
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

新秋刀魚 ４ｋｇ 北海道等 ２５尾 箱 ｋｇ 900

新秋刀魚 ４ｋｇ 北海道等 ２７尾 箱 ｋｇ 650

新秋刀魚 約１６０ｇ 北海道等 尾 尾 190 バラ出し

秋鮭フィーレ 約１ｋｇ 北海道 枚 ｋｇ 1,700

生タラフィーレ 約１ｋｇ 北海道 枚 ｋｇ 1,600

天ブリ ５ｋｇ 北海道 １尾入 尾 ｋｇ 1,300 定置

ワラサ ３.５/４.０ｋｇ 北海道 尾 ｋｇ 750 定置

ワラサ ９/１０ｋｇ 岩手 ３尾入 箱 ｋｇ 500 定置

イナダ ２.０/２.５ｋｇ 北海道 尾 ｋｇ 700 定置

イナダ １.２/２.３ｋｇ 神奈川 尾 ｋｇ 800

天カンパチ １.６/１.８ｋｇ 長崎 尾 ｋｇ 1,750 定置

ヒラマサ ２.０/２.３ｋｇ 岩手 尾 ｋｇ 2,000 定置

天鯛 １.３/１.４ｋｇ 鳥取 尾 ｋｇ 1,750 小網

天鯛 １.８/２.０ｋｇ 山口 尾 ｋｇ 1,600 小網

チコ鯛 ３００/５００ｇ 山口 尾 ｋｇ 1,400

本サワラ ３.０/４.０ｋｇ 宮城等 １尾入 尾 ｋｇ 1,500 定置

本サワラ ２.０/２.５ｋｇ 岩手 尾 ｋｇ 1,500 定置

地金目鯛 ５００/６００ｇ 御前崎 尾 ｋｇ 2,700 釣り

金目鯛 １.６/１.８ｋｇ 下田 尾 ｋｇ 3,300

金目鯛 １.２/１.４ｋｇ 下田 尾 ｋｇ 3,300

スズキ １.８/２.０ｋｇ 千葉 尾 ｋｇ 1,600

スズキ １.３/１.６ｋｇ 千葉 尾 ｋｇ 1,500

黒ムツ １.２/１.６ｋｇ 鹿児島 尾 ｋｇ 2,400 釣り

黒ムツ ０.７/０.８ｋｇ 鹿児島 尾 ｋｇ 2,200 釣り

青鯛 １.２/１.４ｋｇ 鹿児島 尾 ｋｇ 2,000

黒鯛 １.０/１.２ｋｇ 香川 尾 ｋｇ 1,500

コショウ鯛 １.３/１.６ｋｇ 長崎 尾 ｋｇ 1,500

コショウ鯛 ２.０/３.０ｋｇ 長崎 尾 ｋｇ 1,500

カマス ２００/２３０ｇ 静岡 尾 ｋｇ 2,400

イサキ ５００/６００ｇ 長崎 尾 ｋｇ 2,400

イサキ ３００/４００ｇ 長崎 尾 ｋｇ 2,200

メダイ ４/５ｋｇ 長崎 １尾入 尾 ｋｇ 1,750 刺網

殻付カキ ３０入 三陸山田 個 個 180

殻付カキ ２０入 三陸山田 個 個 240

殻付カキ ３０入 三陸赤崎 個 個 220

殻付カキ ２０入 三陸赤崎 個 個 270

殻付カキ S 北海道昆布森 個 個 250

殻付カキ M 北海道昆布森 個 個 310

殻付カキ L 北海道昆布森 個 個 350

生食用カキパック 三陸 １０～１２粒 P P 400

生食用カキパック 三陸 ８粒入 P P 650

あん肝 中国 ５００ｇより ｋｇ ｋｇ 2,500

あん肝 中国 ２ｋｇ P ｋｇ 1,600

タラ白子 特上 岩手 ５００ｇ P P 4,500

タラ白子 上 岩手 ５００ｇ P P 4,000

タラ白子 並 岩手 ５００ｇ P P 2,500

冷凍タラ白子 国内加工 アメリカ ５００ｇ P P 1,300 生食可

鮭白子 北海道 ５００ｇより ｋｇ ｋｇ 1,200

サザエ ２００/２５０ｇ 長崎 個 ｋｇ 2,000

カット　岩タコ ２/３ｇ １ｋｇＰ Ｐ Ｐ 1,100 数量限定　5Ｐ

アカス　ムキエビＩＱＦ ２００/３００ ＮＥＴ６００ｇ Ｐ Ｐ 700 数量限定　5Ｐ

＊半身（３枚卸）加工は+ｋｇ/１００になります。

１０月２５日(火）　株式会社えび荷受　鮮魚orお勧め品情報

　 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

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。


