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北海道 きらら３９７ 11,196 愛知 あいちのかおり 12,673
北海道 ななつぼし 11,549 愛知 コシヒカリ 13,116
北海道 ほしのゆめ 11,935 愛知 あさひの夢 11,748
青森 つがるロマン 11,300 三重 コシヒカリ 一般 13,138
青森 まっしぐら 10,912 三重 コシヒカリ 伊賀 13,570
青森 むつほまれ 11,144 三重 キヌヒカリ 12,040
岩手 ひとめぼれ 12,065 滋賀 コシヒカリ 13,277
岩手 あきたこまち 11,904 滋賀 キヌヒカリ 11,889
岩手 いわてっこ 11,048 滋賀 日本晴 11,933
宮城 ひとめぼれ 12,044 京都 コシヒカリ 13,479
宮城 ササニシキ 12,119 京都 キヌヒカリ 12,176
宮城 まなむすめ 10,940 兵庫 コシヒカリ 13,615
秋田 あきたこまち 12,457 兵庫 キヌヒカリ 12,160
秋田 ひとめぼれ 11,582 兵庫 ヒノヒカリ 12,024
秋田 めんこいな 11,055 奈良 ヒノヒカリ 12,082
山形 はえぬき 11,700 鳥取 コシヒカリ 13,161
山形 コシヒカリ 13,336 鳥取 ひとめぼれ 12,111
山形 ひとめぼれ 12,357 島根 コシヒカリ 13,206
福島 コシヒカリ 中通り 12,486 島根 きぬむすめ 12,299
福島 コシヒカリ 会津 13,646 島根 ハナエチゼン 12,312
福島 コシヒカリ 浜通り 12,768 岡山 ヒノヒカリ 11,982
福島 ひとめぼれ 11,472 岡山 アケボノ 11,089
福島 あきたこまち 11,412 岡山 コシヒカリ 13,046
茨城 コシヒカリ 13,070 広島 コシヒカリ 12,085
茨城 あきたこまち 12,405 広島 中生新千本 10,608
茨城 ゆめひたち 12,223 広島 あきろまん 11,928
栃木 コシヒカリ 12,680 山口 コシヒカリ 12,748
栃木 あさひの夢 10,883 山口 ヒノヒカリ 11,866
栃木 なすひかり 11,805 山口 ひとめぼれ 11,902
群馬 あさひの夢 11,665 徳島 コシヒカリ 12,845
埼玉 彩のかがやき 12,107 徳島 キヌヒカリ 12,133
埼玉 コシヒカリ 13,111 香川 ヒノヒカリ 11,554
埼玉 キヌヒカリ 12,535 香川 コシヒカリ 13,113
千葉 コシヒカリ 12,907 愛媛 コシヒカリ 13,211
千葉 ふさおとめ 11,953 愛媛 ヒノヒカリ 12,349
千葉 ふさこがね 11,480 愛媛 あきたこまち 12,531
山梨 コシヒカリ 16,900 高知 コシヒカリ 13,635
長野 コシヒカリ 13,660 高知 ヒノヒカリ 13,398
長野 あきたこまち 12,428 福岡 ヒノヒカリ 12,224
静岡 コシヒカリ 13,581 福岡 夢つくし 14,611
静岡 キヌヒカリ 12,083 佐賀 ヒノヒカリ 12,104
新潟 コシヒカリ 一般 15,653 佐賀 夢しずく 12,122
新潟 コシヒカリ 魚沼 21,685 佐賀 コシヒカリ 15,158
新潟 コシヒカリ 岩船 15,884 長崎 ヒノヒカリ 12,526
新潟 コシヒカリ 佐渡 15,992 長崎 コシヒカリ 13,660
新潟 こしいぶき 12,628 熊本 ヒノヒカリ 12,090
富山 コシヒカリ 13,786 熊本 コシヒカリ 13,101
富山 てんたかく 12,426 熊本 森のくまさん 11,863
石川 コシヒカリ 13,313 大分 ヒノヒカリ 12,016
石川 ゆめみづほ 11,834 大分 ひとめぼれ 12,012
福井 コシヒカリ 13,400 宮崎 コシヒカリ 13,878
福井 ハナエチゼン 12,262 宮崎 ヒノヒカリ 12,608
岐阜 ハツシモ 12,543 鹿児島 ヒノヒカリ 12,116
岐阜 コシヒカリ 13,629 鹿児島 コシヒカリ 13,406
岐阜 あきたこまち 12,532 12,711

（主食用１等、円／60Kg）

平成22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23年10月までの加重平均である。 


