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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　　　　　 657.0 657.0 8,277
中粒　　 とよまさり　　　　　 165.0 165.0 7,100
中粒　　 ハヤヒカリ　　　　　 682.0 - -
極小粒　 スズマル　　　　　　 165.0 - -
中粒　　 秋田　　　　　　　　 540.0 - -
  その他 633.0 633.0 6,907

青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　 424.5 - -
中粒　　 おおすず　　　　　　 180.0 180.0 6,300
  その他 596.0 - -

岩手　　　 中粒　　 青丸くん　　　　　　 12.0 - -
大粒　　 スズカリ　　　　　　 344.0 172.0 6,500
大粒　　 ナンブシロメ　　　　 84.0 84.0 7,580
小粒　　 コスズ　　　　　　　 6.0 - -
  その他 457.5 92.5 7,580

宮城　　　 中粒　　 ミヤギシロメ　　　　 330.0 - -
大粒　　 タンレイ　　　　　　 330.0 - -
中粒　　 タンレイ　　　　　　 825.0 825.0 6,046
大粒　　 タチナガハ　　　　　 660.0 - -
  その他 1,485.0 - -

秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　 1,155.0 - -
中粒　　 リュウホウ　　　　　 1,650.0 825.0 6,062
中粒　　 タチユタカ　　　　　 495.0 - -
  その他 825.0 - -

山形　　　 中粒　　 リュウホウ　　　　　 165.0 165.0 6,000
大粒　　 エンレイ　　　　　　 495.0 - -
中粒　　 エンレイ　　　　　　 660.0 - -
  その他 2,310.0 660.0 5,210

茨城　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 1,650.0 - -
中粒　　 タチナガハ　　　　　 1,485.0 - -
大粒　　 ハタユタカ　　　　　 165.0 - -
  その他 165.0 165.0 5,410

栃木　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 1,320.0 - -
中粒　　 タチナガハ　　　　　 165.0 - -

群馬　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 136.5 136.5 6,419
中粒　　 タチナガハ　　　　　 174.5 174.5 6,427
大粒　　 ハタユタカ　　　　　 3.5 3.5 6,310
中粒　　 ハタユタカ　　　　　 13.0 13.0 6,310
  その他 12.0 12.0 6,327

新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 165.0 165.0 6,350
中粒　　 エンレイ　　　　　　 660.0 660.0 6,092
極小粒　 コスズ　　　　　　　 335.0 - -
  その他 490.0 490.0 5,000

富山　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 331.0 - -
中粒　　 オオツル　　　　　　 486.5 - -
大粒　　 エンレイ　　　　　　 1,148.0 334.5 6,474
中粒　　 エンレイ　　　　　　 843.5 678.5 6,140
  その他 526.0 526.0 5,234

石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 584.5 - -
中粒　　 エンレイ　　　　　　 195.0 195.0 6,210
  その他 177.5 - -

平成17年産 5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

福井　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 41.5 - -
中粒　　 オオツル　　　　　　 39.0 - -
大粒　　 エンレイ　　　　　　 61.5 - -
中粒　　 あやこがね　　　　　 165.0 - -
  その他 845.0 - -

長野　　　 大粒　　 ギンレイ　　　　　　 360.0 180.0 6,560
大粒　　 ナカセンナリ　　　　 191.0 191.0 6,560

岐阜　　　 大粒　　 つやほまれ　　　　　 165.0 - -
愛知　　　   その他 495.0 330.0 5,005
三重　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 495.0 330.0 6,250

  その他 165.0 165.0 5,500
滋賀　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 232.0 232.0 6,060

中粒　　 オオツル　　　　　　 329.5 299.0 6,062
大粒　　 エンレイ　　　　　　 9.5 9.5 6,060
中粒　　 エンレイ　　　　　　 36.5 36.5 6,060
大粒　　 タマホマレ　　　　　 22.5 22.5 6,020
中粒　　 タマホマレ　　　　　 204.5 204.5 6,224
大粒　　 フクユタカ　　　　　 10.0 - -
中粒　　 フクユタカ　　　　　 41.0 - -
  その他 606.0 194.5 6,249

鳥取　　　 大粒　　 タマホマレ　　　　　 165.0 - -
大粒　　 サチユタカ　　　　　 279.5 165.0 6,250
中粒　　 サチユタカ　　　　　 51.0 - -
  その他 287.5 - -

島根　　　   その他 165.0 165.0 5,500
岡山　　　 大粒　　 タマホマレ　　　　　 67.0 67.0 6,400

中粒　　 タマホマレ　　　　　 136.5 136.5 6,400
広島　　　 中粒　　 アキシロメ　　　　　 22.0 - -

大粒　　 サチユタカ　　　　　 71.0 - -
中粒　　 サチユタカ　　　　　 19.0 - -
  その他 53.0 - -

山口　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 315.5 - -
中粒　　 サチユタカ　　　　　 1.5 - -
大粒　　 フクユタカ　　　　　 13.0 - -

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　　　　　 74.0 - -
中粒　　 フクユタカ　　　　　 89.5 - -
  その他 139.5 - -

福岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 183.5 - -
中粒　　 フクユタカ　　　　　 1,190.0 700.0 5,918
  その他 2,780.0 1,757.5 5,479

佐賀　　　   その他 660.0 495.0 5,030
熊本　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 330.0 165.0 6,200

中粒　　 フクユタカ　　　　　 1,920.0 480.0 5,870
  その他 490.0 165.0 5,010

大分　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 160.0 160.0 6,200
  その他 160.0 160.0 5,900
　　　　全国 41,945.5 14,822.5 6,015

（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５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 183,852.0 67,847.0 6,641

産地
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