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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　　 つるの子　　　　　　 330.0 - -
大粒　　 とよまさり　　　　　 5,445.0 1,320.0 7,330

青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　 1,320.0 - -
中粒　　 おおすず　　　　　　 495.0 - -

岩手　　　 大粒　　 スズカリ　　　　　　 343.0 - -
中粒　　 スズカリ　　　　　　 74.5 - -
  その他 332.5 - -

宮城　　　 大粒　　 ミヤギシロメ　　　　 161.0 161.0 6,800
大粒　　 タンレイ　　　　　　 330.0 165.0 6,650
中粒　　 タンレイ　　　　　　 1,320.0 - -
中粒　　 タチナガハ　　　　　 330.0 - -

秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　 2,145.0 - -
中粒　　 リュウホウ　　　　　 1,155.0 - -

山形　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　 587.0 - -
中粒　　 リュウホウ　　　　　 497.5 330.5 6,000
大粒　　 エンレイ　　　　　　 990.0 - -
大粒　　 あやこがね　　　　　 696.0 - -
中粒　　 タチユタカ　　　　　 407.0 203.5 6,000

福島　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 495.0 - -
中粒　　 タチナガハ　　　　　 330.0 - -
大粒　　 スズユタカ　　　　　 28.0 - -
中粒　　 スズユタカ　　　　　 22.0 - -
  その他 275.0 - -

栃木　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 165.0 - -
中粒　　 タチナガハ　　　　　 333.0 - -
  その他 495.0 - -

新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 3,465.0 3,465.0 6,580
中粒　　 エンレイ　　　　　　 1,492.0 1,492.0 6,321
  その他 866.0 866.0 5,718

富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 4,290.0 2,310.0 6,504
中粒　　 エンレイ　　　　　　 3,300.0 3,300.0 6,313

石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 990.0 495.0 6,300
中粒　　 エンレイ　　　　　　 1,155.0 1,155.0 6,104

福井　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 165.0 165.0 6,350
中粒　　 エンレイ　　　　　　 165.0 165.0 6,710

長野　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 330.0 165.0 6,310
岐阜　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 165.0 165.0 6,910
愛知　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 330.0 330.0 6,820

中粒　　 フクユタカ　　　　　 660.0 660.0 6,805
三重　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 165.0 165.0 6,880
滋賀　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 201.0 201.0 7,070

中粒　　 オオツル　　　　　　 990.0 330.0 6,260
兵庫　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 173.0 173.0 6,510
鳥取　　　 大粒　　 タマホマレ　　　　　 181.5 181.5 6,430

大粒　　 サチユタカ　　　　　 567.0 232.5 6,550
島根　　　 中粒　　 サチユタカ　　　　　 165.0 165.0 6,310
岡山　　　 大粒　　 タマホマレ　　　　　 6.5 - -

中粒　　 タマホマレ　　　　　 87.0 - -
大粒　　 トヨシロメ　　　　　 38.0 - -
中粒　　 トヨシロメ　　　　　 22.5 - -
大粒　　 サチユタカ　　　　　 37.0 - -
中粒　　 サチユタカ　　　　　 39.0 - -
  その他 73.5 - -

山口　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 334.5 334.5 6,480
福岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 1,815.0 1,815.0 6,462

　　　　全国 41,370.0 20,510.5 6,472
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平成19年産 6月の大豆入札取引の結果（特定加工用）

産地 粒別 品種銘柄



（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。


