
（卸売業者１社：呉中央水産）

本月の総卸売数量は、 kg で、前月に比し kgの卸売 で、 本月の総卸売数量は、 kg で、前月に比し kgの卸売 で、
前年同月に比し kg の となっている。 前年同月に比し kg の となっている。

品目別にこれを見ると、 品目別にこれを見ると、
第1位 kg 第2位 kg 第1位 kg 第2位 kg
第3位 kg 第4位 kg 第3位 kg 第4位 kg
第5位 kg 第6位 kg 第5位 kg 第6位 kg

等の順になっている。 等の順になっている。
取引価格は、kg当たり平均 円で、前月に比し 円 、前年同月に

産地別の総卸売数量は、 比し、 円 なっている。
第1位 kg 第2位 kg
第3位 kg 第4位 kg
第5位 kg 第6位 kg

等の順になっている。 本月の総卸売数量は、 kg で、前月の比し kgの卸売 で、
前年同月に比し kg の となっている。

取引価格は、kg当たり平均 円で、前月に比し 円 、前年同月に 品目別にこれを見ると、
比し、 円 なっている。 第1位 kg 第2位 kg

第3位 kg 第4位 kg
第5位 kg 第6位 kg

等の順になっている。
取引価格は、kg当たり平均 円で、前月に比し 円 、前年同月に

比し、 円 なっている。

kg kg kg kg

凡例 凡例 凡例 凡例
たい % 広島 % 冷凍シルバー % てんぷら %
はまち % 愛媛 % 冷凍かれい % かまぼこ %
いか % 山口 % 冷凍たら % 塩さんま %
はも % 大分 % 冷凍さば % 塩さば %
えび % 東京 % 冷凍えび % 塩たらこ %
あじ % 島根 % 冷凍さけ % ちくわ %
その他 % その他 % その他 % その他 %

5.2 0.4 4.3 0.2
54.9 1.3 38.9 97.5

5.5 1.0 9.4 0.4
5.3 0.7 8.5 0.2

0.6
8.1 22.1 13.4 0.6
6.0 1.5 11.4 0.5

74,094 74,094 14,461 30,883

15.0 73.0 14.1

586 低く

品目別 産地別 品目別 品目別

塩たらこ 61 ちくわ 55

442 606 低く

かまぼこ 171
塩さんま 152 塩さば 128

16,374 増
1,027 28 高く

52 低く てんぷら 183

（　加　工　水　産　物　の　部　）
東京 532 島根 324

30,883 19,762 増

広島 54,118 愛媛 16,401
山口 1,143 大分 730

冷凍さけ 626

574 1,477 低く
1,200 低く

えび 3,934 あじ 3,876 冷凍えび 1,222

冷凍かれい 1,941
いか 4,435 はも 4,047 冷凍たら 1,650 冷凍さば 1,353

4,051 増 8,421 増

たい 11,104 はまち 5,996 冷凍シルバー 2,039

＜＜　卸　売　概　況　＞＞

（　生　鮮　水　産　物　の　部　） （　冷　凍　水　産　物　の　部　）

74,094 5,065 増 14,461 11,061 増

数　　　　　量 金　　　　　額
74,094 76,058,246 14,461 8,295,593 30,883 13,658,143 119,438 98,011,982

数　　　　　量 金　　　　　額 数　　　　　量 金　　　　　額 数　　　　　量 金　　　　　額

水　産　物　部　種　類　別　取　扱　高
単位（Kg,円）

生　鮮　水　産　物 冷　凍　水　産　物 加　工　水　産　物 合　　　　　　　計
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