
平成28年度　昆布出来値表

単位　数量トン・出来値円／10kg・対比％ H28.10.5現在

値決月日 上場数量 出 来 値 ①等前年対比 値決月日 上場数量 出 来 値

7月15日 248.0 ①15,000（東部・昆布森）　①14,500（厚岸・散布・浜中） 98.0% 7月9日 296.0 ①15,300（東部・昆布森）　①14,800（厚岸・散布・浜中）

特②11,900　②10,700　③9,700　④8,500 特②13,000　②10,700　③9,700　④8,500

加工用①6,800　加工用②4,080 加工用①7,300　加工用②4,380

長頭①9,000　短頭①8,000 長頭①9,000　短頭①8,000

拾①18％下げ　拾①以外15％下げ 拾①18％下げ　拾①以外15％下げ

7月21日 257.0 ①16,800　②　-　　③10,300　④8,700　 7月15日 354.0 ①17,000　②　-　　③10,300　④8,700　
（②等は、上場なし） （②等は、上場なし）

8月22日 11.0 ①53,800  ②38,800  ③元30,590 8月24日 21.0 ①51,500  ②37,590  ③元30,530
③-2　28,300   ④22,700 ③-2　26,520   ④21,350

加工用①13,710 加工用①13,360

8月31日 鴛泊9ｔ ①36,800  ②30,890  ③元28,010-27,590 8月27日 鴛泊10ｔ ①31,600-31,010  ②28,390  ③元26,590-26,260
鬼脇3ｔ ③-2　25,690-25,190  ④21,750-21,590 鬼脇4ｔ ③-2　25,550-25,320  ④20,500-20,390

仙法志8ｔ 加工用①11,690-11,460 仙法志8ｔ 加工用①11,120
沓形23ｔ 沓形19ｔ

9月1日 20.0 ①48,880  ②33,700  ③元28,390 8月31日 28.0 ①39,800  ②32,300  ③元30,230
③-2　27,870   ④22,740 ③-2　28,010   ④21,230

加工用①14,160 加工用①13,120

9月2日 香深4ｔ3 ①39,100-36,990  ②34,200-31,590  ③元29,000-28,010 8月28日 香深4ｔ ①32,800-32,450  ②29,390-28,590  ③元27,700-27,090
船泊8ｔ ③-2　25,190  ④23,400-22,220　 船泊6ｔ ③-2　26,090  ④22,000-21,190　

加工用①11,790 加工用①11,190

9月15日 262.0 特上浜①32,500　②24,500　③14,900　上浜A・B①29,500　②22,500　③14,900 8月28日 228.0 特上浜①32,000　②24,000　③14,900　上浜A・B①29,000　②22,000　③14,900

中浜A・B①24,500　②19,500　③14,500　中浜C①19,800　②16,500　③14,200　 中浜A・B①24,000　②19,000　③14,500　中浜C①19,300　②16,000　③14,200　

並浜①17,700　②16,000　③14,100 並浜①17,200　②15,500　③14,100

④11,300　⑤10,300 ④11,300　⑤10,300

尺④12,400　尺⑤11,600　尺④白12,230　尺⑤白11,330 尺④12,400　尺⑤11,500　尺④白12,230　尺⑤白11,330

加工用　①10,500　②8,900　③6,900 加工用　①10,500　②8,800　③6,800

加工用　拾①9,307　拾②7,900　水②6,900 加工用　拾①9,307　拾②7,800　水②6,800

拾　17％下げ 拾　17％下げ

9月17日 3.0 ①18,000　②16,300　③14,100　④12,400　尺⑤11,600　⑤10,300 9月12日 28.0 ①17,500　②15,800　③14,100　④12,400　尺⑤11,500　⑤10,300
特赤15,000　特紫13,600　特白10,100　加工用①8,900　加工用①尺10,500 特赤14,600　特紫13,400　特白10,100　加工用①8,800　加工用①尺10,500

后　14％下げ 后　14％下げ

拾　17％下げ 拾　17％下げ

9月20日 35.0 ①55,200  ②40,200  ③元32,350 9月17日 39.0 ①52,530  ②38,690  ③元32,190
③-2　29,590   ④23,440 ③-2　27,570   ④22,330

加工用①13,860 加工用①13,770

9月21日 498.0 特なが 9月15日 501.0 特なが
葉①13,200　葉②11,700　葉③11,400 葉①13,000　葉②11,500　葉③11,100

元①12,800　元②11,500　元③10,900　花③10,900　④10,400 元①12,500　元②11,200　元③10,600　花③10,600　④10,100

加工用　①8,800　②6,160 加工用　①8,600　②6,020

長頭①10,400　后１０％下　拾15％下 長頭①10,100　后１０％下　拾15％下

9月23日 897.0 ①13,300　②11,700　③11,400　④10,400 9月18日 1,003.4 ①13,100　②11,500　③11,100　④10,100
元①12,600　元②11,500　元③10,900 元①12,300　元②11,200　元③10,600

日高
第1回
三石

釧路
第１回
広尾三石

根室 薄葉

稚内
第１回宗谷
利尻天然
（入札）

釧路
第１回
成昆布

稚内
第2回稚内
利尻天然
（入札）

地 区 銘 柄

稚内
第１回稚内
利尻天然
（入札）

稚内
第１回利尻
利尻養殖
（入札）

稚内
第１回礼文
利尻養殖
（入札）

平 成 28 年 度 平 成 27 年 度

釧路 棹前

根室
棹前
(貝殻)



単位　数量トン・出来値円／10kg・対比％ H28.10.5現在

値決月日 上場数量 出 来 値 ①等前年対比 値決月日 上場数量 出 来 値
地 区 銘 柄

平 成 28 年 度 平 成 27 年 度

9月29日 鴛泊14ｔ ①36,800-35,800    ②32,800-32,690  ③元27,900-27,790 9月28日 鴛泊14ｔ ①33,400    ②30,100  ③元28,100
鬼脇3ｔ ③-2　23,900-23,800    ④22,300-21,750 鬼脇7ｔ ③-2　27,100    ④22,600

仙法志9ｔ 加工用①12,300 仙法志8ｔ 加工用①12,010
沓形24ｔ 沓形30ｔ

9月29日 鴛泊24ｔ ①71,000　②44,200 9月28日 鴛泊25ｔ
鬼脇18ｔ ③元33,340-28,890    ③-2　28,670-26,310    ④25,080-22,050 鬼脇8ｔ ③元31,970-30,560    ③-2　28,400-27,860    ④22,770-22,070

仙法志33ｔ 加工用①15,300-15,050 仙法志23ｔ 加工用①12,890-12,590
沓形13ｔ 沓形10ｔ

9月30日 香深6ｔ ①37,800-36,800  ②32,690    ③元28,010 9月29日 香深8ｔ ①35,580-35,100  ②33,300    ③元29,680-29,190
船泊10ｔ ③-2　23,910  ④23,600-21,990 船泊8ｔ ③-2　28,680-27,990  ④24,280-23,590　

加工用①12,710 加工用①11,510-11,390

9月29日 香深11ｔ ③元33,590-32,000 9月29日 香深13ｔ
船泊17ｔ 加工用①15,600-15,090 船泊15ｔ 加工用①13,460-12,720  

10月5日 54.0 ①41,100  ②32,900  ③元30,970
③-2　28,500   ④22,520

加工用①13,050

10月7日 29.0 ①43,700　②39,700　③35,200　④28,700　⑤21,100
白　①33,700　②29,000　③27,000　④22,000

傷　①34,200　②26,700

10月9日 35.0 ①34,400　②29,600　③27,200　④22,200　⑤21,200
傷　①26,000　②21,700

白　①25,600　②23,300　③22,100

10月13日 247.0 特長

葉①13,000　葉②11,500　葉③11,100　

元①12,500　元②11,200　元③10,600　花③10,600　

加工用　①8,600　②6,020

長頭①10,100　②7,070　后10％下　拾15％下

特厚　①15,000（厚・散・浜）　14,800（東・昆）　

②12,800　③11,500　花③11,500　④10,600

頭①10,800　②7,560　　后10％下　拾15％下

10月20日 196.2 ①15,000　②12,800　③11,500　④10,600

10月20日 69.0 ①53,790  ②39,790  ③元33,090
③-2　28,290   ④23,280

加工用①13,560

10月26日 30.0 ①40,000　②32,000　③元尺30,000　③混25,800　③混函25,800
④20,200　④函20,200　加①12,600　加①函12,600　加②11,000　加②函11,000

頭①16,000　頭②12,000

后→走＊7.5

羅臼 養殖元揃

釧路
成昆布
(第2回)

羅臼 天然元揃

稚内
第2回利尻
利尻養殖
（入札）

稚内
第2回宗谷
利尻天然
（入札）

稚内
第１回礼文
利尻天然
（入札）

稚内
第1回利尻
利尻天然
（入札）

稚内
第2回礼文
利尻養殖
（入札）

北見 利尻長切

根室 厚葉

稚内
第3回稚内
利尻天然
（入札）



単位　数量トン・出来値円／10kg・対比％ H28.10.5現在

値決月日 上場数量 出 来 値 ①等前年対比 値決月日 上場数量 出 来 値
地 区 銘 柄

平 成 28 年 度 平 成 27 年 度

10月29日 65.9 特上浜①32,000　②24,000　③14,900　上浜A・B①29,000　②22,000　③14,900
中浜A・B①24,000　②19,000　③14,500　中浜C①19,300　②16,000　③14,200　

並浜①17,200　②15,500　③14,100

④11,300　⑤10,300

尺④12,400　尺⑤11,500　尺④白12,230　尺⑤白11,330

加工用　①10,500　②8,800　③6,800

加工用　拾①9,307　拾②7,800　水②6,800

拾　17％下げ

10月28日 香深6ｔ ①40,100-39,290  ②35,000-33,990    ③元32,900-32,290
船泊3ｔ ③-2　31,900-31,000  ④26,000-25,100　

加工用①11,690-11,490

10月28日 香深15ｔ 加工用①13,690-12,690  耳②10,850
船泊19ｔ

10月29日 鴛泊16ｔ ①41,200    ②35,500  ③元33,500-26,890
鬼脇9ｔ ③-2　30,400    ④26,600-22,000

仙法志12ｔ 加工用①12,010-11,390
沓形11ｔ

10月29日 鴛泊11ｔ ③元35,500-30,700    ③-2　32,200    ④25,200-21,380
鬼脇4ｔ 加工用①13,300-12,600

仙法志9ｔ
沓形13ｔ

11月2日 36.0 ①42,100  ②32,500  ③元30,890-30,500
③-2　28,770   ④23,190-22,090

加工用①12,960-12,860

11月9日 基準浜（尾札部・川汲・安浦・臼尻）

①33,000　②26,400　③22,440　④18,150　　

白①27,600　②23,640

11月17日 ①28,050　②22,440　③19,074　④15,428　　

11月16日 54.0 ①55,910-50,990  ②38,690-38,300  ③元33,090-31,050
③-2　28,370-28,090   ④23,190-22,090

加工用①13,490-12,550

11月27日 鴛泊5ｔ ①40,800    ②38,690  ③元27,190
鬼脇8ｔ ③-2　26,370    ④21,580-20,890

仙法志10ｔ 加工用①11,490
沓形0ｔ

11月27日 鴛泊1ｔ ③元31,330    ③-2　28,000    ④21,050-20,800
鬼脇3ｔ 加工用①12,290

仙法志3ｔ
沓形1ｔ

日高
三石
(第2回)

稚内
第3回礼文
利尻養殖
（入札）

稚内
第3回利尻
利尻養殖
（入札）

稚内
第2回利尻
利尻天然
（入札）

稚内
第2回礼文
利尻天然
（入札）

稚内
第2回利尻
利尻天然
（入札）

稚内
第4回稚内
利尻天然
（入札）

稚内
第3回宗谷
利尻天然
（入札）

函館
(白口浜)

天然元揃
（基準浜）

鹿部

稚内
第4回利尻
利尻養殖
（入札）



単位　数量トン・出来値円／10kg・対比％ H28.10.5現在

値決月日 上場数量 出 来 値 ①等前年対比 値決月日 上場数量 出 来 値
地 区 銘 柄

平 成 28 年 度 平 成 27 年 度

12月2日 153.0 特長

葉①13,000　葉②11,500　葉③11,100　

元①12,500　元②11,200　元③10,600　花③10,600　

加工用　①8,600　②6,020

長頭①10,100　②7,070　后10％下　拾15％下

特厚　①15,000（厚・散・浜）　14,800（東・昆）　

②12,800　③11,500　花③11,500　④10,600

頭①10,800　②7,560　　后10％下　拾15％下

12月17日 特上浜①32,000　②24,000　③14,900　上浜A・B①29,000　②22,000　③14,900

中浜A・B①24,000　②19,000　③14,500　中浜C①19,300　②16,000　③14,200　

並浜①17,200　②15,500　③14,100

④11,300　⑤10,300

尺④12,400　尺⑤11,500　尺④白12,230　尺⑤白11,330

加工用　①10,500　②8,800　③6,800

加工用　拾①9,307　拾②7,800　水②6,800

拾　17％下げ

3月2日 72.0 特長

葉①13,000　葉②11,500　葉③11,100　

元①12,500　元②11,200　元③10,600　花③10,600　

加工用　①8,600　②6,020

長頭①10,100　②7,070　后10％下　拾15％下

特厚　①15,000（厚・散・浜）　14,800（東・昆）　

②12,800　③11,500　花③11,500　④10,600

頭①10,800　②7,560　　后10％下　拾15％下

4月20日 54.0 特上浜①32,000　②24,000　③14,700　上浜A・B①29,000　②22,000　③14,700
中浜A・B①24,000　②19,000　③14,300　中浜C①19,300　②16,000　③14,000　

並浜①17,200　②15,500　③13,900

④11,100　⑤10,100

尺④12,200　尺⑤11,300　尺④白12,010　尺⑤白11,110

加工用　①10,000　②8,700　③6,700

加工用　拾①8,851　拾②7,700　水②6,700

拾　17％下げ

日高
三石
(第4回)

釧路
成昆布
(第3回)

釧路
成昆布
(第4回)

日高
三石
(第3回)


