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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 385.0 385.0 5,435
中粒 つるの子 20.0 20.0 5,450
大粒 ツルムスメ 3,855.0 1,761.0 5,117
中粒 ツルムスメ 65.0 65.0 5,015
大粒 音更大袖振 13.0 13.0 5,010
中粒 音更大袖振 6.0 - -
大粒 大袖振 33.0 - -
大粒 とよまさり 3,560.0 1,471.0 5,013
中粒 とよまさり 5,771.0 1,280.0 5,002
中粒 ハヤヒカリ 371.0 - -
小粒 スズマル 1,679.0 - -
極小粒 スズマル 352.0 17.0 5,020
中粒 秋田 134.0 - -
　 その他 2,555.0 64.0 5,072

青森 大粒 とよまさり 165.0 - -
大粒 おおすず 495.0 - -
中粒 おおすず 495.0 - -
中粒 オクシロメ 165.0 - -
　 その他 495.0 - -

岩手 中粒 ナンブシロメ 165.0 - -
　 その他 330.0 - -

宮城 大粒 タンレイ 165.0 165.0 5,800
大粒 タチナガハ 33.5 - -
小粒 コスズ 3.5 - -
極小粒 コスズ 118.0 - -
　 その他 165.0 165.0 5,050

秋田 大粒 リュウホウ 1,155.0 - -
中粒 リュウホウ 1,320.0 - -

山形 中粒 スズユタカ 165.0 165.0 5,000
　 その他 165.0 - -

庄内 小粒 リュウホウ 165.0 - -
茨城 大粒 タチナガハ 165.0 - -

小粒 納豆小粒 330.0 165.0 5,100
極小粒 納豆小粒 330.0 165.0 5,300

栃木 大粒 タチナガハ 990.0 495.0 5,133
中粒 タチナガハ 1,320.0 - -
　 その他 165.0 - -

群馬 大粒 タチナガハ 165.0 165.0 5,600
中粒 タチナガハ 165.0 165.0 5,500

新潟 大粒 エンレイ 11,220.0 3,795.0 5,367
中粒 エンレイ 12,045.0 1,320.0 5,065
　 その他 5,610.0 - -

富山 大粒 エンレイ 1,980.0 1,980.0 5,321
中粒 エンレイ 990.0 990.0 5,550

石川 大粒 エンレイ 3,630.0 1,320.0 5,321
中粒 エンレイ 990.0 495.0 5,117

福井 大粒 オオツル 108.0 108.0 5,600
中粒 オオツル 58.5 58.5 5,600
大粒 エンレイ 425.5 425.5 5,147
中粒 エンレイ 406.5 406.5 5,123
小粒 エンレイ 131.5 131.5 5,132

長野 大粒 タチナガハ 165.0 165.0 5,300
　 その他 165.0 165.0 5,000

（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相当額を含まない。
       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）

岐阜 大粒 フクユタカ 330.0 330.0 5,200
静岡 大粒 フクユタカ 660.0 330.0 5,200

中粒 フクユタカ 330.0 - -
滋賀 中粒 オオツル 330.0 330.0 5,250
福岡 大粒 フクユタカ 282.0 282.0 5,062

中粒 フクユタカ 673.0 673.0 4,927
　 その他 1,215.0 210.0 4,660

佐賀 　 その他 510.0 - -
熊本 大粒 フクユタカ 63.5 - -

中粒 フクユタカ 62.0 - -
　 その他 36.0 - -

宮崎 大粒 フクユタカ 147.5 - -
中粒 フクユタカ 182.5 - -

鹿児島 大粒 フクユタカ 170.5 170.5 5,020
中粒 フクユタカ 43.5 43.5 5,020

合計 71,154.5 20,455.0

（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相当額を含まない。
       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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