
魚介類消費量 小麦粉消費量 もち消費量

2014年 第一位 青森県 2014年 第一位 奈良県 2014年 第一位 新潟県

パスタ・スパゲッティ消費量 インスタントラーメン消費量 めん類消費量

2014年 第一位 埼玉県 2014年 第一位 青森県 2014年 第一位 香川県

うどん・そば消費量 パン消費量 米消費量

2014年 第一位 香川県 2014年 第一位 京都府 2014年 第一位 静岡県

エンゲル係数 ベーコン消費量 ハム消費量

2013年 第一位 京都府 2013年 第一位 沖縄県 2013年 第一位 富山県

ソーセージ消費量 肉消費量 鶏肉消費量

2013年 第一位 青森県 2013年 第一位 和歌山県 2013年 第一位 福岡県

豚肉消費量 牛肉消費量 ハンバーガー外食費用

2013年 第一位 北海道 2013年 第一位 奈良県 2012年 第一位 沖縄県



中華外食費用 洋食外食費用 和食外食費用

2012年 第一位 兵庫県 2012年 第一位 栃木県 2012年 第一位 岐阜県

外食費用 喫茶費用 飲酒費用

2012年 第一位 東京都 2012年 第一位 愛知県 2012年 第一位 高知県

うどん・そば外食費用 すし外食費用 ラーメン外食費用

2012年 第一位 香川県 2012年 第一位 石川県 2012年 第一位 山形県

お菓子消費量 ビスケット消費量 ゼリー消費量

2012年 第一位 石川県 2012年 第一位 山口県 2012年 第一位 岩手県

プリン消費量
アイスクリーム・シャーベッ
ト消費量

まんじゅう消費量

2012年 第一位 茨城県 2012年 第一位 石川県 2012年 第一位 熊本県



カステラ消費量 スナック菓子消費量 せんべい消費量

2012年 第一位 長崎県 2012年 第一位 鳥取県 2012年 第一位 栃木県

キャンディー消費量 チョコレート消費量 ケーキ消費量

2012年 第一位 山口県 2012年 第一位 石川県 2012年 第一位 東京都

羊羹消費量 桃消費量 ぶどう消費量

2012年 第一位 栃木県 2010年 第一位 福島県 2010年 第一位 山梨県

グレープフルーツ消費量 柿消費量 スイカ消費量

2010年 第一位 新潟県 2010年 第一位 岐阜県 2010年 第一位 新潟県

メロン消費量 なし消費量 りんご消費量

2010年 第一位 茨城県 2010年 第一位 鳥取県 2010年 第一位 青森県

みかん消費量 バナナ消費量 イチゴ消費量



2010年 第一位 静岡県 2010年 第一位 鳥取県 2010年 第一位 埼玉県

果物消費量 海苔消費量 わかめ消費量

2010年 第一位 福島県 2010年 第一位 佐賀県 2010年 第一位 岩手県

かつお節・削り節消費量 昆布消費量 弁当消費量

2010年 第一位 沖縄県 2010年 第一位 富山県 2010年 第一位 熊本県

おにぎり消費量 冷凍食品消費量 コロッケ消費量

2010年 第一位 東京都 2010年 第一位 佐賀県 2010年 第一位 福井県

しゅうまい消費量 餃子消費量 バター消費量

2010年 第一位 神奈川県 2010年 第一位 栃木県 2009年 第一位 北海道

チーズ消費量 牛乳消費量 乳酸菌飲料消費量

2009年 第一位 埼玉県 2009年 第一位 埼玉県 2009年 第一位 群馬県



ミネラルウォーター消費量 炭酸飲料消費量 コーヒー消費量

2009年 第一位 沖縄県 2009年 第一位 青森県 2009年 第一位 奈良県

紅茶消費量 緑茶消費量 食用油消費量

2009年 第一位 栃木県 2009年 第一位 静岡県 2008年 第一位 福島県

カレールウ消費量 ジャム消費量
マヨネーズ・ドレッシング消
費量

2008年 第一位 佐賀県 2008年 第一位 神奈川県 2008年 第一位 島根県

ケチャップ消費量 ソース消費量 酢消費量

2008年 第一位 熊本県 2008年 第一位 広島県 2008年 第一位 鹿児島県

食塩消費量 砂糖消費量 しょう油消費量

2008年 第一位 青森県 2008年 第一位 長野県 2008年 第一位 山形県



味噌消費量 納豆消費量 カニ消費量

2008年 第一位 長野県 2008年 第一位 福島県 2008年 第一位 鳥取県

エビ消費量 タコ消費量 イカ消費量

2008年 第一位 和歌山県 2008年 第一位 香川県 2008年 第一位 島根県

カツオ消費量 イワシ消費量 アジ消費量

2008年 第一位 高知県 2008年 第一位 鳥取県 2008年 第一位 長崎県

サンマ消費量 サバ消費量 サケ消費量

2008年 第一位 青森県 2008年 第一位 島根県 2009年 第一位 青森県

タイ消費量 ブリ消費量 マグロ消費量

2008年 第一位 佐賀県 2008年 第一位 富山県 2008年 第一位 静岡県














