
お得意様各位　御中

品名 サイズ 産地 規格・入数 発注単位 備考
活〆シマアジ １.０/１.５ｋｇ 愛媛 尾 ｋｇ 2,700 養殖
野〆シマアジ １.０/１.５ｋｇ 愛媛 尾 ｋｇ 2,400 養殖
活〆カンパチ ３.０/３.５ｋｇ 鹿児島他 尾 ｋｇ 2,000 養殖
野〆カンパチ ３.０/４.０ｋｇ 鹿児島他 尾 ｋｇ 1,700 養殖
活〆平目 １.０/１.５ｋｇ 愛媛他 尾 ｋｇ 2,800 養殖
活〆鯛 1ｋｇUP 愛媛他 尾 ｋｇ 1,300 養殖
野〆鯛 ２ｋｇ台 愛媛他 ２尾入 箱 ｋｇ 1,100
かつお ３ｋｇ 鹿児島 １尾入 尾 ｋｇ 1,750 日戻り
かつお ４/５ｋｇ 鹿児島 ２尾入 箱 ｋｇ 1,300 日戻り
目光 約７０ｇ 沼津 約５ｋｇ 箱 ｋｇ 1,500 特大　刺身用
いわし ４ｋｇ 蛸島 ３９/４０尾入 箱 ｋｇ 450
キビナゴ刺身 １６尾 鹿児島 １０枚入 箱 箱 2,800
生しらす １００ｇ 静岡 １０Ｐ入 箱 箱 2,800 駿河湾
豆キンキ ３ｋｇ 岩手 ４０/５０尾 箱 ｋｇ 750 唐揚げ等に！
ワラサ ５.０/５.５ｋｇ 千葉 尾 ｋｇ 950
イナダ ２.５/２.８ｋｇ 千葉 尾 ｋｇ 850
天平目 １.８/２.２ｋｇ 宮城 尾 ｋｇ 2,800
天平目 １.０/１.３ｋｇ 宮城 尾 ｋｇ 2,500
天鯛 １.５/２.０ｋｇ 長崎 尾 ｋｇ 1,500
チコ鯛 ０.４/０.５ｋｇ 愛媛 尾 ｋｇ 1,600
メダイ ２.０/２.２ｋｇ 千葉 尾 ｋｇ 1,600
金目鯛 １.５/２.０ｋｇ 八丈島 尾 ｋｇ 3,000
金目鯛 １.０/１.３ｋｇ 高知 尾 ｋｇ 2,700
スズキ １.５/２.０ｋｇ 千葉 尾 ｋｇ 1,300
黒ムツ ０.７/０.８ｋｇ 長崎 尾 ｋｇ 2,000
石鯛 １.０/１.２ｋｇ 鹿児島 尾 ｋｇ 2,500
黒鯛 １.０/１.２ｋｇ 宮崎 尾 ｋｇ 1,600
メジナ １.０/１.１ｋｇ 三重 尾 ｋｇ 1,500
活〆イサキ ０.５/０.７ｋｇ 山口 尾 ｋｇ 2,300 首折れ
活〆イサキ ４/５ｋｇ 萩 ６/８尾入 箱 ｋｇ 1,850 活〆　首折れ
ホウボウ ０.８/０.９ｋｇ 愛媛 尾 ｋｇ 2,000
とび魚 ５００ｇ 八丈島 尾 尾 300
ボイルホタルイカ 富山 Ｐ Ｐ 1,200
ボイルホタルイカ 兵庫 Ｐ Ｐ 700
生ホタルイカ 富山 ２１尾入 Ｐ Ｐ 1,100 スチロール入
落としカキ 特大 岩手 約４０ｇ 個 ｋｇ 4,000
落としカキ 大 岩手 約２５ｇ 個 ｋｇ 3,500
海水うに 北方四島 １００ｇ Ｐ Ｐ 3,300
生うに（木箱） 北方四島 １００ｇ Ｐ Ｐ 2,500
のれそれ 愛媛 ２００ｇ Ｐ Ｐ 2,000
生白魚 茨城 ２００ｇ Ｐ Ｐ 1,300
養殖ほや 約１５０ｇ 岩手 個 個 200
生冷桜海老 台湾産 １ｋｇ入 Ｐ Ｐ 2,700 生食用
アルゼンチン赤海老 ２ｋｇ入 アルゼンチン ｋｇ/１０～１５尾 Ｐ Ｐ 2,200 特価品です。

＊カンパチ半身OR１/４、ハマチ（養殖ブリ）半身、天ブリ半身OR１/４、かつお半身OR1/4は別途価格です。

３月２９日(火）　株式会社えび荷受　鮮魚orお勧め品情報
＊毎度お世話になっております。 株式会社　えび荷受

　 ご検討の程、宜しく御願い申し上げます。 Tel　０３（３５３４）８２０１

Faｘ　０３（３５３４）８２８７
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