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北海道 きらら３９７ 14,106 愛知 あいちのかおり 13,755
北海道 ななつぼし 14,092 愛知 コシヒカリ 15,010
北海道 ほしのゆめ 14,195 愛知 あさひの夢 13,408
青森 つがるロマン 13,690 三重 コシヒカリ 一般 15,710
青森 まっしぐら 13,433 三重 コシヒカリ 伊賀 16,348
青森 むつほまれ 13,759 三重 キヌヒカリ 14,900
岩手 ひとめぼれ 14,323 滋賀 コシヒカリ 15,935
岩手 あきたこまち 14,351 滋賀 キヌヒカリ 15,157
岩手 いわてっこ 13,394 滋賀 日本晴 14,849
宮城 ひとめぼれ 14,689 京都 コシヒカリ 16,370
宮城 ササニシキ 14,747 京都 キヌヒカリ 15,078
宮城 まなむすめ 13,758 兵庫 コシヒカリ 15,852
秋田 あきたこまち 15,315 兵庫 キヌヒカリ 14,565
秋田 ひとめぼれ 14,461 兵庫 ヒノヒカリ 14,464
秋田 めんこいな 14,094 奈良 ヒノヒカリ 14,950
山形 はえぬき 14,427 鳥取 コシヒカリ 15,644
山形 コシヒカリ 16,196 鳥取 ひとめぼれ 14,457
山形 ひとめぼれ 15,009 島根 コシヒカリ 15,657
福島 コシヒカリ 中通り 14,181 島根 きぬむすめ 14,907
福島 コシヒカリ 会津 15,966 島根 ハナエチゼン 14,344
福島 コシヒカリ 浜通り 13,855 岡山 ヒノヒカリ 14,728
福島 ひとめぼれ 13,746 岡山 アケボノ 14,051
福島 あきたこまち 13,744 岡山 コシヒカリ 16,181
茨城 コシヒカリ 15,798 広島 コシヒカリ 15,099
茨城 あきたこまち 14,591 広島 中生新千本 13,532
茨城 ゆめひたち 13,918 広島 あきろまん 14,118
栃木 コシヒカリ 15,558 山口 コシヒカリ 15,179
栃木 あさひの夢 14,231 山口 ヒノヒカリ 14,297
栃木 なすひかり 14,648 山口 ひとめぼれ 14,313
群馬 あさひの夢 13,936 徳島 コシヒカリ 15,767
群馬 ゴロピカリ 14,420 徳島 キヌヒカリ 14,498
埼玉 彩のかがやき 14,179 香川 ヒノヒカリ 14,801
埼玉 コシヒカリ 15,395 香川 コシヒカリ 15,921
埼玉 キヌヒカリ 14,448 愛媛 コシヒカリ 14,844
千葉 コシヒカリ 15,810 愛媛 ヒノヒカリ 14,142
千葉 ふさおとめ 14,389 愛媛 あきたこまち 14,136
千葉 ふさこがね 14,073 高知 コシヒカリ 16,246
山梨 コシヒカリ 17,623 高知 ヒノヒカリ 15,512
長野 コシヒカリ 15,966 福岡 ヒノヒカリ 14,635
長野 あきたこまち 14,877 福岡 夢つくし 15,800
静岡 コシヒカリ 15,834 佐賀 ヒノヒカリ 14,549
静岡 キヌヒカリ 13,441 佐賀 夢しずく 14,629
新潟 コシヒカリ 一般 18,399 佐賀 コシヒカリ 17,544
新潟 コシヒカリ 魚沼 23,432 長崎 ヒノヒカリ 15,045
新潟 コシヒカリ 岩船 18,940 長崎 コシヒカリ 16,214
新潟 コシヒカリ 佐渡 18,930 熊本 ヒノヒカリ 15,059
新潟 こしいぶき 14,508 熊本 コシヒカリ 16,245
富山 コシヒカリ 16,181 熊本 森のくまさん 15,273
富山 てんたかく 14,342 大分 ヒノヒカリ 15,358
石川 コシヒカリ 16,218 大分 ひとめぼれ 15,271
石川 ゆめみづほ 14,543 宮崎 コシヒカリ 16,340
福井 コシヒカリ 16,050 宮崎 ヒノヒカリ 15,722
福井 ハナエチゼン 14,663 鹿児島 ヒノヒカリ 14,689
岐阜 ハツシモ 15,079 鹿児島 コシヒカリ 15,852
岐阜 コシヒカリ 15,599 15,215
岐阜 あきたこまち 14,739

（主食用１等、円／60Kg）

平成23年産米の相対取引価格（出荷業者・通年平均）

全銘柄平均

資料：農林水産省 
注：１）相対取引価格は、全国出荷団体等と卸売業者等の主食用相対取引における１等米の数量及び価格により加重平均 
    したものである。 
     その際、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加重平均している。 
     なお、全銘柄平均価格は、産地銘柄ごとの前年産検査数量ウェイトで加重平均した価格である。 
  ２）価格には、運賃、包装代、消費税相当額が含まれている。 
  ３）契約開始月から平成24年10月までの加重平均である。 


