
前年同 前年同

月比較 月比較

だいこん 1,3531,3531,3531,353 変わらず 変わらず やや多い 83838383 やや安い やや高い 高い 徳島､宮崎､鹿児島

はくさい 1,4771,4771,4771,477 変わらず 変わらず 変わらず 74747474 やや安い 高い 高い 茨城､和歌山､鹿児島

キャベツ 1,1661,1661,1661,166 少ない 少ない やや少ない 134134134134 高い 高い 高い 愛知､茨城

西洋にんじん 764764764764 変わらず 多い 多い 146146146146 やや安い 高い 高い 長崎､千葉

ほうれんそう 107107107107 やや多い 少ない 少ない 620620620620 やや安い 変わらず 高い 奈良､徳島､福岡

白ねぎ 161161161161 多い やや少ない やや少ない 374374374374 変わらず 変わらず やや高い 埼玉､静岡､福井､鳥取

青ねぎ 67676767 変わらず 少ない 少ない 556556556556 変わらず 高い 高い 奈良､高知

ブロッコリー 131131131131 多い 多い 変わらず 418418418418 変わらず やや安い 高い 徳島､鳥取

レタス 242242242242 やや少ない 多い 少ない 300300300300 やや高い 安い 高い 兵庫､徳島､長崎､香川

きゅうり 295295295295 多い 多い やや多い 379379379379 やや安い 安い やや安い 宮崎､徳島

トマト 182182182182 変わらず 多い 多い 379379379379 安い 変わらず 変わらず 愛知､熊本､徳島､宮崎

ピーマン 115115115115 やや多い 多い やや少ない 473473473473 変わらず やや高い やや高い 宮崎､鹿児島

ばれいしょ 644644644644 変わらず やや少ない やや少ない 101101101101 変わらず やや高い やや安い 北海道､長崎

さといも 106106106106 多い 少ない 少ない 249249249249 やや高い 高い 高い 宮崎､愛媛､奈良

たまねぎ 947947947947 変わらず 少ない 少ない 144144144144 やや高い 高い 高い 北海道､兵庫

生しいたけ 85858585 やや多い やや多い 変わらず 1,0451,0451,0451,045 高い やや安い 変わらず 徳島､奈良､岐阜､兵庫

えのきだけ 183183183183 多い やや多い 変わらず 346346346346 やや高い やや安い やや安い 長野

みかん 1,7261,7261,7261,726 多い 変わらず やや少ない 176176176176 変わらず 変わらず やや高い 和歌山

ふじ 431431431431 多い 変わらず やや少ない 249249249249 やや安い やや高い 高い 長野､青森

富有柿 865865865865 やや少ない やや少ない 多い 202202202202 やや安い 高い やや高い 奈良

いちご 97979797 多い 多い 少ない 1,6611,6611,6611,661 変わらず やや安い 高い 奈良､長崎､熊本

金時にんじん 135135135135 多い やや少ない 変わらず 425425425425 高い 高い 高い 香川

ごぼう 243243243243 変わらず 変わらず 変わらず 220220220220 高い 高い 高い 北海道､青森､千葉

れんこん 87878787 多い 変わらず 変わらず 580580580580 やや高い やや高い やや高い 徳島

くわい 15151515 多い 少ない 変わらず 826826826826 やや安い 高い やや高い 広島､中国

ゆりね 26262626 多い やや多い やや少ない 916916916916 変わらず 変わらず 高い 北海道

串柿 8888  ─── 変わらず やや少ない 1,5041,5041,5041,504  ─── やや安い 変わらず 和歌山､奈良

入荷量と卸売価格の過去の実績との比較

３、平年とは過去５ヶ年の12月の平均入荷量と平均価格です。

平年

比較

(円/㎏)

表の入荷量と価格の表し方

前月

比較

平年

比較

やや安いやや多い 変わらずやや少ない少ない ±５％以内の場合変わらず
平成26年1月分平成26年1月分平成26年1月分平成26年1月分はははは平成26年2月中旬平成26年2月中旬平成26年2月中旬平成26年2月中旬のののの掲載予定掲載予定掲載予定掲載予定ですですですです。。。。２、価格はキロ単価の平均価格です。

－６％以上－１５％以下の場合－１６％以上の場合安い ───  ─── 取引無し１、主要産地とは奈良県中央卸売市場の出荷者の属する県名です。

平成２５年１２月　　全国産主要青果物の入荷量と卸売価格

表現の内容＋１６％以上の場合＋６％以上＋１５％以下の場合

価 格
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高いやや高い多い
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品　 目
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表現（（（（入荷量入荷量入荷量入荷量）））） 表現（（（（単価単価単価単価））））
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