
6 市場関係業者・団体一覧　（令和４年９月末現在）

1) 卸売業者
資本金
又は

出資金

2)仲卸業者

34 有限会社山元商店 渡久平　元信
098-869-2373

098-869-2378

30 有限会社松田青果店 松田  義弘
098-865-2077

098-866-8826

31 合資会社富士物産 仲田　満男
098-865-2025

098-865-2027

27 株式会社農協直販 具志堅　道男
098-860-2010

098-860-2008

28 有限会社平田青果店 平田  嗣幸
098-865-2036

098-865-2037

22 有限会社丸吉青果 新垣  政雄
098-867-2079

098-865-2028

24 有限会社西銘青果店 西銘　冝和
098-865-2061

098-865-2096

大城　雄志
098-865-2020

098-865-2022

20 有限会社光生青果 比嘉　昌平
098-865-2052

098-865-2053

21 株式会社ゆたか青果 山城　要
098-865-2055

098-862-7894

098-865-2038

098-863-1329

16 株式会社古堅青果 古堅　宗章
098-865-2032

098-862-2225

FAX番号

青果

13 株式会社マルアオ 與那嶺　徹
098-865-2023

098-869-2325

14 株式会社徳平商店 渡久平　和子

17 株式会社二葉青果 比嘉　隆文
098-865-2034

098-862-5006

19 株式会社オリオン商事

役員7人
4000
万円

098-866-9887
098-866-9883

職員33人
（セリ人14人）

部別 許可番号 名　　称 代表者名
電話番号

花き

株式会社沖縄県花卉卸売市場 兼島　學
役員8人

6450
万円

098-869-6161
098-869-6262

職員15人
（セリ人7人）

沖縄県くみあい生花株式会社 玉城　進

青果 沖縄協同青果株式会社 濵川　昌二
役員11人

9800
万円

098-865-2000
098-862-1185

職員57人
（セリ人44人）

部別 名　　称 代表者名
電話番号

組織体制 FAX番号



3)売買参加者
青果部 64業者

花き部 141業者

4)関連事業者（22業者）
許可
番号

22

34

35

51

66 金城　睦敏

79 城間　次男

80 安里　靖

81 国吉　真夫

83 山城　隆則

87

90

97 植物検疫の受検準備及び立会 沖縄植物検疫協会 098-868-5579

99

100
食品機械製造販売及び
穀類、加工、その他

アールピーエス株式会社 大村　修二 098-868-9601

農畜水産物の加工、販売
及び紅芋の熟成、販売

有限会社
グリーンフィールド

大城　洋 098-866-9009

名嘉　重則

酒類卸売販売 合名会社　崎元酒造所 崎元　俊男 098-941-5591

荷物管理・運送 株式会社マルオキ物流 098-860-7521

包装資材卸売業
有限会社
ケイ・エムパッケージ

島袋　一夫 098-862-8673

花き園芸用品 沖縄県フロリスト協同組合 098-869-5069

花き園芸用品 沖縄県生花商協同組合 098-866-9866

穀類卸売業 有限会社市場米穀 098-865-2081

鶏卵卸売業 有限会社三幸鶏卵 098-934-0035

精算代払業
沖縄県中央卸売市場
精算株式会社

濵川　昌二 098-865-2163

具志堅　千恵子
098-866-5325

098-866-5341

もやし卸売業 沖縄もやし販売 渡慶次　薫 098-865-2188

花き園芸用品卸売業 二葉屋株式会社 谷口 正人 098-865-2119

業　　種 名　　称 代表者名 電話番号

乾物卸売業 株式会社名嘉食品 名嘉　栄人 098-865-2101

098-865-2119

098-865-2102

3 沖縄花卸販売有限会社 佐久本　敦志
098-861-0980

098-860-8195

FAX番号

花き

1 有限会社沖縄第一花卉 丸山  一三
098-862-8780

098-869-6387

2 有限会社花の二葉屋 谷口  正敏

5 株式会社りゅう花 久貝　浩希
098-864-1234

098-869-3539

6 有限会社千乃花

部別 許可番号 名　　称 代表者名
電話番号



許可
番号

101

102 与那嶺　浩昌

105

107

108

109

110

112

1号 食品14　配送業1  精算代行業1  植物防疫関係1  包装資材等5
2号

5)市場関係団体

理事長

比嘉　昌平

理事長

古波倉　正光

組合長

金城  睦敏

会　長

濵川　昌二

会　長

兼島　學

代表者

佐久本敦志

会　長

濵川　昌二

6)附属機関

名　　称 組織の概要等

沖縄県中央卸売市場運営協議会
知事の諮問に応じて市場における業務運営において必要
な事項を調査審議する

098-860-8195

沖縄県中央卸売市場 卸売業者　仲卸業者 098-865-2000

冷蔵配送センター運用協議会 関連事業者 098-862-1185

花き部連絡協議会 売買参加者　関連事業者 098-869-6262

沖縄県中央卸売市場
組合員5人　事務局1人

098-861-0980

花卉仲卸協同組合

市場協会 売買参加者　関連事業者 098-862-1185

沖縄県中央卸売市場 卸売業者　仲卸業者 098-869-6161

関連事業者組合 監事１人 098-866-6446

沖縄県中央卸売 卸売業者　仲卸業者 098-865-2000

売買参加者協同組合 監事２人　職員１人 万円 098-863-7295

沖縄県中央卸売市場 22業者　理事４人 098-865-2145

協同組合 監事 ２人　職員２人 万円 098-862-0067

沖縄県中央卸売市場 64業者　顧問１人　理事７人　 1,280 098-865-2175

又は FAX番号

出資金

沖縄県青果卸売 13社　理事11人 1,300 098-865-2165

各種菓子・惣菜製造販売 琉球Ｔ&Ｐ合同会社 大城 立治 098-988-0918

名　　称 代表者名

資本金 電話番号
組織の概要等

麺類の製造及び販売等 与那原そば 島袋　一貴

食品、菓子等の卸売・小売業 有限会社リブラ商会 渡嘉敷　唯等

米粉・餡子等の食料品、食料原
材料及び清涼飲料水の販売

株式会社　ブルードラゴン 小室　嘉弘

包装資材と省力機器の販売等 ホリアキ株式会社 堀　隆

もやし卸売業 みどりもやし 松永 初枝 098-865-2118

酒類卸売販売 入波平酒造株式会社

冷凍食品類の販売及び
畜肉・水産・農産物の加工販売

サンキョー食品株式会社 098-866-1577

業　　種 名　　称 代表者名 電話番号


