（財）日本特産農産物協会

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

北海道　　大粒　　 とよまさり　　　　　 330.0 330.0 7,500
中粒　　 とよまさり　　　　　 825.0 330.0 7,050
中粒　　 ハヤヒカリ　　　　　 682.0 - -
中粒　　 秋田　　　　　　　　 280.0 - -
  その他 330.0 - -

青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　 495.0 495.0 6,533
中粒　　 おおすず　　　　　　 165.0 165.0 6,020

岩手　　　 中粒　　 青丸くん　　　　　　 6.0 - -
大粒　　 スズカリ　　　　　　 168.0 - -
中粒　　 スズカリ　　　　　　 165.0 - -
小粒　　 コスズ　　　　　　　 3.0 - -
  その他 156.0 - -

宮城　　　 大粒　　 ミヤギシロメ　　　　 165.0 - -
中粒　　 ミヤギシロメ　　　　 495.0 - -
大粒　　 タンレイ　　　　　　 330.0 165.0 6,520
中粒　　 タンレイ　　　　　　 495.0 495.0 6,023
大粒　　 タチナガハ　　　　　 165.0 - -
中粒　　 タチナガハ　　　　　 165.0 - -
極小粒　 コスズ　　　　　　　 165.0 - -

秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　 1,320.0 1,320.0 6,625
中粒　　 リュウホウ　　　　　 825.0 825.0 6,278
中粒　　 タチユタカ　　　　　 165.0 - -

山形　　　 中粒　　 リュウホウ　　　　　 495.0 - -
大粒　　 エンレイ　　　　　　 660.0 - -
中粒　　 エンレイ　　　　　　 825.0 - -
  その他 1,980.0 1,485.0 5,277

茨城　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 495.0 - -
中粒　　 タチナガハ　　　　　 330.0 - -
大粒　　 ハタユタカ　　　　　 165.0 - -
小粒　　 納豆小粒　　　　　　 165.0 165.0 7,200
極小粒　 納豆小粒　　　　　　 330.0 330.0 7,360
  その他 165.0 - -

栃木　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 990.0 - -
中粒　　 タチナガハ　　　　　 330.0 165.0 6,020
大粒　　 たまうらら　　　　　 165.0 165.0 6,300
  その他 330.0 165.0 5,200

埼玉　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 160.0 160.0 7,200
千葉　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 47.0 47.0 6,400

  その他 117.0 117.0 6,400
新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 579.0 495.0 6,413

中粒　　 エンレイ　　　　　　 990.0 495.0 6,133
大粒　　 あやこがね　　　　　 32.0 - -
中粒　　 あやこがね　　　　　 33.5 - -
極小粒　 コスズ　　　　　　　 175.0 - -
  その他 675.5 330.0 5,000

富山　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 667.5 - -
中粒　　 オオツル　　　　　　 970.0 - -
大粒　　 エンレイ　　　　　　 1,496.0 985.0 6,617
中粒　　 エンレイ　　　　　　 1,303.5 1,150.5 6,255
  その他 330.0 330.0 5,975

石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 547.0 165.0 7,000
中粒　　 エンレイ　　　　　　 495.0 495.0 6,137
大粒　　 あやこがね　　　　　 18.0 - -
中粒　　 あやこがね　　　　　 95.0 - -

（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。

平成17年産 3月の大豆入札取引の結果（特定加工用）

産地 粒別 品種銘柄
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上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg）

産地 粒別 品種銘柄

長野　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 825.0 - -
大粒　　 ギンレイ　　　　　　 990.0 - -
中粒　　 ギンレイ　　　　　　 330.0 330.0 6,000
中粒　　 ナカセンナリ　　　　 165.0 165.0 6,010
  その他 330.0 - -

岐阜　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 165.0 - -
大粒　　 つやほまれ　　　　　 330.0 - -

静岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 165.0 165.0 9,000
中粒　　 フクユタカ　　　　　 330.0 330.0 8,520

愛知　　　   その他 330.0 - -
三重　　　   その他 330.0 165.0 5,660
滋賀　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 323.5 323.5 6,660

中粒　　 オオツル　　　　　　 250.0 250.0 6,360
  その他 421.5 6.5 6,660

兵庫　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 100.0 100.0 7,380
中粒　　 サチユタカ　　　　　 74.0 74.0 7,380

奈良　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 172.5 172.5 6,500
中粒　　 サチユタカ　　　　　 74.0 74.0 6,500

鳥取　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 20.5 20.5 7,000
中粒　　 エンレイ　　　　　　 41.0 41.0 7,000
  その他 227.0 227.0 7,000

島根　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 395.0 - -
中粒　　 サチユタカ　　　　　 20.0 - -

岡山　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 165.0 165.0 6,600
広島　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 165.0 165.0 6,050
山口　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 500.0 250.0 6,300
愛媛　　　 大粒　　 タマホマレ　　　　　 24.5 - -

中粒　　 タマホマレ　　　　　 21.0 - -
大粒　　 フクユタカ　　　　　 7.5 - -
中粒　　 フクユタカ　　　　　 48.5 - -
  その他 119.0 - -

高知　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 31.0 31.0 7,600
中粒　　 サチユタカ　　　　　 24.0 24.0 7,600
中粒　　 フクユタカ　　　　　 1.0 1.0 7,600
  その他 146.0 146.0 7,600

福岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 805.0 325.0 6,056
中粒　　 フクユタカ　　　　　 1,935.0 1,130.0 6,034
  その他 1,465.0 - -

佐賀　　　 中粒　　 むらゆたか　　　　　 165.0 - -
中粒　　 フクユタカ　　　　　 165.0 165.0 6,050
  その他 660.0 - -

熊本　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 825.0 660.0 6,225
中粒　　 フクユタカ　　　　　 1,647.5 162.5 6,050
  その他 495.0 - -

大分　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 160.0 - -
中粒　　 フクユタカ　　　　　 160.0 - -
  その他 160.0 - -

鹿児島　　大粒　　 フクユタカ　　　　　 10.0 10.0 6,700
中粒　　 フクユタカ　　　　　 239.0 239.0 6,557
  その他 103.0 103.0 6,246
　　　　全国 40,707.0 17,390.0 6,357

（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。

平成１７年産　１８年３月の大豆入札取引結果（普通大豆・特定加工用大豆の合計）
上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg）

合計 199,940.5 91,891.0 6,824

産地
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