
（令和４年12月21日現在）

開設者 開設者住所

市　　　　場　　　　の　　　　名　　　　称 位 置 取 扱 品 目

札幌市 札幌市中央区北１条西２丁目

札幌市中央卸売市場 札幌市中央区北12条西20丁目 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の生鮮食料品等
生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の生鮮食料品等

青森市 青森市中央一丁目22番５号

青森市中央卸売市場 青森市卸町１番１号 野菜、果実及びこれらの加工品、鳥卵並びに規則で定めるその他の食料品
生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の食料品

八戸市 八戸市内丸一丁目１番１号

八戸市中央卸売市場 青森県八戸市大字河原木字神才７番地４ 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品
花き

盛岡市 盛岡市内丸12番２号

盛岡市中央卸売市場 盛岡市羽場10地割100番地 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品
生鮮水産物及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品

仙台市 仙台市青葉区国分町３丁目７番１号

仙台市中央卸売市場本場 仙台市若林区卸町４丁目３番地の１ 生鮮水産物及び農林水産物加工品並びに包装資材等関連用品
野菜、果実、鳥卵及び農林水産物加工品並びに包装資材等関連用品

仙台市中央卸売市場食肉市場 仙台市宮城野区扇町６丁目３番６号 肉類、鳥卵及び農林水産物加工品

仙台市中央卸売市場花き市場 仙台市宮城野区苦竹４丁目１番20号 花き

秋田市 秋田市山王一丁目１番１号

秋田市中央卸売市場 秋田市外旭川字待合28番地 花き

いわき市 いわき市平字梅本21番地

いわき市中央卸売市場 いわき市鹿島町鹿島１番地 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品
生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の食料品

宇都宮市 宇都宮市旭一丁目１番５号

宇都宮市中央卸売市場 宇都宮市簗瀬町1493番地 野菜、果実及びこれらの加工品
生鮮水産物及びその加工品

卸売市場法（昭和46年法律第35号）第４条第１項の規定に基づく中央卸売市場の認定について



開設者 開設者住所

市　　　　場　　　　の　　　　名　　　　称 位 置 取 扱 品 目

さいたま市 さいたま市浦和区常盤六丁目４番４号

さいたま市食肉中央卸売市場 さいたま市大宮区吉敷町２丁目23番地 肉類及びその加工品

東京都 東京都新宿区西新宿二丁目８番１号

東京都中央卸売市場豊島市場 東京都豊島区巣鴨５丁目１番５号 野菜、果実及びこれらの加工品、つけ物、鳥卵（鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品
をいう。）並びに知事が別に定めるその他の食料品等

東京都中央卸売市場淀橋市場 東京都新宿区北新宿４丁目２番１号 野菜、果実及びこれらの加工品、つけ物、鳥卵（鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品
をいう。）並びに知事が別に定めるその他の食料品等

東京都中央卸売市場足立市場 東京都足立区千住橋戸町50番地 生鮮水産物、海そう及びこれらの加工品並びに知事が別に定めるその他の食料
品等

東京都中央卸売市場食肉市場 東京都港区港南２丁目７番19号 肉類及びその加工品並びに知事が別に定めるその他の食料品等

東京都中央卸売市場板橋市場 東京都板橋区高島平６丁目１番５号 野菜、果実及びこれらの加工品、つけ物、鳥卵（鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品
をいう。）並びに知事が別に定めるその他の食料品等
花き及び知事が別に定めるその他の農産物等

東京都中央卸売市場世田谷市場 東京都世田谷区大蔵１丁目４番１号 野菜、果実及びこれらの加工品、つけ物、鳥卵（鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品
をいう。）並びに知事が別に定めるその他の食料品等
花き及び知事が別に定めるその他の農産物等

東京都中央卸売市場北足立市場 東京都足立区入谷６丁目３番１号 野菜、果実及びこれらの加工品、つけ物、鳥卵（鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品
をいう。）並びに知事が別に定めるその他の食料品等
花き及び知事が別に定めるその他の農産物等

東京都中央卸売市場多摩ニュータウン市場 東京都多摩市永山７丁目４番地 野菜、果実及びこれらの加工品、つけ物、鳥卵（鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品
をいう。）並びに知事が別に定めるその他の食料品等

東京都中央卸売市場葛西市場 東京都江戸川区臨海町３丁目４番１号 野菜、果実及びこれらの加工品、つけ物、鳥卵（鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品
をいう。）並びに知事が別に定めるその他の食料品等
花き及び知事が別に定めるその他の農産物等

東京都中央卸売市場大田市場 東京都大田区東海３丁目２番１号 野菜、果実及びこれらの加工品、つけ物、鳥卵（鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品
をいう。）並びに知事が別に定めるその他の食料品等
生鮮水産物、海そう及びこれらの加工品並びに知事が別に定めるその他の食料
品等
花き及び知事が別に定めるその他の農産物等

東京都中央卸売市場豊洲市場 東京都江東区豊洲６丁目６番１号 野菜、果実及びこれらの加工品、つけ物、鳥卵（鳥肉、鳥卵及びこれらの加工品
をいう。）並びに知事が別に定めるその他の食料品等
生鮮水産物、海そう及びこれらの加工品並びに知事が別に定めるその他の食料
品等



開設者 開設者住所

市　　　　場　　　　の　　　　名　　　　称 位 置 取 扱 品 目

横浜市 横浜市中区本町６丁目50番地の10

横浜市中央卸売市場本場 横浜市神奈川区山内町１番地 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品及び飲料
生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の食料品及び飲料

横浜市中央卸売市場食肉市場 横浜市鶴見区大黒町３番53号 肉類及びその加工品並びに規則で定めるその他の食料品及び飲料

川崎市 川崎市川崎区宮本町１番地

川崎市中央卸売市場北部市場 川崎市宮前区水沢１丁目１番１号 野菜、果実及びこれらの加工品並びに冷凍食品その他規則で定める加工食料品
生鮮水産物及びその加工品並びに冷凍食品その他規則で定める加工食料品
花き

静岡市 静岡市葵区追手町５番１号

静岡市中央卸売市場 静岡市葵区流通センター１番１号 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品
生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の食料品

浜松市 浜松市中区元城町103番地の２

浜松市中央卸売市場 浜松市南区新貝町239番地の１ 野菜、果実及びこれらの加工品並びに市長が定めるその他の食料品
生鮮水産物及びその加工品並びに市長が定めるその他の食料品

新潟市 新潟市中央区学校町通１番町602番地１

新潟市中央卸売市場 新潟市江南区茗荷谷711番地 野菜、果実及びこれらの加工品
水産物及びこれらの加工品
花き

金沢市 金沢市広坂１丁目１番１号

金沢市中央卸売市場 金沢市西念４丁目７番１号 野菜、果実及びこれらの加工品並びに市長が定めるその他の食料品
生鮮水産物及びその加工品並びに市長が定めるその他の食料品

福井市 福井市大手３丁目10番１号

福井市中央卸売市場 福井市大和田１丁目101番地 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品
生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の食料品
花き

岐阜市 岐阜市司町40番地１

岐阜市中央卸売市場 岐阜市茜部新所２丁目５番地 野菜、果実及びこれらの加工品（市長が規則で定めるものを除く。）並びに市長が
規則で定めるその他の加工食料品
生鮮水産物及びその加工品（市長が規則で定めるものを除く。）並びに市長が
規則で定めるその他の加工食料品



開設者 開設者住所

市　　　　場　　　　の　　　　名　　　　称 位 置 取 扱 品 目

名古屋市 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号

名古屋市中央卸売市場本場 名古屋市熱田区川並町２番22号 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定める加工食料品
生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定める加工食料品

名古屋市中央卸売市場北部市場 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字八反107番地 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定める加工食料品
生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定める加工食料品

名古屋市中央卸売市場南部市場 名古屋市港区船見町１番地の39 肉類及びその加工品

京都市 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市中央卸売市場第一市場 京都市下京区朱雀分木町80番地 野菜及び果実並びにこれらの加工品その他の生鮮食料品等
生鮮水産物及びその加工品その他の生鮮食料品等

京都市中央卸売市場第二市場 京都市南区吉祥院石原東之口町２番地 肉類（鳥肉を除く。）及びその加工品

大阪府 大阪府大阪市中央区大手前２丁目１－22

大阪府中央卸売市場 大阪府茨木市宮島一丁目 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品
生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の食料品

大阪市 大阪市北区中之島１丁目３番20号

大阪市中央卸売市場本場 大阪市福島区野田１丁目 野菜、果実及びこれらの加工品並びに市規則で定めるその他の食料品
生鮮水産物及びその加工品並びに市規則で定めるその他の食料品
加工食料品（市規則で定めるものを除く。）

大阪市中央卸売市場東部市場 大阪市東住吉区今林１丁目 野菜、果実及びこれらの加工品並びに市規則で定めるその他の食料品
生鮮水産物及びその加工品並びに市規則で定めるその他の食料品

大阪市中央卸売市場南港市場 大阪市住之江区南港南５丁目 肉類（鳥肉を除く。）及びその加工品

神戸市 神戸市中央区加納町６丁目５番１号

神戸市中央卸売市場本場 神戸市兵庫区中之島１丁目１番４号 野菜、果実及びこれらの加工品（漬物を除く。）並びに市長の定めるその他の食料品
生鮮水産物及びその加工品並びに市長の定めるその他の食料品

神戸市中央卸売市場東部市場 神戸市東灘区深江浜町１番地の１ 野菜、果実及びこれらの加工品（漬物を除く。）並びに市長の定めるその他の食料品
生鮮水産物及びその加工品並びに市長の定めるその他の食料品
花き

神戸市中央卸売市場西部市場 神戸市長田区苅藻通７丁目１番20号 肉類（鳥肉を除く。）及びその加工品



開設者 開設者住所

市　　　　場　　　　の　　　　名　　　　称 位 置 取 扱 品 目

姫路市 姫路市安田四丁目１番地

姫路市中央卸売市場 姫路市延末295番地 生鮮水産物及びその加工品（規則で定めるものを除く。）並びに規則で定める
その他の加工食料品
野菜、果実及びこれらの加工品（規則で定めるものを除く。）並びに規則で定める
その他の加工食料品

奈良県 奈良県奈良市登大路町30

奈良県中央卸売市場 奈良県大和郡山市筒井町957番地の１ 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品
生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の食料品

和歌山市 和歌山市七番丁23番地

和歌山市中央卸売市場 和歌山市西浜1660番地401 野菜、果実及びこれらの加工品
生鮮水産物及びその加工品

岡山市 岡山市北区大供一丁目１番１号

岡山市中央卸売市場 岡山市南区市場一丁目１番地 野菜、果実及びこれらの加工品（漬物を除く。）並びにこれらに準ずるものとして
規程で定める食料品等
生鮮水産物及びその加工品並びにこれらに準ずるものとして規程で定める食料品

広島市 広島市中区国泰寺町一丁目６番34号

広島市中央卸売市場中央市場 広島市西区草津港一丁目 野菜、果実及びこれらの加工品（漬物を除く。）並びに規則で定める食料品
生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定める食料品
花き及び規則で定める農産物

広島市中央卸売市場東部市場 広島市安芸区船越南五丁目 野菜、果実及びこれらの加工品（漬物を除く。）並びに規則で定める食料品

広島市中央卸売市場食肉市場 広島市西区草津港一丁目 肉類（鳥肉を除く。）及びその加工品

宇部市 宇部市常盤町一丁目７番１号

宇部市中央卸売市場 宇部市西平原四丁目４番１号 野菜、果実及びこれらの加工品

徳島市 徳島市幸町２丁目５番地

徳島市中央卸売市場 徳島市北沖洲四丁目１番38号 野菜、果実及びこれらの加工品（規則で定めるものを除く。）並びに規則で定める
その他の食料品
生鮮水産物及びその加工品（規則で定めるものを除く。）並びに規則で定める
その他の食料品
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市　　　　場　　　　の　　　　名　　　　称 位 置 取 扱 品 目

高松市 高松市番町一丁目８番15号

高松市中央卸売市場 高松市瀬戸内町30番５号 野菜、果実及び加工品並びに加工食料品
生鮮水産物及び加工品並びに加工食料品

松山市 松山市二番町４丁目７番地２

松山市中央卸売市場 松山市久万ノ台348番地１ 野菜、果実及びこれらの加工品（調理冷凍加工品を含む。）並びに市長が認める
食料品等

高知市 高知市本町５丁目１－45

高知市中央卸売市場 高知市弘化台12番12号 野菜、果実及びこれらの加工品（規則で定めるものを除く。）並びに冷凍食品

北九州市 北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市中央卸売市場 北九州市小倉北区西港町94番地の９ 野菜、果実及びこれらの加工品

福岡市 福岡市中央区長浜三丁目11番３号

福岡市中央卸売市場青果市場 福岡市東区みなと香椎三丁目 野菜、果実及びこれらの加工品並びに鳥卵

福岡市中央卸売市場鮮魚市場 福岡市中央区長浜三丁目 生鮮水産物及びその加工品

福岡市中央卸売市場食肉市場 福岡市東区東浜二丁目 肉類及びその加工品

久留米市 久留米市城南町15番地３

久留米市中央卸売市場 久留米市諏訪野町2623番地１ 野菜、果実、鳥卵その他の生鮮食料品等

長崎市 長崎市桜町２番22号

長崎市中央卸売市場 長崎市田中町279番地４ 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の物品

宮崎市 宮崎市橘通西一丁目１番１号 

宮崎市中央卸売市場 宮崎市新別府町雀田1185番地 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の食料品
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鹿児島市 鹿児島市山下町11番１号

鹿児島市中央卸売市場青果市場 鹿児島市東開町11番地１ 野菜、果実及びこれらの加工品、鳥卵並びに規則で定めるその他の食料品

鹿児島市中央卸売市場魚類市場 鹿児島市城南町37番地２ 生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の食料品

沖縄県 沖縄県那覇市泉崎１丁目２－２

沖縄県中央卸売市場 沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目11番１号 野菜、果実及びこれらの加工品並びに豆加工品、香辛料、はちみつその他の
食料品で知事が認めるもの
花き及びその加工品


