
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 養殖
地中アジ ５ｋｇ 銚子 ２０/２１尾 箱 ｋｇ 650
キメジ（キハダマグロ） １０/１５ｋｇ 千葉 １尾入 尾 ｋｇ 650 早いも者勝ち鮮度ＯＫ！
かつお ３ｋｇ 千葉 １尾入 尾 ｋｇ 2,000 釣り　２番
かつお ７ｋｇ 勝浦 ３尾入 箱 ｋｇ 1,300 巻網　新口
かつお ６ｋｇ 御前崎 ４尾入 箱 ｋｇ 700 新口　
ワラサ ４.０/５.０ｋｇ 千葉 尾 ｋｇ 850
ワラサ ３.０/３.５ｋｇ 千葉 尾 ｋｇ 850
イナダ ２.５/２.８ｋｇ 鳥取 尾 ｋｇ 750
天カンパチ ２.０/２.２ｋｇ 高知 尾 ｋｇ 2,000 定置
天鯛 １.５/１.８ｋｇ 愛媛 尾 ｋｇ 1,400
天鯛 １.０/１.２ｋｇ 石川 尾 ｋｇ 1,200
天平目 １.２/１.４ｋｇ 宮城 尾 ｋｇ 2,000 活〆
天平目 ３.０/４.０ｋｇ 宮城 ２/３尾入 箱 ｋｇ 1,600 活〆
天平目 ４.０/５.０ｋｇ 宮城 ２尾入 箱 ｋｇ 1,300 活〆
本サワラ ２.５/２.６ｋｇ 三重 尾 ｋｇ 1,500
金目鯛 １.６/１.８ｋｇ 三崎 尾 ｋｇ 2,500
金目鯛 １.２/１.４ｋｇ 三崎 尾 ｋｇ 2,500
小金目鯛 ０.４/０.５ｋｇ 千葉 尾 ｋｇ 2,200
スズキ １.３/１.６ｋｇ 千葉 尾 ｋｇ 1,300 活〆
黒ムツ １.２/１.４ｋｇ 長崎 尾 ｋｇ 2,000
黒鯛 １.０/１.２ｋｇ 愛媛 尾 ｋｇ 1,000
メジナ １.０/１.２ｋｇ 三重 尾 ｋｇ 1,200
アイナメ ０.８/１.０ｋｇ 北海道 尾 ｋｇ 1,500 活〆
赤メバル ０.５/０.６ｋｇ 青森 尾 ｋｇ 1,900 定置
イサキ ０.６/０.７ｋｇ 山口 尾 ｋｇ 2,200 活〆　釣り　首折
イサキ ３００ｇ 三重 尾 ｋｇ 1,600
イサキ 約３.５ｋｇ 山口 ７尾入 箱 ｋｇ 1,500 活〆　釣り　首折
とび魚 ３００ｇ 三重 尾 尾 250
チアユ 各地 １０尾入 Ｐ Ｐ 800
アユ 静岡他 ３尾入 Ｐ Ｐ 600
アユ 和歌山 １０尾入 箱 箱 2,400 尾/約１００ｇ
養殖ほや 約１５０ｇ 岩手 個 個 280
海水うに 北方四島 １００ｇ Ｐ Ｐ 3,300
木箱うに 北方四島 １００ｇ 箱 箱 3,000
生桜海老 静岡 ５００ｇ Ｐ Ｐ 2,500
生冷桜海老 台湾産 １ｋｇ入 Ｐ Ｐ 2,700 生食用

バナメイ海老有頭 約８０尾 台湾産 ９００ｇ Ｐ Ｐ 950 限定１０Ｐ　唐揚げ等

アトランティックサーモンハラス ノルウェー産 １ｋｇＰ Ｐ Ｐ 700 幅１～４ｃｍ限定　１６Ｐ

価格

＊特売品コーナー

＊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。

５月２４日(火）　株式会社えび荷受　鮮魚orお勧め品情報

明後日（２５日）は市場が休みになります。２日分のご発注をお願い致します。

＊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


