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（公財）日本特産農産物協会

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

北海道　　大粒　　 音更大袖振　　　　　 2,427.5 165.0 11,540
中粒　　 音更大袖振　　　　　 706.5 - -
大粒　　 とよまさり　　　　　 3,630.0 1,485.0 7,880
中粒　　 とよまさり　　　　　 3,800.0 165.0 7,330
中粒　　 ハヤヒカリ　　　　　 1,320.0 - -
極小粒　 スズマル　　　　　　 990.0 - -
小粒　　 ユキシズカ　　　　　 2,143.0 823.0 7,336
極小粒　 ユキシズカ　　　　　 165.0 - -
  その他 331.0 - -

青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　 660.0 - -
岩手　　　 中粒　　 リュウホウ　　　　　 1,155.0 - -

大粒　　 シュウリュウ　　　　 330.0 - -
宮城　　　 大粒　　 ミヤギシロメ　　　　 728.5 728.5 7,669

中粒　　 ミヤギシロメ　　　　 2,113.5 1,618.5 7,850
大粒　　 タンレイ　　　　　　 3,300.0 330.0 7,250
中粒　　 タンレイ　　　　　　 2,805.0 - -
  その他 495.0 - -

山形　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 165.0 - -
中粒　　 エンレイ　　　　　　 825.0 - -
  その他 165.0 - -

茨城　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　 1,485.0 165.0 7,560
小粒　　 納豆小粒　　　　　　 495.0 495.0 11,500
  その他 495.0 495.0 9,300

栃木　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　 5,445.0 1,155.0 7,503
新潟　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　 1,485.0 - -

中粒　　 里のほほえみ　　　　 495.0 - -
大粒　　 エンレイ　　　　　　 2,805.0 1,815.0 8,088
中粒　　 エンレイ　　　　　　 1,485.0 - -
  その他 495.0 - -

富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 15,917.0 2,310.0 8,073
中粒　　 エンレイ　　　　　　 3,300.0 660.0 7,873
大粒　　 シュウレイ　　　　　 7,062.0 2,475.0 7,645
中粒　　 シュウレイ　　　　　 330.0 - -

石川　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　 8,745.0 1,815.0 8,119
中粒　　 里のほほえみ　　　　 165.0 - -
中粒　　 エンレイ　　　　　　 330.0 - -

福井　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　 6,600.0 990.0 8,252
中粒　　 里のほほえみ　　　　 330.0 - -
大粒　　 エンレイ　　　　　　 495.0 330.0 8,600
中粒　　 エンレイ　　　　　　 495.0 - -

長野　　　 大粒　　 ナカセンナリ　　　　 330.0 165.0 7,510
中粒　　 ナカセンナリ　　　　 2,902.0 - -
  その他 398.0 - -

静岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 165.0 165.0 9,050
中粒　　 フクユタカ　　　　　 165.0 165.0 8,360

愛知　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 165.0 165.0 8,400
中粒　　 フクユタカ　　　　　 2,145.0 495.0 7,800

三重　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 495.0 495.0 8,537
滋賀　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 165.0 165.0 8,020

中粒　　 オオツル　　　　　　 1,155.0 165.0 7,670
中粒　　 タマホマレ　　　　　 1,815.0 165.0 7,150

平成29年産大豆に係る平成30年4月まで（年産累計）の入札取引結果（特定加工用大豆）

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

産地 粒別 品種銘柄

（滋賀） 大粒　　 ことゆたか　　　　　 5,445.0 1,815.0 8,112
中粒　　 ことゆたか　　　　　 660.0 - -
大粒　　 フクユタカ　　　　　 660.0 495.0 7,710
中粒　　 フクユタカ　　　　　 660.0 495.0 7,990
  その他 495.0 - -

鳥取　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 990.0 - -
中粒　　 サチユタカ　　　　　 330.0 - -

山口　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 825.0 330.0 7,730
中粒　　 サチユタカ　　　　　 1,155.0 165.0 7,380

長崎　　　   その他 166.0 - -
熊本　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 1,155.0 - -

  その他 1,485.0 330.0 7,315
大分　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 1,320.0 - -

　　　　全国 111,955.0 23,795.0 8,025

注：平均落札価格は、全落札ロットの落札金額合計を落札数量合計で除して求めた加重平均値で、60kg
当たりの包装代を含み、消費税及び地方消費税等を含まない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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