
 都内の野菜小売価格（11月後半）

量目 形態 百貨店 高級スーパー 量販店

えのき 長野県 袋
100 / 105 / 126

/ 158 / 200

エリンギ 長野県 ﾊﾟｯｸ 150 / 189 / 280

山形県 ﾊﾟｯｸ 198 / 263 258 / 280

福岡県 ﾊﾟｯｸ 250

きくらげ 山形県 ﾊﾟｯｸ 298

こごみ 秋田県 ﾊﾟｯｸ 198 / 315

小松菜 山形県 袋 298

山形県 袋 298 / 315 298

愛媛県 袋 258

新潟県 五泉里芋 袋 580

秋田県 生 ﾊﾟｯｸ 398 / 399 300

茨城県 生 ﾊﾟｯｸ 398

山形県 生 ﾊﾟｯｸ 300

岩手県 生 ﾊﾟｯｸ 299

生 ﾊﾟｯｸ 598

生 100g当り 250

福島県 生 ﾊﾟｯｸ 398

黄色 ﾊﾟｯｸ
198 / 250 / 299

/ 315
400 138 / 280 / 298

もって ﾊﾟｯｸ 198 / 299 / 300 198

秋田県 黄色 ﾊﾟｯｸ 298 / 398

だいこん 山形県 1本 158

たらの芽 山形県 ﾊﾟｯｸ 350 / 525/ 630

愛知県 1個 298

栃木県 1個 158

ミニトマト 袋 398

樹熟トマト 2個 ﾊﾟｯｸ 398

4個 ﾊﾟｯｸ 580

1本 130/ 158

3本 束 315 / 380

1本 105

3本 束 298

茨城県 鍋ネギ 3本 束 300

3本 束 198

下仁田ねぎ 2本 束 299 / 315 250

千葉県 3本 束 198

栃木県 軟白ネギ 2本 束 480

新潟県 3本 束 198

1本 110 138

2本 束 299

3本 束 210

泥付 3本 袋 498

平田赤ネギ 3本 束 368

秋田県 袋 105

岐阜県 袋 78

群馬県 袋 105

新潟県 袋 120

袋 126

オッキーなめこ 袋 158

茨城県 束 189

栃木県 束 150 198

おかひじき

新潟県

山形県

トマト

山形県

里芋

しいたけ

食用菊

品名/品種
小売価格　　（円）パッケージ

品目 産地

青森県

長ネギ

山形県

なめこ

秋田県

群馬県

山形県

ニラ

　野菜の売場は菌茸類のコーナーが目立つ。鍋物用の白菜・長ネギなどのコーナーも見られる。
　山形県産は、食用菊、きのこ類が中心。促成山菜のたらの芽、こごみ、ふきのとうなどが並び始めた。



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

にんじん 山形県 月山にんじん 袋 198 / 210

山形県 娃々菜 1玉 199

茨城県 娃々菜 1玉 238

パプリカ 山形県 1玉 298

北海道 ﾊﾟｯｸ 315 / 525

山形県 ﾊﾟｯｸ 450

ぶなしめじ 長野県 袋
100 / 126 / 150

/ 198 / 250

群馬県 袋 198

京都府 袋 480

山形県 束 198

群馬県 ﾊﾟｯｸ 250

新潟県 ﾊﾟｯｸ 299

千葉県 ﾊﾟｯｸ 100 305

千葉県 ジャンボ 3個 ﾊﾟｯｸ 398

1個 980

2個 ﾊﾟｯｸ 780

山伏茸 長野県 袋 158

ジャンボ

ふきのとう

ほうれん草

マッシュルーム

山形県

白菜

まいたけ


