
（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 % 冷凍さけ % 塩たらこ %
はまち % 東京 % 冷凍たら % てんぷら %
さわら % 山口 % 冷凍まぐろ % ちくわ %
はも % 熊本 % 冷凍あなご % かまぼこ %
はぎ % 福岡 % 冷凍赤魚 % ちりめん %
その他 % その他 % その他 % その他 %

4.8 0.1 3.0 0.7
44.8 0.0 20.8 82.1

6.7 0.7 4.8 2.6
5.6 0.1 3.3 2.5

5.1
10.6 16.8 26.1 4.0
7.6 1.0 10.1 3.0

60,638 60,638 1,169 6,520

19.9 81.3 31.9

463 高く

品目別 産地別 品目別 品目別

かまぼこ 160 ちりめん 43

2,524 346 高く

塩たらこ 263
てんぷら 198 ちくわ 167

514 減
1,111 105 高く

227 高く 塩さば 334

（　加　工　水　産　物　の　部　）
熊本 78 福岡 49

6,520 278 減

広島 49,272 愛媛 10,192
東京 597 山口 415

冷凍赤魚 35

1,989 156 高く
112 高く

はも 3,388 はぎ 2,920 冷凍あなご 39

冷凍さけ 305
はまち 4,600 さわら 4,051 冷凍たら 118 冷凍まぐろ 56

9,478 減 723 減

たい 12,084 こいわし 6,444 冷凍えび 373

＜＜　卸　売　概　況　＞＞

（　生　鮮　水　産　物　の　部　） （　冷　凍　水　産　物　の　部　）

60,638 6,406 減 1,169 406 減

数　　　　　量 金　　　　　額
60,638 67,342,944 1,169 2,325,497 6,520 16,457,884 68,327 86,126,325

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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