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青果部 品 目 別 取 扱 高 順 位 表

(野菜)

品　　　目数量 比率(％) 金　　　額 平均単価数量(Ｋｇ)
順位

金額
順位

比率(％)

1 883,245 24.1 1 266,121,892 31.7 301ト　　　　マ　　　　ト

2 774,389 21.1 2 167,988,155 20.0 217ね　　　　　　　　　ぎ

3 312,946 8.5 3 52,306,663 6.2 167き　　ゅ　　う　　り

4 176,535 4.8 16 10,046,771 1.2 57キ　　ャ　　ベ　　ツ

5 122,921 3.4 25 3,020,568 0.4 25は　　く　　さ　　い

6 121,715 3.3 22 4,734,259 0.6 39だ　　い　　こ　　ん

7 106,253 2.9 17 9,184,862 1.1 86た　　ま　　ね　　ぎ

8 96,669 2.6 11 13,878,756 1.7 144ブ　ロ　ッ　コ　リ　―

9 90,489 2.5 13 12,332,373 1.5 136ば　 れ　 い　 し　 ょ

10 88,727 2.4 4 35,756,163 4.3 403な　　　　め　　　　こ

11 82,240 2.2 18 8,714,577 1.0 106か　　　　　　　　　ぶ

12 70,576 1.9 10 16,102,975 1.9 228こ　　ま　　つ　　な

13 63,294 1.7 19 8,216,006 1.0 130な　　　　　　　　　す

14 60,839 1.7 9 16,184,268 1.9 266ほ　う　れ　ん　そ　う

15 45,275 1.2 5 29,037,588 3.5 641わ　　　　け　　　　ぎ

16 43,581 1.2 7 20,782,074 2.5 477い　　ん　　げ　　ん

17 42,634 1.2 21 5,598,847 0.7 131か　　ぼ　　ち　　ゃ

18 39,218 1.1 8 19,971,985 2.4 509み　 つ　 ば　 　　 計

19 38,186 1.0 15 10,169,830 1.2 266さ　ん　と　う　さ　い

20 35,002 1.0 24 4,320,982 0.5 123さ　　と　　い　　も

21 29,744 0.8 6 22,416,301 2.7 754生　 し　 い　 た　 け

22 29,566 0.8 14 11,668,626 1.4 395し　 ゅ　 ん　 ぎ　 く

23 26,431 0.7 28 2,278,798 0.3 86カ　リ　フ　ラ　ワ　―

24 21,022 0.6 12 12,508,067 1.5 595ミ　 ニ　 ト　 マ　 ト

25 19,491 0.5 27 2,722,673 0.3 140レ　　　　タ　　　　ス

26 18,264 0.5 20 5,781,984 0.7 317や　 ま　 の　 い　 も

27 17,404 0.5 23 4,352,950 0.5 250し　　　　　　　　　そ

28 16,459 0.4 33 1,679,702 0.2 102に　　ん　　じ　　ん

29 12,539 0.3 29 1,873,437 0.2 149う　　　　　　　　　め
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(野菜)

品　　　目数量 比率(％) 金　　　額 平均単価数量(Ｋｇ)
順位

金額
順位

比率(％)

30 10,018 0.3 30 1,808,984 0.2 181た　　け　　の　　こ

31 9,736 0.3 31 1,745,748 0.2 179と　う　も　ろ　こ　し

32 8,657 0.2 45 697,986 0.1 81ゆ　　　　ず　　　　類

33 7,227 0.2 26 2,935,109 0.4 406ピ　　―　　マ　　ン

34 6,389 0.2 36 1,498,645 0.2 235ふ　　　　　　　　　き

35 6,345 0.2 32 1,707,761 0.2 269う　　　　　　　　　ど

36 6,247 0.2 37 1,412,151 0.2 226き　　ょ　　う　　な

37 6,002 0.2 49 434,446 0.1 72つ　　　　け　　　　な

38 5,878 0.2 50 374,862 0.0 64か　　ん　　し　　ょ

39 4,504 0.1 46 616,811 0.1 137つ　　ま　　み　　菜

40 4,421 0.1 52 347,893 0.0 79チ ン ケ ゙  ン サ イ

41 3,193 0.1 38 1,192,916 0.1 374中　　国　　野　　菜

42 3,018 0.1 34 1,628,470 0.2 540ピ　　　　―　　　　ス

43 2,678 0.1 47 560,652 0.1 209え　　だ　　ま　　め

44 2,401 0.1 40 1,113,195 0.1 464み　　ょ　　う　　が

45 2,088 0.1 41 1,058,343 0.1 507モ　 ロ　 ヘ　 イ　 ヤ

46 1,983 0.1 35 1,592,034 0.2 803さ　や　え　ん　ど　う

47 1,887 0.1 43 955,154 0.1 506し し と う が ら し

48 1,346 0.0 55 283,416 0.0 211そ　　ら　　ま　　め

49 1,334 0.0 44 904,380 0.1 678ア　ス　パ　ラ　ガ　ス

50 1,262 0.0 56 268,514 0.0 213し　ょ　う　が　　　計

51 1,160 0.0 57 265,373 0.0 229に　　　　　　　　　ら

52 1,121 0.0 42 1,027,462 0.1 917せ　　　　　　　　　り

53 1,093 0.0 59 209,503 0.0 192ら　 っ　 き　 ょ　 う

54 985 0.0 61 167,481 0.0 170セ　　ル　　リ　　―

55 681 0.0 54 305,976 0.0 449食　　　　用　　　　菊

56 571 0.0 39 1,183,046 0.1 2,072た　　ら　　の　　芽

57 566 0.0 60 181,578 0.0 321さ　　　　さ　　　　げ

58 565 0.0 63 64,704 0.0 115ご　　　　ぼ　　　　う

59 544 0.0 51 352,012 0.0 647わ　　　　ら　　　　び
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(野菜)

品　　　目数量 比率(％) 金　　　額 平均単価数量(Ｋｇ)
順位

金額
順位

比率(％)

60 456 0.0 48 549,701 0.1 1,205山　　　　菜　　　　類

61 419 0.0 53 311,658 0.0 744に　　ん　　に　　く

62 287 0.0 62 88,906 0.0 310ぎ　　ん　　な　　ん

63 265 0.0 65 41,980 0.0 158な　　が　　い　　も

64 263 0.0 72 4,463 0.0 17サ　　ラ　　ダ　　な

65 218 0.0 67 37,192 0.0 171と　 う　 が　 ら　 し

66 115 0.0 66 38,779 0.0 337オ　　　　ク　　　　ラ

67 71 0.0 64 50,937 0.0 717ハ　　－　　ブ　　類

68 38 0.0 71 4,809 0.0 127め　　　　　　　　　類

69 20 0.0 68 11,750 0.0 588カ　 ッ　 ト　 野　 菜

70 9 0.0 69 8,148 0.0 905ぜ　　ん　　ま　　い

71 8 0.0 73 3,885 0.0 486エ　シ　ャ　レ　ッ　ト

72 7 0.0 58 233,248 0.0 33,321ま　　つ　　た　　け

73 4 0.0 75 368 0.0 92く　　　　わ　　　　い

74 4 0.0 70 7,770 0.0 1,943ま　　い　　た　　け

75 2 0.0 76 105 0.0 53あ　　さ　　つ　　き

76 0 0.0 74 945 0.0 945し　　　　め　　　　じ

1 31,752 0.9 2 9,139,424 1.1 288そ の 他 葉 茎 菜 類

2 22,385 0.6 1 12,977,469 1.5 580そ の 他 き の こ 類

3 7,894 0.2 5 568,159 0.1 72そ　の　他　土　物　類

4 4,807 0.1 7 388,364 0.0 81そ　の　他　果　菜　類

5 4,795 0.1 4 3,248,771 0.4 678そ　 の　 他　 野　 菜

6 4,051 0.1 3 3,719,484 0.4 918その他香辛つま物類

7 1,531 0.0 6 494,287 0.1 323そ　の　他　根　菜　類

8 83 0.0 8 21,470 0.0 259そ　の　他　洋　菜　類

9 7 0.0 9 1,691 0.0 242そ の 他 豆 科 野 菜

3,669,045 838,600,500 229100.0 100.0野　　　　菜　　　　計

(果実)

品　　　目数量 比率(％) 金　　　額 平均単価数量(Ｋｇ)
順位

金額
順位

比率(％)
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(果実)

品　　　目数量 比率(％) 金　　　額 平均単価数量(Ｋｇ)
順位

金額
順位

比率(％)

1 912,158 78.2 1 197,935,899 54.1 217な　　し　　 　　計

2 148,321 12.7 2 130,524,991 35.7 880い　 ち　 ご　  　 計

3 77,419 6.6 3 32,909,691 9.0 425い　　ち　　ぢ　　く

4 10,727 0.9 5918,785 0.3 86か　　き　　 　　計

5 7,643 0.7 4 1,463,473 0.4 191す　　　　も　　　　も

6 2,774 0.2 8 272,823 0.1 98キ ウ イ フ ル － ツ

7 2,577 0.2 6 867,056 0.2 336く　　　　　　　　　り

8 1,479 0.1 10 193,266 0.1 131も　　も　　 　　計

9 1,400 0.1 7 355,269 0.1 254メ　 ロ　 ン　  　 計

10 1,162 0.1 9 253,282 0.1 218す　　　　い　　　　か

11 30 0.0 11 5,355 0.0 179プ　　ル　　－　　ン

1 239 0.0 2 5,041 0.0 21その他仁果核果類

2 44 0.0 1 68,797 0.0 1,564そ　 の　 他　 果　 実

3 13 0.0 3 1,313 0.0 101そ　の　他　柑　橘　類

1,165,986 365,775,041 314100.0 100.0果　　　　実　　　　計

(鳥卵、加工品)

品　　　目数量 比率(％) 金　　　額 平均単価数量(Ｋｇ)
順位

金額
順位

比率(％)

1 274,239 67.0 1 64,103,780 69.2 234鳥　　卵　　　　　計

2 86,335 21.1 2 6,694,212 7.2 78も　　　　や　　　　し

3 1,741 0.4 3 1,361,778 1.5 782ほ　　し　　が　　き

4 530 0.1 6 160,313 0.2 302つ　 け　 も　 の　 計

5 436 0.1 4 698,784 0.8 1,603い　　も　　が　　ら

6 392 0.1 5 243,771 0.3 622切　干　だ　い　こ　ん

7 366 0.1 8 86,452 0.1 236こ　 ん　 に　 ゃ　 く

8 168 0.0 7 101,640 0.1 605野　　菜　　水　　煮

9 11 0.0 11 4,411 0.0 401た け の こ 加 工 品

10 6 0.0 10 5,618 0.0 936干　 し　 い　 た　 け

11 3 0.0 9 7,234 0.0 2,411な　　っ　　と　　う

1 22,540 5.5 2 7,401,298 8.0 328そ の 他 加 工 野 菜

青果部全社合算 2009年 4月分 2010年 3月分～ 4青果部

540

ICM-Gyoumu
テキストボックス



(鳥卵、加工品)

品　　　目数量 比率(％) 金　　　額 平均単価数量(Ｋｇ)
順位

金額
順位

比率(％)

2 13,908 3.4 1 11,081,486 12.0 797そ　の　他　加　工　品

3 8,655 2.1 3 672,242 0.7 78そ の 他 乾 燥 野 菜

409,330 92,623,019 226100.0 100.0鳥 卵 、 加 工 品 計

青果部全社合算 2009年 4月分 2010年 3月分～ 5青果部
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主要品目別取扱数量・金額図

主要品目別平均単価図
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花き部 品 目 別 取 扱 高 順 位 表

(切り花)

品　　　目数量 比率(％) 金　　　額 平均単価数量(本)
順位

金額
順位

比率(％)

1 249,774 37.4 1 9,938,135 27.7 40大　　菊　　　　　計

2 52,120 7.8 5 1,725,465 4.8 33ス　 プ　 レ　 ―　 菊

3 42,564 6.4 3 5,220,170 14.6 123ラ　　ン　　　　　計

4 38,660 5.8 6822,098 2.3 21小　　　　　　　　　菊

5 28,496 4.3 4 2,374,785 6.6 83ト ル コ キ キ ョ ウ

6 25,439 3.8 2 5,692,428 15.9 224榊　　（　　枝　　）

7 18,923 2.8 7691,441 1.9 37カ　　　　ラ　　　　―

8 17,865 2.7 13 371,648 1.0 21ア　　ス　　タ　　―

9 13,070 2.0 11 474,726 1.3 36ケ　　イ　　ト　　ウ

10 9,317 1.4 9 619,721 1.7 67ド ウ ダ ン （ 枝 ）

11 9,250 1.4 14 321,825 0.9 35り　　ん　　ど　　う

12 8,975 1.3 10 584,220 1.6 65ス　タ　―　チ　―　ス

13 6,770 1.0 12 445,830 1.2 66ス　　ト　　ッ　　ク

14 5,164 0.8 15 228,512 0.6 44百　　合　　　　　計

15 4,450 0.7 20 63,420 0.2 14み　や　こ　わ　す　れ

16 4,260 0.6 18 116,970 0.3 27水　　　　　　　　　仙

17 4,110 0.6 8 649,530 1.8 158桃　　（　　枝　　）

18 2,470 0.4 21 49,613 0.1 20柳　 （　 枝　 ）　 計

19 2,380 0.4 17 136,343 0.4 57し　 ゃ　 く　 や　 く

20 1,995 0.3 16 147,735 0.4 74南　 天　 （　 枝　 ）

21 1,790 0.3 23 35,910 0.1 20な　　で　　し　　こ

22 1,500 0.2 28 23,625 0.1 16カ　―　ネ　―　　　計

23 1,231 0.2 19 67,883 0.2 55菖　　　　　　　　　蒲

24 850 0.1 33 2,520 0.0 3ガ　　―　　ベ　　ラ

25 805 0.1 24 34,545 0.1 43か　　す　　み　　草

26 520 0.1 27 25,935 0.1 50ツ　ツ　ジ　（　枝　）

27 500 0.1 31 4,620 0.0 9ポ　　―　　ピ　　―

28 500 0.1 25 32,655 0.1 65ボ　 ケ　 （　 枝　 ）

29 210 0.0 22 37,800 0.1 180梅　　（　　枝　　）
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(切り花)

品　　　目数量 比率(％) 金　　　額 平均単価数量(本)
順位

金額
順位

比率(％)

30 174 0.0 26 32,025 0.1 184桜　　（　　枝　　）

31 150 0.0 30 4,725 0.0 32ス　　ナ　　ッ　　プ

32 60 0.0 41 -8,610 0.0 -144バ　　ラ　　　　　計

33 55 0.0 35 1,785 0.0 32ダ　　　　リ　　　　ア

34 50 0.0 36 1,680 0.0 34ア カ シ ア （ 枝 ）

35 50 0.0 37 788 0.0 16葉　ラ　ン　（　葉　）

36 35 0.0 32 3,885 0.0 111椿　　（　　枝　　）

37 22 0.0 29 10,500 0.0 477松　　（　　枝　　）

38 20 0.0 34 2,100 0.0 105ユ ― カ リ （ 枝 ）

39 0 0.0 38 0 0.0 0フェニックス（葉）

40 0 0.0 39 0 0.0 0ア　　イ　　リ　　ス

41 -10 0.0 40 -420 0.0 42チ　ュ　―　リ　ッ　プ

1 58,630 8.8 1 2,472,645 6.9 42そ　の　他　切　り　花

2 30,836 4.6 2 1,821,530 5.1 59そ　の　他　切　り　枝

3 24,272 3.6 3592,515 1.7 24そ　の　他　切　り　葉

668,302 35,875,250 54100.0 100.0切　　り　　花　　計

(鉢物)

品　　　目数量 比率(％) 金　　　額 平均単価数量(鉢)
順位

金額
順位

比率(％)

1 3,729 14.7 1 1,719,533 33.3 461シクラメン（鉢）

2 1,482 5.8 3 122,388 2.4 83ベ コ ニ ア （ 鉢 ）

3 457 1.8 6 54,821 1.1 120カランコエ（鉢）

4 197 0.8 2 383,985 7.4 1,949ラ　ン　（　鉢　）　計

5 176 0.7 5 76,860 1.5 437鉄　 線　 （　 鉢　 ）

6 160 0.6 9 14,616 0.3 91シ ャ コ バ （ 鉢 ）

7 150 0.6 4 110,250 2.1 735カ―ネ―ション（鉢）

8 72 0.3 8 15,960 0.3 222ゼラニュ―ム（鉢）

9 36 0.1 10 2,604 0.1 72ア　ロ　エ　（　鉢　）

10 0 0.0 11 0 0.0 0葉 ぼ た ん （ 鉢 ）

11 0 0.0 7 28,350 0.5 28,350ポインセチア（鉢）
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(鉢物)

品　　　目数量 比率(％) 金　　　額 平均単価数量(鉢)
順位

金額
順位

比率(％)

12 0 0.0 12 0 0.0 0プリムラ（鉢)計

1 18,946 74.6 1 2,635,416 51.0 139そ　 の　 他　 鉢　 物

25,405 5,164,782 203100.0 100.0鉢　　　　物　　　　計

(その他)

品　　　目数量 比率(％) 金　　　額 平均単価数量(本/鉢/個)
順位

金額
順位

比率(％)

1 5,571 88.5 1262,164 79.2 47花　　苗　　　　　計

2 258 4.1 3 13,871 4.2 54松　　（　　庭　　）

3 144 2.3 8 -473 -0.1 -3苗　　　　　　　　　木

4 110 1.7 2 69,300 20.9 630ド ウ ザ ン （ 庭 ）

5 72 1.1 9 -41,580 -12.6 -578野　　　　菜　　　　苗

6 16 0.3 7 840 0.3 53ポ　ト　ス　（　観　）

7 1 0.0 4 7,875 2.4 7,875ド ラ セ ナ （ 観 ）

8 1 0.0 6 6,825 2.1 6,825ゴ　ム　（　観　）　計

9 1 0.0 5 7,350 2.2 7,350竹　　（　　観　　）

1 124 2.0 1 4,725 1.4 38そ の 他 観 葉 植 物

6,298 330,897 53100.0 100.0そ　　の　　他　　計
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主要品目別取扱数量・金額図

主要品目別平均単価図
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