
（主食用１等、円／玄米60Kg（税込））

産地 品種銘柄
地域
区分

価格 産地 品種銘柄
地域
区分

価格

北海道 ななつぼし 15,996 三重 コシヒカリ 一般 15,390
北海道 ゆめぴりか 16,266 三重 コシヒカリ 伊賀 15,882
北海道 きらら３９７ 15,527 三重 キヌヒカリ 14,813
青森 まっしぐら 14,758 滋賀 コシヒカリ 15,646
青森 つがるロマン 15,075 滋賀 キヌヒカリ 14,765
岩手 ひとめぼれ 15,337 滋賀 日本晴 14,638
岩手 あきたこまち 15,255 京都 コシヒカリ 15,788
岩手 いわてっこ 14,780 京都 キヌヒカリ 14,910
宮城 ひとめぼれ 15,535 京都 ヒノヒカリ 15,560
宮城 つや姫 15,822 兵庫 コシヒカリ 16,013
宮城 ササニシキ 15,767 兵庫 ヒノヒカリ 14,786
秋田 あきたこまち 15,843 兵庫 キヌヒカリ 14,823
秋田 めんこいな 14,784 奈良 ヒノヒカリ 15,522
秋田 ひとめぼれ 15,433 鳥取 コシヒカリ 15,461
山形 はえぬき 15,407 鳥取 きぬむすめ 14,682
山形 つや姫 18,347 鳥取 ひとめぼれ 14,494
山形 ひとめぼれ 15,970 島根 コシヒカリ 15,743
福島 コシヒカリ 中通り 15,463 島根 きぬむすめ 14,828
福島 コシヒカリ 会津 15,528 島根 つや姫 15,598
福島 コシヒカリ 浜通り 15,096 岡山 アケボノ 14,952
福島 ひとめぼれ 14,981 岡山 あきたこまち 15,060
福島 天のつぶ 14,609 岡山 ヒノヒカリ 15,276
茨城 コシヒカリ 15,544 広島 コシヒカリ 15,407
茨城 あきたこまち 15,108 広島 あきさかり 14,458
茨城 ミルキークイーン 16,320 広島 あきろまん 14,254
栃木 コシヒカリ 15,596 山口 コシヒカリ 15,265
栃木 あさひの夢 14,789 山口 ひとめぼれ 14,406
栃木 なすひかり 14,991 山口 ヒノヒカリ 14,405
群馬 あさひの夢 15,087 徳島 コシヒカリ 15,861
群馬 ゆめまつり 14,916 徳島 キヌヒカリ 15,102
埼玉 彩のかがやき 15,169 香川 ヒノヒカリ 14,785
埼玉 コシヒカリ 15,480 香川 コシヒカリ 15,251
埼玉 彩のきずな 15,170 香川 おいでまい 15,368
千葉 コシヒカリ 15,517 愛媛 コシヒカリ 15,542
千葉 ふさこがね 14,638 愛媛 ヒノヒカリ 15,182
千葉 ふさおとめ 14,764 愛媛 あきたこまち 14,925
山梨 コシヒカリ 18,038 高知 コシヒカリ 15,171
長野 コシヒカリ 16,087 高知 ヒノヒカリ 14,358
長野 あきたこまち 15,264 福岡 夢つくし 16,265
静岡 コシヒカリ 15,971 福岡 ヒノヒカリ 15,434
静岡 きぬむすめ 14,951 福岡 元気つくし 16,082
静岡 あいちのかおり 14,936 佐賀 夢しずく 14,435
新潟 コシヒカリ 一般 17,042 佐賀 さがびより 15,039
新潟 コシヒカリ 魚沼 21,147 佐賀 ヒノヒカリ 14,243
新潟 コシヒカリ 佐渡 17,520 長崎 ヒノヒカリ 15,476
新潟 コシヒカリ 岩船 17,460 長崎 にこまる 15,797
新潟 こしいぶき 15,100 長崎 コシヒカリ 16,378
富山 コシヒカリ 15,936 熊本 ヒノヒカリ 15,165
富山 てんたかく 14,750 熊本 森のくまさん 14,932
石川 コシヒカリ 15,889 熊本 コシヒカリ 15,700
石川 ゆめみづほ 14,634 大分 ヒノヒカリ 15,636
福井 コシヒカリ 16,145 大分 ひとめぼれ 15,751
福井 ハナエチゼン 14,924 宮崎 コシヒカリ 15,458
岐阜 ハツシモ 15,357 宮崎 ヒノヒカリ 16,013
岐阜 コシヒカリ 15,933 鹿児島 ヒノヒカリ 16,128
岐阜 あきたこまち 14,882 鹿児島 コシヒカリ 16,307
愛知 あいちのかおり 14,806 鹿児島 あきほなみ 16,940
愛知 コシヒカリ 15,410 15,688
愛知 大地の風 14,970

 

平成30年産米の相対取引価格（通年平均）

全銘柄平均

資料： 農林水産省「米穀の取引に関する報告」
注：１ 報告対象業者は、全農、道県経済連、県単一農協、道県出荷団体（年間の玄米仕入数量が5,000トン以上）、出荷業者（年間の直接販売

数量が5,000トン以上）である。
２ 産地品種銘柄ごとの価格は、出荷業者と卸売業者等との間で数量と価格が決定された主食用の相対取引契約の価格（運賃、包装代、
消費税を含む１等米の価格）を加重平均したものである。

３ 価格に含む消費税は、令和元年9月以前は8％、10月は軽減税率の対象である米穀の品代等は8％、運賃等は10％で算定している。
４ 加重平均に際しては、新潟、長野、静岡以東（東日本）の産地品種銘柄については受渡地を東日本としているものを、富山、岐阜、愛知
以西（西日本）の産地品種銘柄については受渡地を西日本としているものを対象としている。

５ 相対取引価格は、個々の契約内容に応じて設定される大口割引等の割引などが適用された価格であり、実際の引取状況に応じて

価格調整（等級及び付加価値等（栽培方法等））が行われることがある。また、算定に当たっては、契約価格に運賃を含めない
産地在姿の取引分も対象としている。

６ 報告対象産地品種銘柄ごとの通年平均価格は、出回りから生産年の翌年10月までの月別の相対取引数量ウェイトで加重平均により算定
している。

７ 全銘柄平均価格は、報告対象産地品種銘柄ごとの前年産検査数量ウェイトで加重平均により算定している。


