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品名 品種 区分 県名 入荷量 量目 高値 中値 安値

だいこん セリ 千　葉 680 10
だいこん セリ 茨　城 10
だいこん セリ 各　地 10
だいこん 相対 千　葉 78,419 10 1,512 756 216
だいこん 相対 茨　城 10
だいこん 相対 各　地 10 1,296 864 432
だいこん 第三者販売 千　葉 10
だいこん 第三者販売 茨　城 10
だいこん 第三者販売 各　地 10
だいこん 商物分離 千　葉 23,336 10 1,494 1,296 864
だいこん 商物分離 茨　城 10
だいこん 商物分離 各　地 10 972

かぶ セリ 千　葉 567 0.8
かぶ セリ 埼　玉 0.8
かぶ セリ 各　地 0.8
かぶ 相対 千　葉 31,814 0.8 173 86 49
かぶ 相対 埼　玉 0.8 130 97 65
かぶ 相対 各　地 0.8 151 119 54
かぶ 第三者販売 千　葉 0.8
かぶ 第三者販売 埼　玉 0.8
かぶ 第三者販売 各　地 0.8
かぶ 商物分離 千　葉 2,212 0.8 140 119 97
かぶ 商物分離 埼　玉 0.8
かぶ 商物分離 各　地 0.8
人参 セリ 徳　島 10
人参 セリ 千　葉 10
人参 セリ 各　地 10
人参 相対 徳　島 90,116 10 1,620 864 648
人参 相対 千　葉 10 2,376 1,620 540
人参 相対 各　地 10
人参 第三者販売 徳　島 10
人参 第三者販売 千　葉 10
人参 第三者販売 各　地 10
人参 商物分離 徳　島 16,040 10
人参 商物分離 千　葉 10 1,836 1,728 1,512
人参 商物分離 各　地 10 1,620 1,188 853
白菜 セリ 茨　城 373 15
白菜 セリ 長　野 15
白菜 セリ 各　地 15
白菜 相対 茨　城 88,305 15 1,944
白菜 相対 長　野 15 1,620 1,296 864
白菜 相対 各　地 15
白菜 第三者販売 茨　城 15
白菜 第三者販売 長　野 15
白菜 第三者販売 各　地 15
白菜 商物分離 茨　城 120,250 15 1,026 864 130
白菜 商物分離 長　野 15
白菜 商物分離 各　地 15

小松菜 セリ 茨　城 1,000 0.2
小松菜 セリ 東　京 0.5 130 65 22
小松菜 セリ 各　地 0.5 108 97 76
小松菜 相対 茨　城 20,173 0.2 86 43 22
小松菜 相対 東　京 0.5 130 86 76
小松菜 相対 各　地 0.5 108 76 54
小松菜 第三者販売 茨　城 0.2
小松菜 第三者販売 東　京 0.5
小松菜 第三者販売 各　地 0.5
小松菜 商物分離 茨　城 5,431 0.2 54 49
小松菜 商物分離 東　京 0.5
小松菜 商物分離 各　地 0.5
キャベツ セリ 千　葉 10
キャベツ セリ 愛　知 10
キャベツ セリ 各　地 10
キャベツ 相対 千　葉 200,142 10 1,404 648 216
キャベツ 相対 愛　知 10 1,296 648 324
キャベツ 相対 各　地 10 1,404 648 324
キャベツ 第三者販売 千　葉 10
キャベツ 第三者販売 愛　知 10
キャベツ 第三者販売 各　地 10
キャベツ 商物分離 千　葉 109,760 10 1,080 864 648
キャベツ 商物分離 愛　知 10 864 756
キャベツ 商物分離 各　地 10 907
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ほうれん草 セリ 群　馬 879 0.2
ほうれん草 セリ 茨　城 0.2
ほうれん草 セリ 各　地 0.17
ほうれん草 相対 群　馬 33,827 0.2 140 65 32
ほうれん草 相対 茨　城 0.2 108 54 22
ほうれん草 相対 各　地 0.17 108 86 65
ほうれん草 第三者販売 群　馬 0.2
ほうれん草 第三者販売 茨　城 0.2
ほうれん草 第三者販売 各　地 0.17
ほうれん草 商物分離 群　馬 7,567 0.2 97 86
ほうれん草 商物分離 茨　城 0.2 86
ほうれん草 商物分離 各　地 0.17

ねぎ セリ 茨　城 880 5
ねぎ セリ 千　葉 5
ねぎ セリ 各　地 5
ねぎ 相対 茨　城 58,655 5 3,024 2,160 1,080
ねぎ 相対 千　葉 5 3,456 2,052 648
ねぎ 相対 各　地 5 2,160 1,080 540
ねぎ 第三者販売 茨　城 350 5 1,944
ねぎ 第三者販売 千　葉 5
ねぎ 第三者販売 各　地 5
ねぎ 商物分離 茨　城 6,160 5 2,722 2,592 2,160
ねぎ 商物分離 千　葉 5
ねぎ 商物分離 各　地 5
ふき セリ 群　馬 4
ふき セリ 愛　知 2.8
ふき セリ 各　地 4
ふき 相対 群　馬 764 4 1,512
ふき 相対 愛　知 2.8 1,296 648 540
ふき 相対 各　地 4
ふき 第三者販売 群　馬 4
ふき 第三者販売 愛　知 2.8
ふき 第三者販売 各　地 4
ふき 商物分離 群　馬 4
ふき 商物分離 愛　知 2.8
ふき 商物分離 各　地 4
にら セリ 栃　木 1,268 0.1
にら セリ 茨　城 0.1
にら セリ 各　地 0.1
にら 相対 栃　木 15,461 0.1 140
にら 相対 茨　城 0.1 108 32 22
にら 相対 各　地 0.1
にら 第三者販売 栃　木 0.1
にら 第三者販売 茨　城 0.1
にら 第三者販売 各　地 0.1
にら 商物分離 栃　木 1,230 0.1
にら 商物分離 茨　城 0.1 54
にら 商物分離 各　地 0.1 65 54 43

セルリー セリ 長　野 6 10
セルリー セリ 静　岡 10
セルリー セリ 各　地 10
セルリー 相対 長　野 15,354 10 4,644 3,672 1,944
セルリー 相対 静　岡 10 3,024 2,700 2,484
セルリー 相対 各　地 10 3,780 2,592 1,512
セルリー 第三者販売 長　野 10
セルリー 第三者販売 静　岡 10
セルリー 第三者販売 各　地 10
セルリー 商物分離 長　野 10
セルリー 商物分離 静　岡 10
セルリー 商物分離 各　地 10

アスパラガス セリ 栃　木 369 0.1
アスパラガス セリ 長　野 0.1
アスパラガス セリ 各　地 0.1
アスパラガス 相対 栃　木 11,652 0.1 238 173 76
アスパラガス 相対 長　野 0.1 238 162 86
アスパラガス 相対 各　地 0.1 216 162 76
アスパラガス 第三者販売 栃　木 0.1
アスパラガス 第三者販売 長　野 0.1
アスパラガス 第三者販売 各　地 0.1
アスパラガス 商物分離 栃　木 42 0.1
アスパラガス 商物分離 長　野 0.1
アスパラガス 商物分離 各　地 0.1 194
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ブロッコリー セリ 香　川 6
ブロッコリー セリ 熊　本 4
ブロッコリー セリ 各　地 5
ブロッコリー 相対 香　川 56,092 6 3,456 2,160 1,901
ブロッコリー 相対 熊　本 4
ブロッコリー 相対 各　地 5 3,456 1,512 540
ブロッコリー 第三者販売 香　川 6
ブロッコリー 第三者販売 熊　本 4
ブロッコリー 第三者販売 各　地 5
ブロッコリー 商物分離 香　川 32,596 6 3,024
ブロッコリー 商物分離 熊　本 4
ブロッコリー 商物分離 各　地 5

レタス セリ 長　野 30 10
レタス セリ 茨　城 10
レタス セリ 各　地 10
レタス 相対 長　野 103,709 10 2,700 1,404 216
レタス 相対 茨　城 10
レタス 相対 各　地 10
レタス 第三者販売 長　野 3,000 10 1,404 864 648
レタス 第三者販売 茨　城 10
レタス 第三者販売 各　地 10
レタス 商物分離 長　野 42,760 10 1,512 1,404 1,296
レタス 商物分離 茨　城 10
レタス 商物分離 各　地 10 1,296 1,188 1,037
胡瓜 セリ 埼　玉 890 5
胡瓜 セリ 群　馬 5
胡瓜 セリ 各　地 5
胡瓜 相対 埼　玉 183,458 5 1,836 972 432
胡瓜 相対 群　馬 5 1,836 972 756
胡瓜 相対 各　地 5 1,944 1,080 324
胡瓜 第三者販売 埼　玉 5
胡瓜 第三者販売 群　馬 5
胡瓜 第三者販売 各　地 5
胡瓜 商物分離 埼　玉 10,723 5 1,490
胡瓜 商物分離 群　馬 5
胡瓜 商物分離 各　地 5 2,225 1,296 1,134
南瓜 セリ メキシコ 10
南瓜 セリ 鹿児島 10
南瓜 セリ 各　地 10
南瓜 相対 メキシコ 34,838 10 6,480
南瓜 相対 鹿児島 10
南瓜 相対 各　地 10 8,640
南瓜 第三者販売 メキシコ 10
南瓜 第三者販売 鹿児島 10
南瓜 第三者販売 各　地 10
南瓜 商物分離 メキシコ 10
南瓜 商物分離 鹿児島 10
南瓜 商物分離 各　地 10
なす セリ 高　知 8 5
なす セリ 福　岡 4
なす セリ 各　地 5
なす 相対 高　知 99,136 5 2,376 2,052 1,620
なす 相対 福　岡 4 2,160 1,296 648
なす 相対 各　地 5 3,240 1,512 540
なす 第三者販売 高　知 5
なす 第三者販売 福　岡 4
なす 第三者販売 各　地 5
なす 商物分離 高　知 2,033 5
なす 商物分離 福　岡 4
なす 商物分離 各　地 5
トマト セリ 熊　本 164 4
トマト セリ 栃　木 4
トマト セリ 各　地 4
トマト 相対 熊　本 223,669 4 1,620 1,188 1,080
トマト 相対 栃　木 4 1,512
トマト 相対 各　地 4 1,620 972 486
トマト 第三者販売 熊　本 4
トマト 第三者販売 栃　木 4
トマト 第三者販売 各　地 4
トマト 商物分離 熊　本 359 4
トマト 商物分離 栃　木 4
トマト 商物分離 各　地 4 2,808
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ミニとまと セリ 熊　本 186 3
ミニとまと セリ 愛　知 0.2
ミニとまと セリ 各　地 0.2
ミニとまと 相対 熊　本 90,110 3 1,728 972 756
ミニとまと 相対 愛　知 0.2 140 108 65
ミニとまと 相対 各　地 0.2 216 86 54
ミニとまと 第三者販売 熊　本 1 3
ミニとまと 第三者販売 愛　知 0.2
ミニとまと 第三者販売 各　地 0.2
ミニとまと 商物分離 熊　本 791 3
ミニとまと 商物分離 愛　知 0.2
ミニとまと 商物分離 各　地 0.2 291 205 119
ピーマン セリ 茨　城 119 0.15
ピーマン セリ 宮　崎 0.13
ピーマン セリ 各　地 0.15
ピーマン 相対 茨　城 79,359 0.15 97 65 54
ピーマン 相対 宮　崎 0.13 76 43 22
ピーマン 相対 各　地 0.15 86 65 54
ピーマン 第三者販売 茨　城 0.15
ピーマン 第三者販売 宮　崎 0.13
ピーマン 第三者販売 各　地 0.15
ピーマン 商物分離 茨　城 3,627 0.15
ピーマン 商物分離 宮　崎 0.13 76
ピーマン 商物分離 各　地 0.15
いんげん セリ 千　葉 47 2
いんげん セリ 鹿児島 2
いんげん セリ 各　地 2
いんげん 相対 千　葉 6,079 2 3,780
いんげん 相対 鹿児島 2
いんげん 相対 各　地 2 3,240 1,296 756
いんげん 第三者販売 千　葉 2
いんげん 第三者販売 鹿児島 2
いんげん 第三者販売 各　地 2
いんげん 商物分離 千　葉 2
いんげん 商物分離 鹿児島 2
いんげん 商物分離 各　地 2
さや豌豆 セリ 福　島 18 2
さや豌豆 セリ 茨　城 1
さや豌豆 セリ 各　地 1
さや豌豆 相対 福　島 2,205 2 2,916 2,592 1,728
さや豌豆 相対 茨　城 1
さや豌豆 相対 各　地 1 1,836 1,512 972
さや豌豆 第三者販売 福　島 2
さや豌豆 第三者販売 茨　城 1
さや豌豆 第三者販売 各　地 1
さや豌豆 商物分離 福　島 2
さや豌豆 商物分離 茨　城 1
さや豌豆 商物分離 各　地 1
そらまめ セリ 千　葉 171 4
そらまめ セリ 茨　城 4
そらまめ セリ 各　地 4
そらまめ 相対 千　葉 6,258 4 3,240 2,484 1,944
そらまめ 相対 茨　城 4
そらまめ 相対 各　地 4
そらまめ 第三者販売 千　葉 4
そらまめ 第三者販売 茨　城 4
そらまめ 第三者販売 各　地 4
そらまめ 商物分離 千　葉 4
そらまめ 商物分離 茨　城 4
そらまめ 商物分離 各　地 4

じゃがいも セリ 長　崎 40 10
じゃがいも セリ 鹿児島 10
じゃがいも セリ 各　地 10
じゃがいも 相対 長　崎 167,660 10 2,376
じゃがいも 相対 鹿児島 10 2,484
じゃがいも 相対 各　地 10
じゃがいも 第三者販売 長　崎 10
じゃがいも 第三者販売 鹿児島 10
じゃがいも 第三者販売 各　地 10
じゃがいも 商物分離 長　崎 18,000 10
じゃがいも 商物分離 鹿児島 10
じゃがいも 商物分離 各　地 10
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たまねぎ セリ 佐　賀 330 20
たまねぎ セリ 兵　庫 20
たまねぎ セリ 各　地 20
たまねぎ 相対 佐　賀 177,605 20 3,780
たまねぎ 相対 兵　庫 20
たまねぎ 相対 各　地 20 2,160
たまねぎ 第三者販売 佐　賀 600 20
たまねぎ 第三者販売 兵　庫 20
たまねぎ 第三者販売 各　地 20 1,739
たまねぎ 商物分離 佐　賀 20
たまねぎ 商物分離 兵　庫 20
たまねぎ 商物分離 各　地 20

生しいたけ セリ 秋　田 39 0.1
生しいたけ セリ 千　葉 0.1
生しいたけ セリ 各　地 0.1
生しいたけ 相対 秋　田 9,287 0.1 184 130 65
生しいたけ 相対 千　葉 0.1 119 86 54
生しいたけ 相対 各　地 0.1 194 97 32
生しいたけ 第三者販売 秋　田 0.1
生しいたけ 第三者販売 千　葉 0.1
生しいたけ 第三者販売 各　地 0.1
生しいたけ 商物分離 秋　田 644 0.1 146
生しいたけ 商物分離 千　葉 0.1
生しいたけ 商物分離 各　地 0.1 140 119 86
その他野菜 セリ 1,790
その他野菜 相対 350,681
その他野菜 第三者販売 2,809
その他野菜 商物分離 22,529
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甘夏柑 セリ 熊　本 10
甘夏柑 セリ 鹿児島 10
甘夏柑 セリ 各　地 10
甘夏柑 相対 熊　本 18,870 10 3,456 2,700 1,944
甘夏柑 相対 鹿児島 10 2,700 2,484 2,160
甘夏柑 相対 各　地 10 2,700 1,944 1,080
甘夏柑 第三者販売 熊　本 1,710 10 3,024 2,700 2,484
甘夏柑 第三者販売 鹿児島 10
甘夏柑 第三者販売 各　地 10 2,376 1,728 1,080
甘夏柑 商物分離 熊　本 10
甘夏柑 商物分離 鹿児島 10
甘夏柑 商物分離 各　地 10
りんご ふじリンゴ セリ 青　森 3,455 10 8,640 5,292 2,700
りんご ふじリンゴ 相対 青　森 65,876 10 8,640 4,752 2,268
りんご ふじリンゴ 第三者販売 青　森 10
りんご ふじリンゴ 商物分離 青　森 20,400 10 5,400 4,536 3,240
びわ セリ 長　崎 34 0.5
びわ セリ 千　葉 1
びわ セリ 各　地 0.25
びわ 相対 長　崎 15,711 0.5 1,728 1,404
びわ 相対 千　葉 1 4,320 2,808 1,944
びわ 相対 各　地 0.25
びわ 第三者販売 長　崎 10 0.5
びわ 第三者販売 千　葉 1
びわ 第三者販売 各　地 0.25
びわ 商物分離 長　崎 0.5 1,836
びわ 商物分離 千　葉 1
びわ 商物分離 各　地 0.25

おうとう 佐藤錦 セリ 山　形 7 0.3
おうとう 佐藤錦 セリ 山　梨 0.3
おうとう 佐藤錦 セリ 各　地 0.3
おうとう 佐藤錦 相対 山　形 1,297 0.3 4,320
おうとう 佐藤錦 相対 山　梨 0.3
おうとう 佐藤錦 相対 各　地 0.3 3,240
おうとう 佐藤錦 第三者販売 山　形 0.3
おうとう 佐藤錦 第三者販売 山　梨 0.3
おうとう 佐藤錦 第三者販売 各　地 0.3
おうとう 佐藤錦 商物分離 山　形 2 0.3
おうとう 佐藤錦 商物分離 山　梨 0.3
おうとう 佐藤錦 商物分離 各　地 0.3
ぶどう デラウェア セリ 島　根 40 2
ぶどう デラウェア セリ 大　阪 0.3
ぶどう デラウェア セリ 各　地 2
ぶどう デラウェア 相対 島　根 2,935 2 4,104 3,737 3,564
ぶどう デラウェア 相対 大　阪 0.3 648 540 432
ぶどう デラウェア 相対 各　地 2 7,020 6,048 4,860
ぶどう デラウェア 第三者販売 島　根 2
ぶどう デラウェア 第三者販売 大　阪 0.3
ぶどう デラウェア 第三者販売 各　地 2
ぶどう デラウェア 商物分離 島　根 2
ぶどう デラウェア 商物分離 大　阪 0.3
ぶどう デラウェア 商物分離 各　地 2
いちご とちおとめ苺 セリ 栃　木 17 0.26
いちご とちおとめ苺 セリ 茨　城 0.26
いちご とちおとめ苺 セリ 各　地 0.25
いちご あまおう セリ 福　岡 0.27
いちご とちおとめ苺 相対 栃　木 56,210 0.26 259 205 86
いちご とちおとめ苺 相対 茨　城 0.26
いちご とちおとめ苺 相対 各　地 0.25
いちご あまおう 相対 福　岡 0.27
いちご とちおとめ苺 第三者販売 栃　木 0.26
いちご とちおとめ苺 第三者販売 茨　城 0.26
いちご とちおとめ苺 第三者販売 各　地 0.25
いちご あまおう 第三者販売 福　岡 0.27
いちご とちおとめ苺 商物分離 栃　木 828 0.26
いちご とちおとめ苺 商物分離 茨　城 0.26
いちご とちおとめ苺 商物分離 各　地 0.25
いちご あまおう 商物分離 福　岡 0.27

アールスメロン セリ 静　岡 1,600 1 3,780 1,620 1,080
アールスメロン セリ 熊　本 8
アールスメロン セリ 各　地 8
アールスメロン 相対 静　岡 8,396 1 2,700 1,404 918
アールスメロン 相対 熊　本 8 7,128 5,292 3,240
アールスメロン 相対 各　地 8 6,480 5,292 3,888
アールスメロン 第三者販売 静　岡 1
アールスメロン 第三者販売 熊　本 8
アールスメロン 第三者販売 各　地 8
アールスメロン 商物分離 静　岡 1
アールスメロン 商物分離 熊　本 8
アールスメロン 商物分離 各　地 8
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プリンスメロン セリ 茨　城 5
プリンスメロン セリ 千　葉 4
プリンスメロン セリ 各　地 4
プリンスメロン 相対 茨　城 1,990 5 2,700 2,376 1,080
プリンスメロン 相対 千　葉 4
プリンスメロン 相対 各　地 4
プリンスメロン 第三者販売 茨　城 5
プリンスメロン 第三者販売 千　葉 4
プリンスメロン 第三者販売 各　地 4
プリンスメロン 商物分離 茨　城 5
プリンスメロン 商物分離 千　葉 4
プリンスメロン 商物分離 各　地 4
クインシメロン セリ 熊　本 5
クインシメロン セリ 茨　城 5
クインシメロン セリ 各　地 5
クインシメロン 相対 熊　本 14,345 5 3,240 2,700 1,620
クインシメロン 相対 茨　城 5
クインシメロン 相対 各　地 5 3,780 2,376 1,620
クインシメロン 第三者販売 熊　本 5
クインシメロン 第三者販売 茨　城 5
クインシメロン 第三者販売 各　地 5
クインシメロン 商物分離 熊　本 5
クインシメロン 商物分離 茨　城 5
クインシメロン 商物分離 各　地 5
アンデスメロン セリ 茨　城 5
アンデスメロン セリ 熊　本 5
アンデスメロン セリ 各　地 5
アンデスメロン 相対 茨　城 7,020 5 3,672 2,916 1,620
アンデスメロン 相対 熊　本 5
アンデスメロン 相対 各　地 5
アンデスメロン 第三者販売 茨　城 5
アンデスメロン 第三者販売 熊　本 5
アンデスメロン 第三者販売 各　地 5
アンデスメロン 商物分離 茨　城 5
アンデスメロン 商物分離 熊　本 5
アンデスメロン 商物分離 各　地 5

西瓜 セリ 熊　本 15
西瓜 セリ 千　葉 13
西瓜 セリ 各　地 15
西瓜 相対 熊　本 221,923 15 5,400 3,996 1,728
西瓜 相対 千　葉 13 4,536 3,888 2,160
西瓜 相対 各　地 15
西瓜 第三者販売 熊　本 45 15 3,564
西瓜 第三者販売 千　葉 13
西瓜 第三者販売 各　地 15
西瓜 商物分離 熊　本 55,395 15 4,860 4,212 1,944
西瓜 商物分離 千　葉 13
西瓜 商物分離 各　地 15

こだますいか セリ 茨　城 996 8
こだますいか セリ 群　馬 8
こだますいか セリ 各　地 8
こだますいか 相対 茨　城 28,811 8 5,076
こだますいか 相対 群　馬 8 5,940 3,132 1,188
こだますいか 相対 各　地 8
こだますいか 第三者販売 茨　城 352 8
こだますいか 第三者販売 群　馬 8 4,644 4,212 4,104
こだますいか 第三者販売 各　地 8
こだますいか 商物分離 茨　城 32 8
こだますいか 商物分離 群　馬 8 5,076
こだますいか 商物分離 各　地 8

マンゴー セリ 宮　崎 1,267 1 7,560 5,508 2,160
マンゴー セリ 鹿児島 0.4
マンゴー セリ 各　地 1
マンゴー 相対 宮　崎 2,154 1 7,560 5,400 3,780
マンゴー 相対 鹿児島 0.4 1,188
マンゴー 相対 各　地 1 4,860 4,644 4,320
マンゴー 第三者販売 宮　崎 2 1
マンゴー 第三者販売 鹿児島 0.4
マンゴー 第三者販売 各　地 1
マンゴー 商物分離 宮　崎 291 1 5,400 2,808 2,160
マンゴー 商物分離 鹿児島 0.4
マンゴー 商物分離 各　地 1

その他果実 セリ 132
その他果実 相対 89,665
その他果実 第三者販売 3,040
その他果実 商物分離 10,245
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