
【山菜】

　　調査品目：本県から出荷のあるもの（たらの芽、うるい、こごみ、行者にんにく、ふきのとう　など）　　

    調査産地：すべて　　調査時期：12月後半～5月後半

＜百貨店＞

量目 形態 前半 後半 前半 後半 前半 後半

あさつき 山形 袋 540 378 324

たらの芽 山形 648 810 810 648 648

こごみ 秋田 540 540 540 540

こごみ 山形

うるい 山形 540 540 540

うるい 山形 432

うるい 新潟 540 540

ふきのとう 北海道 810

ふきのとう 福島 756 864 864 864

行者にんにく 山形 50g パック 918 918

あさつき 山形 袋 399 399 399 399 399

たらの芽 山形 680 680

うるい 山形 パック 580

うるい 新潟 580

ふきのとう 新潟 980

あさつき 山形 150g 袋 680 480 480

わらび 山形 100ｇ

アイコ 山形 101ｇ 一束

シドケ 山形 102ｇ 一束

たらの芽 山形 50g パック 980 980 980

うるい 山形 パック 580 580

軟白栽培うるい 山形

行者にんにく 山形 50g パック 680

こごみ 秋田 パック 580 580 580

ふきのとう パック

ふきのとう 新潟 8個 パック 780 780 780

＜大型量販店＞

量目 形態 前半 後半 前半 後半 前半 後半

うるい 山形 パック 321
こごみ 山形 パック 378 378

あさつき 山形 袋 321 321 321
たらの芽 秋田 パック

たらの芽 山形 50g パック 267
たらの芽 群馬 50g パック 267 267 267
ふきのとう 愛知 パック

行者にんにく 山形 パック 538 538
たらの芽 山形 50g パック 626 626 626 626 616
たらの芽 群馬 パック 213
あさつき 山形 150g 袋 626 636 626
こごみ 秋田 パック 626 621
こごみ 山形 パック 626 624 621
こごみ 新潟 パック 518
うるい 山形 パック 626 626
うるい 新潟 パック 518

軟白栽培うるい 山形

行者にんにく 山形 50g パック 626 626
ふきのとう 秋田 626
ふきのとう 山形 パック 626 626 624 621
ふきのとう 福島 パック

ふきのとう 群馬 パック

ふきのとう 静岡 パック

のびる 徳島 パック 626
うるい 山形 パック 278

あさつき 山形 袋 321
たらの芽 群馬 パック 321
ふきのとう 群馬 パック 321

ふきのとう 岩手 パック 429
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