
（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 % 冷凍えび % 塩さば %
はまち % 愛媛 % 冷凍かれい % てんぷら %
こいわし % 山口 % 冷凍さけ % ちくわ %
いか % 東京 % 冷凍赤魚 % 塩さんま %
かれい % 大分 % 冷凍さば % かまぼこ %
ちぬ % 三重 % 冷凍まぐろ % 塩たらこ %
その他 % その他 % その他 % その他 %

4.4 0.3 3.3 0.5
57.5 0.4 21.9 94.9

5.1 1.1 9.5 0.7
5.0 0.3 8.0 0.6

1.8
8.1 24.2 20.5 0.8
5.1 1.6 10.4 0.7

68,026 68,026 9,944 34,830

14.8 72.1 26.4

811 低く

品目別 産地別 品目別 品目別

かまぼこ 219 塩たらこ 164

335 9 高く

てんぷら 281
ちくわ 257 塩さんま 233

20,658 増
1,186 43 低く

36 高く 塩さば 633

（　加　工　水　産　物　の　部　）
大分 210 三重 179

34,830 2,924 増

広島 49,026 愛媛 16,479
山口 1,094 東京 746

冷凍まぐろ 324

731 18 高く
1,257 低く

かれい 3,430 ちぬ 3,017 冷凍さば 800

冷凍かれい 2,035
こいわし 3,447 いか 3,444 冷凍さけ 1,033 冷凍赤魚 945

9,476 減 2,512 増

たい 10,078 はまち 5,542 冷凍えび 2,625

＜＜　卸　売　概　況　＞＞

（　生　鮮　水　産　物　の　部　） （　冷　凍　水　産　物　の　部　）

68,026 11,184 増 9,944 1,965 増

数　　　　　量 金　　　　　額
68,026 80,665,124 9,944 7,271,095 34,830 11,677,054 112,800 99,613,273

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


