
（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 %
ちぬ % 山口 % 冷凍さば % ちくわ %
たこ % 東京 % 冷凍さけ % かまぼこ %
いか % 福岡 % 冷凍赤魚 % 塩たらこ %
あじ % 三重 % 冷凍まぐろ % 塩さんま %
その他 % その他 % その他 % その他 %

4.7 0.1 3.8 0.2
52.8 0.2 17.2 96.0

4.9 0.9 9.2 0.5
4.8 0.2 5.6 0.3

1.5
10.0 18.9 22.8 0.9
5.2 1.8 9.8 0.6

82,090 82,090 9,207 40,073

17.6 77.9 31.6

660 低く

品目別 産地別 品目別 品目別

塩たらこ 111 塩さんま 99

413 78 高く

てんぷら 380
ちくわ 258 かまぼこ 215

26,598 増
1,069 117 低く

13 高く 塩さば 617

（　加　工　水　産　物　の　部　）
福岡 128 三重 92

40,073 5,243 増

広島 63,971 愛媛 15,528
山口 1,440 東京 700

冷凍まぐろ 353

841 110 高く
1,196 低く

いか 3,968 あじ 3,822 冷凍赤魚 515

冷凍かれい 2,095
ちぬ 4,298 たこ 4,041 冷凍さば 901 冷凍さけ 850

3,708 増 3,860 増

たい 14,460 はまち 8,216 冷凍えび 2,905

＜＜　卸　売　概　況　＞＞

（　生　鮮　水　産　物　の　部　） （　冷　凍　水　産　物　の　部　）

82,090 14,064 増 9,207 737 減

数　　　　　量 金　　　　　額
82,090 87,764,774 9,207 7,738,568 40,073 16,540,356 131,370 112,043,698

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

kcm
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