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

5.3 0.3 5.0 0.3
46.6 0.7 14.9 96.2

7.6 0.7 11.6 0.5
6.4 0.4 11.3 0.5

1.1
9.7 17.5 17.0 0.8
8.4 1.2 14.5 0.6

76,774 76,774 5,297 39,514

16.0 79.2 25.7

1,405 低く

品目別 産地別 品目別 品目別

かまぼこ 205 塩たらこ 105

880 519 高く

てんぷら 330
ちくわ 237 ちりめん 213

26,918 増
1,016 7 高く

101 低く 塩さば 416

（　加　工　水　産　物　の　部　）
岡山 270 島根 254

39,514 3 増

広島 60,798 愛媛 13,414
山口 923 東京 536

冷凍まぐろ 267

972 80 高く
985 低く

はまち 4,883 あじ 4,089 冷凍赤魚 600

冷凍えび 901
たこ 6,482 はも 5,805 冷凍さけ 766 冷凍さば 617

22,666 増 1,752 増

たい 12,246 こいわし 7,455 冷凍かれい 1,360

＜＜　卸　売　概　況　＞＞

（　生　鮮　水　産　物　の　部　） （　冷　凍　水　産　物　の　部　）

76,774 4,159 増 5,297 399 減

数　　　　　量 金　　　　　額
76,774 78,005,526 5,297 5,149,664 39,514 34,779,392 121,585 117,934,582

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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