
都道府県名 開設者の名称 住所 地方卸売市場の名称 位置 取扱品目

北海道 芦別卸売市場株式会社 芦別市北7条西4丁目4番地7 芦別地方卸売市場 芦別市北7条西4丁目4番地7 生鮮水産物、野菜、果実及びその加

工品

北海道 滝川地方卸売市場株式会社 滝川市流通団地3丁目7番1号 滝川地方卸売市場 滝川市流通団地3丁目7番1号 生鮮水産物及びその加工品、野菜・

果実及びその加工品、花き類、その他

北海道 株式会社砂川地方卸売市場 砂川市東6条北10丁目1番1号 砂川地方卸売市場 砂川市東6条北10丁目1番1号 生鮮水産物及び加工品、野菜、果実

及び加工品

北海道 岩見沢市 岩見沢市鳩が丘1丁目1番地1号 公設道央地方卸売市場 岩見沢市大和4条7丁目22番地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生鮮食料品、

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生鮮食料品

北海道 夕張市 夕張市本町4丁目2番地 夕張市公設地方卸売市場 夕張市南清水沢4丁目105番地の1 野菜・果実及びその加工品、生鮮水

産物及びその加工品並びに規則で定

める食料品等

北海道 株式会社札幌花き地方卸売市場 札幌市白石区流通センター7丁目3

番5号

札幌花き地方卸売市場 札幌市白石区流通センター7丁目3

番及び4番

花き及びその加工品並びにこれらに関

連する物品

北海道 千歳市 千歳市東雲町2丁目34番地 千歳市公設地方卸売市場 千歳市上⾧都958番地1 野菜・果実、生鮮水産物及び加工品

北海道 小樽市漁業協同組合 小樽市色内3丁目5番18号 小樽市漁業協同組合地方卸売市場 小樽市色内3丁目5番18号 生鮮水産物及びその加工品

北海道 小樽市 小樽市花園2丁目12番1号 小樽市公設水産地方卸売市場 小樽市高島1丁目2番5号 生鮮水産物及びその加工品並びに冷

凍水産物

北海道 余市郡漁業協同組合 余市郡余市町港町148番地 余市水産物地方卸売市場 余市郡余市町港町148番地 生鮮水産物及びその加工品

地方卸売市場の認定について（卸売市場法第13条第１項）



都道府県名 開設者の名称 住所 地方卸売市場の名称 位置 取扱品目

北海道 株式会社おたるHANAオークション 小樽市奥沢2丁目 7番14号 おたるHANAオークション地方卸売市

場

小樽市奥沢2丁目 7番14号 切花、鉢物、花木及びその加工品

北海道 倶知安町 虻田郡倶知安町北1条東3丁目3番

地

倶知安町地方卸売市場 虻田郡倶知安町字高砂24番地 野菜、果実、生鮮水産物及びその加

工品

北海道 岩内郡漁業協同組合 岩内郡岩内町字大浜92番地 岩内地方卸売市場 岩内郡岩内町字大浜92番地の1 生鮮水産物及びその他加工品

北海道 東しゃこたん漁業協同組合 古平郡古平町大字入船町14番地 古平地方卸売市場 古平郡古平町大字港町438番地 生鮮水産物及びその加工品並びにそ

の他関連する食料品等

北海道 余市産業株式会社 余市郡余市町黒川町1175番地 余市合同青果物地方卸売市場 余市郡余市町黒川町1175番地 野菜、果実及びこれらの加工品並びに

その他の関連した食料品

北海道 寿都町漁業協同組合 寿都郡寿都町字大磯町21番地1 寿都町漁業協同組合地方卸売市場 寿都郡寿都町字大磯町206番地 生鮮水産物及びその加工品並びにそ

の他関連する生鮮食料品

北海道 いぶり中央漁業協同組合 登別市登別港町1丁目28番地 いぶり中央地方卸売市場 登別市登別港町1丁目27番地 生鮮水産物及びその加工品

北海道 苫小牧市 苫小牧市旭町4丁目5番6号 苫小牧市公設地方卸売市場 苫小牧市港町2丁目2番2号

苫小牧市汐見町1丁目1番13号

野菜、果実及びその加工品並びに鳥

卵、生鮮水産物及びその加工品

北海道 室蘭市 室蘭市幸町1番2号 室蘭市公設地方卸売市場 室蘭市東町3丁目1番12号

室蘭市舟見町1丁目133番地29地

先

生鮮水産物及びその加工品その他市

⾧が規則で定める生鮮食料品等

北海道 株式会社むろらんHANAオークション 室蘭市東町1丁目 1番3号 むろらんHANAオークション地方卸売

市場

室蘭市東町1丁目 1番3号 切花、鉢物、花木及びその加工品



都道府県名 開設者の名称 住所 地方卸売市場の名称 位置 取扱品目

北海道 日高中央漁業協同組合 浦河郡浦河町浜町45番地 日高中央漁業協同組合地方卸売市

場

浦河郡浦河町浜町45番地 生鮮水産物及びその加工品並びにそ

の他に関連する食品等

北海道 株式会社丸静魚菜卸売市場 日高郡新ひだか町静内ときわ町2丁

目1番20号

丸高青果浦河地方卸売市場 浦河郡浦河町築地町2丁目7番15

号

野菜、果実及びこれらの加工品並びに

その他関連食料品

北海道 株式会社丸静魚菜卸売市場 日高郡新ひだか町静内ときわ町2丁

目1番20号

静内地方卸売市場 日高郡新ひだか町静内ときわ町2丁

目1番20号

野菜・果実及びこれらの加工品並びに

その他関連食料品、生鮮水産物及び

その加工品

北海道 えりも漁業協同組合 幌泉郡えりも町字本町182番地の2 えりも地方卸売市場 幌泉郡えりも町字本町649番地の9

地先

生鮮水産物及び加工品

北海道 函館市 函館市東雲町4番13号 函館市水産物地方卸売市場 函館市豊川町27番6号 生鮮水産物およびその加工品その他

生鮮水産物に関連する食品等

北海道 函館市 函館市東雲町4番13号 函館市青果物地方卸売市場 函館市西桔梗町589番地25 野菜、果実およびこれらの加工品その

他規則で定める食料品または農産物

北海道 八雲町漁業協同組合 二海郡八雲町内浦町155の3 八雲町漁業協同組合地方卸売市場 二海郡八雲町内浦町八雲漁港埋立

地

生鮮水産物及びその加工品並びにそ

の他の関連食品

北海道 森漁業協同組合 茅部郡森町字港町40番地21 森漁業協同組合魚地方卸売市場 茅部郡森町字港町40番地21 生鮮水産物及びその加工品

北海道 落部漁業協同組合 二海郡八雲町落部 529番地 落部地方卸売市場 二海郡八雲町落部 943番地5 生鮮水産物及びその加工品

北海道 砂原漁業協同組合 茅部町森町字砂原4丁目31-1 砂原地方卸売市場 茅部町森町字砂原4丁目31番地の

1地先

生鮮水産物及びその加工品

北海道 株式会社函館花卉卸売市場 函館市西桔梗町589番地272 函館花き地方卸売市場 函館市西桔梗町589番地272 切花、鉢もの、花木及びその加工品

並びに関連する物品



都道府県名 開設者の名称 住所 地方卸売市場の名称 位置 取扱品目

北海道 鹿部漁業協同組合 茅部郡鹿部町字宮浜323 鹿部地方卸売市場 茅部郡鹿部町字鹿部  鹿部漁港埋

立地

生鮮水産物及びその加工品

北海道 江差町 檜山郡江差町字中    歌町193-1 江差町地方卸売市場 檜山郡江差町字姥神町138番地1 野菜、果実

北海道 増毛漁業協同組合 増毛郡増毛町港町46番地の2 増毛漁業協同組合地方卸売市場 増毛郡増毛町港町46番地の2 生鮮魚貝藻類及びその他加工品並

びにその他関連する食料品

北海道 新星マリン漁業協同組合 留萌市明元町5丁目3番地 新星マリン漁業協同組合留萌地方卸

売市場

留萌市明元町5丁目3番地 生鮮魚貝藻類及びその加工品並びに

その他関連する食料品

北海道 北るもい漁業協同組合 苫前郡羽幌町港町1丁目36番地 苫前地方卸売市場 苫前郡苫前町字苫前85番地 生鮮水産物及びその加工品並びにそ

の他関連する食品

北海道 北るもい漁業協同組合 苫前郡羽幌町港町1丁目36番地 羽幌地方卸売市場 苫前郡羽幌町港町1丁目36番地 生鮮水産物及びその加工品並びにそ

の他の関連する食品

北海道 株式会社キョクイチホールディングス 旭川市流通団地1条2丁目 旭一旭川地方卸売市場 旭川市流通団地1条1丁目及び1条

2丁目

水産、青果

北海道 株式会社一印旭川魚卸売市場 旭川市流通団地1条3丁目 一印旭川地方卸売市場 旭川市流通団地1条3丁目34-12 生鮮水産物及びその加工品

北海道 富良野地方卸売市場株式会社 富良野市弥生町4番2号 富良野地方卸売市場 富良野市弥生町、若松町、山部、中

五区、空知郡中富良野町鈴和

野菜・果実及びそれらの加工品・米・

その他関連する食料品等、生鮮水産

物及びその加工品並びに鳥 卵・調理

料・その他関連する食料品等

北海道 丸果旭川青果卸売市場株式会社 旭川市流通団地1条3丁目14番地

の3

丸果旭川地方卸売市場 旭川市流通団地1条3丁目 野菜、果実、鳥卵、花卉及びその加

工品



都道府県名 開設者の名称 住所 地方卸売市場の名称 位置 取扱品目

北海道 株式会社旭川生花市場 旭川市流通団地2条2丁目32番地 旭川生花地方卸売市場 旭川市流通団地2条2丁目32番地 切花、鉢物、花木及びその加工品並

びに関連商品

北海道 稚内市 稚内市中央3丁目13番15号 稚内市地方卸売市場 稚内市新港町1番13 生鮮水産物及びその加工品並びに冷

凍水産物

北海道 枝幸漁業協同組合 枝幸郡枝幸町幸町7888番地 枝幸魚地方卸売市場 枝幸郡枝幸町幸町7888番地 生鮮水産物及びその加工水産物並

びにその他関連する食料品

北海道 頓別漁業協同組合 枝幸郡浜頓別町字頓別618番地 頓別漁業協同組合地方卸売市場 枝幸郡花頓別町字頓別 生鮮水産物及びその加工品並びに冷

凍品

北海道 稚内漁業協同組合 稚内市中央4丁目18番6号 稚内漁業協同組合地方卸売市場 稚内市中央4丁目18番6号 生鮮水産物及びその加工品並びに冷

凍品

北海道 網走漁業協同組合 網走市港町4番地63 網走地方卸売市場 網走市港町132番地 生鮮水産物及びその加工品

北海道 雄武漁業協同組合 紋別郡雄武町字雄武983番地 雄武漁業協同組合地方卸売市場 紋別郡雄武町字雄武983番地 生鮮水産物及びその加工品

北海道 沙留漁業協同組合 紋別郡興部町字沙留143番地の1 沙留漁業協同組合地方卸売市場 紋別郡興部町字沙留142番地 生鮮水産物

北海道 紋別漁業協同組合 紋別市港町6丁目 5番2号 紋別漁業協同組合地方卸売市場 紋別市港町3丁目、港町8丁目 生鮮水産物及びその加工品並びにそ

の他関連する食料品

北海道 湧別漁業協同組合 紋別郡湧別町曙町9番地の1 湧別漁業協同組合地方卸売市場 紋別郡湧別町港町45番地3地先 生鮮水産物及びその加工品並びにそ

の他関連する食料品等

北海道 株式会社キョクイチホールディングス 旭川市流通団地1条2丁目 マルキタ北見地方卸売市場 北見市東相内町39-1 水産、青果、花き、畜産



都道府県名 開設者の名称 住所 地方卸売市場の名称 位置 取扱品目

北海道 株式会社丸市斜里魚菜卸売市場 斜里郡斜里町前浜町4番地1 斜里地方卸売市場 斜里郡斜里町前浜町4番地1 野菜、果実、生鮮水産物及びその加

工品並びに藻類

北海道 常呂漁業協同組合 北見市常呂町字常呂691番地 常呂地方卸売市場 北見市常呂町字常呂691番地 生鮮水産物及びその加工品並びに冷

凍水産物

北海道 帯広地方卸売市場株式会社 帯広市西21条北1丁目5番1号 帯広地方卸売市場 帯広市西21条北1丁目5番1号 水産物、野菜、果実、花き、その他

北海道 広尾漁業協同組合 広尾郡広尾町会所前2丁目79番地

先

広尾漁業協同組合地方卸売市場 広尾郡広尾町会所前 生鮮水産物及びその加工品

北海道 釧路市 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市公設地方卸売市場 釧路市新富士町6丁目1番23号 野菜・果実及びこれらの加工品並びに

鳥卵、切花・鉢もの・花木及びこれらの

加工品

北海道 厚岸漁業協同組合 厚岸郡厚岸町港町5丁目2番地先 厚岸漁業協同組合地方卸売市場 厚岸郡厚岸町若竹１丁目５番地 生鮮水産物

北海道 釧路魚市場株式会社 釧路市浜町3番18号 釧路水産物地方卸売市場 釧路市浜町3番18号釧路副港魚揚

場マリントポス隣

生鮮水産物及びその加工品並びにビ

ン缶詰、調味料、その他関連する食

品等

北海道 釧路魚市場株式会社 釧路市浜町3番18号 釧路新富士水産物地方卸売市場 釧路市新富士町6丁目3番地

釧路新富士水産物地方卸売市場内

生鮮水産物及びその加工品並びにビ

ン缶詰、調味料、その他関連する食

品等

北海道 釧路市漁業協同組合 釧路市浜町3番12号 釧路市漁業協同組合新富士水産物

地方卸売市場

釧路市新富士町6丁目1番3号 生鮮水産物・水産物加工品・その他

関連食料品

北海道 釧路市漁業協同組合 釧路市浜町3番12号 釧路市漁業協同組合地方卸売市場 釧路市浜町3番12号 生鮮水産物・水産物加工品・その他

関連食料品



都道府県名 開設者の名称 住所 地方卸売市場の名称 位置 取扱品目

北海道 白糠漁業協同組合 白糠郡白糠町岬1丁目2番地42 白糠地方卸売市場 白糠郡白糠町岬1丁目2番地42 生鮮水産物及びその加工品並びにそ

の他関連する食料品

北海道 羅臼漁業協同組合 目梨郡羅臼町船見町2番地の13 羅臼地方卸売市場 目梨郡羅臼町船見町2番地3先 生鮮水産物及びその加工品

北海道 標津漁業協同組合 標津郡標津町北6条東1丁目1番1

号

標津漁業協同組合地方卸売市場 標津郡標津町北5条東1丁目2番9-

1号

生鮮水産物、水産物の加工品、その

他の関連する食料品

北海道 落石漁業協同組合 根室市落石西395番地2先埋立地 落石水産物地方卸売市場 根室市落石西395番地2先埋立地 生鮮水産物及び、加工品、並びにそ

の他関連食料品等

北海道 根室漁業協同組合 根室市海岸町1丁目17番地 花咲水産物地方卸売市場 根室市花咲港440番地 生鮮水産物及びその加工品、並びに

その他関連食料品

北海道 根室漁業協同組合 根室市海岸町1丁目17番地 根室水産物地方卸売市場 根室市本町5丁目41番地 生鮮水産物及びその加工品、並びに

その他関連食料品

北海道 歯舞漁業協同組合 根室市歯舞4丁目132番地2 歯舞水産物地方卸売市場 根室市歯舞4丁目132番地2 生鮮水産物及びその加工品、並びに

その他関連食料品

北海道 中標津地方魚菜株式会社 標津郡中標津町南中8番地10 中標津町地方卸売市場 標津郡中標津町南中8番地10 野菜、果物及びこれらの加工品並びに

鶏卵、調味料その他に関する食料

品、生鮮水産物及びその加工品

北海道 浜中漁業協同組合 厚岸郡浜中町霧多布東1条1丁目

21番地

浜中漁業協同組合地方卸売市場 厚岸郡浜中町霧多布 生鮮水産物及びその加工品並びにそ

の他関連する食料品

北海道 株式会社苫花 苫小牧市末広町2丁目1番1号 苫花地方卸売市場 苫小牧市末広町2丁目1番1号 花き及びその加工品



都道府県名 開設者の名称 住所 地方卸売市場の名称 位置 取扱品目

北海道 株式会社ブランディア 札幌市白石区東札幌5条1丁目2番

20号

地方卸売市場　札幌花市場 札幌市白石区東札幌5条1丁目13

番地1、13番地2

花き


