
（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 %
こいわし % 愛媛 % 冷凍かれい % ちくわ %
はまち % 山口 % 冷凍さけ % てんぷら %
たこ % 東京 % 冷凍さば % かまぼこ %
あじ % 岡山 % 冷凍赤魚 % ちりめん %
いか % 福岡 % 冷凍まぐろ % 塩たらこ %
その他 % その他 % その他 % その他 %

4.2 0.2 4.9 0.2
50.0 0.6 14.8 96.8

6.7 0.7 11.6 0.4
5.1 0.3 9.6 0.3

1.1
10.3 17.6 19.0 0.6
7.1 1.8 13.8 0.6

72,615 72,615 5,696 39,511

16.6 78.8 26.3

731 低く

品目別 産地別 品目別 品目別

ちりめん 136 塩たらこ 68

361 15 高く

ちくわ 239
てんぷら 227 かまぼこ 171

26,548 増
1,009 21 低く

11 低く 塩さば 447

（　加　工　水　産　物　の　部　）
岡山 230 福岡 158

39,511 160 増

広島 57,214 愛媛 12,778
山口 1,320 東京 522

冷凍まぐろ 281

892 83 低く
1,007 低く

あじ 3,673 いか 3,016 冷凍赤魚 545

冷凍かれい 1,080
はまち 5,190 たこ 4,887 冷凍さけ 788 冷凍さば 663

8,302 減 1,154 増

たい 12,048 こいわし 7,478 冷凍えび 1,496

＜＜　卸　売　概　況　＞＞

（　生　鮮　水　産　物　の　部　） （　冷　凍　水　産　物　の　部　）

72,615 1,460 減 5,696 48 減

数　　　　　量 金　　　　　額
72,615 73,233,148 5,696 5,083,055 39,511 14,283,133 117,822 92,599,336

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
タイプライターテキスト
2019年6月




