
対象市場群 都道府県等 市場区分 対象市場群に属する市場

北海道ブロック 北海道 中　央 札幌市中央卸売市場

地　方 函館市青果物地方卸売市場

釧路市公設地方卸売市場

旭一旭川地方卸売市場

丸果旭川地方卸売市場

帯広地方卸売市場

マルキタ北見地方卸売市場

公設道央地方卸売市場

苫小牧市公設地方卸売市場

東北ブロック 青森県 中　央 青森市中央卸売市場

八戸市中央卸売市場

地　方 弘前総合地方卸売市場

岩手県 中　央 盛岡市中央卸売市場

地　方 岩手県南青果地方卸売市場

花巻市公設地方卸売市場

宮城県 中　央 仙台市中央卸売市場本場

地　方 石巻青果花き地方卸売市場

秋田県 地　方 秋田市公設地方卸売市場

能代青果地方卸売市場

山形県 地　方 山形市公設地方卸売市場

公設庄内青果物地方卸売市場

地方卸売市場㈱丸勘山形青果市場

福島県 中　央 いわき市中央卸売市場

地　方 福島市公設地方卸売市場

会津若松市公設地方卸売市場

郡山市総合地方卸売市場

地方卸売市場東印郡山青果㈱

関東ブロック 茨城県 地　方 水戸市公設地方卸売市場

土浦地方卸売市場

公設鹿島地方卸売市場

栃木県 中　央 宇都宮市中央卸売市場

地　方 栃木県南地方卸売市場

群馬県 地　方 前橋生鮮食料品総合地方卸売市場

館林市総合地方卸売市場

高崎市総合地方卸売市場

桐生地方卸売市場

対　象　市　場　群



対象市場群 都道府県等 市場区分 対象市場群に属する市場

埼玉県 地　方 地方卸売市場熊谷青果市場

地方卸売市場川口中央青果市場

地方卸売市場浦和総合流通センター

大宮総合食品地方卸売市場

所沢総合食品地方卸売市場

地方卸売市場さいたま春日部市場

埼玉県地方卸売市場上尾市場

越谷総合食品地方卸売市場

埼玉川越総合地方卸売市場

(戸田市) 野菜販売施設 JA全農青果センター㈱東京センター

千葉県 地　方 千葉市地方卸売市場

船橋市地方卸売市場

柏市公設総合地方卸売市場

地方卸売市場㈱金坂青果

松戸市公設地方卸売市場南部市場

市川地方卸売市場

成田市公設地方卸売市場

木更津市公設地方卸売市場

東京都 中　央 東京都中央卸売市場豊洲市場

〃　　　　大田市場

〃　　　　葛西市場

〃　　　　豊島市場

〃　　　　淀橋市場

〃　　　　北足立市場

〃　　　　板橋市場

〃　　　　世田谷市場

〃　　　　多摩ﾆｭｰﾀｳﾝ市場

地　方 東京都練馬青果地方卸売市場

東京都八王子北野地方卸売市場

東京都国立地方卸売市場

東京都東久留米地方卸売市場

神奈川県 中　央 横浜市中央卸売市場本場

川崎市中央卸売市場北部市場

地　方 湘南藤沢地方卸売市場

地方卸売市場横須賀青果物㈱

平果地方卸売市場

小田原市公設青果地方卸売市場

地方卸売市場神奈川青果㈱本社市場



対象市場群 都道府県等 市場区分 対象市場群に属する市場

関東ブロック (平塚市) 野菜販売施設 JA全農青果センター㈱神奈川センター

山梨県 地　方 甲府市地方卸売市場

長野県 佐久地方卸売市場

上田地方卸売市場

松本市公設地方卸売市場

飯田市地方卸売市場

諏訪市公設地方卸売市場

長野地方卸売市場

飯山中央地方卸売市場

静岡県 中　央 静岡市中央卸売市場

中　央 浜松市中央卸売市場

地　方 地方卸売市場三島青果市場

地方卸売市場沼津中央青果

岳南富士地方卸売市場

北陸ブロック 新潟県 中　央 新潟市中央卸売市場

地　方 地方卸売長岡青果市場

地方卸売市場㈱三条中央青果卸売市場

地方卸売市場柏印柏崎青果㈱

地方卸売市場㈱新印新潟総合卸売ｾﾝﾀｰ

地方卸売市場㈱新津食品流通センター

地方卸売市場十日町生鮮食品㈱

地方卸売市場新印上越青果(株)

地方卸売市場㈱新印新潟総合卸売ｾﾝﾀｰ胎内分店

地方卸売市場㈱新印青果西部卸売市場

富山県 地　方 富山市公設地方卸売市場

高岡市地方卸売市場

石川県 中　央 金沢市中央卸売市場

地　方 南加賀公設地方卸売市場

七尾市公設地方卸売市場

福井県 中　央 福井市中央卸売市場

地　方 地方卸売市場武生青果

東海ブロック 岐阜県 中　央 岐阜市中央卸売市場

地　方 大垣市公設地方卸売市場

高山市公設地方卸売市場

岐阜県 地　方 可茂公設地方卸売市場

愛知県 中　央 名古屋市中央卸売市場本場

名古屋市中央卸売市場北部市場

地　方 地方卸売市場一宮地方総合卸売市場



対象市場群 都道府県等 市場区分 対象市場群に属する市場

東海ブロック 愛知県 地　方 地方卸売市場名古屋西流通センター

地方卸売市場知多南部総合卸売市場

愛中岡崎地方卸売市場

豊田市公設地方卸売市場

衣浦総合地方卸売市場

大一青果豊橋地方卸売市場

地方卸売市場豊橋中央青果

豊川青果地方卸売市場

三重県 地　方 三重県地方卸売市場

北勢地方卸売市場

伊勢志摩総合地方卸売市場

近畿ブロック 滋賀県 地　方 大津市公設地方卸売市場

京都府 中　央 京都市中央卸売市場第一市場

地　方 京都府南部総合地方卸売市場

大阪府 中　央 大阪市中央卸売市場本場

大阪市中央卸売市場東部市場

大阪府中央卸売市場

地　方 地方卸売市場大阪促成青果

丸池地方卸売市場

堺七道青果地方卸売市場

堺市立青果地方卸売市場

大阪南部合同青果地方卸売市場

岸和田綜合食品地方卸売市場

(高槻市) 野菜販売施設 JA全農青果センター㈱大阪センター

兵庫県 中　央 神戸市中央卸売市場本場

神戸市中央卸売市場東部市場

姫路市中央卸売市場

地　方 尼崎市公設地方卸売市場

豊岡中央青果地方卸売市場

明石市公設地方卸売市場

奈良県 中　央 奈良県中央卸売市場

和歌山県 中　央 和歌山市中央卸売市場

地　方 南紀田辺地方卸売市場

中国ブロック 鳥取県 地　方 鳥取市公設地方卸売市場

地方卸売市場東亜青果㈱

地方卸売市場㈱米子青果卸売市場

島根県 地　方 松江連合青果地方卸売市場

松江合同青果地方卸売市場

出雲総合地方卸売市場



対象市場群 都道府県等 市場区分 対象市場群に属する市場

中国ブロック 岡山県 中　央 岡山市中央卸売市場

地　方 倉敷地方卸売市場

津山食品地方卸売市場

備前地方卸売市場

広島県 中　央 広島市中央卸売市場中央市場

広島市中央卸売市場東部市場

地　方 呉市地方卸売市場

地方卸売市場丸果三原合同青果市場

中国ブロック 広島県 地　方 福山地方卸売市場

山口県 地　方 岩国市地方卸売市場

四国ブロック 徳島県 中　央 徳島市中央卸売市場

香川県 中　央 高松市中央卸売市場

地　方 香川県中部地方卸売市場

愛媛県 中　央 松山市中央卸売市場

地　方 今治地方卸売市場

地方卸売市場愛媛青果

高知県 中　央 高知市中央卸売市場

地　方 地方卸売市場高知県中央青果市場

九州ブロック 山口県 中　央 宇部市中央卸売市場

地　方 下関市地方卸売市場新下関市場

周南市地方卸売市場

防府市公設青果物地方卸売市場

福岡県 中　央 福岡市中央卸売市場青果市場

北九州市中央卸売市場

久留米市中央卸売市場

地　方 北九州青果株式会社西部支店

飯塚市地方卸売市場

佐賀県 地　方 地方卸売市場佐賀青果市場

地方卸売市場佐賀中央青果市場

地方卸売市場伊万里青果市場

長崎県 中　央 長崎市中央卸売市場

地　方 佐世保市地方卸売市場青果市場

島青果地方卸売市場

大村市総合地方卸売市場

熊本県 地　方 熊本地方卸売市場

地方卸売市場熊本東部青果

地方卸売市場八代青果食品

地方卸売市場中九州青果

大分県 地　方 大分市公設地方卸売市場



対象市場群 都道府県等 市場区分 対象市場群に属する市場

九州ブロック 大分県 地　方 別府市公設地方卸売市場

地方卸売市場中津中央青果㈱

宮崎県 中　央 宮崎市中央卸売市場

地　方 都城市公設地方卸売市場

㈱延岡綜合地方卸売市場

鹿児島県 中　央 鹿児島市中央卸売市場

地　方 鹿屋果青果地方卸売市場

沖縄ブロック 沖縄県 中　央 沖縄県中央卸売市場

合　　　　　　計 198市場

(注)　市場区分欄の中央は中央卸売市場、地方は地方卸売市場である。



内　訳 市場区分 卸売市場数 卸売会社数

中　　央 50 70

地　　方 145 168

青果センター 3 3

合　　計 198 241

（令和４年８月１日現在）
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