
前年同 前年同

月比較 月比較

だいこん 1,3261,3261,3261,326 変わらず 変わらず やや多い 58585858 変わらず 安い やや安い 千葉､徳島､長崎､鹿児島

はくさい 1,5051,5051,5051,505 多い 変わらず 変わらず 44444444 やや高い 安い やや安い 茨城､和歌山､奈良

キャベツ 1,4011,4011,4011,401 やや少ない 多い やや多い 67676767 高い 安い 安い 愛知､茨城

西洋にんじん 693693693693 やや少ない やや少ない やや多い 78787878 変わらず 安い 安い 長崎､千葉

ほうれんそう 116116116116 やや少ない やや多い やや少ない 534534534534 高い やや安い 変わらず 徳島､奈良､福岡

白ねぎ 173173173173 多い やや多い 変わらず 371371371371 高い 変わらず 変わらず 静岡､福井､群馬､大分､鳥取
青ねぎ 84848484 やや多い 多い やや少ない 413413413413 やや高い 安い 変わらず 奈良､高知

ブロッコリー 142142142142 少ない やや多い やや多い 334334334334 高い 安い 変わらず 徳島､鳥取

レタス 261261261261 やや少ない やや多い やや少ない 252252252252 高い 安い 変わらず 兵庫､長崎､愛媛､徳島

きゅうり 205205205205 変わらず 少ない 少ない 520520520520 高い 高い 高い 宮崎､高知

トマト 191191191191 多い 変わらず 多い 331331331331 変わらず やや安い やや安い 愛知､熊本､徳島､宮崎

ピーマン 97979797
やや少ない 少ない 少ない 466466466466 高い 変わらず やや高い 宮崎､鹿児島

ばれいしょ 688688688688 変わらず やや多い 変わらず 82828282 変わらず 安い 安い 北海道､長崎

さといも 101101101101 多い 変わらず 少ない 262262262262 やや高い 変わらず 高い 宮崎､愛媛､奈良

たまねぎ 1,2251,2251,2251,225 変わらず 多い 変わらず 89898989 やや高い 安い 安い 北海道､兵庫

生しいたけ 67676767 多い 少ない 少ない 1,2701,2701,2701,270 高い 高い 高い 徳島､兵庫､奈良

えのきだけ 151151151151 変わらず 少ない 少ない 407407407407 高い 高い 高い 長野

みかん 1,6741,6741,6741,674 多い 変わらず やや少ない 148148148148 やや高い 安い やや安い 和歌山

ふじ 575575575575 多い 多い 多い 230230230230 やや安い やや安い 変わらず 長野､青森

富有柿 1,6741,6741,6741,674 多い 多い 多い 148148148148 安い 安い 安い 奈良

いちご 114114114114  ─── 多い 変わらず 1,6171,6171,6171,617  ─── 変わらず やや高い 奈良､長崎､熊本

金時にんじん 151151151151 多い やや多い やや多い 331331331331 高い 安い 高い 香川

ごぼう 281281281281 多い やや多い 多い 179179179179 高い 安い 変わらず 青森､北海道､千葉

れんこん 67676767 多い 少ない 少ない 925925925925 高い 高い 高い 徳島

くわい 16161616 多い やや多い 変わらず 1,4351,4351,4351,435 やや高い 高い 高い 広島､中国

ゆりね 23232323 多い やや少ない 少ない 909909909909 変わらず 変わらず 高い 北海道

串柿 7777  ─── やや少ない やや少ない 1,6311,6311,6311,631  ─── やや高い 変わらず 和歌山､奈良､長野

変わらず
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