
《7月のTOPICS》

・ 半夏生

・ タコの日

・ うどんの日

・ アナゴの日

・ サラダ記念日

・ 七夕・小暑

・ 山の日・海の日

・ 土用の丑の日（27日）

・ 夏祭り・イベント

・ 夏休みスタート

・ 帰省客

・ 夏バテ対策

・ ボーナスシーズン

・ お中元

《鮮魚情報》

・ 県産するめいか徐々に入荷

・ 土用の丑の日、うなぎ販売

・ 天然、養殖ホヤ最盛期

・ 県産もずく最盛期

・ 近海うに最盛期

・ アジ・イワシ入荷増

・ ぶりの入荷増

２０１９年７月販促カレンダー
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

・半夏生 ・ボーナスシーズン ・海の日 ・お盆準備とおもてなし準備 ・土用の丑の日

・お中元シーズン ・七夕 ・梅雨明け発表 ・夏祭り ・帰省準備

・山開き・海開き ・熱中症・日射病対策 ・早朝・夕方のタイムサービス

・サラダ記念日 ・子ども夏休みスタート ・夏バテ対策

・土用の丑蒲焼商品予約受付

・半夏生・・・タコ製品、刺身、揚物他 ・涼味・初夏の味覚メニュー・・・麺類、カツオ、まぐろ、海藻類、エビ、野菜、ホヤ、もずく類

・お中元商品・・・健康志向、地域のこだわり、自分の家用 ・夏祭り/帰省客・・・県産お土産品、各飲料他

・BBQ商材・・・肉類、貝類、ドリンク類 ・土用の丑・・・うなぎ、しじみ、あなご他

・七夕・・・そうめん、ちらし寿司、手巻き寿司 ・子どもの夏休み・・・弁当、麺類、飲料、アイス他

・山開き・海開き・・・バーベキュー商材、海鮮魚介類、おにぎり具材他 ・真夏日・猛暑日対策・・・ドリンク類、氷、日焼け止め商品他

・サラダ記念日・・・夏野菜、魚介類他 ・夏祭り・・・惣菜、飲料、弁当、おにぎり、菓子パン他

<魚介・海藻類> <野菜> <主力メニュー>

アユ、カツオ、海藻類、マグロ、エビ、イワシ ほうれん草、ナス、レタス、にんじん、パプリカ、 刺身、寿し、サラダ、カルパッチョ、夏野菜カレー

アサリ、マアジ、マダイ、マグロ、身欠ニシン きゅうり、かぼちゃ、かぶ、エリンギ、タマネギ、 海鮮丼、焼肉、まぐろのオクラと長芋の山かけ

サーモン、メバル、ブリ、タコ、 ブロッコリー、アスパラガス、きのこ類、オクラ 筍ご飯、筍と根菜の煮物、シーフードサラダ、

ほたて貝、サザエ、ウニ他 トマト、アボカド、たけのこ、すいか、ゴーヤー他 アヒージョ、ゴーヤーチャンプルー他
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7月前半は記念日が集中。謂れをPOPで
アピール。

気温の上昇と15日の海の日の連休に向
けたBBQ商材と商品需要高まる。

子どもの夏休み突入に向けた簡単ランチ
や飲料の充実。

祭りムードが高まり、県内の特産品や銘
産品の充実。

たこ製品と併せたサラダメニュー、麺類、
パスタなどをメインに涼しさを誘う売場展

開を図る。

行楽用品の品揃えの強化と共に、祭り
セールの展開を図る。

夏休み向けに子どもの昼食メニューの訴
求を強化。

土用の丑に対応した、うなぎ関連商品を
強化徹底する。お中元商品に絡めて観光
客、帰省客向けコーナーの強化。

中水青森中央水産㈱



２０１９年７月販促カレンダー

※各レシピは当社HPに掲載

ワンポイント：涼しげに見え、おもてなしに
も。

う巻きそばずしタコのポン酢マヨ炒め

材料：タコ、あおさ、すりごま他

お
す
す
め
レ
シ
ピ

材料：ウニ、じゃがいも、豆腐、きゅうり、ト
マト、マッシュルーム、カッテージチーズ他

材料：サーモン、卵、クリームチーズ他

ウニパフェ
サーモンのクリームチーズ和えと
サーモンのタルタルソース

材料：茶そば、うなぎの蒲焼き、海苔他

ワンポイント：サラダ感覚で楽しめます。
ワンポイント：食欲のない時や、夏休みの
ランチメニューに

ワンポイント：暑さで疲れた身体にポン酢
が食欲をそそります。

中水青森中央水産㈱



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

・夏の生鮮市 ・七夕 ・もうすぐ丑の日 ・7/20は夏土用の丑の日 ・日曜スペシャル ・ワンデービッグバーゲン

・7/2は半夏生　来る夏、祈る豊作 ・夏に負けるな！スタミナ特集 ・もうすぐ二の丑

・食卓を彩るヘルシーなおいしさサラダコレクション ・今日は土用丑の日 ・夏カレー

・いよいよ夏到来！ちょっと贅沢な味から旬の味まで。”今食べたい”がおトク！ ・お盆おもてなし料理ご予約受付中

・7/2は半夏生 ・ジャンボミートフェスタ ・うのつくもので、夏を元気に！7月20日は土用の丑の日。スタミナWEEK

・もうすぐ！七夕 　　・夏のお買得市 ・夏はスタミナ ・健康サポート！ ・暑い夏こそ、南国グルメがアツイ！沖縄・九州フェア

・月初めの市！ ・七夕のご馳走を ・スタミナ特集 ・夏まっ盛り！行楽特集 ・おうちで　おそとで夏祭りメニュー！

・生鮮大市 ・青森県産品フェア ・みんなでわいわい焼き肉

・火曜市 ・月に一度の魚の驚き市 ・う　土用の丑の瓦版 ・スーパーエキサイティングセール

・お得が満載！月曜得々市 ・夏だ！海だ！BBQだ！ウルトラ海の日 ・肉フェス！ ・大盤振舞市

・待ちに待った！夏休み！BBQ ・BBQ夏祭

・7月20日は土用丑の日　うなぎ ・うまい！美味しいお惣菜
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2017・2018年7月度　青森市気温の推移（気象庁過去データ資料）
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２０１９年７月販促カレンダー

家計調査統計局データ/2018年7月 《食料費全般》 《魚介類費全般》

(※三大都市を除く/総務省統計局データ）
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●７月は気温の上昇と共に涼味メニュー需要が高まる

「半夏生」当日の消費支出が高くなっていることから（下記参照）、

同日の「うどんの日」と併せて、謂れをPOPでアピールすると共に涼味メニュー展開を図る。

タコを使ったメニューニーズが高まる。タコマリネ、タコキムチ、タコの唐揚げ他

気温の上昇と併せて、サラダメニュー、冷麺、冷製うどんメニューも提案訴求。

●当社参考規格と予想売価

国内北海道産については、５月連休明けに相場が出てくると予想される。

県内下北においては７月から１０月が禁漁となる。

【酢たこ】

産地： ペルー、青森、北海道

規格/参考中水売価： ペルー：ｋ3000～3500

青森、北海道：ｋ2200～2500

【煮たこ】

産地： 北海道

規格/参考中水売価： ｋ1200～1300

７月２日は「半夏生（はんげしょう）」「蛸の日」＆「うどんの日」

国内産たこについて、北海道宗谷産は4月に漁がスタートし、5月連休明けに数量と共に相場が出てくると予想
される。青森県産においては7月から10月が禁漁。
海外産においてはモロッコ、モーリタニア共に数量の減少と高値となったもよう。一方、メキシコ、インドネシアが
増量していることから相場が下げ方向に変わるのではないかと予想。

中水青森中央水産㈱



●2018年「半夏生」前後4日間購買率

●栄養と効能

タコにはイカと同様にタウリンやたんぱく質が豊富に含まれています。タウリンには肝臓の働きを

促す作用をはじめ、血中コレステロールを下げ動脈硬化などを予防する働きがあると言われている。

また、旨みのもととなるアスパラギン酸やグルタミン酸などのアミノ酸も多く含んでいるといわれる。

0

5

10

15

20

25

28日(木） 29日(金） 30日(土） 1日(日） 2日(月） 3日(火） 4日（水）

たこ(2018) たこ(2017) たこ(2016年)

うどん・そば（2018） 乾うどん・そば（2018）

※ 家計調査統計局データ

中水青森中央水産㈱



2019年　ウナギの状況

■国内シラスウナギ池入れ状況

　2019年度（2018/11月～）のシラスウナギ漁はスタート以来、日本国内が史上 悪の漁模様のなかで、

昨年に続いて国内外（台湾・中国・韓国）とも不漁で漁を終え、超高値とあって業界全体が揺れている。

　国内の大半を輸入に依存しなければないならい状況だが、早くから海外産を手当し続けた日本が、

池入れ13トンを越え、安定供給を見据えた結果になっている。

《国内シラスウナギ池入数量状況》

「2019年4月中旬現在」

県名 地区名 2019年推定 昨年対比 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年

浜名湖 315 53% 595 1,170 1,020 860 730

浜名湖以外 130 21% 610 930 880 633 2,070

愛知県 一色他 2,630 130% 2,020 4,475 4,046 3,993 6,100

宮崎県 宮崎 3,000 143% 2,100 3,500 3,300 3,150 3,800

大隅（組合） 2,370 119% 2,000 2,750 2,741 2,697 3,750

大隅（企業他） 3,837 118% 3,245 4,380 4,306 4,519 5,750

1,298 292% 444 1,617 1,874 1,398 3,130

13,580 123% 11,014 18,822 18,167 17,250 25,330

■シラスうなぎ国別池入れ（4月中旬現在）

　 日本 13.5トン 76.6%

台湾 0.1トン 0.6%

韓国 2.0トン 11.5%

中国 2.0トン 11.3%

17.6トン

静岡県

鹿児島県

その他

計

日本 13.5トン
77%

台湾 0.1トン
1%

韓国 2.0トン
11%

中国 2.0トン
11%

国別池入れ総量総（２０１９．４.中旬現在）



2019年　ウナギの状況

《国別シラスウナギ池入状況》

2019年
（推定）

昨年対比 2018年 2017年  2016年 2015年 2014年 2013年度

日本 13,574 123.2% 11,014 18,822 18,167 17,250 25,330 12,200

台湾 100 28.6% 350 4,000 1,400 1,100 7,000 300

韓国 2,041 51.0% 4,000 10,500 8,000 4,300 13,000 1,800

中国 2,000 66.7% 3,000 22,500 6,500 9,100 36,200 2,800

計 17,715 96.5% 18,364 55,822 34,067 31,750 81,530 17,100

■日本国産うなぎ状況

　国内の加工屋筋は、原料相場が強含みで推移しているが、原料確保に大きな問題はなく続いて加工している状況です。

但し、仕入の限界を何処に設定するか思案している。昨年のこともあり商談においても高値への拒否反応はかなり高い現状です。

価格面に於いての売価予想としては、昨年60尾サイズ2,000円相場で推移しましたが、今年もこの価格帯が予想されます。

■中国産うなぎ状況

　シラスウナギ漁の不漁により原料相場が高騰し、加工メーカーの稼働率の落ち込みが目立つ状況です。

商社からは、各工場は在庫による案内が多く、太物が中心で為替も円安傾向と価格交渉は難航しそうです。

単位：数量/ｋｇ、昨対比/％



●おすすめのポイント

濃厚な甘みが増す6月から7月は歩留まりが良くなります。

青森県産は、ミョウバンが入らない無添加商品で、色目・味共に良好です。

安心・安全な商材です！

●商品の産地と動向（参考中水売価）

盛漁期： 6月～8月上旬

産地： 青森県大畑・関根・大間・三厩 お土産品に甘塩うに↓

規格/参考中水売価： P1500～2000

●売り方

安心・安全　無添加商品！青森のお土産品として！

●食べ方

寿司だね、丼物、刺身、パスタ他

●栄養と効能

抗酸化作用が強いビタミンAとEが豊富に含まれています。

カロテンも豊富に含み、体内でビタミンAとなり、活性酸素を抑え

動脈硬化や心筋梗塞などの生活習慣病から守ります。

またアンチエイジング効果が得られるとの結果も出ています。

参考レシピ（弊社HP掲載）

７月のおすすめは青森産キタムラサキウニ

中水青森中央水産㈱



●おすすめのポイント

5月頃から身入りがよくなる時期。水揚げ量は、養殖、天然ともに

昨年と同じくらいと予想しています。相場も安定している予想です。

●商品の産地と動向（参考中水売価）

三陸の水揚げは、3月後半からスタートします。

盛漁期： 5月～8月

産地： 陸奥湾

規格/参考中水売価： 陸奥湾/養殖：18玉・・・@2000～1800

陸奥湾/養殖：28玉・・・@1600～1500

陸奥湾/天然：15～18玉・・・@2500

三陸/養殖：10玉・・・@1100～800

三陸/養殖：12、15玉・・・@900～800

●売り方

一玉売り

●食べ方

刺身、水物、焼きホヤ、塩辛

●栄養と効能

参考レシピ（弊社HP掲載）

７月からホヤの入荷が本格化

タウリン、グルタミン酸、グリシン等のアミノ酸等の旨味成分が豊富に
含まれています。肝臓の働きを活発にするタウリンや、疲労回復に
効果があるグリコーゲン、体の機能の維持や調節に欠かせないミネ
ラルも多く含まれています。

中水青森中央水産㈱



７月からホヤの入荷が本格化

《ホヤ関連商品》

商品名： ムキホヤ

産地： 宮城県石巻

規格： 100g10入

参考中水売価： \160/P

商品名： 味付ホヤ

産地： 宮城県石巻

規格： 100g10入

参考中水売価： \240/P

中水青森中央水産㈱



●おすすめのポイント

陸奥湾西部、東部海域とも、昨年の夏場から新貝のへい死が多く、昨年実績の

約4割程度の水揚げ予測とされています。噴火湾も同様にへい死の影響により

大減産の見通しとなっています。

例年と比べやや小さめで推移しているものの、3月末の産卵期が終了とともに

例年並みサイズに成長すると予測しています。

●商品の産地と動向（参考中水売価）

盛漁期： 5月～6月

産地： 陸奥湾、三陸

規格/参考中水売価： 陸奥湾：10k/約50枚・・・@5000～

三陸：5k/20枚・25枚・・・@4000～@4500

●売り方

・一枚バラ売り

・平台で大きめザルに殻付のまま盛りにしてボリュームを図る。

・ムキ身およびマネキンによる試食販売

BBQ商材におすすめします！

●栄養と効能

生活習慣病予防物質として注目されるタウリンを豊富に含みます。

脳の機能を活性化して、ストレスへの抵抗を強くする作用のアミノ酸のひとつ、

グルタミン酸も多く含みます。

参考レシピ（弊社HP掲載）

７月～ほたての入荷安定

中水青森中央水産㈱



●おすすめのポイント

長崎・博多方面は巻網主体となり、房州方面（クロアジ）は、

単発的な水揚げとなり、数量・相場共に昨年並みで推移する見込みです。

●商品の産地と動向（参考中水売価）

盛漁期： 5月～6月

産地： 福岡県、長崎県、千葉県他

規格/参考中水売価： 5k/15～25入：ｋ700～ｋ500

5k/20～24入：k600～k500

●売り方

・一尾売り

・小サイズは2～3尾パック売りまたは開き売り

・中サイズは一尾バラ売りまたは2尾パック売り

・お造りパック売り

●栄養と効能

たんぱく質、脂肪、ビタミンB群、カルシウムやミネラルなど

すべての栄養素がバランス良く含まれています。

生活習慣病の原因となる血中のコレステロールや中性脂肪を

参考レシピ（弊社HP掲載） 減らし、血液をサラサラにする働きのあるDHAやEPAも多く

含みます。

７月～アジを使って涼味メニューの提案

中水青森中央水産㈱



●近海本まぐろ（めじまぐろ含む）

天然本まぐろの水揚げが年々減少傾向にある中、日本国内でもトップレベルの水揚げ数量をキープしています。

日本海産は、30～40キロ台が主流のことから小中規模の店舗でも扱いやすいのでおすすめです。

春はまだ水温が低く品質が向上し、脂のりも良く、非常に良質な本まぐろを楽しめます。

●当社参考規格と予想売価

三陸方面（宮城）

北海道

定置網
釣り

７月はメキシコ産まぐろでおもてなし

参考規格漁法産地

青森県 40～30k

30～20k

20～15ｋ

エラ
腹抜き

処理形態 魚体サイズ 参考規格 備考

k/3200～2800

ラウンド納品k/2800～2500

k/2500～2000

30～40k

20～30k

20～15k

腹抜き

カマ取り、血合
い、皮付き

20～30k

20～15k

ロイン

k/4000～3500

k/3500～3000

k/3100～2500

30～40k
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●養殖本まぐろをおすすめ！

地球環境で本まぐろの資源枯渇が叫ばれる中、国内外養殖本まぐろの生産量は伸び続けています。

当社扱いでも天然本まぐろが減少している中、養殖本まぐろの需要と取扱は依然多くなっています。

近年、各生産者の生産技術の向上とともに、赤身や脂身も良質になっています。

養殖本まぐろは中トロ・大トロの歩留まりが天然に比べ高く、値入も取りやすいです。

高品質と安定した価格（周年）でご提供できるため、長期で計画した販売方法が可能です。特に

近年急成長しているメキシコ産　養殖本まぐろの需要は右肩上がりです。

当社もメキシコ産本まぐろの拡販に特化しております。是非この機会に、おすすめします！

処理形態 魚体サイズ 参考規格 備考

ラウンド納品

ロイン

ブロック

7～5k k/5000～4000 カマ取り、血合
い、皮付き3～2k k/5800～4800

エラ・腹抜き
ラウンド40k台 k/3500～3000

ラウンド30k台 k/3000～2700
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◎BBQ単品商材

@5400

参考売価

（ともに1尾当たり）

80尾：120～138円

70尾：138～158円

1尾当たり　56～68円

ｋ950

L/3　2k　70尾前後

アルゼンチン

有頭エビ

1玉当たり　98～118円

k1200～700

2k/20～60玉

中国

ハマグリ

山開き！海開き！みんなでBBQ

参考売価

予想価格

規格

産地

商品名

1枚当たり　148～168円

@4500

10kg／50枚

むつ湾

活ホタテ

1個当たり　178円

k1200～1000

5k／40～70玉

新潟佐渡

活サザエ

70尾/7.5k、80尾/7.5k

アメリカ（中国加工）

松いか商品名

産地

規格

予想価格
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山開き！海開き！みんなでBBQ

◎BBQ単品商材

◎海鮮BBQセット～組み合わせ自由！

Aセット2人前（例） Bセット4人前（例）・・・1人当たり700円

ホタテ 168 2 336 ホタテ 168 4 672

サザエ 178 2 356 サザエ 178 4 712

ハマグリ 78 4 312 ハマグリ 78 8 624

一夜干しいか 598 1 598 有頭エビ 68 12 816

（単価） (個数） 1,602 （セット合計額） （単価） (個数） 2,824 （セット合計額）

1枚　698円～748円参考売価 1F　598円～648円

商品名 一夜干しいか 開きほっけ

産地 三富産業 三富産業

規格 2枚入（約300g) 10入/2合（約600g)

予想価格 1F　375 1枚　450円
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