
都内の野菜小売価格（３月後半）

量目 形態 百貨店 高級スーパー 量販店

あさつき 山形県 袋 263 / 398 / 525

束 263 350

2束 399 / 599

メキシコ 束 199

ﾊﾟｯｸ 299

雪うるい ﾊﾟｯｸ 263 / 298 / 299

えのき 長野県 袋 100 / 105 / 158

エリンギ 群馬県 ﾊﾟｯｸ 299

キャベツ 愛知県 1玉 299

千葉県 1本 74

埼玉県 1本 78

行者にんにく 山形県 ﾊﾟｯｸ 525 / 580 / 599 499

秋田県 ﾊﾟｯｸ 294 / 350 / 399 299

山形県 ﾊﾟｯｸ 350 / 399 350

東京都 袋 199

山形県 袋 298

京都府 袋 398

秋田県 生 ﾊﾟｯｸ 398 / 399

岩手県 生 ﾊﾟｯｸ 299

埼玉県 生 ﾊﾟｯｸ 280

長崎県 生 ﾊﾟｯｸ 229

山形県 原木 ﾊﾟｯｸ 398

シドケ 秋田県 袋 399

ﾊﾟｯｸ 298 / 299 / 315

もって ﾊﾟｯｸ 299 / 350 / 398

宮城県 袋 263

茨城県 田せり 袋 399

秋田県 ﾊﾟｯｸ 299 / 399 / 473 399

福島県 ﾊﾟｯｸ 398

山形県 ﾊﾟｯｸ 398

愛知県 5～6個 ﾊﾟｯｸ 480

京都府 3個 735

1個 95

2個 363

4個 420 399

1本 158

3本 399

千寿ネギ 2本 399

1本 110

2本 束 298

3本 束 299

栃木県 2本 束 399

北海道 2本 束 129

山形県 雪中軟白ネギ 3本 束 420

香川県 束 299

京都府 京花菜 ﾊﾟｯｸ 480

千葉県 袋 298 199

秋田県 袋 105

新潟県 袋 120

山形県 袋 78 / 126

菜の花

埼玉県

うるい

長ねぎ 千葉県

たらの芽

品名/品種

なめこ

沖縄県

シイタケ

山形県

小売価格（円）パッケージ
品目 産地

アスパラガス
長崎県

きゅうり

せり

トマト

熊本県

小松菜

食用菊

こごみ

計画停電などの影響で店舗により品揃えにバラつきがあるが、野菜は比較的通常通り販売している。
放射線による出荷停止などの影響があり、産地や価格は日々変動している。



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

茨城県 袋 158

高知県 袋 100 198

北海道 袋 129

娃々菜 1玉 199 / 250

1/4玉 158 / 199

群馬県 1/4玉 210

静岡県 娃々菜 1玉 199

兵庫県 1/4玉 158

秋田県 ﾊﾟｯｸ 473 / 580

群馬県 ﾊﾟｯｸ 630 299

福島県 ﾊﾟｯｸ 499 525

北海道 ﾊﾟｯｸ 299

プチヴェール 山形県 ﾊﾟｯｸ 315

ぶなしめじ 長野県 袋 158

茨城県 寒じめほうれん草 袋 298

京都府 束
315 / 398 / 480

/ 525

群馬県 袋 263

埼玉県 束 199 294

東京都 袋 210 229

山形県 袋 298

まいたけ 新潟県 袋 199

マッシュルーム 茨城県 ﾊﾟｯｸ 263

水菜 京都府 袋 398

芽キャベツ 静岡県 ﾊﾟｯｸ 398 199

もやし 長野県 袋 69

山うど 栃木県 1本 298 / 350 / 420 298

山伏茸 長野県 袋 198

静岡県 1玉 398

栃木県 1玉 299

わらび 福島県 束 299

ニラ

白菜

レタス

ほうれん草

茨城県

ふきのとう


