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Products: PUD (Black Tiger) Batch No: 080909-01

Pond No.4 Finished
Size Average Qty Size Yield Total Loose Qty Size good

Batch No. Supplier Qty. (kg) Pcs/kg  (per kg)  count/kg  (kg)  (%)  (%)  ctn  pack  net kg (%) yield
080909-01 SBC 206.7206.7206.7206.7 93939393 51to60 58 6 6 3 5.4 5 Scaling wt is

61to70 76.5 51.5 51.3 31 55.8 51.7 1885g-1890g
71to90 96 23.7 23.6 15 27 25
90to120 117 14 13.9 8 14.4 13.3
Broken 5.2 5.2 2 3.6 3.3
Soft shell 1 1.8 1.7

206.7206.7206.7206.7 100.4100.4100.4100.4 48.648.648.648.6 60 108108108108 52.252.252.252.2

Finished Goods Stock Control - Sept 08

Size Ctns Blks
10to20 4 5
20to30 49 3
30to40 110 8
40to50 84 2
50to60 39 4
60to70 20 6
70to90 7
90to120 2 5 date: 10th Sep 2008
150to200 1 3

ブラックタイガー頭殻付き1キロを氷ブロック詰めしたものの在庫数
2nd grade 4 4 7個入り段ボール箱が中央の値
and broken バラで箱詰めしていないものが右の値

320 40 サイズ表示は1キロ当たりのエビの数で、これに水を加えて氷ブロックに加工

BT HOSO (Block)
7x1kg

Handling date 9th Sep 2008 9th Sep 2008 10th Sep 2008

Receiving Sizing Packing (1ctn=7x1kg)

Remark
Incoming HOSO


