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産地 品種銘柄
地域
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地域
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価格

北海道 きらら３９７ 13,772 愛知 あいちのかおり 13,676

北海道 ななつぼし 13,935 愛知 コシヒカリ 14,759

北海道 ほしのゆめ 14,008 愛知 あさひの夢 13,468

青森 つがるロマン 14,125 三重 コシヒカリ 一般 15,409

青森 まっしぐら 13,810 三重 コシヒカリ 伊賀 15,861

青森 むつほまれ 13,915 三重 キヌヒカリ 14,401

岩手 ひとめぼれ 15,176 滋賀 コシヒカリ 15,269

岩手 あきたこまち 14,888 滋賀 キヌヒカリ 14,779

岩手 いわてっこ 13,870 滋賀 日本晴 14,390

宮城 ひとめぼれ 15,056 京都 コシヒカリ 15,442

宮城 ササニシキ 15,150 京都 キヌヒカリ 14,813

宮城 まなむすめ 14,158 兵庫 コシヒカリ 15,970

秋田 あきたこまち 15,097 兵庫 キヌヒカリ 13,868

秋田 ひとめぼれ 14,100 兵庫 ヒノヒカリ 14,044

秋田 めんこいな 14,181 奈良 ヒノヒカリ 14,952

山形 はえぬき 14,670 鳥取 コシヒカリ 15,237

山形 コシヒカリ 15,731 鳥取 ひとめぼれ 14,540

山形 ひとめぼれ 15,488 島根 コシヒカリ 15,118

福島 コシヒカリ 中通り 15,117 島根 きぬむすめ 13,856

福島 コシヒカリ 会津 16,171 島根 ハナエチゼン 13,902

福島 コシヒカリ 浜通り 15,362 岡山 ヒノヒカリ 14,753

福島 ひとめぼれ 14,653 岡山 アケボノ 13,922

福島 あきたこまち 14,500 岡山 コシヒカリ 15,621

茨城 コシヒカリ 15,293 広島 コシヒカリ 14,720

茨城 あきたこまち 14,840 広島 中生新千本 13,848

茨城 ゆめひたち 14,299 広島 あきろまん 14,027

栃木 コシヒカリ 15,056 山口 コシヒカリ 15,260

栃木 あさひの夢 13,601 山口 ヒノヒカリ 14,690

栃木 なすひかり 14,111 山口 ひとめぼれ 14,706

群馬 あさひの夢 14,115 徳島 コシヒカリ 15,049

群馬 ゴロピカリ 14,095 徳島 キヌヒカリ 14,247

埼玉 彩のかがやき 13,789 香川 ヒノヒカリ 14,555

埼玉 コシヒカリ 15,192 香川 コシヒカリ 15,238

埼玉 キヌヒカリ 14,267 愛媛 コシヒカリ 14,314

千葉 コシヒカリ 15,026 愛媛 ヒノヒカリ 13,187

千葉 ふさおとめ 13,967 愛媛 あきたこまち 13,446

千葉 ふさこがね 13,976 高知 コシヒカリ 15,200

山梨 コシヒカリ 17,505 高知 ヒノヒカリ 14,358

長野 コシヒカリ 15,624 福岡 ヒノヒカリ 14,777

長野 あきたこまち 14,392 福岡 夢つくし 16,007

静岡 コシヒカリ 15,370 佐賀 ヒノヒカリ 14,806

静岡 キヌヒカリ 13,166 佐賀 夢しずく 14,875

新潟 コシヒカリ 一般 17,166 佐賀 コシヒカリ 16,574

新潟 コシヒカリ 魚沼 24,991 長崎 ヒノヒカリ 14,957

新潟 コシヒカリ 岩船 17,563 長崎 コシヒカリ 15,728

新潟 コシヒカリ 佐渡 17,538 熊本 ヒノヒカリ 14,603

新潟 こしいぶき 14,705 熊本 コシヒカリ 15,443

富山 コシヒカリ 15,937 熊本 森のくまさん 14,785

富山 てんたかく 14,436 大分 ヒノヒカリ 14,747

石川 コシヒカリ 15,278 大分 ひとめぼれ 14,917

石川 ゆめみづほ 14,290 宮崎 コシヒカリ 15,999

福井 コシヒカリ 15,572 宮崎 ヒノヒカリ 14,248

福井 ハナエチゼン 14,535 鹿児島 ヒノヒカリ 14,579

岐阜 ハツシモ 15,129 鹿児島 コシヒカリ 16,129

岐阜 コシヒカリ 15,438 15,146

岐阜 あきたこまち 14,642

平成20年産米の相対取引価格（出荷業者）

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21年10月までの加重平均である。


