
（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 % 冷凍さけ % てんぷら %
たこ % 山口 % 冷凍さば % ちくわ %
あじ % 東京 % 冷凍甲いか % かまぼこ %
はぎ % 福岡 % 冷凍かれい % 塩たらこ %
いか % 島根 % 冷凍まぐろ % 丸干しうるめ %
その他 % その他 % その他 % その他 %

4.3 0.1 6.2 0.1
56.2 0.0 10.5 96.4

4.9 0.8 10.1 0.6
4.8 0.2 7.8 0.3

1.1
7.0 17.3 17.5 0.8
5.9 2.2 10.2 0.7

64,280 64,280 4,435 35,185

16.9 79.4 37.7

23 低く

品目別 産地別 品目別 品目別

塩たらこ 88 丸干しうるめ 21

390 35 低く

てんぷら 272
ちくわ 231 かまぼこ 195

4,888 減
952 135 低く

117 低く 塩さば 404

（　加　工　水　産　物　の　部　）
福岡 102 島根 40

35,185 2,988 増

広島 51,060 愛媛 11,127
山口 1,402 東京 486

冷凍まぐろ 277

925 194 低く
84 高く

はぎ 3,083 いか 2,771 冷凍かれい 345

冷凍さけ 778
たこ 3,790 あじ 3,133 冷凍さば 451 冷凍甲いか 447

17,810 減 4,772 減

たい 10,880 はまち 4,498 冷凍えび 1,673

＜＜　卸　売　概　況　＞＞

（　生　鮮　水　産　物　の　部　） （　冷　凍　水　産　物　の　部　）

64,280 1,560 増 4,435 321 減

数　　　　　量 金　　　　　額
64,280 61,192,501 4,435 4,103,462 35,185 13,704,818 103,900 79,000,781

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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