
《１２月のTOPICS》

・ 冬本番

・ 師走・歳末商戦

・ 12月7日大雪

・ ボーナス・お歳暮

・ ブリの日 12月20日は「ぶりの日」

・ 忘年会シーズン

・ 冬至

・ 冬休み

・ クリスマス

・ 官公庁御用納め

・ 帰省客

正月になくてはならない「なまこ」 ・ 大晦日・年越し

・ 正月

《鮮魚情報》

・ 三沢産ホッキ貝漁解禁

・ なまこ最盛期

・ ハタハタ最盛期

・ 真鱈の盛漁期

・ 子持ち真がれい最盛期

・ 県産水タコ漁増加

２０２１年１２月販促カレンダー

中水　青森中央水産㈱



※臨時開場日  ※青森市場休場日

日 曜日 日 曜日

1 水 赤口 16 木 大安

2 木 先勝 17 金 赤口

3 金 友引 18 土 先勝

4 土 大安 19 日 友引

5 日 赤口 20 月 先負

6 月 先勝 21 火 仏滅

7 火 友引 22 水 大安

8 水 先負 23 木 赤口

9 木 仏滅 24 金 先勝

10 金 大安 25 土 友引

11 土 赤口 26 日 先負

12 日 先勝 27 月 仏滅

13 月 友引 28 火 大安

14 火 先負 29 水 赤口

15 水 仏滅 30 木 先勝

31 金 友引

中水青森中央水産（株）企画部

●大晦日●大祓●年越し●除夜の鐘●ニューイヤーズ・イヴ●シンデレラデー

●観光バス記念日●年賀郵便特別扱い開始 ●年末年始の食品等一斉取締り（～1月14
日）

●取引所大納会●地下鉄開業の日

●原子炉の日●奴隷制度廃止国際デー●日本アルゼンチン修好記念日●日本人宇宙
飛行記念日●安全カミソリの日●全国防災デー

●世界エイズデー●デジタル放送の日●映画の日●鉄の記念日●手帳の日●冬の省
エネ総点検の日●防災用品点検の日●いのちの日●カイロの日●データーセンターの
日●着信メロディの日●下仁田葱の日●カレー南蛮の日●雪崩防災週間（～7日）●食
品・添加物等の年末一斉取締り（～28日）●未成年者飲酒防止強調月間（～31日）

●念仏の口止め●紙の記念日●電話創業の日

●鮭魚群がる●飛行機の日●いなりの日●国産なす消費

●児童福祉法公布記念日●バッテリーの日●漢字の日●ダズンローズデー●明太子の
日

●浅草仲見世記念日●ピーターパンの日

●正月事始め・煤払い・松迎え●双子の日●ビタミンの日●美容室の日
●官庁御用納め・仕事納め●身体検査の日●シネマトグラフの日●ディスクジョッキーの
日

●赤穂義士祭・吉良祭●南極の日●四十七士討ち入りの日・忠臣蔵の日 ●清水トンネル開通記念日●シャンソンの日

●障害者の日●国際腐敗防止デー ●クリスマスイブ●納めの地蔵

●世界人権デー●三億円事件の日●アロエヨーグルトの日●ごめんねの日●年末年始
の輸送等に関する安全総点検（～1月10日）

●ユニセフ創立記念日●100円玉記念日●胃腸の日●国際山岳デー ●プロ野球誕生の日・ジャイアンツの日

●シンフォニー記念日●ラジオアイソトープの日●音の日●姉の日 ●遠距離恋愛の日●クロスワードの日●バスケットボールの日

●大雪●神戸開港記念日●クリスマスツリーの日●国際民間航空デー ●冬至●改正民法公布記念日●労働組合法制定記念日●夫婦の日

●太平洋戦争開戦の日●成道会●御事納め●針供養 ●天皇誕生日●東京タワー完工の日●テレホンカードの日

●新月●ET.の日●血清療法の日●人権週間の日（～10日） ●満月●日本人初飛行の日●仏名会

●国際ボランティアデー●たまごの日
●鰤の日●道路交通法施行記念日●果ての二十日●デパート開業の日●霧笛記念日
●シーラカンスの日

●クリスマス●昭和改元の日●終い天神●神戸ルミナリエ最終日●スケートの日

２０２１年１２月度 行事カレンダー（全国)

一般行事・記念日 一般行事・記念日

●個人タクシーの日●国際障害者デー●妻の日●自動車電話の日●カレンダーの日●
奇術の日●プレママの日●プレイステーションの日●ひっつみの日●障害者週間（～9
日）

●国連加盟記念日●東京駅完成記念日●納めの観音●国際移民デー



※臨時開場日 青森市場休場日  ●…津軽  ●…南部　●…下北

日 曜日 日 曜日

1 水 赤口 16 木 大安

2 木 先勝 17 金 赤口

3 金 友引 18 土 先勝

4 土 大安 19 日 友引

5 日 赤口 20 月 先負

6 月 先勝 21 火 仏滅

7 火 友引 22 水 大安

8 水 先負 23 木 赤口

9 木 仏滅 24 金 先勝

10 金 大安 25 土 友引

11 土 赤口 26 日 先負

12 日 先勝 27 月 仏滅

13 月 友引 28 火 大安

14 火 先負 29 水 赤口

15 水 仏滅 30 木 先勝

31 金 友引

中水青森中央水産（株）企画部

●なんぶりんご市（南部町/上旬）

２０２１年１２月度 行事カレンダー（青森)

一般行事・記念日 一般行事・記念日

●しんごうホワイトイルミネーション（十和田市～25日）●あおもり灯りと紙のページェント（青森市
～2月11日）●弘前雪と洋風建築ライトアップのコラボレーション！（弘前市～2月中旬）●津軽鉄
道・太宰列車（五所川原市/3月31日）●津軽スコップ三味線世界大会（五所川原市）●ゆかい村
鮟鱇まつり（風間浦村～3月下旬）

●八甲田ウインターシーズン（青森市/～5月中旬）●はちのへ冬灯り（八戸市/～1月20日）●七
子八珍食べある記 あったかフェア （青森市/～2月28日）●しんごうX'masフェスタ（新郷村/上旬）

●まちなかイルミネーション（青森市/～2月28日）●アーツ・トワダ　ウィンターイルミネーション
（十和田市/2月中旬）

●三戸町 クリスマスイルミネーション （三戸町/～1月12日）●大鰐温泉スキー場（大鰐町/下旬）

●横浜なまこフェア（横浜町/要確認）●となみウィンター・ファンタジー（三沢市/要確認） ● あそべーるのクリスマス （弘前市/中旬）

●天皇誕生日

新型コロナウイルスの影響により全ての行事をご確認ください。

●鯵ヶ沢スキー場開き（鯵ヶ沢/～3月31日）●モヤヒルズスキー場オープン（青森市/要確認）●
釜臥山スキー場（むつ市/～3月21日）

●梅田裸参り（五所川原市）

●年八甲田丸カウントダウン（青森市/～1月1日）●飯詰稲荷神社裸参り（五所川原市）

●アスパム歳末市（青森市/下旬）●日本一のこけし灯ろう祭（黒石市/下旬～1月上旬）

●ふるさとの冬味覚市（七戸町/～1月6日）

●街歩きクリスマススペシャルナイトツアー（弘前市/中旬）

●おいらせ町 和太鼓フェスティバル （おいらせ町/上旬）

●裸参り（深浦町/中旬～下旬）

●モヤヒルズ･クリスマスイベント「サンタとじゃんけんクリスマス」（青森市/下旬)



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

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 木 金

・お正月準備、料理予約 ・大雪 ・大掃除計画 ・ブリの日 ・大晦日・年越し

・師走 ・お歳暮・ボーナス ・冬至 ・官公庁御用納め

・立冬 ・忘年会シーズン ・クリスマスイヴ

・冬本番 ・受験生応援・夜食メニュー ・クリスマス

・インフルエンザ、風邪予防、健康管理

・冬本番・・・鍋物商材(洋風・和風・中華） ・冬至・・・かぼちゃ料理

・受験生応援・・・夜食メニュー（スープ類、スタミナ飯、パスタ類） ・ブリの日・・・ブリだいこん、しゃぶしゃぶ、刺身、照り焼き他

・忘年会・クリスマスパーティ・・・トレンド鍋、和風、洋風、中華献立、サラダ風

・歳末・大晦日・・・刺身・寿司盛合せ、すき焼き、おせち料理、年越しそば他

・コロナ対策・インフルエンザ・風邪予防・・・雑炊、スープ、おにぎり、麺類、春雨他

<魚介・海藻類> <野菜> <主力メニュー>

ナマコ、ハタハタ、マグロ、有頭エビ、カキ きのこ類、ねぎ、レタス、にんじん、白菜、 シチュー、鍋物、おでん、しゃぶしゃぶ、煮物

サーモン、ヤリイカ、ブリ、タコ、マガレイ きゅうり、かぼちゃ、かぶ、タマネギ、 海鮮丼、焼肉、炊込みご飯、すき焼き、

マタラ、イワシ、ハタハタ、アンコウ、 パプリカ、ブロッコリー、いも類、 刺身、寿し、サラダ、カルパッチョ、海鮮串、

ホッキ貝、ヒラメ、カニ類、すりみ、いくら他 れんこん、菊、大根、ごぼう、里芋、三つ葉他 アヒージョ、雑煮、天ぷら、年越しそば他
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寒さ深まるホットメニュー クリスマス/家なかパーティ 歳末準備市

コロナ禍受験する子を持
つ親は食事の準備に、
頭を悩ませる時期。健康
を意識したメニュー提案
の訴求。

寒さの深まりと共に水揚げ魚種も
増えていく。12月に入りすぐ三沢の
代表的冬の味覚「ホッキ貝」が解禁
となる。また20日は「ブリの日」。冬
のブリの他にもハタハタ、マダラ、
ヤリイカなど入荷情報の確認とメ
ニュー提案をPOPを利用した売り
場展開を図る。

一年の労をねぎらい、会社の仲間
や友人、家族と忘年会やパーティ
を計画する時期。今年はコロナウ
イルスの影響により外出を控え、
自宅でのリモート飲み会も想定し、
インスタ映え鍋セット「リモート鍋」
など、イベント性のあるネーミング
で集客を図る。

外食の自粛、大人数の集まりを避
けて家庭でのパーティー企画を提
案。子どもと楽しめる手巻き寿司
セット、サラダセットなど映え企画商
品の提案を図る。

今年も帰省客減の状態
での年末商戦予想。昨
年に引き続き、刺身盛合
わせの一人用パック、自
粛に伴い主力商品の選
択が重要。

生
活
行
動

食
の
テ
ー
マ

12
月

師走・受験生応援 冬の味覚特集

２０２１年１２月販促カレンダー

第４８週 第４９週 第５０週 第５１週 第５２週

中水　青森中央水産㈱



◎52週MD／企画提案書

月／週 12月 第49週

企画テーマ 冬の味覚まつり

10月から秋冬商材が増えてきている中で、12月1日は三沢産ホッキ貝の解禁となる。また12月20日は、「ブリの日」。

日付は12月（師走）は「鰤」（ブリ）が魚へんに「師」と書くことから。20日は「ぶ（2）り（輪＝0）」と読む語呂合わせから。

カレイ類も種類豊富に水揚げが見られる時期。前半はボーナス日もあり、いつもよりワンランク上の商材を求める

場合と、後半出費増による倹約ムードを保つ二極化での展開を図る。

提案商品 （担当者） 産地 ブランド 規格 中 発注期日 納価

1 ハタハタ 工藤（猛） 山形・秋田・青森 5.5k～3.3k オス：k/560～220

メス：k/1100～890

2 ホッキ貝 大石 青森 10k/30～40玉 k/630

3

4 タラ　フィレ 工藤(猛) 釧路 5k/4～10枚 1c/s 2日前 k/1400～k910

5 マダラ　白子 越前屋 北海道 3～4k k/3880～k3330

6 助白子 越前屋 北海道 5k k/1110～k660

7 ブリ 越前屋 北海道・青森 1尾/4～6k台 k/1440～k560

8 ヤリイカ 加藤 青森 3.3k/15 大サイズ k/1890

9 3.3k/20 小サイズ k/1580

10 ウマヅラハギ 越前屋 青森 5～6k 大サイズ k/890

11 生かき 浪岡 宮城 吸新他 100gロケット20入 1P/240～280

12

13

提案理由



◎52週MD／企画提案書

月／週 12月 第49週

企画テーマ 冬の味覚まつり

提案販促物 荷主提供 中水準備 店舗準備

○

売り場イメージ

●12月1日解禁の「ホッキ貝」は、はずせない。出だしはやや高めの設定。

時化等による代替品として、常に情報の収集を欠かさない。

（※注意　9月現在八戸沖にて中国船座礁事故重油流出の影響で、ホッキ貝漁解禁は未定との話。）

カレイ類、お正月に欠かせない「なまこ」、ハタハタをメインにした売り場作り。

今回はホッキ貝を初めとし、ヤリイカ、マダラ、カキ、ぶりを選択してみた。

中水青森中央水産㈱

６尺

冬のうまいものまつりPOP

生かき
P348

（値入32%)

クロスMD（関連商品）
なべつゆ（メーカー）、ポン酢、

タラ一尾見本

タラ切身
2切：198～300円

（値入36%)
他3切

ヤリイカ
大サイズg298円
（値入33.1%)

ムキカワハギ
大サイズg198円
（値入50.0%)

助宗白子
ぶり切身
（2切れ）

256～398円
（値入35%)

通 路

ハタハタ
ｇ128円（値入42%)

ヤリイカ
小サイズg258円
（値入35.6%)



三沢 ホッキ貝漁解禁！！
             １２月１日～３月３１日

甘みがあり、歯ごたえと旨みをたっぷり含んだジューシーな

味わいです。貝焼き、煮・蒸し、和え物、丼物などにおすすめです。
中水青森中央水産㈱



◎52週MD／企画提案書

月／週 12月 第50週

企画テーマ 師走あったかメニュー

今月20日が「ブリの日」となっている。冬の魚の代表格「ブリ」寒さが厳しいほど、脂がのって美味しい魚。

タラ、アンコウ、カワハギなど旬を迎える魚が出揃う。その反面、時化にも左右されることから代替魚の準備も必要だ。

提案商品 （担当者） 産地 ブランド 規格 発注期日 納価

1 ハタハタ 工藤（猛） 山形・秋田・青森 5.5k～3.3k オス：k/1100～890

メス：k/560～220

2 ボイルホタテ 貝塚 北海道 net800g k/1050～

3 ベビーホタテ 貝塚 青森 k/1670

4 タラ　フィレ 工藤(猛) 釧路 5k/4～10枚 1c/s 2日前 k/1400～k910

5 助白子 越前屋 北海道 5k k/1110～k660

6 ブリ 越前屋 北海道・青森 1尾/4～6k台 k/2200～k850

7 すりみ 佐々木 小樽加工 橋本商会 160g　6入/8合 1ｃ/ｓ 2日前 P/240

8 とりごぼう

9 えびすりみ

10 かにすりみ

11 粗挽きいわしすりみ

12 有頭バナメイエビ 砂田
インドネシア・ベ
トナム

ニチレイ Mサイズ2k(約120尾) k/1600

13 生かき 浪岡 宮城 吸新他 100gロケット20入 1P/240～280

提案理由



◎52週MD／企画提案書

月／週 12月 第50週

企画テーマ 師走あったかメニュー

提案販促物 荷主提供 中水準備 店舗準備

○

売り場イメージ

（↑参考画像）

●定番のすりみをはじめ、ぶり、タラ、カキ、ベビーホタテの展開。特に

鍋セットものは関連商材との展開がポイントとなる。また、今冬の鍋つゆの

トレンドを掴んでおいて、各メーカーの鍋つゆをクロスMDで展開。

今年のトレンド鍋つゆは「辛味」だそう・・・家時間が長くなって、定番鍋を

食べ飽きてしまった人たちが、外食にも行けずに刺激を求めて、辛味の鍋に

走っていると思われます。

参考例：タラ鍋セット

６尺

ホットメニューPOP

あんこう鍋
セット

バナメイエビ
ｇ238円（値入33%)

生かき
P348

（値入32%)

クロスMD（関連商品）
なべつゆ（メーカー）、ポン酢、野菜

タラ鍋セット
（アラ入り）

タラ切身
2切：198～300円

（値入36%)
他3切

すりみ
とりごぼう・え

び・かに
P348円

（値入32%)

寄せ鍋セット

助宗白子

ぶり切身
（2切れ）

256～398円
（値入35%)

通 路

ベビーホタテ
ｇ238円（値入30%)



◎52週MD／企画提案書

月／週 12月 第50週

企画テーマ 師走あったかメニュー

※今回当社おすすめ「魚しゃぶセット」

魚種： ブリ

1Pが2～3人前（約360g)

内容量： 20切+タレ（1切19gで計算）

予想販売価格 798円

ブリ魚体重量： 3.7kg

正味量： 約2091g

値入れ率： 27.30%

ブリに限らずタコやタイのしゃぶしゃぶも

おすすめ！ 参考例：ぶりしゃぶセット

中水青森中央水産㈱



●生鮮ぶり
商品の産地と参考中水売価

盛漁期： 9月～12月

産地： 北海道（日高、寿都他）、青森県（日本海側・八戸）

規格： 1入：4.0k～6.0k

参考納価： ｋ1110～670

時化等の影響で納品が出来ない場合の代替品として、
当社担当が自信を持っておすすめする「黒瀬ぶり」

●養殖「黒瀬ぶり」
おすすめ理由

○ 一年を通して一定サイズ・高品質・そして美味しさを提供できる

○ 血合い色調変化が遅く、ロスが軽減できる

○ 前日発送が可能

○ 多様な販促物を準備できる

ブランド： 日本水産

ラウンド魚体： 4～5k台

参考中水売価： ｋ1610

　日付は12月（師走）は「鰤」（ブリ）が魚へんに「師」と書くことから。20日は「ぶ（2）り（輪＝1）」と読む語呂合わせ
から。

１２月２０日は～ぶりの日

中⽔⻘森中央⽔産㈱





◎52週MD／企画提案書

月／週 12月 第51週

企画テーマ クリスマスホームパーティ

昨年に続きコロナ禍、外食ニーズが少ない中、家庭に求められる家中パーティメニュー。

エビ・カニ・ムール貝・ホタテなどメニューの洋風化が売り込みのチャンス。このクリスマスから年末準備にいたる

前倒し商品に絞った拡販。（冷凍ケース提案）

提案商品 （担当者） 産地 ブランド 規格 発注期日 納価

1 殻付ムール貝 砂田 チリ GODAK 500g×10×2 k/780

2 天使の海老 砂田 ニューカレドニアGODAK 40/50　kg約45尾(1尾当り16.5cm) kg/2800(1尾当り58)

3 バナメイむきえび 砂田 インド 西華 40/80　270g×20×2合 P/320

　　※大粒サイズのむきえびで解凍後の発色も良いのが特徴！

4 シーフードミックス 砂田 西華 300g×20×2合 P/320

　　※大粒サイズのむきえび、イカ、アサリが特徴のシーフードミックス！

5 ずわいS棒肉 小倉 味の加久の屋 200g/8×2 P/1950

6 豊潤　肩肉フレーク 小倉 味の加久の屋 400g/8×2 P/2270

7 ホタテグラタン 豊島 宮城県 セブンシーズ・J 2個　10P×4合 P/290

8 カキグラタン 豊島 宮城県 セブンシーズ・J 2個　10P×4合 P/290

9

10

提案理由



◎52週MD／企画提案書

月／週 12月 第51週

企画テーマ クリスマスホームパーティ

提案販促物 荷主提供 中水準備 店舗準備

○

売り場イメージ

●今年も外食、会食を控える12月となりそうだ。少人数で楽しむ家なかパーティー需要が増えると

見込まれる。年末年始の出費を控えてのパーティー企画となれば、いつもよりワンランクアップした

商品構成で「プチぜいたく」を意識した提案にしたい。

中水青森中央水産㈱

冷凍ケース６尺
クリスマス販促ツール

バナメイむきエビ
P498円（値入35%)

シーフードmix
P498

（値入35%)

クロスMD（関連商品）
アヒージョタレ、カルパッチョタレ等

殻付きムール貝
500g

P640（値入40%)

天使の海老
K4000円
（値入30%)

通 路

ずわいS棒肉
P2980（値入35%)

豊潤 肩肉フレーク
P3280（値入31%)

ホタテグラタン
P398（値入28%)

カキグラタン
P398（値入28%)



◎52週MD／企画提案書

月／週 12月 第52週

企画テーマ 歳末準備大市

今年もコロナ禍における生活シーンを想定すると、昨年に続き帰省・外食の自粛により、「お家で囲むごちそう」

年末年始一番の需要があるのが「刺身」だ。しかし昨年から刺身大皿が不振となっている。そこで一人用刺身盛合わせの

バンドル売り企画や自宅でスライスし個別の盛り付けにするサクセットの商品企画を提案したい。

提案商品 （担当者） 産地 ブランド 規格 発注期日 納価

1
生アトランティック
サーモン

川口 ノルウェー 東洋冷蔵 セミドレス 4k/5入・5k/4入 k/1500～k1650

2 トリムC 4入～10入 k/2300～k2500

3 ★品質が安定しているのでおすすめ商品。 トリムE 4入～10入 k/2400～k2700

4 冷凍トラウトサーモン 辻村 ノルウェー シーボーン トリムE 10kg/9枚～14枚 k/2000～

★今後相場高となるため今がお買い得　在庫約5.5k（確認条件）

5 冷凍青森サーモン 小倉 青森 オカムラ食品 トリムE 1枚800g～1kg/16入 k/3100～

6
サーモレットルースス
ライス

豊島 チリ・ノルウェー 三洋食品 真空パック 1k/10入 k/1900～

7 カンパチローズ 熊谷 鹿児島 日水 ラウンド4k～5k k/1440～

★色持ち・脂乗りよく、生臭さがないのが特徴！販促物も揃っている。

8 みかん鯛 熊谷 愛媛 南予ビージョイ ラウンド/3～4k k/1440～

★ほのかに香る柑橘の香りが食欲をそそる。

9 AR赤エビ 砂田 アルゼンチン L2　2k/6入（k20～30尾） k/1340

10 ナンバンエビ 砂田 2L　1k/12入（約k/50尾前後） k/2340

11 なまこ 前田 むつ湾、 3k樽 @16700

★年末限定で500gと1kg規格も作るそうです。青森の正月料理に、なくてはならない商材！

提案理由



◎52週MD／企画提案書

月／週 12月 第52週

企画テーマ 歳末準備大市

12
冷養殖本まぐろ　赤
身サク

木村 マルタ・トルコ他地中海 1k/5～6枚入　皮付き ｋ7290

13
冷養殖本まぐろ　中ト
ロサク

木村 マルタ・トルコ他地中海 1k/5～6枚入　 ｋ5700

●カニコーナーに選択した商品は下記4点。他にも前週のクリスマス提案に掲載した2点も併せてご案内。

1 タラバガニ 砂田 ロシア SDハチカン Gross１ｋｇ/6入 P/7380

2 ズワイセクション 砂田 ロシア イソイワ 3ｋ/13～15肩 c/s　13300

3 豊潤ズワイ棒肉 小倉 味の加久の屋 200g/8×2 P/2390

4 爪チルド(特大) 小倉 味の加久の屋 400g/8×2 P/3220

5 ずわいS棒肉 小倉 味の加久の屋 200g/8×2 P/1950

6 豊潤　肩肉フレーク 小倉 味の加久の屋 400g/8×2 P/2270

提案販促物 荷主提供 中水準備 店舗準備

○ ○

売り場イメージ

※柵は180g換算

６尺

正月向け販促ツール

カンパチローズ
柵890円(値入31%)

柵セット
2980～3980円（値

入31.7%)
みかん鯛

柵490円(値入44.1%)

通 路

青森サーモン
柵720円

(値入44.0%)

生アトランティックサー
モン

柵720円(値入43.1%)

なまこ
g798円(値入30%)

AR赤エビ10尾
980円

（値入34%)

養本まぐろ
赤身サク

g898円（値入36%)

養本まぐろ
中トロサク

ｇ1280円（値入43%)

ナンバンエビ2L
10尾680円
（値入31%)



◎52週MD／企画提案書

月／週 12月 第52週

企画テーマ 歳末準備大市

●カニのご提案・・・昨年に続きカニの資源減少とコロナ禍で輸入が困難

※参考画像です。

　　　～5魚種を組み合わせは自由に、4種類の柵セットに仕上げる。～

<参考例> 各180gで算出しています。

① カンパチローズ ¥890 (値入43.5%)

② 本マグロ(中トロ) ¥2,020 (値入43.6%)

③ 青森サーモン ¥720 (値入44.0%)

④ タイ(養殖) ¥490 (値入44.1%)

⑤ ブリ ¥1,090 (値入43.4%)

¥5,210

中水青森中央水産㈱

ズワイセクション
c/s 19800円
(値入33%)

タラバガニ
P10580円
（値入31%)

爪チルド(特大)
P4980円
(値入35%)

ずわいS棒肉
P2980（値入35%)

豊潤 肩肉フレーク
P3280（値入31%)



2021年12月度予想相場動向

商品名 産地 荷姿・規格・容量 中水売価予想 傾向 備考

1 イワシ 八戸、道東 4k／40～50尾 箱2000～1500 → 巻網、100ｇサイズが中心
2 鯖 三陸 5k／8～10尾 箱1800～1200 → １０尾サイズが中心
3 鯖 青森 5k／5～10尾 k2000～400 → 定置網
4 ナメタカレイ 噴火湾他 5k／15～20尾 ｋ500～400 → 刺網、入荷減の予想です
5 ほっけ 古平、小樽 約5k／14～18尾 箱2500～1000 → 刺網、入荷は安定します
6 イナダ 青森、三陸 4～5k／5～8尾 箱2000～1500 → 刺網、入荷不安定
7 宗八 噴火湾 5k／15～20尾 ｋ400～300 → 刺網、入荷不安定です
8 スルメイカ 北海道・青森 約5k／15～20尾 箱5000～4500 ↑ 水揚げ低調の予想です
9 ヤリイカ 青森 4k/30～バラ ｋ2500～1800 ↑ 水揚げ低調の予想です

オス：ｋ1200～700

メス：ｋ500～300

オス：ｋ500～200

メス：ｋ1000～800
12 真鱈白子 北海道・青森 3～4k ｋ3500～3000 →
13 助白子 北海道 5k ｋ1000～600 →
14 ニシン 北海道 5k ｋ600～300
15 アンコウ 北海道・青森 1入～3入／4k～12k ｋ800～300
16 マソイ 青森 1～5ｋ／1～5尾 ｋ2000～1000 → 釣り、刺し網
17 平目 陸奥湾、下北、西海岸 1～2尾／1～3ｋ台 ｋ2000～1600 → 釣り、底建網（活締めは良品質）
18 平目 陸奥湾、下北、西海岸 3～5尾／3～4ｋ台 ｋ1500～1200 → 釣り、底建網（活締めは良品質）
19 真鯛 陸奥湾、下北、西海岸 1～3尾／1～3ｋ台 ｋ1000～800 → 釣り、底建網（活締めは良品質）
20 真鯛 陸奥湾、下北、西海岸 4k／3～10尾 ｋ800～600 → 釣り、底建網（活締めは良品質）
21 ワラサ 北海道、青森 3～5入／7k～10ｋ ｋ400～350 → 定置網
22 ブリ 北海道、青森 １尾／4～6ｋ台 ｋ1300～500 → 定置網
23 メバル 津軽海峡 3k／8～12尾 Ｋ2000～1800 ↑ 釣り

タラ10

定置

釣物、定置水揚げ、相場共に安定→4～5k中心北海道・青森

11 ハタハタ 山形・秋田・青森 5.5k～3.3k →

中水青森中央水産㈱



2021年12月度予想相場動向

商品名 産地 荷姿・規格・容量 中水売価予想 傾向 備考

24 ムキカワハギ 陸奥湾、西海岸 5～6ｋ ｋ800～500 → 定置網
25 生子 青森 3k入 ｋ4000～3000 → 底見、桁網
26 秋鮭フィレー 青森 5k／4～7尾 Ｋ1200～800 → 定置網、11月半ば終了（北海道）
27 オス鮭 青森 1尾／3～5ｋ台 ｋ700～500 → 定置網
28 メス鮭 青森 1尾／3～5ｋ台 Ｋ1800～1100 → 定置網
29 黒ソイ 北海道 4～5k／5～10尾 ｋ700～300 → 刺し網
30 マコガレイ 青森 5～6k ｋ500～ → 刺し網
31 石ガレイ 北海道・青森 5～6k ｋ300～ → 刺し網
32 マガレイ むつ湾 5～6k ｋ500～ → 刺し網
33 母ガレイ 北海道・青森 1～5入/1～4k入 ｋ2000～ → 刺し網

中水青森中央水産㈱


