
（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 %
たこ % 愛媛 % 冷凍さけ % てんぷら %
はまち % 山口 % 冷凍かれい % 塩さんま %
たちうお % 東京 % 冷凍さわら % ちくわ %
はも % 福岡 % 冷凍さば % かまぼこ %
あじ % 三重 % 冷凍赤魚 % ちりめん %
その他 % その他 % その他 % その他 %

4.2 0.2 8.9 0.4
48.4 0.6 15.7 95.6

4.6 0.8 9.6 0.7
4.5 0.3 9.0 0.5

1.2
8.8 24.0 15.7 0.8
8.4 1.3 13.6 0.8

59,697 59,697 6,014 34,695

21.1 72.8 27.5

658 低く

品目別 産地別 品目別 品目別

かまぼこ 189 ちりめん 124

390 32 低く

てんぷら 290
塩さんま 270 ちくわ 226

23,574 増
1,064 5 高く

65 高く 塩さば 414

（　加　工　水　産　物　の　部　）
福岡 169 三重 146

34,695 3,009 減

広島 43,464 愛媛 14,315
山口 762 東京 483

冷凍赤魚 535

847 87 低く
1,204 低く

はも 2,704 あじ 2,511 冷凍さば 542

冷凍さけ 943
はまち 5,027 たちうお 2,737 冷凍かれい 815 冷凍さわら 576

9,332 減 2,614 増

たい 12,588 たこ 5,240 冷凍えび 1,653

＜＜　卸　売　概　況　＞＞

（　生　鮮　水　産　物　の　部　） （　冷　凍　水　産　物　の　部　）

59,697 14,758 減 6,014 1,181 減

数　　　　　量 金　　　　　額
59,697 63,535,948 6,014 5,096,080 34,695 13,519,547 100,406 82,151,575

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9月




