
２２年産主食うるち米の相対取引状況 10月31日 現在

（建値：基準地着・1等・裸・税別)
(単位：円／60㎏・トン）

基準価格 成約数量

北海道 きらら３９７ 東京 11,500 77

北海道 ななつぼし 東京 11,700 133

青森 つがるロマン 東京 11,500 0

青森 まっしぐら 東京 11,200 0

岩手 ひとめぼれ 東京 12,000 243

岩手 あきたこまち 東京 12,000 58

宮城 ササニシキ 東京 12,000 0

宮城 ひとめぼれ 東京 12,000 131

秋田 あきたこまち 東京 12,200 0

秋田 ひとめぼれ 東京 11,500 0

秋田 めんこいな 東京 11,000 0

山形 はえぬき 東京 12,000 1

山形 コシヒカリ 東京 14,000 0

福島 コシヒカリ 会津 東京 13,500 0

福島 コシヒカリ 中通 東京 13,100 0

福島 コシヒカリ 浜通 東京 13,000 0

福島 ひとめぼれ 東京 11,800 0

茨城 コシヒカリ 東京 14,000 18

茨城 あきたこまち 東京 13,000 0

栃木 コシヒカリ 東京 13,000 0

栃木 あさひの夢 東京 11,300 0

栃木 なすひかり 東京 11,800 0

埼玉 彩のかがやき 東京 11,800 0

千葉 コシヒカリ 東京 13,000 0

千葉 ふさおとめ 東京 11,800 0

長野 コシヒカリ 東京 14,000 0

長野 あきたこまち 東京 12,400 0

新潟 コシヒカリ 一般 東京 16,000 0

新潟 コシヒカリ 魚沼 東京 21,000 0

新潟 コシヒカリ 岩船 東京 16,300 0

新潟 コシヒカリ 佐渡 東京 16,300 0

新潟 こしいぶき 東京 12,500 0

富山 コシヒカリ 大阪 13,500 0

富山 てんたかく 大阪 12,000 0

石川 コシヒカリ 大阪 13,300 0

石川 ゆめみづほ 大阪 11,500 0

岐阜 コシヒカリ 大阪 13,146 0

岐阜 新ハツシモ 大阪 12,146 0

三重 コシヒカリ 一般 大阪 13,000 0

三重 コシヒカリ 伊賀 大阪 13,400 0

滋賀 コシヒカリ 大阪 13,100 0

滋賀 キヌヒカリ 大阪 11,500 0

鳥取 コシヒカリ 大阪 12,700 0

鳥取 ひとめぼれ 大阪 12,000 0

島根 コシヒカリ 大阪 13,500 0

島根 きぬむすめ 大阪 12,300 0

岡山 コシヒカリ 大阪 13,000 0

岡山 ヒノヒカリ 大阪 12,000 0

山口 コシヒカリ 大阪 12,500 0

山口 ヒノヒカリ 大阪 11,500 0

福岡 夢つくし 大阪 14,200 0

長崎 ヒノヒカリ 大阪 12,100 0

熊本 コシヒカリ 大阪 13,500 5

熊本 ヒノヒカリ 大阪 12,000 94

熊本 森のくまさん 大阪 12,000 1

大分 ヒノヒカリ 大阪 11,500 0

産地 銘柄 地区

無断転載禁止

10/24～10/30
基準地

（注）基準価格とは、本会と取引先が基準地持込渡しで取引する際の基準となる価格であり、

全国米取引・価格センターが公表していた入札取引に係る指標価格とは異なります。


