
東興青果 SINCE 1995CORPORATE PROFILE

【会社概要】
商　　　号　株式会社東興青果
本社所在地　愛知県春日井市東山町３丁目１１番１１号
代表取締役　吉　田　　彰
創　　　立　１９９５年 ( 平成７年 )３月
設　　　立　１９９５年 ( 平成 7年 )７月
資　本　金　１，０００万円
年　　　商　１３８億円 （２０２０年度）
事 業 内  容　青果物の卸売りを主体とした国内市場流通
取 引 銀  行 　りそな銀行、三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、
　　　　　　十六銀行、愛知銀行、名古屋銀行
決　算　期　５月３１日

【本部】
〒486-0812　愛知県春日井市大泉寺町大池下 443 番地 147
　（営業）　TEL 0568-82-1444　　FAX 0568-82-1474
　（総務）　TEL 0568-82-1481
　（輸送）　TEL 0568-82-1518　　FAX 0568-82-1513

【北海道営業所】
〒071-1433　北海道上川郡東川町東 3号北 22 番地
　　　　　TEL 0166-82-0444　　FAX 0166-82-0144

【関東営業所】
〒143-0001　東京都大田区東海 3-2-1
　　　　　　　東京都中央卸売市場 事務棟 8Ｆ 03 号
　　　　　TEL 03-5755-1443　　FAX 03-5492-2521

【長野上田営業所】
〒386-0005　長野県上田市古里 203-21
　　　　　TEL 0268-71-3811　　FAX 0268-71-3866

【長野市場営業所】
〒381-2202　長野県長野市市場 3-26
　　　　　TEL 026-214-9630　　FAX 026-214-9631

【静岡営業所】
〒421-2114　静岡県静岡市葵区安倍口新田 351 番地 1
　　　　　TEL 054-296-5777　　FAX 054-296-5751

【関西支店】
〒658-0023　神戸市東灘区深江浜町１番１
　　　　　　　神戸市中央卸売市場東部市場内
　　　　　　　（果実部３６番）
　　　　　TEL 078-453-1445　　FAX 078-453-1446

【福岡営業所】
〒813-0019　福岡県福岡市東区みなと香椎 3丁目 1番 1
　　　　　TEL 092-674-0808　　FAX 092-674-0809

【沖縄営業所】
〒900-0016　沖縄県那覇市前島三丁目２５番地６０泊港南岸
　　　　　　　沖縄第一倉庫内
　　　　　TEL 098-866-1444　　FAX 098-866-1448

【グループ会社】
株式会社 美和青果
〒421-2114　静岡県静岡市葵区安倍口新田 351 番地 1
　　　　　TEL 054-296-5777　　FAX 054-296-5751
株式会社 イーストライン
〒486-0811　愛知県春日井市大泉寺町大池下 443-147
　　　　　TEL 0568-82-1955　　FAX 0568-82-1524
株式会社 フィールド
〒143-0001　東京都大田区東海 3-2-1
　　　　　　　東京都中央卸売市場 事務棟 8Ｆ 03 号
　　　　　TEL 03-5755-1443　　FAX 03-3790-1474
　（福岡営業所）
　〒838-0206　福岡県朝倉郡筑前町曾根田 2410-2
　　　　　TEL 0946-42-1444　　FAX 0946-42-1448
株式会社 Ｔｏｋｏファーム
〒071-1433　北海道上川郡東川町東 3号北 22 番地
　　　　　TEL 0166-82-0444　　FAX 0166-82-0144
　（北見営業所）
　〒092-0030　北海道網走郡美幌町字美富 25 番地 1
　　　　　TEL 0152-77-6444　　FAX 0152-77-6441

【売買参加証等取得市場】
・東京都中央卸売市場　大田市場
・東京都中央卸売市場　豊洲市場
・東京都中央卸売市場　豊島市場
・東京都中央卸売市場　葛西市場
・東京多摩青果市場　本店
・東京多摩青果市場　東久留米
・横浜市中央卸売市場
・全農青果センター　東京
・全農青果センター　神奈川
・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
※その他取引市場２００市場以上

・全農大阪青果センター
・大阪南部合同青果
・市川市地方卸売市場
・大宮総合食品地方卸売市場
・水戸市公設地方卸売市場
・宇都宮市中央卸売市場
・熊谷青果市場
・静岡市中央卸売市場
・仙台市中央卸売市場
・埼玉春日部市場
・R＆Cながの青果

【沿革】
１９９５年　３月　マルヨシ 東興青果流通創業
　　　　　　７月　有限会社 東興青果流通設立
　　　　　１１月　上条営業所開設
１９９６年　２月　有限会社 美和青果設立
　　　　　　３月　静岡パックセンター開設
１９９７年　４月　関西営業所開設
１９９８年　７月　株式会社 東興青果に組織変更
　　　　　１０月　有限会社 イーストライン設立
２００２年１２月　春日井市大泉寺町に本部ビル完成
２００３年　１月　上条営業所から本部に移転
２００５年　３月　関東営業所開設・北海道旭川営業所開設
２００６年　９月　本部全天候型荷捌き場新設
２００７年　２月　関東営業所（戸田市）を大田市場前に移転
　　　　　　　　　関西営業所（加古川市）を神戸中央卸売市場前に移転
　　　　　　３月　長野県上田市に長野営業所を開設
　　　　　　８月　北海道東川町に北海道営業所を移転
　　　　　　　　　福岡県福岡市に福岡営業所開設
　　　　　　９月　北海道上富良野町に研修センター完成
　　　　　１０月　株式会社 美和青果に組織変更
　　　　　　　　　株式会社 イーストラインに組織変更
　　　　　１１月　大阪府高槻市に大阪出張所を開設
２００８年　５月　株式会社 フィールド設立
　　　　　１０月　農業生産法人（株）Ｔｏｋｏファーム設立
２０１２年　１月　関西営業所と大阪出張所を統合し、神戸市中央卸売市場
　　　　　　　　　東部市場内に関西支店を開設
　　　　　　８月　長野営業所、新社屋（事務所兼冷蔵庫）完成、同時に移転
２０１３年　４月　北海道美幌町にＴｏｋｏファーム北見出張所を開設
２０１４年　６月　Ｔｏｋｏファーム北見営業所に変更
　　　　　１２月　北海道美幌町に5,250坪（事務所・倉庫）を購入、同時に
　　　　　　　　　Ｔｏｋｏファーム北見営業所を移転
２０１５年　４月　沖縄県那覇市に沖縄営業所を開設
２０１６年　２月　同市内の沖縄第一倉庫内に沖縄営業所を移転
　　　　　　　　　福岡市中央卸売市場内に福岡営業所を移転
２０１８年　２月　長野県連合青果長野支社内に長野市場営業所を開設
　　　　　　５月　福岡県筑前町にフィールド福岡営業所を開設
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代表挨拶 原点は、『心』ハートフルビジネス
数年来の不景気の影も潜め、少しずつではありますが、暮
らしやすい昨今となってまいりました。
日頃は皆様の青果流通への、多大なるご支援をありがとう
御座います。
弊社も平成７年創業以来、お客様第一主義を基本理念とし、
大地の恵みと共に『感謝の心！』『思いやりの心！』を忘れ
ず、いつも初心に返り『真心』をお届けしてまいりました。
更に弊社のグループ企業が互いに連携することで総合力を
高め、お客様に満足していただき、繁栄発展のお手伝いが
できますよう、ますます努力していく所存でございます。 代表取締役  吉田 彰

野菜や果実などの青果は、それぞれが持つ本来の価値に加え、
産地や市場に出回る時期によって商品価値がより左右される
ようになってきました。そして、何よりも旬野菜の食べ頃と
店頭に並ぶタイミングは、流通システムに関わっています。
私たちは、流通における「鮮度」に一番気を使い、生産者や
消費者のお役に立てることを喜びとして日夜努力しております。
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Innovation GruopInnovation GruopInnovation Gruop
私たちグループは、常に新しいアイデアから
社会的意義のある新たな価値を創造し、
生産方法の改良、市場の開拓、新組織の形成などによって、
社会的に大きな変化を齎す自発的な人・組織・社会の
幅広い変革をめざしています。
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本部（総務） 本部（営業）

本部（テント置場） 本部（配車）

長野上田営業所 長野上田営業所（事務所）

静岡パックセンター


