
えだまめ

＜百貨店＞

量目 形態 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半

えだまめ 千葉 袋 702 648

えだまめ 静岡 袋 540

えだまめ/俺豆 静岡 袋 540 540 540 540

えだまめ/天狗 群馬 袋 1,080 864 702 702 594 540

えだまめ/味緑 群馬 袋 702 756 702 594 594 594

えだまめ/味匠 群馬 袋 648

えだまめ/(枝付き) 埼玉 束 756 756 756 756

えだまめ/黒埼早生 新潟 袋 648 648

えだまめ/黒埼茶豆 新潟 100g当たり 袋 162

えだまめ/黒埼茶豆 新潟 袋 648 648

えだまめ/おつな姫 新潟 100g当たり 袋 141

えだまめ/肴豆 新潟 袋 594

えだまめ/だだちゃ豆 山形 100g当たり 袋 270 270 270

えだまめ/だだちゃ豆 山形 100g当たり 袋 324

えだまめ/殿様のだだちゃ豆 山形 袋 594 594

えだまめ/丹波黒豆京頭巾 京都 袋 378 648 540

えだまめ/香り五葉 秋田 袋 540

えだまめ/あきたほのか 秋田 袋 594

えだまめ/いたや毛豆 青森 100g当たり 袋 162

店舗名

百貨店Ａ（新宿区）

品名/品種 産地
パッケージ

9月6月 8月

小売価格

7月
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えだまめ

＜百貨店＞

量目 形態 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半

えだまめ 静岡 袋 499

えだまめ/俺たちの枝豆 静岡 袋 499 499

えだまめ/(枝残し) 千葉 袋 980 799

えだまめ/天狗 群馬 袋 799

えだまめ/味緑 群馬 袋 799 799 599 599

えだまめ 群馬 袋 399

えだまめ/だだちゃ豆 山形 袋 399 399 399

えだまめ/天狗 群馬 袋 1,080 1,080 1,080 780

えだまめ/味緑 群馬 袋 1,296 1,080 1,080 780 780

えだまめ/味匠 群馬 袋 1,296 1,080 980 980

えだまめ/はねっ娘 神奈川 袋 980

えだまめ/茶豆味 千葉 袋 1,080

えだまめ/(枝残し) 千葉 袋 1,080 980

えだまめ/おたふく(枝残し) 千葉 袋 880

えだまめ/(枝付き) 千葉 束 2,160 1,620 1,620

えだまめ/(枝付き) 埼玉 束 1,080

えだまめ/黒埼茶豆 新潟 袋 880

えだまめ/いきなまる 新潟 袋 781

えだまめ/肴豆 新潟 袋 780

えだまめ/だだちゃ豆 山形 袋 781 781 781

えだまめ 山形 袋 780

えだまめ/グリーン枝豆（枝残し） 青森 袋 880

えだまめ/丹波黒豆京頭巾 京都 袋 580

パッケージ

百貨店Ｃ（中央区）

百貨店B（中央区）

6月 9月店舗名 品名/品種 産地 7月

小売価格

8月
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えだまめ

＜大型量販店＞

量目 形態 前半 後半 前半 後半 前半 後半 前半 後半

えだまめ 静岡 袋 429

えだまめ 神奈川 袋 645

えだまめ 千葉 袋 322

えだまめ/天狗 群馬 袋 537 645 429 350 378 429

えだまめ 東京 袋 537

えだまめ 新潟 袋 429 429 321

えだまめ/黒埼茶豆 新潟 袋 645

えだまめ 福島 袋 429

えだまめ/だだちゃ豆 山形 袋 429 429 537

えだまめ 静岡 袋 321 429 321

えだまめ/駒豆 静岡 袋 537

えだまめ/切りえだまめ 静岡 袋 429

えだまめ 千葉 袋 321

えだまめ/天狗 群馬 袋 734 842 842 842 645 626

えだまめ/味緑 群馬 袋 429 645

えだまめ 群馬 袋 645

えだまめ/茶豆 新潟 袋 545 645

えだまめ 新潟 袋 321

えだまめ/だだちゃ豆 山形 袋 645 645 645

えだまめ 秋田 袋 321

大型量販店C(江東区)

産地 6月
パッケージ

大型量販店A(江東区)

店舗名 品名/品種

小売価格

9月8月7月
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