
都内の野菜小売価格（１０月前半）

量目 形態 百貨店 高級スーパー 量販店

山形県 2束 398

栃木県 束 198

いんげん 青森県 パック 298

京都府 紫ずきん 袋 580

天狗 袋 499 / 580 498 / 580

天狗味緑 袋 599 / 680

千葉県 袋 398

秘伝豆 袋 398 / 480 248 / 358 / 398

袋 398

おかひじき 山形県 パック 128 / 198 / 298 198

かぼちゃ 山形県 サラダかぼちゃ 1個 480

きくらげ 山形県 本きくらげ パック 258

秋田県 1本 90

群馬県 1本 78

埼玉県 1本 58 / 78

栃木県 3本 パック 298

福島県 1本 80 / 84

里芋 新潟県 五泉里芋 100ｇ当り 158

秋田県 生 パック 398 238

岩手県 生 パック 258

長野県 生 パック 148

黄色 パック 198 / 299 / 315 300

もって パック 105 / 399 198

秋田県 パック 298

つるむらさき 福島県 袋 150

1個 258

2個 パック 525

岐阜県 2個 パック 398

静岡県 3個 パック 480

千葉県 ミニトマト 袋 358

1個 198

王様トマト 4個 パック 580

4個 パック

1個 298

2個 パック 525

フルーツトマト 2個 パック 735

ミニトマト パック 398

樹熟トマト 3個 パック 580

式部なす パック 298

味小なす パック 198

山形県 袋 126 158 88 / 158

秋田県 袋 105

岐阜県 袋 78

新潟県 袋 98

長野県 袋 158 120

茨城県 束 189

栃木県 束 105 150 118

山形県 達者de菜 束 128 / 150 98 / 118

にんじん 山形県 月山高原 3本 袋 198

ニラ

トマト

品名/品種
小売価格（円）パッケージ

山形県

北海道

なす 山形県

なめこ

品目 産地

山形県

枝豆

群馬県

きゅうり

福島県

山形県

アスパラ

しいたけ

茨城県

食用菊



量目 形態 百貨店 高級スーパー 量販店
品名/品種

小売価格（円）パッケージ
品目 産地

1本 158

2本 束 368

秋田県 1本 105

新潟県 3本 束 248

福島県 3本 束 298

北海道 3本 束 525

1本 158 168

2本 束 198

3本 束 398

山形県 1個 298

茨城県 2個 袋 298

山形県 インカのめざめ 袋 398

山形県 キタアカリ 袋 298

ひらたけ 山形県 袋 258

ぶなしめじ 長野県 袋 158

群馬県 袋 258

栃木県 袋 198

茨城県 袋 298

千葉県 パック 263

茨城県 パック 198

やまぶしたけ 山形県 パック 298

マッシュルーム

山形県

ねぎ

ばれいしょ

ほうれん草

青森県

パプリカ


