
 都内の野菜小売価格（２月後半）

量目 形態 百貨店 量販店 青果小売店

あさつき 山形県 袋 498 / 350 498 / 298 450 / 398 / 250

アスパラガス メキシコ 4本 束 128

新潟県 パック 150

うるい パック 298 298 200 / 100

雪うるい １００ｇ パック 198 198

おかひじき 千葉県 パック 200 / 198 128

かぼちゃ ニュージーランド 100ｇあたり 38

キャベツ 千葉県 1個 198

1本 59

5本 袋 198

行者にんにく 山形県 パック 580 580 840 / 580 / 480

切干大根 宮崎県 袋 158

秋田県 パック 298

山形県 パック 300 / 298 298 / 198 298 / 200

こしあぶら 山形県 パック 650

米 山形県 あきたこまち ５ｋｇ 袋 1,680

群馬県 菌床生しいたけ パック 198 / 128

山形県 原木生しいたけ 3個 パック 158

黄色 パック 250

紫色 パック 350

黄色 １００ｇ パック 298 158

紫色 １００ｇ パック 398

せり 茨城県 袋 198

神奈川県 1本 97

群馬県 辛味大根 1本 178

大豆 山形県 秘伝まめ 300g 袋 300

静岡県 新玉ねぎ 2個 袋 158

北海道 3玉 袋 97

秋田県 パック 398 / 298

新潟県 パック 198

福島県 １００ｇ パック 198

山形県 ５０ｇ パック 398 / 300 / 198 398 / 198 273 / 250

愛知県 (大玉） 88

長崎県 (大玉） 1個 88

福岡県 こくみ 袋 298

宮崎県 (中玉） 袋 248

和歌山県 ランドレッド（中玉） 袋 348

千葉県 3本 束 150

山形県 軟白ねぎ 3本 袋 250

菜の花 高知県 束 298

生わさび 静岡県 1本 580

なめこ 群馬県 袋 98 / 97

群馬県 袋 128

栃木県 袋 128

にんじん 山形県 ２本 袋 198

にんにく 青森県 1個 ネット 248

ねぎ 千葉県 長ネギ 3本 束 158

パプリカ ニュージーランド 1個 198

茨城県 5個 袋 198

沖縄県 3個 袋 198

高知県 4個 袋 178

品名/品種
小売価格　　（円）パッケージ

品目 産地
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山形県

きゅうり 群馬県
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　冬野菜葉ものが出並ぶ。山形県産は、促成山菜が主流を占めて並ぶ。
　その他の野菜は庄内産が見うけられる。全体的に対前年より低価格で店頭教示。



ふき 愛知県 袋 198

秋田県 パック 198

群馬県 パック 398

ブナシメジ 長野県 袋 148

アメリカ 1個 97

香川県 1個 198 / 158

ほうれん草 千葉県 袋 128

まいたけ 新潟県 パック 168 / 95

みつば 山形県 根みつば ２００ｇ 袋 298

やまうど 群馬県 1本 228

ブロッコリー

ふきのとう


