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１． 大豆入札取引の仕組み 

大豆入札取引の手順

前月 日
まで

売り手 協 会 買い手

入札
前週
金曜
（～月曜）

上場申し出 入札票・入札ロット明細書作成

配 信
（Ｅメール・ＨＰ掲載・ＦＡＸ）

受 信

入札保証金確認

翌月の入札日・上場予定数量公表

入札前日
（火曜日）

入札当日
（水曜日）

入札票送信（ＦＡＸ）
又は
ウェブ入札

日程

受 信

入札システムへの入力

落 札 処 理

取引監視委員会の確認

落札結果送信
（ＦＡＸ・郵便）

入札翌日
（木曜日） 受信

売買契約書作成

月 末 月次結果公表

受 信

売り手全農
の売買契約
書作成は、ア
グリネット
サービス

入札票の受
信は、午前
１０時から正
午まで

 
 

上場対象の大豆 

・農産物検査法・農産物規格規程に基づく普通大豆１～３等及び特定加工用大豆

検査合格品

 

上場ロットの単位

ロット単位で上場、１ロット トン 袋 あるいは 袋 以上の数

量

上場ロット表（ロット明細書）に示される情報

・産地品種銘柄等の区分

産地名（道府県名）

銘柄：粒区分（大粒・中粒・小粒・極小粒）及び品種名

・荷姿・量目の区分

紙袋（ ､樹脂袋又は麻袋 ､ﾌﾚｺﾝ ､ ､ ､ 等

・入札年月日

・受渡年月日（受渡期限）
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（参考）

 

（２）銘柄
普通大豆及び特定加工用大豆
イ　大粒大豆及び中粒大豆

道府県

北海道

ロ　小粒及び極小粒大豆
産地品種銘柄
道府県

北海道

（３）規格

粒度 水分

(％) (％) 計
著しい被
害粒等

異種穀粒 異物

等級 (％) (％) （％） （％）

１等 １等標準品

２等 ２等標準品

３等 ３等標準品

規格外

合格 標準品

規格外

区分

中粒大豆
小粒大豆
極小粒大豆

※特定加工用大豆…豆腐・油揚、醤油、きなこ等製品の段階において、大豆の原形をとどめない
用途に使用される大豆。

ハ　品位（以下は、内容を整理した表である。種子大豆は、省略）

　　普通大豆、特定加工大豆及び種子大豆（粒別はいずれも大粒，中粒，小粒及び極小粒）

産地品種銘柄

（以下、略）

スズヒメ、スズマル及びユキシズカ

秋田（大粒大豆を除く。）、大袖の舞、大袖振、音更大袖振、タマフクラ、つるの子、
ツルムスメ、とよまさり、ハヤヒカリ（大粒大豆を除く。）、光黒及びゆきぴりか

品　　　種

根拠法令：農産物検査法に基づく農産物規格規程（農林水産省告示）

■国産大豆の検査の基準等〔検査規格〕

合格の品位に適合しない大豆であって､異種穀粒及び異物が50%以上混入し
ていないもの｡

※北海道において生産された大豆のうち、普通大豆の３等のもの及び特定加工用大豆の合格の
ものに限り、その水分の最高限度は、本表の数値に１．０％を加算したものとする。

※普通大豆の色の区分は、黄色、黒色、茶色、青色とし、それぞれの色の大豆にはその色以外の
色のものの粒が１等級のものにあっては０％、２等級のものにあっては５％、３等級のものにあっ
ては１０％を超えて混入していてはならない。

種類

1等から3等までのそれぞれの品位に適合しない大豆であって､異種穀粒及び
異物が50%以上混入していないもの｡

最低限度 

品　　　種

（１）種類

特定加工用大豆

項目

普通大豆

イ　量目（以下、略）
ロ　荷造り及び包装（以下、略）

（以下、略）

最高限度 

形質 

被害粒、未熟粒、異種穀粒及び異物

直径5.5mm以上中粒未満
直径4.9mm以上小粒未満

※粒度：次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる大きさの目の丸目ふ
るいをもって分け、ふるいの上に残る粒の全量に対する重量比をいう。

ふるいの目の大きさ
直径 7.9mm

北海道つるの子、光黒、岩手県・宮城県ミヤギシロメ、福井県・滋賀県他オオツルにあっ
ては　8.5mm
北海道タマフクラ　9.1mm　　　
直径7.3mm以上大粒未満

大粒大豆
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平 成 ２５ 年 産 産 地 品 種 銘 柄 一 覧 表 
（黒大豆を除く） 

北海道

青森

岩手
コスズ、すずほのか

宮城
コスズ、すずほのか

秋田
コスズ

山形
すずかおり

福島 コスズ、すずほのか

茨城 納豆小粒

栃木
納豆小粒、コスズ

群馬
埼玉
千葉
山梨
長野 すずろまん

静岡
新潟 コスズ、すずろまん

富山

石川
コスズ

福井
岐阜
愛知
三重 すずおとめ

滋賀
京都
兵庫
奈良
鳥取

島根

岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
福岡 すずおとめ

佐賀 すずおとめ

長崎
熊本 すずおとめ

大分 すずおとめ

宮崎
鹿児島 すずおとめ

（資料）

(注）

フクユタカ

フクユタカ

フクユタカ

フクユタカ

サチユタカ、タマホマレ、フクユタカ

キヨミドリ、フクユタカ

サチユタカ、フクユタカ

フクユタカ、キヨミドリ、むらゆたか

フクユタカ、むらゆたか

エルスター、キヨミドリ、トヨシロメ、フクユタカ、むらゆたか

都道府
県名

産　　地　　品　　種　　銘　　柄

大　　粒　・　中　　粒 中　粒 小粒・極小粒

エンレイ、オオツル、フクユタカ、シュウレイ

大袖の舞、大袖振、音更大袖振、つるの子、ツルムスメ、
とよまさり、ゆきぴりか、タマフクラ

あやこがね、きぬさやか、スズユタカ、タチナガハ、タンレイ、
ミヤギシロメ

タチユタカ、リュウホウ、おおすず、すずさやか、秋試緑１号、
あきたみどり

スズマル、スズヒメ、
ユキシズカ

青丸くん、スズカリ、ナンブシロメ、ミヤギシロメ、ユキホマレ、
リュウホウ

おおすず オクシロメ

秋田、
ハヤヒカリ

エンレイ、サチユタカ、すずこがね、タマホマレ

あやこがね、おおすず、スズユタカ、タチナガハ、ふくいぶき

タチナガハ、ハタユタカ

すずさやか、タチナガハ、たまうらら、なごみまる、
エンレイ、ギンレイ、里のほほえみ

オオツル、タチナガハ、ハタユタカ

エンレイ、タチナガハ、白光、行田在来

サチユタカ、タチナガハ、フクユタカ

ギンレイ、タチナガハ、ナカセンナリ、つぶほまれ、すずほまれ＊

あやこがね、エンレイ、スズユタカ、タチナガハ

アキシロメ、サチユタカ、ハタユタカ

サチユタカ、フクユタカ

あやこがね、エンレイ、オオツル、サチユタカ、フクユタカ、
里のほほえみ＊

あやこがね、エンレイ、オオツル、フクユタカ、里のほほえみ

アキシロメ、フクユタカ、つやほまれ、タチナガハ、中鉄砲＊

フクユタカ

オオツル、タマホマレ、フクユタカ

エンレイ、オオツル、タマホマレ、フクユタカ、ことゆたか

エンレイ、オオツル、タマホマレ、サチユタカ、京白丹波

サチユタカ、タマホマレ、オオツル、夢さよう

農産物規格規程（平成１３年２月２８日農林水産省告示第２４４号）

＊は、平成２５年産からの新規設定

フクユタカ

あやこがね、ナカセンナリ、エンレイ

エンレイ、スズユタカ、タチユタカ、リュウホウ、あやこがね
里のほほえみ

サチユタカ、あやみどり

フクユタカ、むらゆたか

サチユタカ、タマホマレ、青丸くん、トヨシロメ、フクユタカ、
ナカセンナリ

サチユタカ、タマホマレ、トヨシロメ、フクユタカ
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入札ロット明細書の例 

 

平成○○年産 第○回 入札ロット明細書 平成○○年○月○日

売り手コード 略称 産地コード 産地名 荷姿 量目 受渡年月日

全農 滋賀 紙袋 平成○○年○月○日

ロットＮｏ． ロット 集荷業者

区分 １等 ２等 ３等 特定

単 大粒 フクユタカ ＪＡおうみ冨士

単 大粒 フクユタカ ＪＡおうみ冨士

単 大粒 フクユタカ ＪＡおうみ冨士

単 大粒 フクユタカ ＪＡ湖東

混 大粒 フクユタカ ＪＡ滋賀蒲生町

〃 大粒 フクユタカ ＪＡ滋賀蒲生町

単 大粒 フクユタカ ＪＡおうみ冨士

単 大粒 フクユタカ ＪＡおうみ冨士

単 大粒 フクユタカ ＪＡおうみ冨士

単 中粒 フクユタカ ＪＡ栗東市

同 中粒 フクユタカ ＪＡおうみ冨士

〃 中粒 フクユタカ ＪＡおうみ冨士

単 中粒 フクユタカ ＪＡ甲賀

混 大粒 オオツル ＪＡレーク伊吹

〃 大粒 オオツル ＪＡレーク伊吹

単 大粒 オオツル ＪＡグリーン近江

単 大粒 オオツル ＪＡグリーン近江

単 大粒 オオツル ＪＡレーク伊吹

同 大粒 オオツル ＪＡ東びわこ

〃 大粒 オオツル ＪＡ東びわこ

単 中粒 オオツル ＪＡ北びわこ

単 中粒 オオツル ＪＡグリーン近江

単 大粒 タマホマレ ＪＡおうみ冨士

単 大粒 タマホマレ ＪＡグリーン近江
単 中粒 タマホマレ ＪＡグリーン近江

「同」は同一銘柄複数ロット、「単」は単一ロット、「混」は混合ロットを表します。 2頁

入札年月日

平成○○年○月○日

銘柄 数量 倉所

浅野倉庫（株）
浅野倉庫（株）
浅野倉庫（株）
伏見運送（株）第２
伏見運送（株）第２
伏見運送（株）第２
浅野倉庫（株）
浅野倉庫（株）
浅野倉庫（株）
浅野倉庫（株）
浅野倉庫（株）
浅野倉庫（株）
伏見運送（株）第２
伏見運送（株）第２
伏見運送（株）第２
伏見運送（株）第２
伏見運送（株）第２
伏見運送（株）第２
伏見運送（株）第２
伏見運送（株）第２

伏見運送（株）第２

琵琶倉庫（株）
伏見運送（株）第２
浅野倉庫（株）
伏見運送（株）第２
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入札票の例 

 
 

平成00年産 第00回入札票

財団法人 　日本特産農産物協会

殿 FAX番号 ： 03-5545-3868（入札専用）

印

大豆の入札取引に係る業務規程及び大豆の入札取引に係る業務細則に基づき、つぎのとおり申し込みます。

数量
(個/60kg）

数量
(個/60kg）

数量
(個/60kg）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

記載上の注意事項

１．太枠部は同一銘柄複数ロットを示す。 入札保証金

　　複数のロットに入札の場合は同一価格とすること。 円

２．記載事項の訂正はしないこと。 入札金額総計

３．入札金額に10円未満の端数をつけないこと。 　入札金額の総計を計算し、記入してください。

４．同一ロットについて２通以上の入札をしないこと。 円 入札する入札書の枚数を

（現在ページ／総ページ）で記入

平成00年○月○日

　　理事長  小高　良彦

登　録　番　号

名称及び代表者名

（担当者名及び連絡用電話番号）

ロットNo. 入札価格
（円/60kg）

ロットNo. 入札価格
（円/60kg）

ロットNo. 入札価格
（円/60kg）

／
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２． 平成２５年産大豆集荷・販売計画 
生産者団体等から提出された計画に基づき、平成２５年１１月農林水産省が公

表したものである。 
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平成２５年産大豆の集荷・販売計画

総括表 ・・・・・・・・・・・・・Ｐ １

全国農業協同組合連合会分 ・・・・Ｐ ２

全国主食集荷協同組合連合会分 ・・Ｐ１７
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前回
(７月)

今回
(11月)

前回
との差

前回
(７月)

今回
(11月)

前回
との差

前回
(７月)

今回
(11月)

前回
との差

北 海 道 21,239 44,540 42,764 ▲ 1,776 1,415 3,082 2,774 ▲ 308 22,654 47,622 45,538 ▲ 2,084

青 森 3,394 5,020 5,073 53 26 38 34 ▲ 4 3,420 5,058 5,107 49

岩 手 2,812 2,880 3,102 222 2,812 2,880 3,102 222

宮 城 8,813 14,260 13,282 ▲ 978 8,813 14,260 13,282 ▲ 978

秋 田 6,015 7,280 6,761 ▲ 519 127 213 160 ▲ 53 6,142 7,493 6,921 ▲ 572

山 形 3,970 4,660 4,668 8 3,970 4,660 4,668 8

福 島 859 1,060 1,106 46 859 1,060 1,106 46

茨 城 3,233 5,000 4,823 ▲ 177 417 790 831 41 3,650 5,790 5,654 ▲ 136

栃 木 2,039 3,610 3,614 4 133 314 359 45 2,172 3,924 3,973 49

群 馬 101 200 206 6 101 200 206 6

埼 玉 189 260 262 2 189 260 262 2

千 葉 397 620 617 ▲ 3 397 620 617 ▲ 3

新 潟 4,674 7,690 7,214 ▲ 476 4 7 7 0 4,678 7,697 7,221 ▲ 476

富 山 4,170 7,390 7,164 ▲ 226 4,170 7,390 7,164 ▲ 226

石 川 1,600 2,100 1,968 ▲ 132 1,600 2,100 1,968 ▲ 132

福 井 630 1,030 1,260 230 630 1,030 1,260 230

長 野 1,145 1,960 1,890 ▲ 70 1,145 1,960 1,890 ▲ 70

岐 阜 2,510 3,760 4,018 258 2,510 3,760 4,018 258

静 岡 256 350 348 ▲ 2 256 350 348 ▲ 2

愛 知 4,270 5,280 5,280 0 4,270 5,280 5,280 0

三 重 3,783 5,400 5,592 192 3,783 5,400 5,592 192

滋 賀 4,530 6,640 6,834 194 49 73 89 16 4,579 6,713 6,923 210

兵 庫 511 620 660 40 511 620 660 40

奈 良 24 40 40 0 24 40 40 0

鳥 取 472 700 676 ▲ 24 472 700 676 ▲ 24

島 根 438 650 580 ▲ 70 438 650 580 ▲ 70

岡 山 155 160 168 8 155 160 168 8

広 島 731 410 345 ▲ 65 731 410 345 ▲ 65

山 口 615 1,040 954 ▲ 86 615 1,040 954 ▲ 86

香 川 47 70 75 5 47 70 75 5

愛 媛 263 460 435 ▲ 25 263 460 435 ▲ 25

高 知 72 110 108 ▲ 2 72 110 108 ▲ 2

福 岡 7,435 15,310 15,494 184 77 202 222 20 7,512 15,512 15,716 204

佐 賀 8,300 18,500 18,509 9 71 203 223 20 8,371 18,703 18,732 29

長 崎 397 710 690 ▲ 20 397 710 690 ▲ 20

熊 本 1,796 3,110 3,110 0 14 31 35 4 1,810 3,141 3,145 4

大 分 1,670 1,970 1,593 ▲ 377 72 90 75 ▲ 15 1,742 2,060 1,668 ▲ 392

宮 崎 191 260 255 ▲ 5 191 260 255 ▲ 5

鹿 児 島 85 190 292 102 85 190 292 102

計 103,831 175,300 171,829 ▲ 3,471 2,405 5,043 4,809 ▲ 234 106,236 180,343 176,638 ▲ 3,705

平成２５年産大豆の集荷・販売計画（総括表）
単位：ha、ｔ

都道府県

全国農業協同組合連合会 全国主食集荷協同組合連合会 合計

作付
予定
面積

集荷予定数量 作付
予定
面積

集荷予定数量 作付
予定
面積

集荷予定数量
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平 成 ２ ５ 年 １ １ 月 １ ３ 日 

ＪＡ全農 麦類農産部 大豆・特産課 

 

平成 25 年産大豆の集荷・販売計画（概要・速報） 

1．作成方法 

（1）集荷計画 

本会が例年実施している 8月末時点の集荷見込み調査にもとづき、地域別・銘柄別の

集荷計画を作成した。 

（2）販売計画 

ア．集荷計画数量及び播種前契約数量にもとづき、計画的な販売と円滑な受渡を目的と

して作成した。 

イ．入札取引数量は、国産大豆の生産計画及び集荷･販売計画作成要領の取扱いについ

て（平成 19年 3月 30日付け 18生産第 9424号農林水産省生産局農産振興課長通知）

及び（公財）日本特産農産物協会の業務規程に基づき、県別・銘柄別に集荷計画数

量の 1／3を目標として作成した。 

2．集荷計画 

（1）全国の集荷計画は、171,829 トンで、24 年産対比 95％、23 年産対比 103％となって

いる。 

（2）全国的には、少雨による生育の遅れや、集中豪雨による被害の影響を受けているもの

の平年並に推移し、生産計画対比 98％となっている。 

（3）対象の 39道県の前年産集荷実績と比較すると、24年産比較的豊作であったことから

増加は 18県、減少は 21県となっている。 

 

＜集荷計画数量＞ 

単位：トン・％

23年産
集荷実績

24年産
集荷実績

25年産
生産計画

25年産
集荷計画

23年産
対比

24年産
対比

25年産
生産計画

対比

① ② ③ ④ ⑤=④/① ⑥=④/② ⑦=④/③

札　幌 42,067 46,502 44,500 42,800 102% 92% 96%

東　京 55,294 60,128 54,800 53,000 96% 88% 97%

大　阪 29,986 37,280 35,900 36,200 121% 97% 101%

福　岡 39,923 36,848 40,000 39,900 100% 108% 100%

合　計 167,270 180,758 175,200 171,800 103% 95% 98%

※ 25年産生産計画・集荷計画については100ｔ単位でラウンド処理している。

地　区

 

2 
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3．主要品種の動向（主要 10品種） 

単位：トン・％

23年産
集荷実績

24年産
集荷実績

25年産
集荷計画

23年産
対比

24年産
対比

① ② ③ ④=③/① ⑤=③/②

フクユタカ 51,393 52,368 56,400 110% 108%

とよまさり 29,557 33,029 31,500 107% 95%

エンレイ 19,385 22,186 17,000 88% 77%

タチナガハ 10,848 12,732 11,200 103% 88%

リュウホウ 9,709 9,432 9,400 97% 100%

ユキシズカ 4,851 5,823 5,300 109% 91%

ミヤギシロメ 4,655 5,540 5,200 112% 94%

おおすず 5,104 4,784 5,000 98% 105%

スズマル 5,259 5,118 3,700 70% 72%

タンレイ 4,562 4,747 3,500 77% 74%

※ 25年産集荷計画については100ｔ単位でラウンド処理している。

品種名

 

 

4．販売計画 

集荷予定数量（ｔ） 取引方式

入札取引 56,250 （ 33% ）

相対・契約栽培取引 115,579 （ 67% ）

合計 171,829 （ 100% ）

171,829

販売予定数量（ｔ）

 

 

3 
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平成24年産大豆集荷・販売計画

[団体名：全国農業協同組合連合会]

１．集荷・販売計画総括表

（単位：トン）

11～2月 3～5月 6～10月 合計

入札取引 16,550 27,950 11,750 56,250

相対・契約栽培取引 34,090 34,090 47,399 115,579

総計 50,640 62,040 59,149 171,829

以上

171,829

集荷予定数量

販売予定数量

取引方式
期別
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２．集荷計画

（単位：ｔ）

道府県 銘柄 集荷予定数量

北海道 ツルムスメ 362

ゆきぴりか 46

音更大袖振 714

大袖振 0

大袖の舞 68

タマフクラ 5

とよまさり 31,462

ハヤヒカリ 340

スズマル 3,746

ユキシズカ 5,253

秋田 768

合計 42,764

青森 おおすず 4,978

オクシロメ 95

合計 5,073

岩手 ミヤギシロメ 44

青丸くん 9

すずほのか 6

スズカリ 7

ナンブシロメ 1,003

リュウホウ 2,015

ユキホマレ 13

コスズ 3

その他 1

合計 3,102

宮城 ミヤギシロメ 5,144

すずほのか 261

タンレイ 3,475

タチナガハ 3,631

あやこがね 555

きぬさやか 207

その他 9

合計 13,282

秋田 リュウホウ 6,689

コスズ 72

合計 6,761

山形 里のほほえみ 1,338

リュウホウ 702

エンレイ 2,346

あやこがね 132

タチユタカ 66

スズユタカ 12

すずかおり 72

合計 4,668
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（単位：ｔ）

道府県 銘柄 集荷予定数量

福島 すずほのか 1

タチナガハ 659

あやこがね 426

ふくいぶき 3

スズユタカ 1

コスズ 10

その他 5

合計 1,106

茨城 タチナガハ 3,067

ハタユタカ 263

納豆小粒 1,470

その他 22

合計 4,823

栃木 里のほほえみ 396

タチナガハ 3,066

たまうらら 1

納豆小粒 151

合計 3,614

群馬 タチナガハ 187

ハタユタカ 20

合計 206

埼玉 タチナガハ 225

白光 36

その他 2

合計 262

千葉 タチナガハ 51

サチユタカ 54

フクユタカ 512

合計 617

長野 すずろまん 42

タチナガハ 150

つぶほまれ 108

ギンレイ 150

ナカセンナリ 1,440

合計 1,890

新潟 タチナガハ 67

エンレイ 6,762

あやこがね 346

コスズ 11

その他 28

合計 7,214

富山 オオツル 408

エンレイ 5,880

シュウレイ 876

合計 7,164
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（単位：ｔ）

道府県 銘柄 集荷予定数量

石川 里のほほえみ 30

エンレイ 1,620

あやこがね 198

コスズ 12

フクユタカ 72

その他 36

合計 1,968

岐阜 タチナガハ 48

アキシロメ 9

フクユタカ 3,960

つやほまれ 0

その他 1

合計 4,018

静岡 フクユタカ 348

合計 348

愛知 フクユタカ 5,280

合計 5,280

三重 オオツル 8

タマホマレ 3

すずおとめ 60

フクユタカ 5,520

その他 1

合計 5,592

福井 オオツル 6

里のほほえみ 864

エンレイ 372

あやこがね 18

合計 1,260

滋賀 オオツル 1,296

エンレイ 30

タマホマレ 696

ことゆたか 2,100

フクユタカ 2,700

その他 12

合計 6,834

兵庫 オオツル 12

タマホマレ 168

サチユタカ 330

夢さよう 150

合計 660

奈良 あやみどり 2

サチユタカ 39

合計 40
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（単位：ｔ）

道府県 銘柄 集荷予定数量

鳥取 エンレイ 2

タマホマレ 92

すずこがね 14

サチユタカ 551

その他 17

合計 676

島根 タマホマレ 96

トヨシロメ 2

サチユタカ 337

ナカセンナリ 14

フクユタカ 120

その他 12

合計 580

岡山 タマホマレ 6

トヨシロメ 108

サチユタカ 54

合計 168

広島 アキシロメ 9

サチユタカ 282

その他 54

合計 345

山口 サチユタカ 762

フクユタカ 192

合計 954

香川 フクユタカ 63

その他 12

合計 75

愛媛 サチユタカ 3

フクユタカ 426

その他 6

合計 435

高知 フクユタカ 108

合計 108

福岡 キヨミドリ 10

むらゆたか 20

すずおとめ 171

フクユタカ 15,293

合計 15,494

佐賀 むらゆたか 2,352

すずおとめ 5

フクユタカ 16,152

合計 18,509

長崎 フクユタカ 690

合計 690

熊本 むらゆたか 44

すずおとめ 54

フクユタカ 3,012

合計 3,110



— 42 —9

（単位：ｔ）

道府県 銘柄 集荷予定数量

大分 むらゆたか 0

トヨシロメ 138

すずおとめ 56

フクユタカ 1,398

合計 1,593

宮崎 フクユタカ 255

合計 255

鹿児島 すずおとめ 13

フクユタカ 278

その他 1

合計 292

全国合計 171,829

※ 数量は1ｔ単位でラウンド処理しているため、合計が一致しないことがある。
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３．販売計画
　  道府県別・銘柄別・取引手法別・時期別販売予定数量

（単位：ｔ）

11～2月 3～5月 6月～
北海道 ツルムスメ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 100 100 162 362
ツルムスメ 集計 100 100 162 362
ゆきぴりか 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 10 10 26 46
ゆきぴりか 集計 10 10 26 46
音更大袖振 入札取引 70 120 50 240

相対・契約栽培取引 140 140 194 474
音更大袖振 集計 210 260 244 714
大袖振 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 0 0
大袖振 集計 0 0 0 0
大袖の舞 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 20 20 28 68
大袖の舞 集計 20 20 28 68
タマフクラ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 5 5
タマフクラ 集計 0 0 5 5
とよまさり 入札取引 3,110 5,190 2,080 10,380

相対・契約栽培取引 6,320 6,320 8,442 21,082
とよまさり 集計 9,430 11,510 10,522 31,462
ハヤヒカリ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 100 100 140 340
ハヤヒカリ 集計 100 100 140 340
スズマル 入札取引 450 750 310 1,510

相対・契約栽培取引 670 670 896 2,236
スズマル 集計 1,120 1,420 1,206 3,746
ユキシズカ 入札取引 510 860 360 1,730

相対・契約栽培取引 1,050 1,050 1,423 3,523
ユキシズカ 集計 1,560 1,910 1,783 5,253
秋田 入札取引 70 120 60 250

相対・契約栽培取引 150 150 218 518
秋田 集計 220 270 278 768

北海道 集計 12,770 15,600 14,394 42,764
青森 おおすず 入札取引 490 820 330 1,640

相対・契約栽培取引 1,000 1,000 1,338 3,338
おおすず 集計 1,490 1,820 1,668 4,978
オクシロメ 入札取引 0 10 20 30

相対・契約栽培取引 10 10 45 65
オクシロメ 集計 10 20 65 95

青森 集計 1,500 1,840 1,733 5,073
岩手 ミヤギシロメ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 10 10 24 44
ミヤギシロメ 集計 10 10 24 44
青丸くん 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 9 9
青丸くん 集計 0 0 9 9
すずほのか 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 6 6
すずほのか 集計 0 0 6 6
スズカリ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 7 7
スズカリ 集計 0 0 7 7
ナンブシロメ 入札取引 90 160 80 330

相対・契約栽培取引 200 200 273 673
ナンブシロメ 集計 290 360 353 1,003
リュウホウ 入札取引 200 340 150 690

相対・契約栽培取引 390 390 545 1,325
リュウホウ 集計 590 730 695 2,015
ユキホマレ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 13 13
ユキホマレ 集計 0 0 13 13
コスズ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 3 3
コスズ 集計 0 0 3 3
その他 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 1 1
その他 集計 0 0 1 1

岩手 集計 890 1,100 1,112 3,102
宮城 ミヤギシロメ 入札取引 510 860 350 1,720

相対・契約栽培取引 1,020 1,020 1,384 3,424
ミヤギシロメ 集計 1,530 1,880 1,734 5,144

合計道府県 銘柄 取引方式
期別
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（単位：ｔ）

11～2月 3～5月 6月～
合計道府県 銘柄 取引方式

期別

（宮城） すずほのか 入札取引 20 40 30 90
相対・契約栽培取引 50 50 71 171

すずほのか 集計 70 90 101 261
タンレイ 入札取引 350 580 240 1,170

相対・契約栽培取引 690 690 925 2,305
タンレイ 集計 1,040 1,270 1,165 3,475
タチナガハ 入札取引 360 610 250 1,220

相対・契約栽培取引 720 720 971 2,411
タチナガハ 集計 1,080 1,330 1,221 3,631
あやこがね 入札取引 50 90 40 180

相対・契約栽培取引 110 110 155 375
あやこがね 集計 160 200 195 555
きぬさやか 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 60 60 87 207
きぬさやか 集計 60 60 87 207
その他 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 9 9
その他 集計 0 0 9 9

宮城 集計 3,940 4,830 4,512 13,282
秋田 リュウホウ 入札取引 660 1,110 460 2,230

相対・契約栽培取引 1,330 1,330 1,799 4,459
リュウホウ 集計 1,990 2,440 2,259 6,689
コスズ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 20 20 32 72
コスズ 集計 20 20 32 72

秋田 集計 2,010 2,460 2,291 6,761
山形 里のほほえみ 入札取引 130 230 100 460

相対・契約栽培取引 260 260 358 878
里のほほえみ 集計 390 490 458 1,338
リュウホウ 入札取引 70 120 50 240

相対・契約栽培取引 130 130 202 462
リュウホウ 集計 200 250 252 702
エンレイ 入札取引 250 420 170 840

相対・契約栽培取引 450 450 606 1,506
エンレイ 集計 700 870 776 2,346
あやこがね 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 30 30 72 132
あやこがね 集計 30 30 72 132
タチユタカ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 10 10 46 66
タチユタカ 集計 10 10 46 66
スズユタカ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 12 12
スズユタカ 集計 0 0 12 12
すずかおり 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 20 20 32 72
すずかおり 集計 20 20 32 72

山形 集計 1,350 1,670 1,648 4,668
福島 すずのほか 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 1 1
すずのほか 集計 0 0 1 1
タチナガハ 入札取引 60 110 50 220

相対・契約栽培取引 130 130 179 439
タチナガハ 集計 190 240 229 659
あやこがね 入札取引 40 70 30 140

相対・契約栽培取引 80 80 126 286
あやこがね 集計 120 150 156 426
ふくいぶき 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 3 3
ふくいぶき 集計 0 0 3 3
スズユタカ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 1 1
スズユタカ 集計 0 0 1 1
コスズ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 10 10
コスズ 集計 0 0 10 10
その他 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 5 5
その他 集計 0 0 5 5

福島 集計 310 390 406 1,106
茨城 タチナガハ 入札取引 310 520 220 1,050

相対・契約栽培取引 600 600 817 2,017
タチナガハ 集計 910 1,120 1,037 3,067
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（単位：ｔ）

11～2月 3～5月 6月～
合計道府県 銘柄 取引方式

期別

（茨城） ハタユタカ 入札取引 0 0 0 0
相対・契約栽培取引 70 70 123 263

ハタユタカ 集計 70 70 123 263
納豆小粒 入札取引 160 270 110 540

相対・契約栽培取引 270 270 390 930
納豆小粒 集計 430 540 500 1,470
その他 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 22 22
その他 集計 0 0 22 22

茨城 集計 1,410 1,730 1,683 4,823
栃木 里のほほえみ 入札取引 30 60 40 130

相対・契約栽培取引 70 70 126 266
里のほほえみ 集計 100 130 166 396
タチナガハ 入札取引 310 530 220 1,060

相対・契約栽培取引 600 600 806 2,006
タチナガハ 集計 910 1,130 1,026 3,066
たまうらら 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 1 1
たまうらら 集計 0 0 1 1
納豆小粒 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 40 40 71 151
納豆小粒 集計 40 40 71 151

栃木 集計 1,050 1,300 1,264 3,614
群馬 タチナガハ 入札取引 20 30 20 70

相対・契約栽培取引 30 30 57 117
タチナガハ 集計 50 60 77 187
ハタユタカ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 20 20
ハタユタカ 集計 0 0 20 20

群馬 集計 50 60 96 206
埼玉 タチナガハ 入札取引 20 40 30 90

相対・契約栽培取引 40 40 55 135
タチナガハ 集計 60 80 85 225
白光 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 10 10 16 36
白光 集計 10 10 16 36
その他 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 2 2
その他 集計 0 0 2 2

埼玉 集計 70 90 102 262
千葉 タチナガハ 入札取引 0 10 10 20

相対・契約栽培取引 0 0 31 31
タチナガハ 集計 0 10 41 51
サチユタカ 入札取引 0 10 10 20

相対・契約栽培取引 10 10 14 34
サチユタカ 集計 10 20 24 54
フクユタカ 入札取引 50 80 40 170

相対・契約栽培取引 100 100 142 342
フクユタカ 集計 150 180 182 512

千葉 集計 160 210 247 617
長野 すずろまん 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 10 10 22 42
すずろまん 集計 10 10 22 42
タチナガハ 入札取引 40 70 30 140

相対・契約栽培取引 0 0 10 10
タチナガハ 集計 40 70 40 150
つぶほまれ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 30 30 48 108
つぶほまれ 集計 30 30 48 108
ギンレイ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 40 40 70 150
ギンレイ 集計 40 40 70 150
ナカセンナリ 入札取引 140 240 100 480

相対・契約栽培取引 280 280 400 960
ナカセンナリ 集計 420 520 500 1,440

長野 集計 540 670 680 1,890
新潟 タチナガハ 入札取引 0 10 10 20

相対・契約栽培取引 10 10 27 47
タチナガハ 集計 10 20 37 67
エンレイ 入札取引 680 1,130 460 2,270

相対・契約栽培取引 1,340 1,340 1,812 4,492
エンレイ 集計 2,020 2,470 2,272 6,762
あやこがね 入札取引 30 50 30 110

相対・契約栽培取引 70 70 96 236
あやこがね 集計 100 120 126 346
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（単位：ｔ）

11～2月 3～5月 6月～
合計道府県 銘柄 取引方式

期別

（新潟） コスズ 入札取引 0 0 0 0
相対・契約栽培取引 0 0 11 11

コスズ 集計 0 0 11 11
その他 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 28 28
その他 集計 0 0 28 28

新潟 集計 2,130 2,610 2,474 7,214
富山 オオツル 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 120 120 168 408
オオツル 集計 120 120 168 408
エンレイ 入札取引 620 1,030 420 2,070

相対・契約栽培取引 1,140 1,140 1,530 3,810
エンレイ 集計 1,760 2,170 1,950 5,880
シュウレイ 入札取引 80 140 70 290

相対・契約栽培取引 170 170 246 586
シュウレイ 集計 250 310 316 876

富山 集計 2,130 2,600 2,434 7,164
石川 里のほほえみ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 30 30
里のほほえみ 集計 0 0 30 30
エンレイ 入札取引 170 290 120 580

相対・契約栽培取引 310 310 420 1,040
エンレイ 集計 480 600 540 1,620
あやこがね 入札取引 20 30 20 70

相対・契約栽培取引 30 30 68 128
あやこがね 集計 50 60 88 198
コスズ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 12 12
コスズ 集計 0 0 12 12
フクユタカ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 20 20 32 72
フクユタカ 集計 20 20 32 72
その他 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 10 10 16 36
その他 集計 10 10 16 36

石川 集計 560 690 718 1,968
岐阜 タチナガハ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 10 10 28 48
タチナガハ 集計 10 10 28 48
アキシロメ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 9 9
アキシロメ 集計 0 0 9 9
フクユタカ 入札取引 390 660 280 1,330

相対・契約栽培取引 780 780 1,070 2,630
フクユタカ 集計 1,170 1,440 1,350 3,960
つやほまれ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 0 0
つやほまれ 集計 0 0 0 0
その他 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 1 1
その他 集計 0 0 1 1

岐阜 集計 1,180 1,450 1,388 4,018
静岡 フクユタカ 入札取引 30 50 30 110

相対・契約栽培取引 70 70 98 238
フクユタカ 集計 100 120 128 348

静岡 集計 100 120 128 348
愛知 フクユタカ 入札取引 520 870 350 1,740

相対・契約栽培取引 1,060 1,060 1,420 3,540
フクユタカ 集計 1,580 1,930 1,770 5,280

愛知 集計 1,580 1,930 1,770 5,280
三重 オオツル 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 8 8
オオツル 集計 0 0 8 8
タマホマレ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 3 3
タマホマレ 集計 0 0 3 3
すずおとめ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 10 10 40 60
すずおとめ 集計 10 10 40 60
フクユタカ 入札取引 550 920 380 1,850

相対・契約栽培取引 1,100 1,100 1,470 3,670
フクユタカ 集計 1,650 2,020 1,850 5,520
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（単位：ｔ）

11～2月 3～5月 6月～
合計道府県 銘柄 取引方式

期別

（三重） その他 集計 入札取引 0 0 0 0
相対・契約栽培取引 0 0 1 1

その他 集計 集計 0 0 1 1
三重 集計 1,660 2,030 1,902 5,592
福井 オオツル 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 6 6
オオツル 集計 0 0 6 6
里のほほえみ 入札取引 90 150 60 300

相対・契約栽培取引 160 160 244 564
里のほほえみ 集計 250 310 304 864
エンレイ 入札取引 30 60 30 120

相対・契約栽培取引 70 70 112 252
エンレイ 集計 100 130 142 372
あやこがね 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 18 18
あやこがね 集計 0 0 18 18

福井 集計 350 440 470 1,260
滋賀 オオツル 入札取引 120 210 100 430

相対・契約栽培取引 250 250 366 866
オオツル 集計 370 460 466 1,296
エンレイ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 30 30
エンレイ 集計 0 0 30 30
タマホマレ 入札取引 60 110 60 230

相対・契約栽培取引 130 130 206 466
タマホマレ 集計 190 240 266 696
ことゆたか 入札取引 200 340 150 690

相対・契約栽培取引 420 420 570 1,410
ことゆたか 集計 620 760 720 2,100
フクユタカ 入札取引 270 450 190 910

相対・契約栽培取引 530 530 730 1,790
フクユタカ 集計 800 980 920 2,700
その他 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 12 12
その他 集計 0 0 12 12

滋賀 集計 1,980 2,440 2,414 6,834
兵庫 オオツル 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 12 12
オオツル 集計 0 0 12 12
タマホマレ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 50 50 68 168
タマホマレ 集計 50 50 68 168
サチユタカ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 90 90 150 330
サチユタカ 集計 90 90 150 330
夢さよう 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 40 40 70 150
夢さよう 集計 40 40 70 150

兵庫 集計 180 180 300 660
奈良 あやみどり 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 2 2
あやみどり 集計 0 0 2 2
サチユタカ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 10 10 19 39
サチユタカ 集計 10 10 19 39

奈良 集計 10 10 20 40
鳥取 エンレイ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 2 2
エンレイ 集計 0 0 2 2
タマホマレ 入札取引 0 10 10 20

相対・契約栽培取引 20 20 32 72
タマホマレ 集計 20 30 42 92
すずこがね 入札取引 0 0 10 10

相対・契約栽培取引 0 0 4 4
すずこがね 集計 0 0 14 14
サチユタカ 入札取引 50 90 50 190

相対・契約栽培取引 100 100 161 361
サチユタカ 集計 150 190 211 551
その他 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 17 17
その他 集計 0 0 17 17

鳥取 集計 170 220 286 676
島根 タマホマレ 入札取引 0 10 10 20

相対・契約栽培取引 20 20 36 76
タマホマレ 集計 20 30 46 96
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（単位：ｔ）

11～2月 3～5月 6月～
合計道府県 銘柄 取引方式

期別

（島根） トヨシロメ 入札取引 0 0 0 0
相対・契約栽培取引 0 0 2 2

トヨシロメ 集計 0 0 2 2
サチユタカ 入札取引 30 60 30 120

相対・契約栽培取引 60 60 97 217
サチユタカ 集計 90 120 127 337
ナカセンナリ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 14 14
ナカセンナリ 集計 0 0 14 14
フクユタカ 入札取引 10 20 20 50

相対・契約栽培取引 20 20 30 70
フクユタカ 集計 30 40 50 120
その他 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 12 12
その他 集計 0 0 12 12

島根 集計 140 190 250 580
岡山 タマホマレ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 6 6
タマホマレ 集計 0 0 6 6
トヨシロメ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 30 30 48 108
トヨシロメ 集計 30 30 48 108
サチユタカ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 10 10 34 54
サチユタカ 集計 10 10 34 54

岡山 集計 40 40 88 168
広島 アキシロメ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 9 9
アキシロメ 集計 0 0 9 9
サチユタカ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 80 80 122 282
サチユタカ 集計 80 80 122 282
その他 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 10 10 34 54
その他 集計 10 10 34 54

広島 集計 90 90 165 345
山口 サチユタカ 入札取引 70 120 60 250

相対・契約栽培取引 150 150 212 512
サチユタカ 集計 220 270 272 762
フクユタカ 入札取引 10 30 20 60

相対・契約栽培取引 30 30 72 132
フクユタカ 集計 40 60 92 192

山口 集計 260 330 364 954
香川 フクユタカ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 10 10 43 63
フクユタカ 集計 10 10 43 63
その他 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 12 12
その他 集計 0 0 12 12

香川 集計 10 10 55 75
愛媛 サチユタカ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 3 3
サチユタカ 集計 0 0 3 3
フクユタカ 入札取引 40 70 30 140

相対・契約栽培取引 80 80 126 286
フクユタカ 集計 120 150 156 426
その他 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 6 6
その他 集計 0 0 6 6

愛媛 集計 120 150 165 435
高知 フクユタカ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 30 30 48 108
フクユタカ 集計 30 30 48 108

高知 集計 30 30 48 108
福岡 キヨミドリ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 10 10
キヨミドリ 集計 0 0 10 10
むらゆたか 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 20 20
むらゆたか 集計 0 0 20 20
すずおとめ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 50 50 71 171
すずおとめ 集計 50 50 71 171
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（単位：ｔ）

11～2月 3～5月 6月～
合計道府県 銘柄 取引方式

期別

（福岡） フクユタカ 入札取引 1,530 2,550 1,030 5,110
相対・契約栽培取引 3,050 3,050 4,083 10,183

フクユタカ 集計 4,580 5,600 5,113 15,293
福岡 集計 4,630 5,650 5,214 15,494
佐賀 むらゆたか 入札取引 230 390 160 780

相対・契約栽培取引 470 470 632 1,572
むらゆたか 集計 700 860 792 2,352
すずおとめ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 5 5
すずおとめ 集計 0 0 5 5
フクユタカ 入札取引 1,590 2,660 1,080 5,330

相対・契約栽培取引 3,240 3,240 4,342 10,822
フクユタカ 集計 4,830 5,900 5,422 16,152

佐賀 集計 5,530 6,760 6,219 18,509
長崎 フクユタカ 入札取引 60 110 60 230

相対・契約栽培取引 130 130 200 460
フクユタカ 集計 190 240 260 690

長崎 集計 190 240 260 690
熊本 むらゆたか 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 10 10 24 44
むらゆたか 集計 10 10 24 44
すずおとめ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 10 10 34 54
すずおとめ 集計 10 10 34 54
フクユタカ 入札取引 300 510 220 1,030

相対・契約栽培取引 590 590 802 1,982
フクユタカ 集計 890 1,100 1,022 3,012

熊本 集計 910 1,120 1,080 3,110
大分 むらゆたか 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 0 0
むらゆたか 集計 0 0 0 0
トヨシロメ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 40 40 58 138
トヨシロメ 集計 40 40 58 138
すずおとめ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 10 10 36 56
すずおとめ 集計 10 10 36 56
フクユタカ 入札取引 150 260 120 530

相対・契約栽培取引 260 260 348 868
フクユタカ 集計 410 520 468 1,398

大分 集計 460 570 563 1,593
宮崎 フクユタカ 入札取引 20 40 20 80

相対・契約栽培取引 50 50 75 175
フクユタカ 集計 70 90 95 255

宮崎 集計 70 90 95 255
鹿児島 すずおとめ 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 13 13
すずおとめ 集計 0 0 13 13
フクユタカ 入札取引 30 50 20 100

相対・契約栽培取引 50 50 78 178
フクユタカ 集計 80 100 98 278
その他 入札取引 0 0 0 0

相対・契約栽培取引 0 0 1 1
その他 集計 0 0 1 1

鹿児島 集計 80 100 112 292
全国　合計 50,640 62,040 59,149 171,829
※ 数量は1ｔ単位でラウンド処理しているため、合計が一致しないことがある。
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平成２５年１１月１３日 
全集連・業務部・事業課 

 

平成２５年産大豆の集荷・販売計画（概要・速報） 

 

１．作成方法 

（１）集荷計画 

本会が例年実施している 10 月末時点の集荷見込み調査にもとづき、地域別・銘柄別の集荷

計画を作成した。 

（２）販売計画 

  ア．集荷計画数量及び播種前契約数量にもとづき、計画的な販売と円滑な受渡を目的として作

成した。 

  イ．入札取引数量は、国産大豆の生産計画及び集荷･販売計画作成要領の取り扱いについて(平

成 19年 3月 30日付け 18生産第 9424号 農林水産省生産局農産振興課長通知)及び(公財)

日本特産農産物協会の業務規程にもとづき、県別・銘柄別に集荷計画数量の 1／3 を目標

として作成した。 

 

２．集荷計画 

（１）全国の集荷計画は、4,809トンで、24年産対比 102％、23年産対比 111％となっている。 

（２）天候不順な期間があり、その影響から生産計画対比で 95％となっている。 

（３）対象の 13 道県組合における前年産集荷実績と比較すると増加は 9 県組合、減少は 4 道県組

合となっている。 

 
 【集荷計画数量】 

単位：トン・％

23年産
集荷実績

24年産
出荷実績

25年産
生産計画

25年産
集荷計画

23年産
対比

24年産
対比

25年産
生産計画

対比

① ② ③ ④ ⑤=④÷① ⑥=④÷② ⑦=④÷③

北海道 2,768 2,996 3,082 2,774 100% 93% 90%

県　産 1,553 1,717 1,961 2,035 131% 119% 104%

合　計 4,321 4,713 5,043 4,809 111% 102% 95%

地　区

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
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３．主要品種の動向（主要６品種） 

単位：トン・％

23年産
集荷実績

24年産
出荷実績

25年産
集荷計画

23年産
対比

24年産
対比

① ② ③ ④=③÷① ⑤=③÷②

とよまさり 1,335 1,358 1,215 91% 89%

ユキシズカ 1,039 908 907 87% 100%

フクユタカ 383 478 599 156% 125%

タチナガハ 406 516 514 127% 100%

スズマル 182 532 473 260% 89%

納豆小粒 355 388 394 111% 102%

品種名

 

 

４．販売計画 

集荷予定数量（トン） 取引方式

入札取引 1,610 （ 33% ）

相対・契約栽培取引 3,199 （ 67% ）

合計 4,809 （ 100% ）

4,809

販売予定数量（トン）

 
 

 
 

18 
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（単位：トン）

集　　荷

予定数量

入札取引 670 680 260 1,610

相対・契約栽培取引 392 1,308 1,499 3,199

計 1,062 1,988 1,759 4,809

計
取引方式

平成２５年産大豆集荷・販売計画

販　売　予　定　数　量

4,809

 〔団体名：全国主食集荷協同組合連合会〕
１　集荷・販売計画総括表   　　　　　　　               　　　

期　　　別

11～２月 ３～５月 ６～10月
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２．集荷計画　　　　　　　　　　　

道府県 銘　柄 集荷予定数量

とよまさり 1,215

ユキシズカ 907

スズマル 473

大袖振 76

大袖の舞 32

スズヒメ 21

つるの子 6

音更大袖振 44

計 2,774

おおすず 34

計 34

リュウホウ 160

計 160

タチナガハ 272

ハタユタカ 162

フクユタカ 3

納豆小粒 394

計 831

タチナガハ 242

里のほほえみ 117

計 359

エンレイ 7

計 7

オオツル 15

タマホマレ 10

フクユタカ 64

計 89

フクユタカ 222

計 222

フクユタカ 223

計 223

フクユタカ 35

計 35

フクユタカ 55

トヨシロメ 20

計 75

合　　計 4,809

（単位：トン）

茨城県

栃木県

新潟県

北海道

青森県

秋田県

佐賀県

大分県

熊本県

福岡県

滋賀県
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入札取引 200 200 400
相対・契約栽培取引 300 300 215 815

計 500 500 215 1,215
入札取引 200 200 100 500

相対・契約栽培取引 407 407
計 200 200 507 907

入札取引 100 100 100 300
相対・契約栽培取引 173 173

計 100 100 273 473
入札取引

相対・契約栽培取引 76 76
計 76 76

入札取引
相対・契約栽培取引 32 32

計 32 32
入札取引

相対・契約栽培取引 21 21
計 21 21

入札取引
相対・契約栽培取引 6 6

計 6 6
入札取引

相対・契約栽培取引 44 44
計 44 44

入札取引 10 10 20
相対・契約栽培取引 14 14

計 10 24 34
入札取引 30 40 70

相対・契約栽培取引 90 90
計 30 130 160

入札取引 40 40 80
相対・契約栽培取引 192 192

計 40 40 192 272
入札取引

相対・契約栽培取引 100 62 162
計 100 62 162

入札取引
相対・契約栽培取引 3 3

計 3 3
入札取引 30 30 30 90

相対・契約栽培取引 304 304
計 30 30 334 394

入札取引 30 30 30 90
相対・契約栽培取引 70 82 152

計 30 100 112 242
入札取引 10 20 30

相対・契約栽培取引 30 57 87
計 10 50 57 117

入札取引
相対・契約栽培取引 7 7

計 7 7

フクユタカ

音更大袖振

スズマル

ユキシズカ

スズヒメ

つるの子

大袖の舞

おおすず

ハタユタカ

納豆小粒

タチナガハ

青森県

リュウホウ

タチナガハ

秋田県

とよまさり

６～10月 計
道府県

北海道

新潟県

栃木県

茨城県

エンレイ

里のほほえみ

11～２月 ３～５月
取引方式銘　柄

３　販売計画

　（単位：トン）
（１）道府県別・銘柄別・取引方式別・時期別販売予定数量　　　

大袖振

期　　　別
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６～10月 計
道府県

11～２月 ３～５月
取引方式銘　柄

　（単位：トン）
期　　　別

入札取引
相対・契約栽培取引 15 15

計 15 15
入札取引

相対・契約栽培取引 10 10
計 10 10

入札取引
相対・契約栽培取引 64 64

計 64 64
入札取引

相対・契約栽培取引 222 222
計 222 222

入札取引
相対・契約栽培取引 223 223

計 223 223
入札取引

相対・契約栽培取引 35 35
計 35 35

入札取引 20 10 30
相対・契約栽培取引 25 25

計 20 35 55
入札取引

相対・契約栽培取引 20 20
計 20 20

福岡県

滋賀県

フクユタカ

オオツル

フクユタカ

タマホマレ

佐賀県

フクユタカ

トヨシロメ

大分県

フクユタカ

熊本県 フクユタカ
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３． 平成２５年産入札販売計画 

平成 25 年産大豆入札販売計画（当初計画） 
平成 年 月

公益財団法人日本特産農産物協会

１ 総数量

 

売り手計

単位：トン

集荷予定数量（Ａ） 入札販売予定数量（Ｂ）Ｂ／Ａ（％）

期別入札販売予定数量

期別 入札販売予定数量 割合（％）

１１～２月

３～５月

６～１０月

計

売り手： 全国農業協同組合連合会(全農）

集荷予定数量（Ａ） 入札販売予定数量（Ｂ）Ｂ／Ａ（％）

期別入札販売予定数量

期別 入札販売予定数量 割合（％）

１１～２月

３～５月

６～１０月

計

売り手：

集荷予定数量（Ａ） 入札販売予定数量（Ｂ）Ｂ／Ａ（％）

期別入札販売予定数量

期別 入札販売予定数量 割合（％）

１１～２月

３～５月

６～１０月

計

全国主食集荷協同組合連合会（全集連）
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２ 主要産地品種銘柄等別数量

 

注．大豆の入札取引に係る業務規程第 第 項による売り手ごとの販売数量が トン以上

の銘柄を主要産地品種銘柄として、その予定数量を示した。

単位：トン

産地 品種
集荷予
定数量

入札販売
予定数量

割合
集荷予定
数量

入札販売
予定数量

割合
集荷予定
数量

入札販売
予定数量

割合

音更大袖振
とよまさり
スズマル
ユキシズカ
秋田

青森 おおすず
ナンブシロメ
リュウホウ
ミヤギシロメ
タンレイ
タチナガハ
あやこがね

秋田 リュウホウ
里のほほえみ
リュウホウ
エンレイ

福島 タチナガハ
タチナガハ
納豆小粒

栃木 タチナガハ
千葉 フクユタカ
新潟 エンレイ

エンレイ
シュウレイ

石川 エンレイ
福井 里のほほえみ
長野 ナカセンナリ
岐阜 フクユタカ
愛知 フクユタカ
三重 フクユタカ

オオツル
タマホマレ
ことゆたか
フクユタカ

鳥取 サチユタカ
山口 サチユタカ
福岡 フクユタカ

むらゆたか
フクユタカ

長崎 フクユタカ
熊本 フクユタカ
大分 フクユタカ

全国計

宮城

富山

茨城

佐賀

滋賀

北海道

売り手計

売り手500トン以上銘柄計
その他銘柄

全農 全集連売り手

山形

岩手
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平成 25 年産大豆入札販売計画（変更後） 

 
 

売り手計

区分 集荷予定数量（Ａ） 入札販売予定数量（Ｂ） Ｂ／Ａ（％）

当初

変更後

期別入札販売予定数量

期別 当初入札販売予定数量 割合（％） 変更後入札販売予定数量 割合（％）

１１～２月

３～５月

６～１０月

計

売り手： 全国農業協同組合連合会(全農）

区分 集荷予定数量（Ａ） 入札販売予定数量（Ｂ） Ｂ／Ａ（％）

当初

変更後

期別入札販売予定数量

期別 当初入札販売予定数量 割合（％） 変更後入札販売予定数量 割合（％）

１１～２月

３～５月

６～１０月

計

売り手：

集荷予定数量（Ａ） 入札販売予定数量（Ｂ） Ｂ／Ａ（％）

期別入札販売予定数量
期別 入札販売予定数量 割合（％）

１１～２月
３～５月
６～１０月

計

平成26年3月4日

単位：トン

全国主食集荷協同組合連合会（全集連）
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産地 品種
集荷予定
数量

入札販売
予定数量

割合
集荷予定
数量

入札販売
予定数量

割合
集荷予定
数量

入札販売
予定数量

割合
集荷予定
数量

入札販売
予定数量

割合 集荷実績 落札実績 割合

音更大袖振
とよまさり
スズマル
ユキシズカ
秋田

青森 おおすず
ナンブシロメ
リュウホウ
ミヤギシロメ

タンレイ

タチナガハ

あやこがね
秋田 リュウホウ

里のほほえみ
リュウホウ
エンレイ

福島 タチナガハ
タチナガハ
納豆小粒

栃木 タチナガハ
千葉 フクユタカ
新潟 エンレイ

エンレイ
シュウレイ

石川 エンレイ
福井 里のほほえみ
長野 ナカセンナリ
岐阜 フクユタカ
愛知 フクユタカ
三重 フクユタカ

オオツル
タマホマレ
ことゆたか
フクユタカ

鳥取 サチユタカ
山口 サチユタカ
福岡 フクユタカ

むらゆたか
フクユタカ

長崎 フクユタカ
熊本 フクユタカ
大分 フクユタカ

全国計

滋賀

佐賀

売り手500トン以上銘柄計
その他銘柄

北海道

岩手

宮城

山形

茨城

富山

産地品種銘柄別入札販売計画(変更後）
単位：トン

売り手 全農(当初） 全農(変更後） 全集連 売り手計（変更後） 平成２４年産実績
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４．落札結果集計表 
 
（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。       
  
３ 普通大豆等級別比率においては、合計が 100%にならない場合もある。  
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（１）　年産集計

注．１

注．２ （粒別）　　品種名　　　　　

注．３ その他

大粒　　その他　　　　　　　

注．４ 大粒　　とよまさり　　　　　

大粒　　 [とよまさり]

大粒　　 [とよまさりトヨムスメ]

落札数量（俵・60㎏

産地 粒別 特定加工 特定加工 特定加工

用大豆 用大豆 用大豆

北海道　　大粒　　 音更大袖振　　　　　

中粒　　 音更大袖振　　　　　

小粒　　 音更大袖振　　　　　

大粒　　 大袖の舞　　　　　　

大粒　　 とよまさり　　　　　

大粒　　  [とよまさりトヨムスメ]

大粒　　  [とよまさりトヨコマチ]

大粒　　  [とよまさりトヨホマレ]

大粒　　  [とよまさりユキホマレ]

大粒　　  [とよまさりトヨハルカ]

大粒　　  [とよまさりとよみづき]

中粒　　 とよまさり　　　　　

中粒　　  [とよまさりトヨムスメ]

中粒　　  [とよまさりトヨコマチ]

中粒　　  [とよまさりユキホマレ]

中粒　　  [とよまさりトヨハルカ]

小粒　　 とよまさり　　　　　

小粒　　  [とよまさりトヨムスメ]

小粒　　  [とよまさりトヨコマチ]

小粒　　  [とよまさりトヨホマレ]

小粒　　  [とよまさりユキホマレ]

小粒　　  [とよまさりトヨハルカ]

小粒　　 スズマル　　　　　　

極小粒　 スズマル　　　　　　

小粒　　 ユキシズカ　　　　　

極小粒　 ユキシズカ　　　　　

中粒　　 秋田　　　　　　　　

小粒　　 秋田　　　　　　　　

その他

（小粒） スズマル（小粒）　　

（小粒） ユキシズカ（小粒）　

青森　　　大粒　　 おおすず　　　　　　

中粒　　 おおすず　　　　　　

小粒　　 おおすず　　　　　　

岩手　　　中粒　　 ナンブシロメ　　　　

小粒　　 ナンブシロメ　　　　

大粒　　 リュウホウ　　　　　

中粒　　 リュウホウ　　　　　

小粒　　 リュウホウ　　　　　

宮城　　　大粒　　 ミヤギシロメ　　　　

大粒　　  [ミヤギシロメ]

中粒　　 ミヤギシロメ　　　　

（１）－１産地品種銘柄粒区分別上場数量・落札数量・落札価格(年産計）
産地品種銘柄の他、品種群銘柄の場合の品種別集計、非銘柄大豆を含む集計である。

上場数量（俵・60㎏） 落札価格（円/俵）

合計 合計

産地品種銘柄に該当する品種の大豆であって、粒別区分で産地品種銘柄に該当しない大豆の集計である。

「その他」の下欄に粒別及び品種銘柄欄に「その他」あるいは品種名等を小さい文字で表示してあるのは、品種
銘柄「その他」の内訳を内数として示したものである。

北海道の「とよまさり」については、「粒別・とよまさり」の下欄に品種群「とよまさり」を構成する品種を［ ］内に示
し、その実績を内数として掲出している。

合計品種銘柄 普通大豆 普通大豆 普通大豆
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落札数量（俵・60㎏

産地 粒別 特定加工 特定加工 特定加工

用大豆 用大豆 用大豆

上場数量（俵・60㎏） 落札価格（円/俵）

合計 合計 合計品種銘柄 普通大豆 普通大豆 普通大豆

中粒　　  [ミヤギシロメ]

中粒　　  [ミヤギシロメ大]

小粒　　 ミヤギシロメ　　　　

小粒　　  [ミヤギシロメ]

小粒　　 すずほのか　　　　　

極小粒　 すずほのか　　　　　

大粒　　 タンレイ　　　　　　

中粒　　 タンレイ　　　　　　

小粒　　 タンレイ　　　　　　

大粒　　 タチナガハ　　　　　

中粒　　 タチナガハ　　　　　

小粒　　 タチナガハ　　　　　

秋田　　　大粒　　 リュウホウ　　　　　

中粒　　 リュウホウ　　　　　

小粒　　 リュウホウ　　　　　

山形　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　

中粒　　 里のほほえみ　　　　

小粒　　 里のほほえみ　　　　

大粒　　 リュウホウ　　　　　

中粒　　 リュウホウ　　　　　

小粒　　 リュウホウ　　　　　

大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　

小粒　　 エンレイ　　　　　　

福島　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　

中粒　　 タチナガハ　　　　　

小粒　　 タチナガハ　　　　　

茨城　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　

中粒　　 タチナガハ　　　　　

小粒　　 タチナガハ　　　　　

小粒　　 納豆小粒　　　　　　

極小粒　 納豆小粒　　　　　　

その他

（小粒） 納豆小粒　　　　　　

栃木　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　

大粒　　 タチナガハ　　　　　

中粒　　 タチナガハ　　　　　

小粒　　 タチナガハ　　　　　

群馬　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　

中粒　　 タチナガハ　　　　　

小粒　　 タチナガハ　　　　　

千葉　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　

中粒　　 タチナガハ　　　　　

大粒　　 サチユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　

新潟　　　大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　

小粒　　 エンレイ　　　　　　

富山　　　大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　

小粒　　 エンレイ　　　　　　

大粒　　 シュウレイ　　　　　

大粒　　  [シュウレイ]

中粒　　 シュウレイ　　　　　

中粒　　  [シュウレイ]

小粒　　 シュウレイ　　　　　

小粒　　  [シュウレイ]
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落札数量（俵・60㎏

産地 粒別 特定加工 特定加工 特定加工

用大豆 用大豆 用大豆

上場数量（俵・60㎏） 落札価格（円/俵）

合計 合計 合計品種銘柄 普通大豆 普通大豆 普通大豆

石川　　　大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　

小粒　　 エンレイ　　　　　　

福井　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　

中粒　　 里のほほえみ　　　　

小粒　　 里のほほえみ　　　　

大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　

小粒　　 エンレイ　　　　　　

長野　　　大粒　　 ナカセンナリ　　　　

中粒　　 ナカセンナリ　　　　

小粒　　 ナカセンナリ　　　　

岐阜　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　

静岡　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　

愛知　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　

小粒　　 フクユタカ　　　　　

三重　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　

小粒　　 フクユタカ　　　　　

滋賀　　　大粒　　 オオツル　　　　　　

中粒　　 オオツル　　　　　　

小粒　　 オオツル　　　　　　

大粒　　 タマホマレ　　　　　

中粒　　 タマホマレ　　　　　

小粒　　 タマホマレ　　　　　

大粒　　 ことゆたか　　　　　

中粒　　 ことゆたか　　　　　

小粒　　 ことゆたか　　　　　

大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　

小粒　　 フクユタカ　　　　　

鳥取　　　大粒　　 タマホマレ　　　　　

中粒　　 タマホマレ　　　　　

大粒　　 サチユタカ　　　　　

中粒　　 サチユタカ　　　　　

島根　　　大粒　　 サチユタカ　　　　　

中粒　　 サチユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　

山口　　　大粒　　 サチユタカ　　　　　

中粒　　 サチユタカ　　　　　

小粒　　 サチユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　

愛媛　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　

福岡　　　中粒　　 むらゆたか　　　　　

小粒　　 むらゆたか　　　　　

大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　

小粒　　 フクユタカ　　　　　
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落札数量（俵・60㎏

産地 粒別 特定加工 特定加工 特定加工

用大豆 用大豆 用大豆

上場数量（俵・60㎏） 落札価格（円/俵）

合計 合計 合計品種銘柄 普通大豆 普通大豆 普通大豆

佐賀　　　大粒　　 むらゆたか　　　　　

中粒　　 むらゆたか　　　　　

小粒　　 むらゆたか　　　　　

大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　

小粒　　 フクユタカ　　　　　

長崎　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　

小粒　　 フクユタカ　　　　　

熊本　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　

小粒　　 フクユタカ　　　　　

大分　　　小粒　　 すずおとめ　　　　　

大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　

小粒　　 フクユタカ　　　　　

全　　国
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上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

北海道　　大粒　　 音更大袖振　　　　　
大粒　　 とよまさり　　　　　
中粒　　 とよまさり　　　　　
小粒　　 スズマル　　　　　　
極小粒　 スズマル　　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　
極小粒　 ユキシズカ　　　　　
中粒　　 秋田　　　　　　　　

その他
青森　　　大粒　　 おおすず　　　　　　

中粒　　 おおすず　　　　　　
岩手　　　中粒　　 ナンブシロメ　　　　

大粒　　 リュウホウ　　　　　
中粒　　 リュウホウ　　　　　

宮城　　　大粒　　 ミヤギシロメ　　　　
中粒　　 ミヤギシロメ　　　　
小粒　　 すずほのか　　　　　
極小粒　 すずほのか　　　　　
大粒　　 タンレイ　　　　　　
中粒　　 タンレイ　　　　　　
大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　

その他
秋田　　　大粒　　 リュウホウ　　　　　

中粒　　 リュウホウ　　　　　
その他

山形　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　
中粒　　 里のほほえみ　　　　
中粒　　 リュウホウ　　　　　
大粒　　 エンレイ　　　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　

その他
福島　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　

中粒　　 タチナガハ　　　　　
その他

茨城　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　
小粒　　 納豆小粒　　　　　　
極小粒　 納豆小粒　　　　　　

その他
栃木　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　

大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　

その他
群馬　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　

中粒　　 タチナガハ　　　　　
その他

千葉　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　
大粒　　 サチユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

新潟　　　大粒　　 エンレイ　　　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　

産地 粒別 品種銘柄
等級別比率（％）

(1)-2 産地品種銘柄別上場・落札数量・落札価格（普通大豆）年産計
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上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

産地 粒別 品種銘柄
等級別比率（％）

富山　　　大粒　　 エンレイ　　　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　
大粒　　 シュウレイ　　　　　
中粒　　 シュウレイ　　　　　

その他
石川　　　大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
その他

福井　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　
中粒　　 里のほほえみ　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　

その他
長野　　　大粒　　 ナカセンナリ　　　　

中粒　　 ナカセンナリ　　　　
その他

岐阜　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

静岡　　　中粒　　 フクユタカ　　　　　
愛知　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

三重　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

滋賀　　　大粒　　 オオツル　　　　　　
中粒　　 オオツル　　　　　　
大粒　　 タマホマレ　　　　　
中粒　　 タマホマレ　　　　　
大粒　　 ことゆたか　　　　　
中粒　　 ことゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
鳥取　　　大粒　　 タマホマレ　　　　　

中粒　　 タマホマレ　　　　　
大粒　　 サチユタカ　　　　　
中粒　　 サチユタカ　　　　　

島根　　　大粒　　 サチユタカ　　　　　
中粒　　 サチユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

山口　　　大粒　　 サチユタカ　　　　　
中粒　　 サチユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

愛媛　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

福岡　　　中粒　　 むらゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
佐賀　　　大粒　　 むらゆたか　　　　　

中粒　　 むらゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
長崎　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他
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上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

産地 粒別 品種銘柄
等級別比率（％）

熊本　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
大分　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
　　　　全国
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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　　 音更大袖振　　　　　
中粒　　 音更大袖振　　　　　
大粒　　 大袖の舞　　　　　　
大粒　　 とよまさり　　　　　
中粒　　 とよまさり　　　　　
小粒　　 スズマル　　　　　　
極小粒　 スズマル　　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　
極小粒　 ユキシズカ　　　　　
中粒　　 秋田　　　　　　　　

その他
青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　

中粒　　 おおすず　　　　　　
その他

岩手　　　 中粒　　 ナンブシロメ　　　　
大粒　　 リュウホウ　　　　　
中粒　　 リュウホウ　　　　　

その他
宮城　　　 大粒　　 ミヤギシロメ　　　　

中粒　　 ミヤギシロメ　　　　
大粒　　 タンレイ　　　　　　
中粒　　 タンレイ　　　　　　
大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　

その他
秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　

中粒　　 リュウホウ　　　　　
その他

山形　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　
中粒　　 里のほほえみ　　　　
大粒　　 リュウホウ　　　　　
中粒　　 リュウホウ　　　　　
大粒　　 エンレイ　　　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　

その他
福島　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　

中粒　　 タチナガハ　　　　　
その他

茨城　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　
小粒　　 納豆小粒　　　　　　
極小粒　 納豆小粒　　　　　　

その他
栃木　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　

中粒　　 タチナガハ　　　　　
その他

新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　

その他
富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
大粒　　 シュウレイ　　　　　
中粒　　 シュウレイ　　　　　

その他

(1)-3　産地品種銘柄別上場・落札数量・落札価格（特定加工用大豆）年産計

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

石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　

その他
福井　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　

中粒　　 里のほほえみ　　　　
大粒　　 エンレイ　　　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　

その他
長野　　　 大粒　　 ナカセンナリ　　　　

中粒　　 ナカセンナリ　　　　
その他

岐阜　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

静岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

愛知　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
三重　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
滋賀　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　

中粒　　 オオツル　　　　　　
大粒　　 タマホマレ　　　　　
中粒　　 タマホマレ　　　　　
大粒　　 ことゆたか　　　　　
中粒　　 ことゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
鳥取　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　

中粒　　 サチユタカ　　　　　
島根　　　 中粒　　 サチユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
山口　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　

中粒　　 サチユタカ　　　　　
その他

福岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
佐賀　　　 大粒　　 むらゆたか　　　　　

中粒　　 むらゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
長崎　　　 その他
熊本　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

大分　　　 小粒　　 すずおとめ　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
　　　　全国
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上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

北海道　　大粒　　 とよまさり　　　　　
青森　　　大粒　　 おおすず　　　　　　

中粒　　 おおすず　　　　　　
福井　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　

中粒　　 里のほほえみ　　　　
その他

全国

上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

北海道　　大粒　　 とよまさり　　　　　
中粒　　 とよまさり　　　　　
小粒　　 スズマル　　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　

その他
青森　　　大粒　　 おおすず　　　　　　

中粒　　 おおすず　　　　　　
岩手　　　大粒　　 リュウホウ　　　　　

中粒　　 リュウホウ　　　　　
秋田　　　大粒　　 リュウホウ　　　　　

中粒　　 リュウホウ　　　　　
その他

山形　　　大粒　　 エンレイ　　　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　

新潟　　　大粒　　 エンレイ　　　　　　
石川　　　中粒　　 エンレイ　　　　　　
福井　　　中粒　　 エンレイ　　　　　　
岐阜　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
愛知　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
　　　　全国

上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

北海道　　大粒　　 とよまさり　　　　　
中粒　　 とよまさり　　　　　
小粒　　 スズマル　　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　
中粒　　 秋田　　　　　　　　

青森　　　大粒　　 おおすず　　　　　　
中粒　　 おおすず　　　　　　

岩手　　　中粒　　 ナンブシロメ　　　　
宮城　　　大粒　　 ミヤギシロメ　　　　

中粒　　 ミヤギシロメ　　　　
大粒　　 タンレイ　　　　　　
中粒　　 タンレイ　　　　　　
大粒　　 タチナガハ　　　　　

山形　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　
中粒　　 里のほほえみ　　　　
中粒　　 リュウホウ　　　　　
大粒　　 エンレイ　　　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　

茨城　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　
小粒　　 納豆小粒　　　　　　
極小粒　 納豆小粒　　　　　　

1月

産地 粒別 品種銘柄
等級別比率（％）

品種銘柄

(2)　　 　月次集計

(2)-1　　産地品種銘柄別上場・落札数量・落札価格（普通大豆）月次集計

12月

産地 粒別 品種銘柄
等級別比率（％）

11月

等級別比率（％）
産地 粒別
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上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

品種銘柄
等級別比率（％）

産地 粒別

栃木　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　

石川　　　中粒　　 エンレイ　　　　　　
その他

岐阜　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

静岡　　　中粒　　 フクユタカ　　　　　
愛知　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
滋賀　　　中粒　　 オオツル　　　　　　

大粒　　 ことゆたか　　　　　
中粒　　 ことゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

鳥取　　　大粒　　 サチユタカ　　　　　
中粒　　 サチユタカ　　　　　

島根　　　大粒　　 サチユタカ　　　　　
山口　　　大粒　　 サチユタカ　　　　　
福岡　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

佐賀　　　大粒　　 むらゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
熊本　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
大分　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
　　　　全国

産地 粒別 品種銘柄 上場数量 落札数量 落札価格 等級別比率（％）
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

北海道　　大粒　　 音更大袖振　　　　　
大粒　　 とよまさり　　　　　
中粒　　 とよまさり　　　　　
小粒　　 スズマル　　　　　　
極小粒　スズマル　　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　
極小粒　ユキシズカ　　　　　
中粒　　 秋田　　　　　　　　

青森　　　大粒　　 おおすず　　　　　　
岩手　　　中粒　　 ナンブシロメ　　　　

大粒　　 リュウホウ　　　　　
中粒　　 リュウホウ　　　　　

宮城　　　中粒　　 ミヤギシロメ　　　　
小粒　　 すずほのか　　　　　
極小粒　すずほのか　　　　　
中粒　　 タンレイ　　　　　　
大粒　　 タチナガハ　　　　　

秋田　　　大粒　　 リュウホウ　　　　　
中粒　　 リュウホウ　　　　　

山形　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　
大粒　　 エンレイ　　　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　

福島　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　
茨城　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　

小粒　　 納豆小粒　　　　　　
極小粒　納豆小粒　　　　　　

その他
栃木　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　

中粒　　 タチナガハ　　　　　
群馬　　　中粒　　 タチナガハ　　　　　

その他

2月
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上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

品種銘柄
等級別比率（％）

産地 粒別

千葉　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　
大粒　　 サチユタカ　　　　　

富山　　　大粒　　 エンレイ　　　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　
大粒　　 シュウレイ　　　　　

石川　　　大粒　　 エンレイ　　　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　

その他
福井　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　
長野　　　大粒　　 ナカセンナリ　　　　

中粒　　 ナカセンナリ　　　　
愛知　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

三重　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

滋賀　　　大粒　　 オオツル　　　　　　
中粒　　 オオツル　　　　　　
中粒　　 タマホマレ　　　　　
大粒　　 ことゆたか　　　　　
中粒　　 ことゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

鳥取　　　大粒　　 タマホマレ　　　　　
中粒　　 タマホマレ　　　　　
大粒　　 サチユタカ　　　　　

島根　　　大粒　　 サチユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

山口　　　大粒　　 サチユタカ　　　　　
中粒　　 サチユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

福岡　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
佐賀　　　大粒　　 むらゆたか　　　　　

中粒　　 むらゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
熊本　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

大分　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
　　　　全国

上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

北海道　　大粒　　 とよまさり　　　　　
中粒　　 とよまさり　　　　　
小粒　　 スズマル　　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　
中粒　　 秋田　　　　　　　　

青森　　　大粒　　 おおすず　　　　　　
岩手　　　中粒　　 ナンブシロメ　　　　
宮城　　　大粒　　 ミヤギシロメ　　　　

中粒　　 ミヤギシロメ　　　　
小粒　　 すずほのか　　　　　
大粒　　 タンレイ　　　　　　
大粒　　 タチナガハ　　　　　

秋田　　　大粒　　 リュウホウ　　　　　
中粒　　 リュウホウ　　　　　

山形　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　
大粒　　 エンレイ　　　　　　

3月

産地 粒別 品種銘柄
等級別比率（％）
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上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

品種銘柄
等級別比率（％）

産地 粒別

福島　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　
茨城　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　

小粒　　 納豆小粒　　　　　　
極小粒　納豆小粒　　　　　　

栃木　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　
大粒　　 タチナガハ　　　　　

群馬　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　

千葉　　　中粒　　 フクユタカ　　　　　
富山　　　中粒　　 エンレイ　　　　　　
石川　　　 その他
長野　　　中粒　　 ナカセンナリ　　　　
愛知　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

三重　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

滋賀　　　中粒　　 オオツル　　　　　　
大粒　　 タマホマレ　　　　　
大粒　　 ことゆたか　　　　　
中粒　　 ことゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

鳥取　　　大粒　　 サチユタカ　　　　　
山口　　　大粒　　 サチユタカ　　　　　
愛媛　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
福岡　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

佐賀　　　大粒　　 むらゆたか　　　　　
中粒　　 むらゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
熊本　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
　　　　全国

上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

北海道　　大粒　　 とよまさり　　　　　
中粒　　 とよまさり　　　　　
小粒　　 スズマル　　　　　　
極小粒　スズマル　　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　
極小粒　ユキシズカ　　　　　
中粒　　 秋田　　　　　　　　

その他
岩手　　　大粒　　 リュウホウ　　　　　

中粒　　 リュウホウ　　　　　
宮城　　　中粒　　 ミヤギシロメ　　　　

大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　

その他
秋田　　　大粒　　 リュウホウ　　　　　
山形　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　

大粒　　 エンレイ　　　　　　
茨城　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　

中粒　　 タチナガハ　　　　　
その他

栃木　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　
大粒　　 タチナガハ　　　　　

富山　　　大粒　　 シュウレイ　　　　　
岐阜　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　

4月

産地 粒別 品種銘柄
等級別比率（％）
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上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

品種銘柄
等級別比率（％）

産地 粒別

静岡　　　中粒　　 フクユタカ　　　　　
愛知　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

三重　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

滋賀　　　中粒　　 オオツル　　　　　　
大粒　　 タマホマレ　　　　　
中粒　　 タマホマレ　　　　　
大粒　　 ことゆたか　　　　　
中粒　　 ことゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

福岡　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
佐賀　　　大粒　　 むらゆたか　　　　　

中粒　　 むらゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
熊本　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
　　　　全国

上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

北海道　　大粒　　 とよまさり　　　　　
中粒　　 とよまさり　　　　　
小粒　　 スズマル　　　　　　
極小粒　スズマル　　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　
極小粒　ユキシズカ　　　　　
中粒　　 秋田　　　　　　　　

その他
宮城　　　大粒　　 ミヤギシロメ　　　　

中粒　　 ミヤギシロメ　　　　
極小粒　すずほのか　　　　　
大粒　　 タンレイ　　　　　　
中粒　　 タンレイ　　　　　　
大粒　　 タチナガハ　　　　　

秋田　　　大粒　　 リュウホウ　　　　　
その他

山形　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　
中粒　　 里のほほえみ　　　　

茨城　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　
極小粒　納豆小粒　　　　　　

栃木　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　
富山　　　大粒　　 シュウレイ　　　　　
福井　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　
長野　　　中粒　　 ナカセンナリ　　　　

その他
岐阜　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
愛知　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

三重　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

産地 粒別 品種銘柄
等級別比率（％）

5月
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上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

品種銘柄
等級別比率（％）

産地 粒別

滋賀　　　大粒　　 オオツル　　　　　　
中粒　　 オオツル　　　　　　
大粒　　 タマホマレ　　　　　
中粒　　 タマホマレ　　　　　
大粒　　 ことゆたか　　　　　
中粒　　 ことゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

鳥取　　　大粒　　 サチユタカ　　　　　
福岡　　　中粒　　 むらゆたか　　　　　

大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
佐賀　　　大粒　　 むらゆたか　　　　　

中粒　　 むらゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
長崎　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
熊本　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

　　　　全国

上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

北海道　　大粒　　 とよまさり　　　　　
中粒　　 とよまさり　　　　　
小粒　　 スズマル　　　　　　
極小粒　スズマル　　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　
中粒　　 秋田　　　　　　　　

青森　　　中粒　　 おおすず　　　　　　
岩手　　　大粒　　 リュウホウ　　　　　

中粒　　 リュウホウ　　　　　
宮城　　　大粒　　 ミヤギシロメ　　　　

中粒　　 ミヤギシロメ　　　　
小粒　　 すずほのか　　　　　
極小粒　すずほのか　　　　　
大粒　　 タンレイ　　　　　　
中粒　　 タンレイ　　　　　　
大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　

その他
秋田　　　大粒　　 リュウホウ　　　　　

中粒　　 リュウホウ　　　　　
その他

山形　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　
福島　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　

中粒　　 タチナガハ　　　　　
その他

茨城　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　
極小粒　納豆小粒　　　　　　

栃木　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　

その他
富山　　　中粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 シュウレイ　　　　　
石川　　　 その他
福井　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　

中粒　　 里のほほえみ　　　　

6月

産地 粒別 品種銘柄
等級別比率（％）
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上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

品種銘柄
等級別比率（％）

産地 粒別

長野　　　大粒　　 ナカセンナリ　　　　
中粒　　 ナカセンナリ　　　　

その他
岐阜　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
愛知　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
三重　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
滋賀　　　大粒　　 オオツル　　　　　　

中粒　　 オオツル　　　　　　
大粒　　 タマホマレ　　　　　
中粒　　 タマホマレ　　　　　
大粒　　 ことゆたか　　　　　
中粒　　 ことゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
鳥取　　　大粒　　 サチユタカ　　　　　
山口　　　大粒　　 サチユタカ　　　　　

中粒　　 サチユタカ　　　　　
愛媛　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
福岡　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

佐賀　　　大粒　　 むらゆたか　　　　　
中粒　　 むらゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
長崎　　　中粒　　 フクユタカ　　　　　
熊本　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

大分　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
　　　　全国

上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

北海道　　大粒　　 とよまさり　　　　　
小粒　　 スズマル　　　　　　
極小粒　スズマル　　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　
極小粒　ユキシズカ　　　　　

岩手　　　中粒　　 ナンブシロメ　　　　
宮城　　　大粒　　 ミヤギシロメ　　　　

中粒　　 ミヤギシロメ　　　　
極小粒　すずほのか　　　　　
大粒　　 タンレイ　　　　　　
中粒　　 タンレイ　　　　　　
大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　

その他
秋田　　　大粒　　 リュウホウ　　　　　

中粒　　 リュウホウ　　　　　
その他

山形　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　
中粒　　 里のほほえみ　　　　
中粒　　 リュウホウ　　　　　
大粒　　 エンレイ　　　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　

その他
福島　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　

中粒　　 タチナガハ　　　　　
その他

7月

産地 粒別 品種銘柄
等級別比率（％）



— 77 —

上場数量 落札数量 落札価格
（60kg俵数） （60kg俵数） （円/60kg） １等 ２等 ３等

品種銘柄
等級別比率（％）

産地 粒別

茨城　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　
極小粒　納豆小粒　　　　　　

その他
栃木　　　大粒　　 タチナガハ　　　　　

中粒　　 タチナガハ　　　　　
新潟　　　中粒　　 エンレイ　　　　　　
富山　　　大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
大粒　　 シュウレイ　　　　　
中粒　　 シュウレイ　　　　　

その他
石川　　　中粒　　 エンレイ　　　　　　

その他
福井　　　大粒　　 里のほほえみ　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
長野　　　大粒　　 ナカセンナリ　　　　

中粒　　 ナカセンナリ　　　　
その他

岐阜　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

愛知　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

三重　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

滋賀　　　大粒　　 オオツル　　　　　　
中粒　　 オオツル　　　　　　
中粒　　 タマホマレ　　　　　
大粒　　 ことゆたか　　　　　
中粒　　 ことゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
鳥取　　　大粒　　 サチユタカ　　　　　

中粒　　 サチユタカ　　　　　
島根　　　大粒　　 サチユタカ　　　　　

中粒　　 サチユタカ　　　　　
山口　　　大粒　　 サチユタカ　　　　　

中粒　　 サチユタカ　　　　　
愛媛　　　中粒　　 フクユタカ　　　　　
福岡　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
佐賀　　　大粒　　 むらゆたか　　　　　

中粒　　 むらゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
長崎　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

熊本　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

大分　　　大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　
　　　　全国
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(2)-2　　産地品種銘柄別上場・落札数量・落札価格（特定加工大豆）月次集計

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　　　　　
中粒　　 とよまさり　　　　　

その他
新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
その他

富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　
大粒　　 シュウレイ　　　　　
中粒　　 シュウレイ　　　　　

その他
石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
その他

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　　　　　
中粒　　 とよまさり　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　

その他
青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　
岩手　　　 中粒　　 リュウホウ　　　　　
秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　

中粒　　 リュウホウ　　　　　
その他

山形　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　
新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
大粒　　 シュウレイ　　　　　

その他
石川　　　 中粒　　 エンレイ　　　　　　

その他
福井　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　

中粒　　 里のほほえみ　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　

その他
　　　　全国

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　　 大袖の舞　　　　　　
大粒　　 とよまさり　　　　　
中粒　　 とよまさり　　　　　
小粒　　 スズマル　　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　

その他
青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　
岩手　　　 中粒　　 ナンブシロメ　　　　

大粒　　 リュウホウ　　　　　
中粒　　 リュウホウ　　　　　

その他

産地 粒別 品種銘柄

1月

産地 粒別 品種銘柄

12月

11月

産地 粒別 品種銘柄

全国
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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

宮城　　　 中粒　　 タチナガハ　　　　　
その他

秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　
中粒　　 リュウホウ　　　　　

その他
山形　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　

大粒　　 エンレイ　　　　　　
その他

栃木　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　
新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
大粒　　 シュウレイ　　　　　

その他
石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

その他
福井　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
愛知　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
滋賀　　　 その他
島根　　　 中粒　　 サチユタカ　　　　　
山口　　　 中粒　　 サチユタカ　　　　　
福岡　　　 その他
熊本　　　 その他

　　　　全国

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　　 音更大袖振　　　　　
中粒　　 音更大袖振　　　　　
大粒　　 とよまさり　　　　　
中粒　　 とよまさり　　　　　
小粒　　 スズマル　　　　　　
極小粒　 スズマル　　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　
極小粒　 ユキシズカ　　　　　

その他
青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　

中粒　　 おおすず　　　　　　
岩手　　　 中粒　　 ナンブシロメ　　　　

その他
宮城　　　 中粒　　 ミヤギシロメ　　　　

中粒　　 タンレイ　　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　

その他
秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　

中粒　　 リュウホウ　　　　　
その他

山形　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　
大粒　　 リュウホウ　　　　　
中粒　　 リュウホウ　　　　　

その他
茨城　　　 極小粒　 納豆小粒　　　　　　
新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
大粒　　 シュウレイ　　　　　
中粒　　 シュウレイ　　　　　

その他

2月

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

石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　
その他

福井　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　
大粒　　 エンレイ　　　　　　

その他
静岡　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　
愛知　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
三重　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
滋賀　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　

中粒　　 オオツル　　　　　　
中粒　　 ことゆたか　　　　　

その他
鳥取　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　
島根　　　 中粒　　 サチユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
福岡　　　 その他
熊本　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

　　　　全国

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　　　　　
中粒　　 とよまさり　　　　　
小粒　　 スズマル　　　　　　
極小粒　 スズマル　　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　
極小粒　 ユキシズカ　　　　　
中粒　　 秋田　　　　　　　　

その他
青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　

中粒　　 おおすず　　　　　　
その他

岩手　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　
中粒　　 リュウホウ　　　　　

その他
宮城　　　 大粒　　 タンレイ　　　　　　

中粒　　 タンレイ　　　　　　
その他

秋田　　　 中粒　　 リュウホウ　　　　　
その他

山形　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　

福島　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　
茨城　　　 小粒　　 納豆小粒　　　　　　
栃木　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　
新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　
富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
その他

石川　　　 中粒　　 エンレイ　　　　　　
福井　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　
静岡　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　
愛知　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
三重　　　 その他
滋賀　　　 中粒　　 タマホマレ　　　　　

中粒　　 ことゆたか　　　　　
その他

産地 粒別 品種銘柄

3月
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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

福岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
佐賀　　　 大粒　　 むらゆたか　　　　　

中粒　　 むらゆたか　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
熊本　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

　　　　全国

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　　　　　
中粒　　 とよまさり　　　　　
小粒　　 スズマル　　　　　　
極小粒　 スズマル　　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　
極小粒　 ユキシズカ　　　　　

その他
宮城　　　 中粒　　 ミヤギシロメ　　　　

中粒　　 タンレイ　　　　　　
秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　

その他
山形　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　

中粒　　 リュウホウ　　　　　
茨城　　　 中粒　　 タチナガハ　　　　　

小粒　　 納豆小粒　　　　　　
その他

栃木　　　 中粒　　 タチナガハ　　　　　
新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
福井　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　
岐阜　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
愛知　　　 その他
三重　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
滋賀　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　

その他
福岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

佐賀　　　 大粒　　 むらゆたか　　　　　
中粒　　 むらゆたか　　　　　

その他
熊本　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

　　　　全国

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　　　　　
中粒　　 とよまさり　　　　　
小粒　　 スズマル　　　　　　
極小粒　 スズマル　　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　
極小粒　 ユキシズカ　　　　　

その他

4月

産地 粒別 品種銘柄

5月

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

岩手　　　 中粒　　 リュウホウ　　　　　
その他

宮城　　　 大粒　　 ミヤギシロメ　　　　
中粒　　 ミヤギシロメ　　　　
大粒　　 タンレイ　　　　　　
中粒　　 タンレイ　　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　

その他
秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　
山形　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　

中粒　　 里のほほえみ　　　　
福島　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　
茨城　　　 極小粒　 納豆小粒　　　　　　
栃木　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　

その他
新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
中粒　　 シュウレイ　　　　　

その他
長野　　　 その他
愛知　　　 その他
三重　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
滋賀　　　 中粒　　 オオツル　　　　　　

中粒　　 タマホマレ　　　　　
中粒　　 ことゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
鳥取　　　 中粒　　 サチユタカ　　　　　
山口　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　

中粒　　 サチユタカ　　　　　
福岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

佐賀　　　 大粒　　 むらゆたか　　　　　
中粒　　 むらゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
長崎　　　 その他
大分　　　 小粒　　 すずおとめ　　　　　

大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
　　　　全国

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　　　　　
中粒　　 とよまさり　　　　　
小粒　　 スズマル　　　　　　
極小粒　 スズマル　　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　
極小粒　 ユキシズカ　　　　　
中粒　　 秋田　　　　　　　　

その他
青森　　　 中粒　　 おおすず　　　　　　
岩手　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　

中粒　　 リュウホウ　　　　　
その他

6月

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

宮城　　　 中粒　　 ミヤギシロメ　　　　
大粒　　 タンレイ　　　　　　

その他
秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　

中粒　　 リュウホウ　　　　　
その他

山形　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　
茨城　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　

極小粒　 納豆小粒　　　　　　
その他

栃木　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　

その他
新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
大粒　　 シュウレイ　　　　　
中粒　　 シュウレイ　　　　　

その他
石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
岐阜　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　
愛知　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

三重　　　 その他
滋賀　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　

中粒　　 オオツル　　　　　　
大粒　　 ことゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
鳥取　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　
島根　　　 中粒　　 サチユタカ　　　　　
山口　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　
福岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

佐賀　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
大分　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

　　　　全国

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　　　　　
小粒　　 スズマル　　　　　　
極小粒　 スズマル　　　　　　
小粒　　 ユキシズカ　　　　　
極小粒　 ユキシズカ　　　　　

青森　　　 中粒　　 おおすず　　　　　　
岩手　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　

中粒　　 リュウホウ　　　　　
宮城　　　 大粒　　 ミヤギシロメ　　　　

中粒　　 ミヤギシロメ　　　　
大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　

その他

産地 粒別 品種銘柄

7月
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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

山形　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　
中粒　　 里のほほえみ　　　　
大粒　　 リュウホウ　　　　　
中粒　　 リュウホウ　　　　　
大粒　　 エンレイ　　　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　

その他
福島　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　

中粒　　 タチナガハ　　　　　
その他

茨城　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　
中粒　　 タチナガハ　　　　　
極小粒　 納豆小粒　　　　　　

その他
栃木　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　

中粒　　 タチナガハ　　　　　
その他

新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　
中粒　　 エンレイ　　　　　　

その他
富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
大粒　　 シュウレイ　　　　　

その他
石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　

中粒　　 エンレイ　　　　　　
その他

福井　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　
大粒　　 エンレイ　　　　　　

長野　　　 大粒　　 ナカセンナリ　　　　
中粒　　 ナカセンナリ　　　　

その他
静岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
愛知　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

三重　　　 その他
滋賀　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　

中粒　　 オオツル　　　　　　
大粒　　 タマホマレ　　　　　
中粒　　 タマホマレ　　　　　
大粒　　 ことゆたか　　　　　
中粒　　 ことゆたか　　　　　
大粒　　 フクユタカ　　　　　
中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
島根　　　 中粒　　 サチユタカ　　　　　
山口　　　 中粒　　 サチユタカ　　　　　

その他
福岡　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　

その他
佐賀　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　

中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

熊本　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　
その他

　　　　全国
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落札数量
（俵/60kg）

北海道　　 大粒　　 とよまさり　　　　　 普通３等 8,265 6,600.0 当月

とよまさり　　　　　 特定加工用 6,910 2,640.0 当月

青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　 普通２等 8,638 990.0 当月

おおすず　　　　　　 普通３等 8,320 495.0 当月

中粒　　 おおすず　　　　　　 普通３等 8,350 165.0 当月

新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,540 659.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,350 660.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 6,995 330.0 当月

富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,073 495.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,577 495.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 7,080 495.0 当月

大粒　　 シュウレイ　　　　　 特定加工用 9,050 165.0 当月

中粒　　 シュウレイ　　　　　 特定加工用 8,540 165.0 当月

石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,610 165.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,285 330.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 6,900 330.0 当月

福井　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　普通２等 9,060 165.0 当月

落札数量
（俵/60kg）

北海道　　 大粒　　 とよまさり　　　　　 普通２等 8,560 240.0 当月

とよまさり　　　　　 普通３等 8,020 7,590.0 当月

とよまさり　　　　　 特定加工用 7,054 6,275.0 当月

中粒　　 とよまさり　　　　　 特定加工用 7,170 495.0 当月

小粒　　 スズマル　　　　　　 普通２等 8,307 222.0 当月

青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　 普通１等 8,910 330.0 当月

おおすず　　　　　　 普通２等 8,899 2,194.5 当月

おおすず　　　　　　 普通３等 8,775 990.0 当月

おおすず　　　　　　 特定加工用 7,970 165.0 当月

中粒　　 おおすず　　　　　　 普通３等 8,460 330.0 当月

岩手　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 7,450 495.0 当月

リュウホウ　　　　　 普通３等 7,620 1,155.0 当月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 7,180 330.0 当月

リュウホウ　　　　　 普通３等 7,690 660.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 6,800 660.0 当月

秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 9,177 495.0 当月

リュウホウ　　　　　 普通３等 8,893 660.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 8,835 660.0 当月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 8,950 825.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 8,870 1,485.0 当月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 7,570 330.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 6,463 660.0 当月

山形　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 7,930 330.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通２等 7,320 163.5 当月

エンレイ　　　　　　 普通３等 8,420 825.0 当月

新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,821 1,155.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 7,696 3,135.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,380 3,300.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 6,995 330.0 2013年11月

富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,203 495.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,774 825.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 7,324 825.0 当月

大粒　　 シュウレイ　　　　　 特定加工用 9,010 330.0 当月

中粒　　 シュウレイ　　　　　 特定加工用 8,540 165.0 2013年11月

 11月

 12月

（３）　取引指標価格

産地 粒別 品種銘柄 等級 価格 算出月

算出月産地 粒別 品種銘柄 等級 価格
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落札数量
（俵/60kg）

産地 粒別 品種銘柄 等級 価格 算出月

石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,610 165.0 2013年11月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,307 495.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,520 165.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,530 165.0 当月

福井　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　普通２等 9,060 165.0 2013年11月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,900 165.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,760 165.0 当月

岐阜　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 9,303 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 9,420 165.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 9,070 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 9,030 165.0 当月

愛知　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 9,233 495.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 9,070 165.0 当月

落札数量
（俵/60kg）

北海道　　 大粒　　 大袖の舞　　　　　　 特定加工用 7,830 165.0 当月

大粒　　 とよまさり　　　　　 普通１等 8,500 585.0 当月

とよまさり　　　　　 普通２等 8,457 3,914.0 当月

とよまさり　　　　　 普通３等 8,014 7,571.0 当月

とよまさり　　　　　 特定加工用 7,750 1,596.0 当月

中粒　　 とよまさり　　　　　 普通３等 7,200 165.0 当月

とよまさり　　　　　 特定加工用 7,170 495.0 2013年12月

小粒　　 スズマル　　　　　　 普通１等 8,500 195.0 当月

スズマル　　　　　　 普通２等 8,307 222.0 2013年12月

スズマル　　　　　　 普通３等 7,953 497.0 当月

小粒　　 ユキシズカ　　　　　 普通３等 7,850 330.0 当月

中粒　　 秋田　　　　　　　　 普通２等 8,120 330.0 当月

秋田　　　　　　　　 普通３等 7,610 165.0 当月

青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　 普通１等 8,910 330.0 2013年12月

おおすず　　　　　　 普通２等 8,899 2,194.5 2013年12月

おおすず　　　　　　 普通３等 8,834 1,256.0 当月

おおすず　　　　　　 特定加工用 8,502 885.0 当月

中粒　　 おおすず　　　　　　 普通３等 8,373 499.0 当月

岩手　　　 中粒　　 ナンブシロメ　　　　 普通３等 7,520 165.0 当月

ナンブシロメ　　　　 特定加工用 7,497 540.0 当月

小粒　　 ナンブシロメ　　　　 特定加工用 6,410 495.0 当月

大粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 7,450 495.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 7,620 1,155.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 7,910 226.0 当月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 7,180 330.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 7,690 660.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 7,830 660.0 当月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 7,020 219.0 当月

宮城　　　 大粒　　 ミヤギシロメ　　　　 普通２等 8,800 495.0 当月

中粒　　 ミヤギシロメ　　　　 普通１等 8,480 1,236.0 当月

ミヤギシロメ　　　　 普通２等 8,360 165.0 当月

ミヤギシロメ　　　　 普通３等 8,360 165.0 当月

大粒　　 タンレイ　　　　　　 普通３等 8,093 495.0 当月

中粒　　 タンレイ　　　　　　 普通３等 7,924 825.0 当月

大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 8,210 234.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通２等 8,195 660.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 7,980 222.5 当月

中粒　　 タチナガハ　　　　　 特定加工用 7,800 227.5 当月

小粒　　 タチナガハ　　　　　 特定加工用 7,010 354.5 当月

秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 9,177 495.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 8,893 660.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 8,935 997.5 当月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 8,950 825.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 8,884 1,492.0 当月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 7,570 330.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 6,820 417.5 当月

 1月

産地 粒別 品種銘柄 等級 価格 算出月
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落札数量
（俵/60kg）

産地 粒別 品種銘柄 等級 価格 算出月

山形　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　普通３等 8,193 829.5 当月

中粒　　 里のほほえみ　　　　普通３等 8,095 385.0 当月

大粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 7,760 197.5 当月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 8,360 165.0 当月

大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,384 827.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,400 192.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通２等 7,320 163.5 2013年12月

エンレイ　　　　　　 普通３等 8,380 495.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 7,200 495.0 当月

茨城　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通２等 8,037 641.0 当月

小粒　　 納豆小粒　　　　　　 普通１等 8,500 165.0 当月

極小粒　 納豆小粒　　　　　　 普通１等 8,050 165.0 当月

栃木　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 8,220 495.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通２等 7,986 1,155.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 7,790 660.0 当月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 7,560 186.0 当月

中粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 7,710 657.0 当月

新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,821 1,155.0 2013年12月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,466 1,485.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,364 1,320.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 6,995 330.0 2013年11月

富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,336 825.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,282 990.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 7,650 495.0 当月

大粒　　 シュウレイ　　　　　 特定加工用 8,595 660.0 当月

中粒　　 シュウレイ　　　　　 特定加工用 8,540 165.0 2013年11月

石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,750 165.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,660 330.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,520 165.0 2013年12月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 7,650 330.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,000 165.0 当月

福井　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　普通２等 9,060 165.0 2013年11月

里のほほえみ　　　　特定加工用 8,820 165.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,900 165.0 2013年12月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,810 165.0 当月

岐阜　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 9,560 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 9,705 330.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 9,560 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 9,560 330.0 当月

静岡　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 8,590 165.0 当月

愛知　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 9,720 165.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 9,310 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 9,310 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 9,310 165.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 8,000 165.0 当月

滋賀　　　 中粒　　 オオツル　　　　　　 普通２等 8,990 330.0 当月

オオツル　　　　　　 普通３等 8,950 330.0 当月

大粒　　 ことゆたか　　　　　 普通２等 9,020 165.0 当月

中粒　　 ことゆたか　　　　　 普通３等 8,690 165.0 当月

小粒　　 ことゆたか　　　　　 特定加工用 7,580 165.0 当月

大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 9,550 165.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 9,550 165.0 当月

鳥取　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 8,680 165.0 当月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 8,690 165.0 当月

島根　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 8,690 165.0 当月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 特定加工用 8,680 165.0 当月

山口　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通２等 9,300 165.0 当月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 特定加工用 8,680 165.0 当月

福岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 10,060 990.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 9,770 990.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 8,524 5,775.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 8,151 325.0 当月
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落札数量
（俵/60kg）

佐賀　　　 大粒　　 むらゆたか　　　　　 普通１等 9,162 1,010.0 当月

大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 10,080 495.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 9,648 2,145.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 8,583 1,320.0 当月

熊本　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 9,680 495.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 9,580 330.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 8,178 990.0 当月

大分　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 9,590 330.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 9,580 330.0 当月

落札数量
（俵/60kg）

北海道　　 大粒　　 音更大袖振　　　　　普通１等 11,543 313.5 当月

音更大袖振　　　　　普通３等 13,973 2,142.5 当月

大粒　　 大袖の舞　　　　　　 特定加工用 7,830 165.0 2014年1月

大粒　　 とよまさり　　　　　 普通１等 10,171 5,686.0 当月

とよまさり　　　　　 普通２等 9,675 4,468.0 当月

とよまさり　　　　　 普通３等 9,727 5,227.0 当月

とよまさり　　　　　 特定加工用 9,142 1,787.0 当月

中粒　　 とよまさり　　　　　 普通２等 9,191 328.0 当月

とよまさり　　　　　 普通３等 8,210 493.0 当月

とよまさり　　　　　 特定加工用 8,319 518.0 当月

小粒　　 とよまさり　　　　　 特定加工用 7,314 668.0 当月

小粒　　 スズマル　　　　　　 普通１等 8,500 195.0 2014年1月

スズマル　　　　　　 普通２等 8,307 222.0 2013年12月

スズマル　　　　　　 普通３等 8,068 825.0 当月

スズマル　　　　　　 特定加工用 8,281 630.0 当月

極小粒　 スズマル　　　　　　 普通３等 7,928 467.0 当月

スズマル　　　　　　 特定加工用 7,510 460.0 当月

小粒　　 ユキシズカ　　　　　 普通２等 8,200 660.0 当月

ユキシズカ　　　　　 普通３等 8,220 330.0 当月

ユキシズカ　　　　　 特定加工用 8,152 1,740.0 当月

中粒　　 秋田　　　　　　　　 普通２等 8,780 165.0 当月

秋田　　　　　　　　 普通３等 9,050 330.0 当月

青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　 普通１等 8,910 330.0 2013年12月

おおすず　　　　　　 普通２等 9,469 359.5 当月

おおすず　　　　　　 普通３等 8,834 1,256.0 2014年1月

おおすず　　　　　　 特定加工用 8,967 990.0 当月

中粒　　 おおすず　　　　　　 普通３等 8,373 499.0 2014年1月

おおすず　　　　　　 特定加工用 8,895 651.5 当月

岩手　　　 中粒　　 ナンブシロメ　　　　 普通３等 7,900 168.5 当月

ナンブシロメ　　　　 特定加工用 7,850 189.0 当月

小粒　　 ナンブシロメ　　　　 特定加工用 6,900 825.0 当月

大粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 7,450 495.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 8,336 217.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 7,910 226.0 2014年1月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 7,180 330.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 8,300 165.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 7,830 660.0 2014年1月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 7,020 219.0 2014年1月

宮城　　　 大粒　　 ミヤギシロメ　　　　 普通２等 8,800 495.0 2014年1月

中粒　　 ミヤギシロメ　　　　 普通１等 9,090 322.0 当月

ミヤギシロメ　　　　 普通２等 9,037 1,980.0 当月

ミヤギシロメ　　　　 普通３等 9,228 1,333.5 当月

ミヤギシロメ　　　　 特定加工用 9,300 165.5 当月

 2月

産地 粒別 品種銘柄 等級 価格 算出月

算出月産地 粒別 品種銘柄 等級 価格
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落札数量
（俵/60kg）

算出月産地 粒別 品種銘柄 等級 価格

(宮城） 大粒　　 タンレイ　　　　　　 普通３等 8,093 495.0 2014年1月

中粒　　 タンレイ　　　　　　 普通３等 9,312 825.0 当月

タンレイ　　　　　　 特定加工用 8,420 825.0 当月

小粒　　 タンレイ　　　　　　 特定加工用 8,500 330.0 当月

大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 8,866 1,980.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通２等 8,866 1,155.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 7,980 222.5 2014年1月

中粒　　 タチナガハ　　　　　 特定加工用 8,800 165.0 当月

小粒　　 タチナガハ　　　　　 特定加工用 8,400 224.5 当月

秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 9,177 495.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 9,218 1,000.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 9,720 660.0 当月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 9,236 1,155.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 8,890 1,650.0 当月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 7,570 330.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 8,210 330.0 当月

山形　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　普通３等 8,582 770.0 当月

里のほほえみ　　　　特定加工用 9,440 495.0 当月

中粒　　 里のほほえみ　　　　普通３等 8,095 385.0 2014年1月

大粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 8,330 185.0 当月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 8,360 165.0 2014年1月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 9,360 242.5 当月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 7,500 181.0 当月

大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,590 206.5 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,400 192.0 2014年1月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通２等 7,320 163.5 2013年12月

エンレイ　　　　　　 普通３等 9,591 565.5 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 7,200 495.0 2014年1月

福島　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 8,133 990.0 当月

茨城　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 9,366 994.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通２等 8,037 641.0 2014年1月

タチナガハ　　　　　 普通３等 8,407 990.0 当月

小粒　　 納豆小粒　　　　　　 普通１等 8,500 165.0 2014年1月

極小粒　 納豆小粒　　　　　　 普通１等 8,050 165.0 2014年1月

栃木　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 8,220 495.0 2014年1月

タチナガハ　　　　　 普通２等 8,444 1,485.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 9,170 330.0 当月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 7,560 186.0 2014年1月

中粒　　 タチナガハ　　　　　 普通２等 8,880 495.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 8,880 165.0 当月

新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,821 1,155.0 2013年12月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,756 2,475.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,910 1,485.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 6,995 330.0 2013年11月

富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 11,800 165.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 10,166 825.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 10,600 165.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 10,169 1,485.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,941 1,155.0 当月

大粒　　 シュウレイ　　　　　 普通３等 10,420 165.0 当月

シュウレイ　　　　　 特定加工用 9,560 330.0 当月

中粒　　 シュウレイ　　　　　 特定加工用 9,010 330.0 当月

石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 10,005 330.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,410 165.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 9,978 660.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,520 165.0 2013年12月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 9,277 495.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,310 165.0 当月



— 90 —

落札数量
（俵/60kg）
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福井　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　普通２等 10,500 165.0 当月

里のほほえみ　　　　普通３等 10,320 330.0 当月

里のほほえみ　　　　特定加工用 10,085 330.0 当月

大粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,320 165.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,900 165.0 2013年12月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,810 165.0 2014年1月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,330 165.0 当月

長野　　　 大粒　　 ナカセンナリ　　　　 普通１等 9,537 703.0 当月

中粒　　 ナカセンナリ　　　　 普通１等 9,110 495.0 当月

岐阜　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 9,560 495.0 2014年1月

フクユタカ　　　　　 普通２等 9,705 330.0 2014年1月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 9,560 165.0 2014年1月

フクユタカ　　　　　 普通３等 9,560 330.0 2014年1月

静岡　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 8,590 165.0 2014年1月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 11,090 165.0 当月

愛知　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 11,576 825.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 12,820 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 12,033 495.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 11,607 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 11,783 660.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 10,840 330.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 9,010 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 9,366 1,155.0 当月

三重　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 11,526 825.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 11,817 495.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 11,990 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 11,278 660.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 11,810 165.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 9,516 825.0 当月

滋賀　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 普通３等 9,870 165.0 当月

オオツル　　　　　　 特定加工用 9,755 330.0 当月

中粒　　 オオツル　　　　　　 普通２等 8,990 330.0 2014年1月

オオツル　　　　　　 普通３等 9,610 660.0 当月

オオツル　　　　　　 特定加工用 9,630 165.0 当月

中粒　　 タマホマレ　　　　　 普通２等 9,250 165.0 当月

タマホマレ　　　　　 普通３等 9,620 330.0 当月

小粒　　 タマホマレ　　　　　 特定加工用 9,030 165.0 当月

大粒　　 ことゆたか　　　　　 普通２等 10,665 330.0 当月

ことゆたか　　　　　 普通３等 9,850 495.0 当月

中粒　　 ことゆたか　　　　　 普通２等 9,710 165.0 当月

ことゆたか　　　　　 普通３等 10,620 165.0 当月

ことゆたか　　　　　 特定加工用 10,630 165.0 当月

小粒　　 ことゆたか　　　　　 特定加工用 8,890 165.0 当月

大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 11,280 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 11,280 330.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 11,040 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 12,000 165.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 9,427 495.0 当月

鳥取　　　 大粒　　 タマホマレ　　　　　 普通３等 10,090 165.0 当月

中粒　　 タマホマレ　　　　　 普通３等 9,090 165.0 当月

大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 9,830 495.0 当月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 9,310 165.0 当月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 8,690 165.0 2014年1月

島根　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 10,090 165.0 当月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 特定加工用 9,700 330.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 11,090 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 10,090 165.0 当月
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山口　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通２等 9,300 165.0 2014年1月

サチユタカ　　　　　 普通３等 9,600 165.0 当月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 10,230 165.0 当月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 8,680 165.0 2014年1月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 10,090 165.0 当月

福岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 11,599 1,320.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 12,567 495.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 11,445 1,320.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 11,597 660.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 9,781 5,190.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 10,372 990.0 当月

佐賀　　　 大粒　　 むらゆたか　　　　　 普通１等 9,162 1,010.0 2014年1月

むらゆたか　　　　　 普通２等 10,665 1,980.0 当月

中粒　　 むらゆたか　　　　　 普通２等 10,790 1,485.0 当月

大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 11,994 3,465.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 11,659 2,805.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 11,213 3,630.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 9,827 6,210.0 当月

熊本　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 10,880 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 11,720 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 11,090 165.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 12,030 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 10,610 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 11,090 330.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 9,080 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 9,577 495.0 当月

大分　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 12,200 271.5 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 9,580 330.0 2014年1月

落札数量
（俵/60kg）

北海道　　 大粒　　 音更大袖振　　　　　普通１等 11,543 313.5 2014年2月

音更大袖振　　　　　普通３等 13,973 2,142.5 2014年2月

大粒　　 大袖の舞　　　　　　 特定加工用 7,830 165.0 2014年1月

大粒　　 とよまさり　　　　　 普通１等 10,171 5,686.0 2014年2月

とよまさり　　　　　 普通２等 14,859 5,170.0 当月

とよまさり　　　　　 普通３等 14,703 7,146.0 当月

とよまさり　　　　　 特定加工用 13,359 3,300.0 当月

中粒　　 とよまさり　　　　　 普通１等 13,000 330.0 当月

とよまさり　　　　　 普通２等 15,850 331.0 当月

とよまさり　　　　　 普通３等 12,610 165.0 当月

とよまさり　　　　　 特定加工用 13,483 1,155.0 当月

小粒　　 とよまさり　　　　　 特定加工用 11,500 165.0 当月

小粒　　 スズマル　　　　　　 普通１等 8,500 195.0 2014年1月

スズマル　　　　　　 普通２等 8,307 222.0 2013年12月

スズマル　　　　　　 普通３等 20,690 165.0 当月

スズマル　　　　　　 特定加工用 8,281 630.0 2014年2月

極小粒　 スズマル　　　　　　 普通３等 7,928 467.0 2014年2月

スズマル　　　　　　 特定加工用 7,510 460.0 2014年2月

小粒　　 ユキシズカ　　　　　 普通２等 13,000 330.0 当月

ユキシズカ　　　　　 普通３等 12,540 165.0 当月

ユキシズカ　　　　　 特定加工用 8,152 1,740.0 2014年2月

中粒　　 秋田　　　　　　　　 普通２等 10,380 495.0 当月

秋田　　　　　　　　 普通３等 13,000 165.0 当月

秋田　　　　　　　　 特定加工用 12,000 165.0 当月

3月

産地 粒別 品種銘柄 等級 価格 算出月
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青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　 普通１等 8,910 330.0 2013年12月

おおすず　　　　　　 普通２等 11,700 165.0 当月

おおすず　　　　　　 普通３等 8,834 1,256.0 2014年1月

おおすず　　　　　　 特定加工用 14,000 495.0 当月

中粒　　 おおすず　　　　　　 普通３等 8,373 499.0 2014年1月

おおすず　　　　　　 特定加工用 10,030 344.0 当月

小粒　　 おおすず　　　　　　 特定加工用 9,300 160.0 当月

岩手　　　 中粒　　 ナンブシロメ　　　　 普通２等 10,100 189.0 当月

ナンブシロメ　　　　 普通３等 11,310 163.5 当月

ナンブシロメ　　　　 特定加工用 7,850 189.0 2014年2月

小粒　　 ナンブシロメ　　　　 特定加工用 11,050 330.0 当月

大粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 7,450 495.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 8,336 217.0 2014年2月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 11,830 160.5 当月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 7,180 330.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 8,300 165.0 2014年2月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 13,050 165.0 当月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 7,020 219.0 2014年1月

宮城　　　 大粒　　 ミヤギシロメ　　　　 普通２等 12,551 1,155.0 当月

ミヤギシロメ　　　　 普通３等 11,200 495.0 当月

中粒　　 ミヤギシロメ　　　　 普通１等 9,090 322.0 2014年2月

ミヤギシロメ　　　　 普通２等 14,106 825.0 当月

ミヤギシロメ　　　　 普通３等 15,000 330.0 当月

ミヤギシロメ　　　　 特定加工用 9,300 165.5 2014年2月

小粒　　 すずほのか　　　　　普通３等 8,255 180.0 当月

大粒　　 タンレイ　　　　　　 普通２等 11,180 660.0 当月

タンレイ　　　　　　 普通３等 8,093 495.0 2014年1月

タンレイ　　　　　　 特定加工用 12,046 560.5 当月

中粒　　 タンレイ　　　　　　 普通３等 9,312 825.0 2014年2月

タンレイ　　　　　　 特定加工用 12,620 183.0 当月

小粒　　 タンレイ　　　　　　 特定加工用 9,800 495.0 当月

大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 11,500 825.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通２等 13,505 576.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 14,100 330.0 当月

中粒　　 タチナガハ　　　　　 特定加工用 8,800 165.0 2014年2月

小粒　　 タチナガハ　　　　　 特定加工用 8,400 224.5 2014年2月

秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 9,177 495.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 13,140 990.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 9,720 660.0 2014年2月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 12,503 1,980.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 11,000 495.0 当月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 7,570 330.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 9,500 293.5 当月

山形　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　普通３等 14,100 330.0 当月

里のほほえみ　　　　特定加工用 10,800 495.0 当月

中粒　　 里のほほえみ　　　　普通３等 8,095 385.0 2014年1月

大粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 8,330 185.0 2014年2月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 8,360 165.0 2014年1月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 9,360 242.5 2014年2月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 7,500 181.0 2014年2月

大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 11,552 450.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,400 192.0 2014年1月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通２等 7,320 163.5 2013年12月

エンレイ　　　　　　 普通３等 9,591 565.5 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 11,040 165.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 7,200 495.0 2014年1月

福島　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 8,133 990.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 普通３等 9,800 165.0 当月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 9,800 164.0 当月
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茨城　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 9,366 994.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 普通２等 10,500 495.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 11,864 986.0 当月

小粒　　 納豆小粒　　　　　　 普通１等 8,500 165.0 2014年1月

極小粒　 納豆小粒　　　　　　 普通１等 8,050 165.0 2014年1月

栃木　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　普通１等 11,500 330.0 当月

大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 8,220 495.0 2014年1月

タチナガハ　　　　　 普通２等 10,800 165.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 9,170 330.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 11,590 1,320.0 当月

中粒　　 タチナガハ　　　　　 普通２等 8,880 495.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 普通３等 8,880 165.0 2014年2月

群馬　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 13,520 495.0 当月

千葉　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 12,610 330.0 当月

新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,821 1,155.0 2013年12月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 13,188 1,980.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,910 1,485.0 2014年2月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 6,995 330.0 2013年11月

富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 11,800 165.0 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 15,366 825.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 15,110 165.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 13,887 990.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 11,500 330.0 当月

大粒　　 シュウレイ　　　　　 普通３等 10,420 165.0 2014年2月

シュウレイ　　　　　 特定加工用 9,560 330.0 2014年2月

中粒　　 シュウレイ　　　　　 特定加工用 9,010 330.0 2014年2月

石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 10,005 330.0 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,410 165.0 2014年2月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 9,978 660.0 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 13,000 165.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 11,010 165.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,310 165.0 2014年2月

福井　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　普通２等 10,500 165.0 2014年2月

里のほほえみ　　　　普通３等 10,320 330.0 2014年2月

里のほほえみ　　　　特定加工用 12,860 330.0 当月

大粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,320 165.0 2014年2月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,900 165.0 2013年12月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,810 165.0 2014年1月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,330 165.0 2014年2月

長野　　　 大粒　　 ナカセンナリ　　　　 普通１等 9,537 703.0 2014年2月

中粒　　 ナカセンナリ　　　　 普通１等 9,110 495.0 2014年2月

ナカセンナリ　　　　 普通２等 14,480 1,320.0 当月

岐阜　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 9,560 495.0 2014年1月

フクユタカ　　　　　 普通２等 9,705 330.0 2014年1月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 9,560 165.0 2014年1月

フクユタカ　　　　　 普通３等 9,560 330.0 2014年1月

静岡　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 8,590 165.0 2014年1月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 14,590 165.0 当月

愛知　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 15,890 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 16,790 660.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 15,930 330.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 11,607 495.0 2014年2月

フクユタカ　　　　　 普通３等 15,930 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 14,910 825.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 12,500 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 13,272 990.0 当月
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三重　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 16,232 825.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 17,020 165.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 11,990 165.0 2014年2月

フクユタカ　　　　　 普通３等 14,810 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 11,810 165.0 2014年2月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 12,667 495.0 当月

滋賀　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 普通３等 9,870 165.0 2014年2月

オオツル　　　　　　 特定加工用 9,755 330.0 2014年2月

中粒　　 オオツル　　　　　　 普通２等 8,990 330.0 2014年1月

オオツル　　　　　　 普通３等 13,990 660.0 当月

オオツル　　　　　　 特定加工用 9,630 165.0 2014年2月

大粒　　 タマホマレ　　　　　 普通３等 12,330 165.0 当月

中粒　　 タマホマレ　　　　　 普通２等 9,250 165.0 2014年2月

タマホマレ　　　　　 普通３等 9,620 330.0 2014年2月

タマホマレ　　　　　 特定加工用 11,200 165.0 当月

小粒　　 タマホマレ　　　　　 特定加工用 15,760 165.0 当月

大粒　　 ことゆたか　　　　　 普通２等 14,577 495.0 当月

ことゆたか　　　　　 普通３等 9,850 495.0 2014年2月

中粒　　 ことゆたか　　　　　 普通２等 14,160 330.0 当月

ことゆたか　　　　　 普通３等 10,620 165.0 2014年2月

ことゆたか　　　　　 特定加工用 15,010 165.0 当月

小粒　　 ことゆたか　　　　　 特定加工用 8,890 165.0 2014年2月

大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 16,700 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 15,000 165.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 15,605 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 12,000 165.0 2014年2月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 13,760 330.0 当月

鳥取　　　 大粒　　 タマホマレ　　　　　 普通３等 10,090 165.0 2014年2月

中粒　　 タマホマレ　　　　　 普通３等 9,090 165.0 2014年2月

大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 13,010 330.0 当月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 9,310 165.0 2014年2月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 8,690 165.0 2014年1月

島根　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 10,090 165.0 2014年2月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 特定加工用 9,700 330.0 2014年2月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 11,090 165.0 2014年2月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 10,090 165.0 2014年2月

山口　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通２等 16,000 165.0 当月

サチユタカ　　　　　 普通３等 9,600 165.0 2014年2月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 10,230 165.0 2014年2月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 8,680 165.0 2014年1月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 10,090 165.0 2014年2月

愛媛　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 13,900 165.0 当月

福岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 16,050 480.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 20,220 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 16,010 330.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 19,653 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 15,580 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 18,310 165.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 13,010 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 13,960 990.0 当月

佐賀　　　 大粒　　 むらゆたか　　　　　 普通１等 9,162 1,010.0 2014年1月

むらゆたか　　　　　 普通２等 18,520 495.0 当月

むらゆたか　　　　　 普通３等 13,510 330.0 当月

むらゆたか　　　　　 特定加工用 13,610 165.0 当月

中粒　　 むらゆたか　　　　　 普通２等 16,580 495.0 当月

むらゆたか　　　　　 普通３等 13,640 165.0 当月

大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 20,623 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 16,030 495.0 当月
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(佐賀） 中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 11,659 2,805.0 2014年2月

フクユタカ　　　　　 普通２等 20,113 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 15,500 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 15,655 330.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 14,388 3,885.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 14,670 330.0 当月

熊本　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 18,316 825.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 11,720 495.0 2014年2月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 11,090 165.0 2014年2月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 15,880 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 18,983 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 11,090 330.0 2014年2月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 9,080 165.0 2014年2月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 13,595 660.0 当月

大分　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 12,200 271.5 2014年2月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 9,580 330.0 2014年1月

落札数量
（俵/60kg）

北海道　　 大粒　　 音更大袖振　　　　　普通１等 11,543 313.5 2014年2月

音更大袖振　　　　　普通３等 13,973 2,142.5 2014年2月

大粒　　 大袖の舞　　　　　　 特定加工用 7,830 165.0 2014年1月

大粒　　 とよまさり　　　　　 普通１等 16,500 495.0 当月

とよまさり　　　　　 普通２等 17,040 4,240.0 当月

とよまさり　　　　　 普通３等 16,102 4,340.5 当月

とよまさり　　　　　 特定加工用 16,484 1,650.0 当月

中粒　　 とよまさり　　　　　 普通１等 13,000 330.0 2014年3月

とよまさり　　　　　 普通２等 15,850 331.0 2014年3月

とよまさり　　　　　 普通３等 12,610 165.0 2014年3月

とよまさり　　　　　 特定加工用 16,110 165.0 当月

小粒　　 とよまさり　　　　　 特定加工用 14,500 330.0 当月

小粒　　 スズマル　　　　　　 普通１等 8,500 195.0 2014年1月

スズマル　　　　　　 普通２等 8,307 222.0 2013年12月

スズマル　　　　　　 普通３等 16,020 330.0 当月

スズマル　　　　　　 特定加工用 13,550 165.0 当月

極小粒　 スズマル　　　　　　 普通３等 7,928 467.0 2014年2月

スズマル　　　　　　 特定加工用 7,510 460.0 2014年2月

小粒　　 ユキシズカ　　　　　 普通２等 13,000 330.0 2014年3月

ユキシズカ　　　　　 普通３等 12,900 495.0 当月

ユキシズカ　　　　　 特定加工用 8,152 1,740.0 2014年2月

極小粒　 ユキシズカ　　　　　 普通３等 9,099 326.0 当月

ユキシズカ　　　　　 特定加工用 9,300 165.0 当月

中粒　　 秋田　　　　　　　　 普通２等 10,380 495.0 2014年3月

秋田　　　　　　　　 普通３等 13,550 330.0 当月

秋田　　　　　　　　 特定加工用 12,000 165.0 2014年3月

青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　 普通１等 8,910 330.0 2013年12月

おおすず　　　　　　 普通２等 11,700 165.0 2014年3月

おおすず　　　　　　 普通３等 8,834 1,256.0 2014年1月

おおすず　　　　　　 特定加工用 14,000 495.0 2014年3月

中粒　　 おおすず　　　　　　 普通３等 8,373 499.0 2014年1月

おおすず　　　　　　 特定加工用 10,030 344.0 2014年3月

小粒　　 おおすず　　　　　　 特定加工用 9,300 160.0 2014年3月

岩手　　　 中粒　　 ナンブシロメ　　　　 普通２等 10,100 189.0 2014年3月

ナンブシロメ　　　　 普通３等 11,310 163.5 2014年3月

ナンブシロメ　　　　 特定加工用 7,850 189.0 2014年2月

小粒　　 ナンブシロメ　　　　 特定加工用 11,050 330.0 2014年3月

 4月

産地 粒別 品種銘柄 等級 価格 算出月

算出月産地 粒別 品種銘柄 等級 価格
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(岩手） 大粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 7,450 495.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 14,000 198.5 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 11,830 160.5 2014年3月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 7,180 330.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 14,500 189.5 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 13,050 165.0 2014年3月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 7,020 219.0 2014年1月

宮城　　　 大粒　　 ミヤギシロメ　　　　 普通２等 12,551 1,155.0 2014年3月

ミヤギシロメ　　　　 普通３等 11,200 495.0 2014年3月

中粒　　 ミヤギシロメ　　　　 普通１等 9,090 322.0 2014年2月

ミヤギシロメ　　　　 普通２等 16,069 1,999.5 当月

ミヤギシロメ　　　　 普通３等 15,000 330.0 2014年3月

ミヤギシロメ　　　　 特定加工用 14,500 333.0 当月

小粒　　 すずほのか　　　　　普通３等 8,255 180.0 2014年3月

大粒　　 タンレイ　　　　　　 普通２等 11,180 660.0 2014年3月

タンレイ　　　　　　 普通３等 8,093 495.0 2014年1月

タンレイ　　　　　　 特定加工用 12,046 560.5 2014年3月

中粒　　 タンレイ　　　　　　 普通３等 9,312 825.0 2014年2月

タンレイ　　　　　　 特定加工用 14,254 992.0 当月

小粒　　 タンレイ　　　　　　 特定加工用 9,800 495.0 2014年3月

大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 15,838 825.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通２等 15,500 330.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 14,100 330.0 2014年3月

中粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 14,110 212.0 当月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 8,800 165.0 2014年2月

小粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 12,275 350.0 当月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 8,400 224.5 2014年2月

秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 9,177 495.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 15,904 1,155.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 15,120 495.0 当月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 12,503 1,980.0 2014年3月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 11,000 495.0 2014年3月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 7,570 330.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 13,610 299.0 当月

山形　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　普通３等 16,000 274.5 当月

里のほほえみ　　　　特定加工用 15,220 168.5 当月

中粒　　 里のほほえみ　　　　普通３等 8,095 385.0 2014年1月

大粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 8,330 185.0 2014年2月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 8,360 165.0 2014年1月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 14,620 225.0 当月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 7,500 181.0 2014年2月

大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 15,322 519.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,400 192.0 2014年1月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通２等 7,320 163.5 2013年12月

エンレイ　　　　　　 普通３等 9,591 565.5 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 11,040 165.0 2014年3月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 7,200 495.0 2014年1月

福島　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 8,133 990.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 普通３等 9,800 165.0 2014年3月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 9,800 164.0 2014年3月

茨城　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 9,366 994.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 普通２等 14,450 660.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 11,864 986.0 2014年3月

中粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 13,920 419.0 当月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 13,210 208.5 当月

小粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 13,550 330.0 当月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 13,550 165.0 当月

小粒　　 納豆小粒　　　　　　 普通１等 8,500 165.0 2014年1月

極小粒　 納豆小粒　　　　　　 普通１等 8,050 165.0 2014年1月
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栃木　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　普通１等 15,200 330.0 当月

大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 8,220 495.0 2014年1月

タチナガハ　　　　　 普通２等 14,450 825.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 13,980 255.0 当月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 11,590 1,320.0 2014年3月

中粒　　 タチナガハ　　　　　 普通２等 8,880 495.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 普通３等 8,880 165.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 13,050 420.0 当月

群馬　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 13,520 495.0 2014年3月

千葉　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 12,610 330.0 2014年3月

新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,821 1,155.0 2013年12月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 16,154 1,485.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 16,110 1,485.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 6,995 330.0 2013年11月

富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 11,800 165.0 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 17,210 660.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 15,110 165.0 2014年3月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 16,810 990.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 11,500 330.0 2014年3月

大粒　　 シュウレイ　　　　　 普通３等 16,000 330.0 当月

シュウレイ　　　　　 特定加工用 9,560 330.0 2014年2月

中粒　　 シュウレイ　　　　　 特定加工用 9,010 330.0 2014年2月

石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 10,005 330.0 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,410 165.0 2014年2月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 9,978 660.0 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 13,000 165.0 2014年3月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 11,010 165.0 2014年3月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,310 165.0 2014年2月

福井　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　普通２等 10,500 165.0 2014年2月

里のほほえみ　　　　普通３等 10,320 330.0 2014年2月

里のほほえみ　　　　特定加工用 15,520 165.0 当月

大粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,320 165.0 2014年2月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,900 165.0 2013年12月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,810 165.0 2014年1月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,330 165.0 2014年2月

長野　　　 大粒　　 ナカセンナリ　　　　 普通１等 9,537 703.0 2014年2月

中粒　　 ナカセンナリ　　　　 普通１等 9,110 495.0 2014年2月

ナカセンナリ　　　　 普通２等 14,480 1,320.0 2014年3月

岐阜　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 9,560 495.0 2014年1月

フクユタカ　　　　　 普通２等 9,705 330.0 2014年1月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,120 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 20,120 165.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 9,560 165.0 2014年1月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,020 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 20,020 165.0 当月

静岡　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 18,300 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 14,590 165.0 2014年3月

愛知　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 20,210 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 20,150 825.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,110 165.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 11,607 495.0 2014年2月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,060 990.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 14,910 825.0 2014年3月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 16,700 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 16,000 660.0 当月

三重　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 20,210 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 20,110 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,110 165.0 当月
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（三重） 中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 20,020 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,020 660.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 20,020 165.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 16,000 330.0 当月

滋賀　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 普通３等 9,870 165.0 2014年2月

オオツル　　　　　　 特定加工用 14,400 165.0 当月

中粒　　 オオツル　　　　　　 普通２等 15,780 165.0 当月

オオツル　　　　　　 普通３等 14,600 165.0 当月

オオツル　　　　　　 特定加工用 9,630 165.0 2014年2月

大粒　　 タマホマレ　　　　　 普通３等 14,000 165.0 当月

中粒　　 タマホマレ　　　　　 普通２等 9,250 165.0 2014年2月

タマホマレ　　　　　 普通３等 14,000 330.0 当月

タマホマレ　　　　　 特定加工用 11,200 165.0 2014年3月

小粒　　 タマホマレ　　　　　 特定加工用 15,760 165.0 2014年3月

大粒　　 ことゆたか　　　　　 普通２等 16,810 165.0 当月

ことゆたか　　　　　 普通３等 16,810 495.0 当月

中粒　　 ことゆたか　　　　　 普通２等 14,160 330.0 2014年3月

ことゆたか　　　　　 普通３等 16,810 330.0 当月

ことゆたか　　　　　 特定加工用 15,010 165.0 2014年3月

小粒　　 ことゆたか　　　　　 特定加工用 8,890 165.0 2014年2月

大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 19,210 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 19,210 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 19,210 165.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 19,210 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 19,210 165.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 16,000 165.0 当月

鳥取　　　 大粒　　 タマホマレ　　　　　 普通３等 10,090 165.0 2014年2月

中粒　　 タマホマレ　　　　　 普通３等 9,090 165.0 2014年2月

大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 13,010 330.0 2014年3月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 9,310 165.0 2014年2月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 8,690 165.0 2014年1月

島根　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 10,090 165.0 2014年2月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 特定加工用 9,700 330.0 2014年2月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 11,090 165.0 2014年2月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 10,090 165.0 2014年2月

山口　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通２等 16,000 165.0 2014年3月

サチユタカ　　　　　 普通３等 9,600 165.0 2014年2月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 10,230 165.0 2014年2月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 8,680 165.0 2014年1月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 10,090 165.0 2014年2月

愛媛　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 13,900 165.0 2014年3月

福岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 22,000 660.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 20,220 495.0 2014年3月

フクユタカ　　　　　 普通３等 16,010 330.0 2014年3月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 21,500 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 21,500 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,500 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 18,310 165.0 2014年3月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 13,010 165.0 2014年3月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 16,000 330.0 当月

佐賀　　　 大粒　　 むらゆたか　　　　　 普通１等 9,162 1,010.0 2014年1月

むらゆたか　　　　　 普通２等 19,136 1,110.0 当月

むらゆたか　　　　　 普通３等 13,510 330.0 2014年3月

むらゆたか　　　　　 特定加工用 19,020 330.0 当月

中粒　　 むらゆたか　　　　　 普通２等 19,020 495.0 当月

むらゆたか　　　　　 普通３等 13,640 165.0 2014年3月

むらゆたか　　　　　 特定加工用 19,020 330.0 当月
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（佐賀） 小粒　　 むらゆたか　　　　　 普通３等 14,187 480.0 当月

大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 22,500 990.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 21,529 396.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 21,528 647.5 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 20,113 495.0 2014年3月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,500 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 15,655 330.0 2014年3月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 16,800 1,785.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 16,800 495.0 当月

熊本　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 21,500 480.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,500 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 11,090 165.0 2014年2月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 21,200 160.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,500 480.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 11,090 330.0 2014年2月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 9,080 165.0 2014年2月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 13,595 660.0 2014年3月

大分　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 12,200 271.5 2014年2月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 9,580 330.0 2014年1月

落札数量
（俵/60kg）

北海道　　 大粒　　 音更大袖振　　　　　普通１等 11,543 313.5 2014年2月

音更大袖振　　　　　普通３等 13,973 2,142.5 2014年2月

大粒　　 大袖の舞　　　　　　 特定加工用 7,830 165.0 2014年1月

大粒　　 とよまさり　　　　　 普通１等 17,356 578.0 当月

とよまさり　　　　　 普通２等 16,097 8,991.0 当月

とよまさり　　　　　 普通３等 15,927 10,723.5 当月

とよまさり　　　　　 特定加工用 15,521 2,805.0 当月

中粒　　 とよまさり　　　　　 普通１等 13,000 330.0 2014年3月

とよまさり　　　　　 普通２等 16,010 165.0 当月

とよまさり　　　　　 普通３等 16,067 495.0 当月

とよまさり　　　　　 特定加工用 14,935 330.0 当月

小粒　　 とよまさり　　　　　 特定加工用 13,800 165.0 当月

小粒　　 スズマル　　　　　　 普通１等 8,500 195.0 2014年1月

スズマル　　　　　　 普通２等 8,307 222.0 2013年12月

スズマル　　　　　　 普通３等 11,905 1,320.0 当月

スズマル　　　　　　 特定加工用 13,550 165.0 2014年4月

極小粒　 スズマル　　　　　　 普通３等 7,928 467.0 2014年2月

スズマル　　　　　　 特定加工用 7,510 460.0 2014年2月

（小粒） スズマル（小粒）　　 普通３等 13,100 165.0 当月

小粒　　 ユキシズカ　　　　　 普通２等 11,525 330.0 当月

ユキシズカ　　　　　 普通３等 12,375 660.0 当月

ユキシズカ　　　　　 特定加工用 8,152 1,740.0 2014年2月

極小粒　 ユキシズカ　　　　　 普通３等 9,099 326.0 2014年4月

ユキシズカ　　　　　 特定加工用 9,300 165.0 2014年4月

中粒　　 秋田　　　　　　　　 普通２等 16,010 165.0 当月

秋田　　　　　　　　 普通３等 16,010 330.0 当月

秋田　　　　　　　　 特定加工用 12,000 165.0 2014年3月

青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　 普通１等 8,910 330.0 2013年12月

おおすず　　　　　　 普通２等 11,700 165.0 2014年3月

おおすず　　　　　　 普通３等 8,834 1,256.0 2014年1月

おおすず　　　　　　 特定加工用 14,000 495.0 2014年3月

中粒　　 おおすず　　　　　　 普通３等 8,373 499.0 2014年1月

おおすず　　　　　　 特定加工用 10,030 344.0 2014年3月

小粒　　 おおすず　　　　　　 特定加工用 9,300 160.0 2014年3月

 5月

産地 粒別 品種銘柄 等級 価格 算出月
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岩手　　　 中粒　　 ナンブシロメ　　　　 普通２等 10,100 189.0 2014年3月

ナンブシロメ　　　　 普通３等 11,310 163.5 2014年3月

ナンブシロメ　　　　 特定加工用 7,850 189.0 2014年2月

小粒　　 ナンブシロメ　　　　 特定加工用 15,000 165.0 当月

大粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 7,450 495.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 14,000 198.5 2014年4月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 11,830 160.5 2014年3月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 7,180 330.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 14,500 189.5 2014年4月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 13,050 165.0 2014年3月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 7,020 219.0 2014年1月

宮城　　　 大粒　　 ミヤギシロメ　　　　 普通１等 18,186 693.0 当月

ミヤギシロメ　　　　 普通２等 12,551 1,155.0 2014年3月

ミヤギシロメ　　　　 普通３等 17,281 527.5 当月

中粒　　 ミヤギシロメ　　　　 普通１等 17,423 1,386.0 当月

ミヤギシロメ　　　　 普通２等 17,457 1,340.5 当月

ミヤギシロメ　　　　 普通３等 17,600 789.5 当月

ミヤギシロメ　　　　 特定加工用 16,675 380.0 当月

小粒　　 すずほのか　　　　　普通３等 8,255 180.0 2014年3月

大粒　　 タンレイ　　　　　　 普通２等 17,321 175.0 当月

タンレイ　　　　　　 普通３等 17,172 628.0 当月

タンレイ　　　　　　 特定加工用 17,960 411.0 当月

中粒　　 タンレイ　　　　　　 普通３等 17,900 195.0 当月

タンレイ　　　　　　 特定加工用 17,127 663.0 当月

小粒　　 タンレイ　　　　　　 特定加工用 9,800 495.0 2014年3月

大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 17,270 1,650.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通２等 17,460 1,814.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 17,446 494.5 当月

中粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 14,110 212.0 2014年4月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 8,800 165.0 2014年2月

小粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 12,275 350.0 2014年4月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 8,400 224.5 2014年2月

秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 18,371 1,650.0 当月

リュウホウ　　　　　 普通３等 18,379 1,980.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 18,480 166.5 当月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 12,503 1,980.0 2014年3月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 11,000 495.0 2014年3月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 14,629 368.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 13,610 299.0 2014年4月

山形　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　普通３等 17,387 384.5 当月

里のほほえみ　　　　特定加工用 15,220 168.5 2014年4月

中粒　　 里のほほえみ　　　　普通３等 8,095 385.0 2014年1月

大粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 8,330 185.0 2014年2月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 8,360 165.0 2014年1月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 14,620 225.0 2014年4月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 7,500 181.0 2014年2月

大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 15,322 519.0 2014年4月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,400 192.0 2014年1月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通２等 7,320 163.5 2013年12月

エンレイ　　　　　　 普通３等 9,591 565.5 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 11,040 165.0 2014年3月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 7,200 495.0 2014年1月

福島　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 8,133 990.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 普通３等 9,800 165.0 2014年3月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 16,080 660.0 当月

茨城　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 9,366 994.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 普通２等 17,379 1,179.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 16,875 839.0 当月
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(茨城） 中粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 17,220 330.0 当月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 13,210 208.5 2014年4月

小粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 13,550 330.0 2014年4月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 13,550 165.0 2014年4月

小粒　　 納豆小粒　　　　　　 普通１等 8,500 165.0 2014年1月

極小粒　 納豆小粒　　　　　　 普通１等 8,050 165.0 2014年1月

栃木　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　普通１等 15,200 330.0 2014年4月

大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 17,327 1,515.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通２等 14,450 825.0 2014年4月

タチナガハ　　　　　 普通３等 13,980 255.0 2014年4月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 16,686 870.0 当月

中粒　　 タチナガハ　　　　　 普通２等 8,880 495.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 普通３等 8,880 165.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 13,050 420.0 2014年4月

小粒　　 タチナガハ　　　　　 特定加工用 14,210 217.5 当月

群馬　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 13,520 495.0 2014年3月

千葉　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 12,610 330.0 2014年3月

新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,821 1,155.0 2013年12月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 18,734 2,328.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 19,870 495.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 6,995 330.0 2013年11月

富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 11,800 165.0 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 20,735 1,320.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 15,110 165.0 2014年3月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 21,038 825.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 17,270 165.0 当月

大粒　　 シュウレイ　　　　　 普通３等 18,500 191.0 当月

シュウレイ　　　　　 特定加工用 9,560 330.0 2014年2月

中粒　　 シュウレイ　　　　　 特定加工用 18,500 220.5 当月

石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 10,005 330.0 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,410 165.0 2014年2月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 9,978 660.0 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 13,000 165.0 2014年3月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 11,010 165.0 2014年3月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,310 165.0 2014年2月

福井　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　普通２等 10,500 165.0 2014年2月

里のほほえみ　　　　普通３等 18,220 165.0 当月

里のほほえみ　　　　特定加工用 15,520 165.0 2014年4月

大粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,320 165.0 2014年2月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,900 165.0 2013年12月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,810 165.0 2014年1月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,330 165.0 2014年2月

長野　　　 大粒　　 ナカセンナリ　　　　 普通１等 9,537 703.0 2014年2月

中粒　　 ナカセンナリ　　　　 普通１等 19,793 1,485.0 当月

ナカセンナリ　　　　 普通２等 19,691 313.5 当月

小粒　　 ナカセンナリ　　　　 普通３等 14,600 165.0 当月

ナカセンナリ　　　　 特定加工用 13,500 338.5 当月

岐阜　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 21,850 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 22,360 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,120 165.0 2014年4月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 20,120 165.0 2014年4月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 22,105 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 21,850 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 20,020 165.0 2014年4月

静岡　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 18,300 165.0 2014年4月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 14,590 165.0 2014年3月

愛知　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 21,850 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 22,072 825.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 21,850 330.0 当月
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（愛知） 中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 21,850 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 22,098 1,320.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 14,910 825.0 2014年3月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 17,040 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 17,439 1,320.0 当月

三重　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 23,243 660.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 24,000 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 21,850 165.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 22,205 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,020 660.0 2014年4月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 21,060 165.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 22,000 165.0 当月

滋賀　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 普通３等 17,330 330.0 当月

オオツル　　　　　　 特定加工用 14,400 165.0 2014年4月

中粒　　 オオツル　　　　　　 普通２等 15,780 165.0 2014年4月

オオツル　　　　　　 普通３等 16,852 825.0 当月

オオツル　　　　　　 特定加工用 16,350 330.0 当月

大粒　　 タマホマレ　　　　　 普通３等 15,595 330.0 当月

中粒　　 タマホマレ　　　　　 普通２等 16,090 165.0 当月

タマホマレ　　　　　 普通３等 14,000 330.0 2014年4月

タマホマレ　　　　　 特定加工用 15,595 330.0 当月

小粒　　 タマホマレ　　　　　 特定加工用 15,760 165.0 2014年3月

大粒　　 ことゆたか　　　　　 普通２等 17,875 660.0 当月

ことゆたか　　　　　 普通３等 17,375 660.0 当月

中粒　　 ことゆたか　　　　　 普通２等 17,830 165.0 当月

ことゆたか　　　　　 普通３等 17,810 165.0 当月

ことゆたか　　　　　 特定加工用 16,736 330.5 当月

小粒　　 ことゆたか　　　　　 特定加工用 8,890 165.0 2014年2月

大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 21,750 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 19,210 165.0 2014年4月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,000 325.5 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 17,650 330.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 21,413 660.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 21,150 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 19,670 660.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 16,557 495.0 当月

鳥取　　　 大粒　　 タマホマレ　　　　　 普通３等 10,090 165.0 2014年2月

中粒　　 タマホマレ　　　　　 普通３等 9,090 165.0 2014年2月

大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通２等 16,800 165.0 当月

サチユタカ　　　　　 普通３等 16,500 165.0 当月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 9,310 165.0 2014年2月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 8,690 165.0 2014年1月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 16,520 165.0 当月

島根　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 10,090 165.0 2014年2月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 特定加工用 9,700 330.0 2014年2月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 11,090 165.0 2014年2月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 10,090 165.0 2014年2月

山口　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通２等 16,000 165.0 2014年3月

サチユタカ　　　　　 普通３等 9,600 165.0 2014年2月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 17,880 165.0 当月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 10,230 165.0 2014年2月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 15,860 162.5 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 10,090 165.0 2014年2月

愛媛　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 13,900 165.0 2014年3月

福岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 20,971 3,087.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 20,220 495.0 2014年3月

フクユタカ　　　　　 普通３等 17,136 285.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 23,220 820.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 21,519 1,320.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 21,025 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 18,310 165.0 2014年3月
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（福岡）　　　 小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 17,600 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 16,896 2,310.0 当月

佐賀　　　 大粒　　 むらゆたか　　　　　 普通１等 19,580 330.0 当月

むらゆたか　　　　　 普通２等 19,950 330.0 当月

むらゆたか　　　　　 普通３等 13,510 330.0 2014年3月

むらゆたか　　　　　 特定加工用 19,020 330.0 2014年4月

中粒　　 むらゆたか　　　　　 普通１等 21,580 165.0 当月

むらゆたか　　　　　 普通２等 20,880 330.0 当月

むらゆたか　　　　　 普通３等 13,640 165.0 2014年3月

むらゆたか　　　　　 特定加工用 19,020 330.0 2014年4月

小粒　　 むらゆたか　　　　　 普通３等 16,260 160.0 当月

大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 22,230 825.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 21,529 396.0 2014年4月

フクユタカ　　　　　 普通３等 23,250 165.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 21,832 3,135.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 20,113 495.0 2014年3月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,500 495.0 2014年4月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 15,655 330.0 2014年3月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 17,245 2,235.5 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 18,560 330.0 当月

長崎　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 21,850 165.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 21,850 165.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 16,230 165.0 当月

熊本 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 21,118 810.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,500 165.0 2014年4月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 11,090 165.0 2014年2月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 21,200 160.0 2014年4月

フクユタカ　　　　　 普通３等 21,213 660.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 11,090 330.0 2014年2月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 17,000 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 13,595 660.0 2014年3月

大分 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 12,200 271.5 2014年2月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 9,580 330.0 2014年1月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 20,000 165.0 当月

落札数量
（俵/60kg）

北海道　　 大粒　　 音更大袖振　　　　　 普通１等 11,543 313.5 2014年2月

音更大袖振　　　　　 普通３等 13,973 2,142.5 2014年2月

大粒　　 大袖の舞　　　　　　 特定加工用 7,830 165.0 2014年1月

大粒　　 とよまさり　　　　　 普通１等 16,742 8,860.5 当月

とよまさり　　　　　 普通２等 15,798 6,345.0 当月

とよまさり　　　　　 普通３等 15,996 7,060.0 当月

とよまさり　　　　　 特定加工用 16,526 2,640.0 当月

中粒　　 とよまさり　　　　　 普通１等 13,000 330.0 2014年3月

とよまさり　　　　　 普通２等 16,010 165.0 2014年5月

とよまさり　　　　　 普通３等 16,067 495.0 2014年5月

とよまさり　　　　　 特定加工用 16,500 495.0 当月

小粒　　 とよまさり　　　　　 特定加工用 13,800 165.0 2014年5月

小粒　　 スズマル　　　　　　 普通１等 8,500 195.0 2014年1月

スズマル　　　　　　 普通２等 11,600 990.0 当月

スズマル　　　　　　 普通３等 10,952 825.0 当月

スズマル　　　　　　 特定加工用 13,550 165.0 2014年4月

極小粒　 スズマル　　　　　　 普通３等 7,928 467.0 2014年2月

スズマル　　　　　　 特定加工用 7,510 460.0 2014年2月

（小粒） スズマル（小粒）　　 普通３等 13,100 165.0 2014年5月

小粒　　 ユキシズカ　　　　　 普通２等 11,055 990.0 当月

ユキシズカ　　　　　 普通３等 10,743 495.0 当月

ユキシズカ　　　　　 特定加工用 8,152 1,740.0 2014年2月

極小粒　 ユキシズカ　　　　　 普通３等 9,099 326.0 2014年4月

ユキシズカ　　　　　 特定加工用 9,300 165.0 2014年4月

中粒　　 秋田　　　　　　　　 普通２等 16,010 165.0 2014年5月

秋田　　　　　　　　 普通３等 16,578 685.5 当月

秋田　　　　　　　　 特定加工用 12,000 165.0 2014年3月

 6月

産地 粒別 品種銘柄 等級 価格 算出月

算出月産地 粒別 品種銘柄 等級 価格
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青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　 普通１等 8,910 330.0 2013年12月

おおすず　　　　　　 普通２等 11,700 165.0 2014年3月

おおすず　　　　　　 普通３等 8,834 1,256.0 2014年1月

おおすず　　　　　　 特定加工用 14,000 495.0 2014年3月

中粒　　 おおすず　　　　　　 普通３等 17,540 178.5 当月

おおすず　　　　　　 特定加工用 17,620 195.0 当月

小粒　　 おおすず　　　　　　 特定加工用 9,300 160.0 2014年3月

岩手　　　 中粒　　 ナンブシロメ　　　　 普通２等 10,100 189.0 2014年3月

ナンブシロメ　　　　 普通３等 11,310 163.5 2014年3月

ナンブシロメ　　　　 特定加工用 7,850 189.0 2014年2月

小粒　　 ナンブシロメ　　　　 特定加工用 15,000 165.0 2014年5月

大粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 7,450 495.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 18,499 274.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 18,200 495.0 当月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 7,180 330.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 18,495 166.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 17,991 1,227.5 当月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 17,000 167.5 当月

宮城　　　 大粒　　 ミヤギシロメ　　　　 普通１等 19,386 626.0 当月

ミヤギシロメ　　　　 普通２等 18,962 1,437.5 当月

ミヤギシロメ　　　　 普通３等 18,965 329.5 当月

中粒　　 ミヤギシロメ　　　　 普通１等 18,631 587.5 当月

ミヤギシロメ　　　　 普通２等 18,902 1,266.0 当月

ミヤギシロメ　　　　 普通３等 18,407 503.0 当月

ミヤギシロメ　　　　 特定加工用 16,675 380.0 2014年5月

小粒　　 すずほのか　　　　　 普通３等 8,255 180.0 2014年3月

大粒　　 タンレイ　　　　　　 普通２等 17,321 175.0 2014年5月

タンレイ　　　　　　 普通３等 18,273 230.5 当月

タンレイ　　　　　　 特定加工用 17,964 521.5 当月

中粒　　 タンレイ　　　　　　 普通２等 18,910 476.5 当月

タンレイ　　　　　　 普通３等 18,289 661.0 当月

タンレイ　　　　　　 特定加工用 17,127 663.0 2014年5月

小粒　　 タンレイ　　　　　　 普通３等 17,954 302.0 当月

タンレイ　　　　　　 特定加工用 17,000 243.5 当月

大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 18,765 1,871.5 当月

タチナガハ　　　　　 普通２等 18,798 581.5 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 17,446 494.5 2014年5月

中粒　　 タチナガハ　　　　　 普通２等 18,294 457.5 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 14,110 212.0 2014年4月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 8,800 165.0 2014年2月

小粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 12,275 350.0 2014年4月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 8,400 224.5 2014年2月

秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 19,063 731.5 当月

リュウホウ　　　　　 普通３等 19,316 918.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 18,480 166.5 2014年5月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 19,045 2,080.5 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 18,334 665.0 当月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 16,500 165.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 16,200 536.0 当月

山形　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　 普通１等 19,200 210.0 当月

里のほほえみ　　　　 普通２等 18,800 429.5 当月

里のほほえみ　　　　 普通３等 18,682 546.5 当月

里のほほえみ　　　　 特定加工用 15,220 168.5 2014年4月

中粒　　 里のほほえみ　　　　 普通３等 8,095 385.0 2014年1月

大粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 18,000 205.5 当月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 8,360 165.0 2014年1月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 14,620 225.0 2014年4月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 7,500 181.0 2014年2月

大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 15,322 519.0 2014年4月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,400 192.0 2014年1月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通２等 7,320 163.5 2013年12月

エンレイ　　　　　　 普通３等 9,591 565.5 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 11,040 165.0 2014年3月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 7,200 495.0 2014年1月
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福島　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 18,167 311.5 当月

タチナガハ　　　　　 普通２等 17,924 322.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 17,631 403.0 当月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 16,080 660.0 2014年5月

茨城　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 9,366 994.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 普通２等 18,194 859.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 16,875 839.0 2014年5月

中粒　　 タチナガハ　　　　　 普通２等 18,849 207.5 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 17,977 451.5 当月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 13,210 208.5 2014年4月

小粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 13,550 330.0 2014年4月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 13,550 165.0 2014年4月

小粒　　 納豆小粒　　　　　　 普通１等 8,500 165.0 2014年1月

極小粒　 納豆小粒　　　　　　 普通１等 8,050 165.0 2014年1月

栃木　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　 普通１等 15,200 330.0 2014年4月

大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 19,159 435.5 当月

タチナガハ　　　　　 普通２等 17,909 461.5 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 18,545 950.0 当月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 16,686 870.0 2014年5月

中粒　　 タチナガハ　　　　　 普通２等 8,880 495.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 普通３等 8,880 165.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 17,480 391.0 当月

小粒　　 タチナガハ　　　　　 特定加工用 14,210 217.5 2014年5月

群馬　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 13,520 495.0 2014年3月

千葉　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 12,610 330.0 2014年3月

新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,821 1,155.0 2013年12月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 20,221 1,149.5 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 19,100 480.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 6,995 330.0 2013年11月

富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 11,800 165.0 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 21,185 999.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 21,370 330.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 19,970 1,485.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 17,270 165.0 2014年5月

大粒　　 シュウレイ　　　　　 普通３等 18,500 191.0 2014年5月

シュウレイ　　　　　 特定加工用 16,718 343.0 当月

中粒　　 シュウレイ　　　　　 普通３等 15,680 330.0 当月

シュウレイ　　　　　 特定加工用 18,500 220.5 2014年5月

石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 10,005 330.0 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 20,600 165.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 9,978 660.0 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 18,500 165.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 17,100 165.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,310 165.0 2014年2月

福井　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　 普通２等 20,567 495.0 当月

里のほほえみ　　　　 普通３等 18,220 165.0 2014年5月

里のほほえみ　　　　 特定加工用 15,520 165.0 2014年4月

中粒　　 里のほほえみ　　　　 普通２等 20,600 165.0 当月

大粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,320 165.0 2014年2月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,900 165.0 2013年12月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,810 165.0 2014年1月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,330 165.0 2014年2月

長野　　　 大粒　　 ナカセンナリ　　　　 普通１等 19,037 842.5 当月

ナカセンナリ　　　　 普通２等 19,241 200.0 当月

中粒　　 ナカセンナリ　　　　 普通１等 19,793 1,485.0 2014年5月

ナカセンナリ　　　　 普通２等 19,691 313.5 2014年5月

小粒　　 ナカセンナリ　　　　 普通３等 14,500 234.0 当月

ナカセンナリ　　　　 特定加工用 13,500 338.5 2014年5月

岐阜　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 21,850 165.0 2014年5月

フクユタカ　　　　　 普通２等 19,760 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 18,500 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 20,120 165.0 2014年4月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 22,105 330.0 2014年5月

フクユタカ　　　　　 普通３等 21,850 165.0 2014年5月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 17,000 162.0 当月
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静岡　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 18,300 165.0 2014年4月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 14,590 165.0 2014年3月

愛知　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 21,133 660.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 20,227 990.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,083 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 17,000 165.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 21,850 165.0 2014年5月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,000 2,310.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 18,450 330.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 17,040 165.0 2014年5月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 16,943 1,155.0 当月

三重　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 22,040 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 18,500 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 21,850 165.0 2014年5月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 20,555 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,143 990.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 21,060 165.0 2014年5月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 15,605 330.0 当月

滋賀　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 普通２等 18,591 160.0 当月

オオツル　　　　　　 普通３等 17,330 330.0 2014年5月

オオツル　　　　　　 特定加工用 18,800 165.0 当月

中粒　　 オオツル　　　　　　 普通２等 17,800 165.0 当月

オオツル　　　　　　 普通３等 18,100 495.0 当月

オオツル　　　　　　 特定加工用 17,877 495.0 当月

大粒　　 タマホマレ　　　　　 普通２等 15,800 165.0 当月

タマホマレ　　　　　 普通３等 15,595 330.0 2014年5月

中粒　　 タマホマレ　　　　　 普通２等 16,040 330.0 当月

タマホマレ　　　　　 普通３等 16,530 165.0 当月

タマホマレ　　　　　 特定加工用 15,595 330.0 2014年5月

小粒　　 タマホマレ　　　　　 特定加工用 15,760 165.0 2014年3月

大粒　　 ことゆたか　　　　　 普通２等 18,600 495.0 当月

ことゆたか　　　　　 普通３等 18,700 330.0 当月

ことゆたか　　　　　 特定加工用 18,500 165.0 当月

中粒　　 ことゆたか　　　　　 普通２等 18,550 330.0 当月

ことゆたか　　　　　 普通３等 18,033 495.0 当月

ことゆたか　　　　　 特定加工用 16,736 330.5 2014年5月

小粒　　 ことゆたか　　　　　 特定加工用 15,800 165.0 当月

大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 19,780 660.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 18,850 330.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,000 325.5 2014年5月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 18,500 330.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 19,210 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 18,778 660.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 18,575 660.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 18,500 660.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 16,120 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 15,500 165.0 当月

鳥取　　　 大粒　　 タマホマレ　　　　　 普通３等 10,090 165.0 2014年2月

中粒　　 タマホマレ　　　　　 普通３等 9,090 165.0 2014年2月

大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通２等 16,800 165.0 2014年5月

サチユタカ　　　　　 普通３等 18,090 330.0 当月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 17,530 165.0 当月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 8,690 165.0 2014年1月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 16,520 165.0 2014年5月

島根　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 10,090 165.0 2014年2月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 特定加工用 18,820 165.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 11,090 165.0 2014年2月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 10,090 165.0 2014年2月

山口　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通２等 16,130 165.0 当月

サチユタカ　　　　　 普通３等 9,600 165.0 2014年2月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 16,000 167.5 当月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 10,230 165.0 2014年2月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 15,860 162.5 2014年5月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 10,090 165.0 2014年2月

愛媛　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 13,900 165.0 2014年3月
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福岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 20,971 3,087.0 2014年5月

フクユタカ　　　　　 普通２等 19,593 325.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 17,136 285.0 2014年5月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 20,068 1,280.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 20,734 6,860.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 21,025 330.0 2014年5月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 18,310 165.0 2014年3月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 17,600 495.0 2014年5月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 15,330 165.0 当月

佐賀　　　 大粒　　 むらゆたか　　　　　 普通１等 20,020 290.0 当月

むらゆたか　　　　　 普通２等 19,950 330.0 2014年5月

むらゆたか　　　　　 普通３等 13,510 330.0 2014年3月

むらゆたか　　　　　 特定加工用 19,020 330.0 2014年4月

中粒　　 むらゆたか　　　　　 普通１等 20,621 275.0 当月

むらゆたか　　　　　 普通２等 20,435 361.5 当月

むらゆたか　　　　　 普通３等 13,640 165.0 2014年3月

むらゆたか　　　　　 特定加工用 19,020 330.0 2014年4月

小粒　　 むらゆたか　　　　　 普通３等 16,260 160.0 2014年5月

大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 20,666 1,485.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 16,800 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 23,250 165.0 2014年5月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 19,758 3,982.5 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 20,113 495.0 2014年3月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,500 495.0 2014年4月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 15,655 330.0 2014年3月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 17,030 660.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 18,560 330.0 2014年5月

長崎　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 21,850 165.0 2014年5月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 16,530 165.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 16,230 165.0 2014年5月

熊本　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 17,881 499.5 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,500 165.0 2014年4月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 11,090 165.0 2014年2月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 20,118 170.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 19,432 605.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 11,090 330.0 2014年2月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 16,352 315.5 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 13,595 660.0 2014年3月

大分　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 12,200 271.5 2014年2月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 9,580 330.0 2014年1月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 21,040 330.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 16,500 227.5 当月

落札数量
（俵/60kg）

北海道　　 大粒　　 音更大袖振　　　　　 普通１等 11,543 313.5 2014年2月

音更大袖振　　　　　 普通３等 13,973 2,142.5 2014年2月

大粒　　 大袖の舞　　　　　　 特定加工用 7,830 165.0 2014年1月

大粒　　 とよまさり　　　　　 普通１等 16,975 10,028.0 当月

とよまさり　　　　　 普通２等 16,778 6,298.0 当月

とよまさり　　　　　 普通３等 17,540 7,028.5 当月

とよまさり　　　　　 特定加工用 17,351 1,650.0 当月

中粒　　 とよまさり　　　　　 普通１等 13,000 330.0 2014年3月

とよまさり　　　　　 普通２等 16,010 165.0 2014年5月

とよまさり　　　　　 普通３等 16,067 495.0 2014年5月

とよまさり　　　　　 特定加工用 16,500 495.0 2014年6月

小粒　　 とよまさり　　　　　 特定加工用 13,800 165.0 2014年5月

小粒　　 スズマル　　　　　　 普通１等 8,500 195.0 2014年1月

スズマル　　　　　　 普通２等 11,210 660.0 当月

スズマル　　　　　　 普通３等 10,682 990.0 当月

スズマル　　　　　　 特定加工用 13,550 165.0 2014年4月

極小粒　 スズマル　　　　　　 普通３等 7,928 467.0 2014年2月

スズマル　　　　　　 特定加工用 7,510 460.0 2014年2月

（小粒） スズマル（小粒）　　 普通３等 13,100 165.0 2014年5月

小粒　　 ユキシズカ　　　　　 普通２等 10,564 1,899.0 当月

ユキシズカ　　　　　 普通３等 10,717 411.0 当月

ユキシズカ　　　　　 特定加工用 8,152 1,740.0 2014年2月

 7月

産地 粒別 品種銘柄 等級 価格 算出月

算出月産地 粒別 品種銘柄 等級 価格
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（北海道）　　極小粒　 ユキシズカ　　　　　 普通３等 9,099 326.0 2014年4月

ユキシズカ　　　　　 特定加工用 9,300 165.0 2014年4月

中粒　　 秋田　　　　　　　　 普通２等 16,010 165.0 2014年5月

秋田　　　　　　　　 普通３等 16,578 685.5 2014年6月

秋田　　　　　　　　 特定加工用 12,000 165.0 2014年3月

青森　　　 大粒　　 おおすず　　　　　　 普通１等 8,910 330.0 2013年12月

おおすず　　　　　　 普通２等 11,700 165.0 2014年3月

おおすず　　　　　　 普通３等 8,834 1,256.0 2014年1月

おおすず　　　　　　 特定加工用 14,000 495.0 2014年3月

中粒　　 おおすず　　　　　　 普通３等 17,540 178.5 2014年6月

おおすず　　　　　　 特定加工用 16,810 317.5 当月

小粒　　 おおすず　　　　　　 特定加工用 9,300 160.0 2014年3月

岩手　　　 中粒　　 ナンブシロメ　　　　 普通２等 10,100 189.0 2014年3月

ナンブシロメ　　　　 普通３等 14,500 160.0 当月

ナンブシロメ　　　　 特定加工用 7,850 189.0 2014年2月

小粒　　 ナンブシロメ　　　　 特定加工用 15,000 165.0 2014年5月

大粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 7,450 495.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 18,499 274.0 2014年6月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 16,119 512.5 当月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 7,180 330.0 2013年12月

リュウホウ　　　　　 普通３等 18,495 166.0 2014年6月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 17,000 339.5 当月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 17,000 167.5 2014年6月

宮城　　　 大粒　　 ミヤギシロメ　　　　 普通１等 19,922 1,926.5 当月

ミヤギシロメ　　　　 普通２等 19,795 781.5 当月

ミヤギシロメ　　　　 普通３等 18,965 329.5 2014年6月

中粒　　 ミヤギシロメ　　　　 普通１等 18,631 587.5 2014年6月

ミヤギシロメ　　　　 普通２等 19,198 451.0 当月

ミヤギシロメ　　　　 普通３等 19,176 397.0 当月

ミヤギシロメ　　　　 特定加工用 16,675 380.0 2014年5月

小粒　　 すずほのか　　　　　 普通３等 8,255 180.0 2014年3月

大粒　　 タンレイ　　　　　　 普通２等 17,321 175.0 2014年5月

タンレイ　　　　　　 普通３等 18,273 230.5 2014年6月

タンレイ　　　　　　 特定加工用 17,964 521.5 2014年6月

中粒　　 タンレイ　　　　　　 普通２等 19,067 909.0 当月

タンレイ　　　　　　 普通３等 18,289 661.0 2014年6月

タンレイ　　　　　　 特定加工用 17,127 663.0 2014年5月

小粒　　 タンレイ　　　　　　 普通３等 17,919 161.5 当月

タンレイ　　　　　　 特定加工用 17,000 243.5 2014年6月

大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 19,180 330.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通２等 19,080 736.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 19,080 561.0 当月

中粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 19,470 406.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通２等 19,539 567.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 14,110 212.0 2014年4月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 8,800 165.0 2014年2月

小粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 12,275 350.0 2014年4月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 8,400 224.5 2014年2月

秋田　　　 大粒　　 リュウホウ　　　　　 普通２等 19,063 731.5 2014年6月

リュウホウ　　　　　 普通３等 20,190 1,165.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 18,480 166.5 2014年5月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 19,462 3,168.5 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 18,334 665.0 2014年6月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 15,500 173.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 16,200 536.0 2014年6月

山形　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　 普通１等 19,200 210.0 2014年6月

里のほほえみ　　　　 普通２等 16,854 240.5 当月

里のほほえみ　　　　 普通３等 18,682 546.5 2014年6月

里のほほえみ　　　　 特定加工用 15,220 168.5 2014年4月

中粒　　 里のほほえみ　　　　 普通３等 8,095 385.0 2014年1月

大粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 18,000 205.5 2014年6月

中粒　　 リュウホウ　　　　　 普通３等 16,350 246.0 当月

リュウホウ　　　　　 特定加工用 14,620 225.0 2014年4月

小粒　　 リュウホウ　　　　　 特定加工用 9,500 211.5 当月

大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 17,775 178.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 16,000 330.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通２等 7,320 163.5 2013年12月

エンレイ　　　　　　 普通３等 18,669 905.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 17,340 495.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 15,929 634.5 当月
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福島　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 18,167 311.5 2014年6月

タチナガハ　　　　　 普通２等 17,924 322.0 2014年6月

タチナガハ　　　　　 普通３等 17,631 403.0 2014年6月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 16,080 660.0 2014年5月

茨城　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 9,366 994.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 普通２等 17,760 904.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 18,436 1,142.5 当月

中粒　　 タチナガハ　　　　　 普通２等 15,216 307.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 17,703 1,153.0 当月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 13,210 208.5 2014年4月

小粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 12,390 251.5 当月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 11,500 246.0 当月

小粒　　 納豆小粒　　　　　　 普通１等 8,500 165.0 2014年1月

極小粒　 納豆小粒　　　　　　 普通１等 8,050 165.0 2014年1月

栃木　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　 普通１等 15,200 330.0 2014年4月

大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通１等 19,159 435.5 2014年6月

タチナガハ　　　　　 普通２等 17,622 900.0 当月

タチナガハ　　　　　 普通３等 18,545 950.0 2014年6月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 16,686 870.0 2014年5月

中粒　　 タチナガハ　　　　　 普通２等 8,880 495.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 普通３等 8,880 165.0 2014年2月

タチナガハ　　　　　 特定加工用 17,480 391.0 2014年6月

小粒　　 タチナガハ　　　　　 特定加工用 14,210 217.5 2014年5月

群馬　　　 大粒　　 タチナガハ　　　　　 普通３等 13,520 495.0 2014年3月

千葉　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 12,610 330.0 2014年3月

新潟　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,821 1,155.0 2013年12月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 18,155 400.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 14,491 199.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 18,791 1,946.5 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 14,800 231.0 当月

富山　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 11,800 165.0 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 20,993 382.5 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 21,370 330.0 2014年6月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 18,555 1,465.5 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 18,060 231.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 17,126 403.0 当月

大粒　　 シュウレイ　　　　　 普通３等 18,500 191.0 2014年5月

シュウレイ　　　　　 特定加工用 16,169 393.0 当月

中粒　　 シュウレイ　　　　　 普通３等 15,680 330.0 2014年6月

シュウレイ　　　　　 特定加工用 18,500 220.5 2014年5月

石川　　　 大粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 10,005 330.0 2014年2月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 16,000 165.0 当月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 12,200 255.5 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 16,350 330.0 当月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 14,000 196.0 当月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 14,600 165.0 当月

福井　　　 大粒　　 里のほほえみ　　　　 普通２等 20,567 495.0 2014年6月

里のほほえみ　　　　 普通３等 16,500 165.0 当月

里のほほえみ　　　　 特定加工用 19,620 165.0 当月

中粒　　 里のほほえみ　　　　 普通２等 20,600 165.0 2014年6月

大粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 9,320 165.0 2014年2月

中粒　　 エンレイ　　　　　　 普通３等 8,900 165.0 2013年12月

エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,810 165.0 2014年1月

小粒　　 エンレイ　　　　　　 特定加工用 8,330 165.0 2014年2月

長野　　　 大粒　　 ナカセンナリ　　　　 普通１等 16,106 332.5 当月

ナカセンナリ　　　　 普通２等 16,691 289.5 当月

中粒　　 ナカセンナリ　　　　 普通１等 19,793 1,485.0 2014年5月

ナカセンナリ　　　　 普通２等 14,549 193.5 当月

ナカセンナリ　　　　 普通３等 15,467 508.0 当月

小粒　　 ナカセンナリ　　　　 普通３等 14,500 234.0 2014年6月

ナカセンナリ　　　　 特定加工用 13,500 338.5 2014年5月

岐阜　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 21,850 165.0 2014年5月

フクユタカ　　　　　 普通２等 17,282 241.5 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 18,500 165.0 2014年6月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 20,120 165.0 2014年4月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 22,105 330.0 2014年5月

フクユタカ　　　　　 普通３等 18,700 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 17,000 162.0 2014年6月

静岡　　　 中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 18,300 165.0 2014年4月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 14,590 165.0 2014年3月
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愛知　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 18,200 660.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 15,567 990.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 16,910 695.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 13,600 330.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 18,633 495.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 16,187 695.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 14,138 825.0 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 17,040 165.0 2014年5月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 15,038 1,540.0 当月

三重　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 9,500 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 15,201 560.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 17,000 165.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 16,000 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 17,502 577.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 21,060 165.0 2014年5月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 15,088 660.0 当月

滋賀　　　 大粒　　 オオツル　　　　　　 普通２等 18,591 160.0 2014年6月

オオツル　　　　　　 普通３等 17,330 330.0 2014年5月

オオツル　　　　　　 特定加工用 18,800 165.0 2014年6月

中粒　　 オオツル　　　　　　 普通２等 17,800 165.0 2014年6月

オオツル　　　　　　 普通３等 16,420 823.0 当月

オオツル　　　　　　 特定加工用 16,962 329.5 当月

大粒　　 タマホマレ　　　　　 普通２等 15,800 165.0 2014年6月

タマホマレ　　　　　 普通３等 15,595 330.0 2014年5月

中粒　　 タマホマレ　　　　　 普通２等 16,040 330.0 2014年6月

タマホマレ　　　　　 普通３等 15,532 494.5 当月

タマホマレ　　　　　 特定加工用 15,200 165.0 当月

小粒　　 タマホマレ　　　　　 特定加工用 15,760 165.0 2014年3月

大粒　　 ことゆたか　　　　　 普通１等 17,380 305.0 当月

ことゆたか　　　　　 普通２等 15,960 990.0 当月

ことゆたか　　　　　 普通３等 17,775 282.0 当月

ことゆたか　　　　　 特定加工用 15,990 165.0 当月

中粒　　 ことゆたか　　　　　 普通２等 18,070 330.0 当月

ことゆたか　　　　　 普通３等 15,700 165.0 当月

ことゆたか　　　　　 特定加工用 16,736 330.5 2014年5月

小粒　　 ことゆたか　　　　　 特定加工用 16,130 178.5 当月

大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 16,255 894.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 15,100 329.5 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 18,316 312.5 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 18,860 165.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 19,210 165.0 2014年6月

フクユタカ　　　　　 普通２等 17,169 463.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 16,361 348.5 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 15,068 462.5 当月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 16,120 165.0 2014年6月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 16,400 330.0 当月

鳥取　　　 大粒　　 タマホマレ　　　　　 普通３等 10,090 165.0 2014年2月

中粒　　 タマホマレ　　　　　 普通３等 9,090 165.0 2014年2月

大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通２等 16,800 165.0 2014年5月

サチユタカ　　　　　 普通３等 16,620 165.0 当月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 17,530 165.0 2014年6月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 8,690 165.0 2014年1月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 16,520 165.0 2014年5月

島根　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 16,100 165.0 当月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 特定加工用 18,100 165.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 11,090 165.0 2014年2月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 10,090 165.0 2014年2月

山口　　　 大粒　　 サチユタカ　　　　　 普通２等 16,130 165.0 2014年6月

サチユタカ　　　　　 普通３等 17,020 165.0 当月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 16,000 167.5 2014年6月

中粒　　 サチユタカ　　　　　 普通３等 10,230 165.0 2014年2月

サチユタカ　　　　　 特定加工用 15,860 162.5 2014年5月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 10,090 165.0 2014年2月

愛媛　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 13,900 165.0 2014年3月

福岡　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 16,519 4,355.5 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 23,000 196.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 17,136 285.0 2014年5月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 17,184 2,003.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 18,294 3,760.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 15,800 169.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 18,310 165.0 2014年3月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 17,600 495.0 2014年5月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 15,330 165.0 2014年6月
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佐賀　　　 大粒　　 むらゆたか　　　　　 普通１等 19,520 330.0 当月

むらゆたか　　　　　 普通２等 19,950 330.0 2014年5月

むらゆたか　　　　　 普通３等 13,510 330.0 2014年3月

むらゆたか　　　　　 特定加工用 19,020 330.0 2014年4月

中粒　　 むらゆたか　　　　　 普通１等 15,800 165.0 当月

むらゆたか　　　　　 普通２等 20,435 361.5 2014年6月

むらゆたか　　　　　 普通３等 13,640 165.0 2014年3月

むらゆたか　　　　　 特定加工用 19,020 330.0 2014年4月

小粒　　 むらゆたか　　　　　 普通３等 11,020 480.0 当月

大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 17,788 2,805.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 16,800 165.0 2014年6月

フクユタカ　　　　　 普通３等 23,250 165.0 2014年5月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 17,876 2,266.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 20,113 495.0 2014年3月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,500 495.0 2014年4月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 15,655 330.0 2014年3月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 15,615 1,280.0 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 18,560 330.0 2014年5月

長崎　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 21,850 165.0 2014年5月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 16,530 165.0 2014年6月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 16,230 165.0 2014年5月

熊本　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 16,178 211.5 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 17,008 307.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 20,500 165.0 2014年4月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 11,090 165.0 2014年2月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 16,690 709.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 17,152 696.5 当月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 11,090 330.0 2014年2月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 普通３等 16,352 315.5 2014年6月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 13,595 660.0 2014年3月

大分　　　 大粒　　 フクユタカ　　　　　 普通１等 17,100 165.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通２等 16,350 660.0 当月

中粒　　 フクユタカ　　　　　 普通２等 17,763 289.0 当月

フクユタカ　　　　　 普通３等 9,580 330.0 2014年1月

フクユタカ　　　　　 特定加工用 21,040 330.0 2014年6月

小粒　　 フクユタカ　　　　　 特定加工用 16,500 227.5 2014年6月
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(4)      その他の集計
(4)-1　産地品種別・平均落札価格

　（前年産比較・落札数量順）

　　産地品種銘柄の品種であって、粒区分で産地品種銘柄に該当しない数量を含めた産地。品種別集計である。

産地品種 平成24年産 平成25年産 前年差
平成25年産
落札数量

産地品種 平成24年産 平成25年産 前年差
平成25年産
落札数量

北海道音更大袖振 石川エンレイ

北海道大袖の舞 福井里のほほえみ

北海道とよまさり 福井エンレイ

北海道スズマル 長野ナカセンナリ

北海道ユキシズカ 岐阜フクユタカ

北海道秋田 静岡フクユタカ

青森おおすず 愛知フクユタカ

岩手ナンブシロメ 三重フクユタカ

岩手リュウホウ 滋賀オオツル

宮城ミヤギシロメ 滋賀タマホマレ

宮城すずほのか 滋賀ことゆたか

宮城タンレイ 滋賀フクユタカ

宮城タチナガハ 鳥取タマホマレ

秋田リュウホウ 鳥取サチユタカ

山形里のほほえみ 島根サチユタカ

山形リュウホウ 島根フクユタカ

山形エンレイ 山口サチユタカ

福島タチナガハ 山口フクユタカ

茨城タチナガハ 愛媛フクユタカ

茨城納豆小粒 福岡むらゆたか

栃木里のほほえみ 福岡フクユタカ

栃木タチナガハ 佐賀むらゆたか

群馬タチナガハ 佐賀フクユタカ

千葉タチナガハ 長崎フクユタカ

千葉サチユタカ 熊本フクユタカ

千葉フクユタカ 大分すずおとめ

新潟エンレイ 大分フクユタカ

富山エンレイ

富山シュウレイ

(4)-2　産地別・平均落札価格

産地 平成24年産 平成25年産 前年差
平成25年産
落札数量

産地 平成24年産 平成25年産 前年差
平成25年産
落札数量

北海道 長野県
青森県 岐阜県
岩手県 静岡県
宮城県 愛知県
秋田県 三重県
山形県 滋賀県
福島県 鳥取県
茨城県 島根県
栃木県 山口県
群馬県 愛媛県
千葉県 福岡県
新潟県 佐賀県
富山県 長崎県
石川県 熊本県
福井県 大分県

単位：円/60kg、トン

単位：円/60kg、トン
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