
（単位：トン）

産地 品種銘柄
地域
区分

検査数量 産地 品種銘柄
地域
区分

検査数量

北海道 きらら３９７ 206,907 愛知 あいちのかおり 20,863

北海道 ななつぼし 124,799 愛知 コシヒカリ 20,330

北海道 ほしのゆめ 96,197 愛知 あさひの夢 5,662

青森 つがるロマン 108,077 三重 コシヒカリ 一般 44,910

青森 まっしぐら 67,875 三重 コシヒカリ 伊賀 10,819

青森 むつほまれ 12,542 三重 キヌヒカリ 5,773

岩手 ひとめぼれ 140,324 滋賀 コシヒカリ 41,826

岩手 あきたこまち 36,101 滋賀 キヌヒカリ 23,544

岩手 いわてっこ 6,991 滋賀 日本晴 15,014

宮城 ひとめぼれ 220,609 京都 コシヒカリ 13,683

宮城 ササニシキ 23,099 京都 キヌヒカリ 5,065

宮城 まなむすめ 12,094 兵庫 コシヒカリ 23,946

秋田 あきたこまち 374,650 兵庫 キヌヒカリ 18,030

秋田 ひとめぼれ 32,532 兵庫 ヒノヒカリ 8,985

秋田 めんこいな 14,382 奈良 ヒノヒカリ 8,031

山形 はえぬき 213,975 鳥取 コシヒカリ 18,336

山形 コシヒカリ 26,958 鳥取 ひとめぼれ 11,624

山形 ひとめぼれ 31,655 島根 コシヒカリ 35,046

福島 コシヒカリ 中通り 67,418 島根 きぬむすめ 7,916

福島 コシヒカリ 会津 65,992 島根 ハナエチゼン 4,577

福島 コシヒカリ 浜通り 30,339 岡山 ヒノヒカリ 16,927

福島 ひとめぼれ 76,134 岡山 アケボノ 13,890

福島 あきたこまち 9,119 岡山 コシヒカリ 10,027

茨城 コシヒカリ 127,143 広島 コシヒカリ 25,901

茨城 あきたこまち 36,164 広島 中生新千本 5,585

茨城 ゆめひたち 8,080 広島 あきろまん 5,732

栃木 コシヒカリ 169,877 山口 コシヒカリ 20,026

栃木 あさひの夢 23,748 山口 ヒノヒカリ 13,728

栃木 なすひかり 7,462 山口 ひとめぼれ 12,132

群馬 あさひの夢 12,923 徳島 コシヒカリ 15,048

群馬 ゴロピカリ 9,691 徳島 キヌヒカリ 6,633

埼玉 彩のかがやき 12,309 香川 ヒノヒカリ 17,172

埼玉 コシヒカリ 9,198 香川 コシヒカリ 9,220

埼玉 キヌヒカリ 3,972 愛媛 コシヒカリ 6,885

千葉 コシヒカリ 84,370 愛媛 ヒノヒカリ 6,074

千葉 ふさおとめ 36,329 愛媛 あきたこまち 5,145

千葉 ふさこがね 17,416 高知 コシヒカリ 14,607

山梨 コシヒカリ 4,771 高知 ヒノヒカリ 3,463

長野 コシヒカリ 81,897 福岡 ヒノヒカリ 40,804

長野 あきたこまち 15,512 福岡 夢つくし 30,978

静岡 コシヒカリ 13,059 佐賀 ヒノヒカリ 25,366

静岡 キヌヒカリ 1,798 佐賀 夢しずく 12,319

新潟 コシヒカリ 一般 274,046 佐賀 コシヒカリ 5,230

新潟 コシヒカリ 魚沼 54,074 長崎 ヒノヒカリ 9,142

新潟 コシヒカリ 岩船 20,702 長崎 コシヒカリ 3,957

新潟 コシヒカリ 佐渡 24,308 熊本 ヒノヒカリ 42,683

新潟 こしいぶき 50,218 熊本 コシヒカリ 15,539

富山 コシヒカリ 122,702 熊本 森のくまさん 15,295

富山 てんたかく 18,635 大分 ヒノヒカリ 27,062

石川 コシヒカリ 68,486 大分 ひとめぼれ 6,308

石川 ゆめみづほ 12,096 宮崎 コシヒカリ 22,559

福井 コシヒカリ 55,655 宮崎 ヒノヒカリ 17,836

福井 ハナエチゼン 25,389 鹿児島 ヒノヒカリ 22,126

岐阜 ハツシモ 14,501 鹿児島 コシヒカリ 9,816

岐阜 コシヒカリ 11,874

岐阜 あきたこまち 4,080

注：１）平成19年産米の20年６月末日現在の検査数量である。

　　２）地域区分別の検査数量は一部推計を含む。

「平成20年産米の相対取引価格（出荷業者）」の
全銘柄平均の算出に用いる検査数量ウェイト


