不作等による政府備蓄米放出時の特例販売の有資格者名簿
申請者名

住所

電話

旭川食糧株式会社

北海道旭川市6条通10丁目右1号

0166-23-6121

谷伊商事株式会社

青森県上北郡東北町上北北1丁目24-28

0176-56-3101

青森米穀卸株式会社

青森県青森市本町四丁目2番1号

017-731-2500

株式会社 純情米いわて

岩手県盛岡市湯沢15地割1-2

019-638-0120

関庄糧穀株式会社

岩手県花巻市石鳥谷町好地第8地割19番地

0198-45-2222

ナカリ株式会社

宮城県加美郡加美町羽場字山鳥川原9-28-4

0229-63-3167

菅原精米工業株式会社

宮城県加美郡加美町字百目木1番25番地の1

0229-63-2170

秋田食糧卸販売株式会社

秋田県秋田市寺内字三千刈219番地

018-823-1661

株式会社 大潟村あきたこまち生産者協会

秋田県南秋田郡大潟村字西4丁目88番地

0185-45-2851

株式会社東北食糧

山形県山形市立谷川二丁目1250番地の3

023-686-4511

山形県食糧株式会社

山形県山形市流通センター1丁目12-4

023-633-3939

株式会社 東北むらせ

福島県郡山市安積町日出山2丁目68番地

024-956-6688

飯島米穀株式会社

福島県郡山市片平町字東極楽5番地

024-951-0094

福島地区米穀卸商業協同組合

福島県福島市渡利字丸滝15-4

024-523-2261

（株）柳田商店

茨城県東茨城郡茨城町大戸1380-1

029-292-0353

株式会社 田島屋

茨城県土浦市上高津717番地

029-822-0001

関東穀粉株式会社

茨城県行方市行方1618番地

0299-77-0013

株式会社 イケノベ

茨城県牛久市田宮町36-2

029-872-1111

栃木県中央食販株式会社

栃木県宇都宮市若草4丁目3番17号

028-624-7200

群馬県第一食糧株式会社

群馬県前橋市高井町一丁目10番地の3

027-252-1241

株式会社 武蔵糧穀

埼玉県桶川市北１丁目22番17号

048-540-6880

株式会社 ナンブ

埼玉県さいたま市浦和区岸町4-2-16

048-822-3391

株式会社 イトーセーブ

埼玉県川越市脇田新町10番地14

049-246-7111

カカシ米穀株式会社

埼玉県深谷市折之口2017番地

048-571-0042

ユアサ・フナショク株式会社

千葉県船橋市宮本3丁目10番3号

047-433-1222

ミツハシ・丸紅ライス株式会社

東京都新宿区高田馬場3-23-1YSKビル4F

03-5348-3315

東京食料センター株式会社

東京都江東区辰巳1丁目5番10号

03-3521-7101

株式会社 イクタツ

東京都江戸川区松江3-16-6

03-3651-5040

名糖商事株式会社

東京都中央区日本橋蛎殻町1-30-1

03-3667-1806

株式会社 ヤマタネ

東京都江東区越中島1丁目1番1号

03-3820-9270

全国農業協同組合連合会

東京都千代田区大手町一丁目3番1号

03-6271-8111

東京食糧株式会社

東京都豊島区高松一丁目10番2号

03-5964-1661

株式会社ニュー・ノザワ・フーズ

東京都東村山市野口町3丁目10番地1

042-393-2316

丸紅株式会社

東京都千代田区大手町一丁目4番2号

03-3282-7357

木徳神糧株式会社

東京都江戸川区西瑞江2丁目14番6号ＮＦビル

03-5636-1524

北相米穀株式会社

神奈川県相模原市中央区清新6-15-13

042-772-7311

株式会社 むらせ

神奈川県横須賀市米が浜通1-6

046-827-0088

東光食品株式会社

神奈川県川崎市川崎区東扇島23番4

044-287-1084

株式会社横須賀食糧

神奈川県横須賀市日の出町3-9

046-826-1871

千田みずほ株式会社

神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰岡町1-21

045-331-4586

株式会社 堀商店

新潟県新潟市東区卸新町3丁目61番地

025-272-6800

亀田製菓株式会社

新潟県新潟市江南区亀田工業団地三丁目1番1号

025-382-8843

株式会社 新潟ケンベイ

新潟県新潟市中央区上大川前通九番町1265番地

025-383-5522

株式会社 高岡食糧

富山県高岡市能町字打山555

0766-22-6310

申請者名

住所

電話

株式会社 とやま食販

富山県富山市向新庄町4丁目2番11号

076-451-8812

中橋商事株式会社

石川県羽咋郡宝達志水町柳瀬ヨ9番地1

0767-29-8800

株式会社 ライズ

福井県福井市森行町5号15番地の2

0776-38-3004

株式会社 マイパール長野

長野県安曇野市堀金烏川2669番地

0263-73-7800

長谷川糧穀株式会社

静岡県富士市蓼原108番地

0545-63-5558

浜松米穀株式会社

静岡県浜松市中区高林五丁目3-7

053-478-2290

東海澱粉株式会社

静岡県静岡市葵区伝馬町24番地の15

054-253-0205

志太榛原米穀卸株式会社

静岡県藤枝市駅前三丁目11番46号

054-641-1100

株式会社 遠州米穀

静岡県磐田市高見丘1203

0538-38-5321

シマヤ株式会社

愛知県津島市神尾町蛤田41-1

0567-33-0808

株式会社 京山

京都府京都市伏見区京町1丁目245番地

075-611-0201

株式会社 ライスワン

京都府京都市南区上鳥羽南塔ノ 本町1番

075-671-5577

株式会社 勝山商店

大阪府富田林市南大伴町1-5-38

0721-23-2336

幸福米穀株式会社

大阪府寝屋川市池田北町15番1号

072-838-0100

株式会社 大阪第一食糧

大阪府大阪市浪速区桜川3丁目7番12号

06-6567-1792

ライスフレンド株式会社

大阪府大阪市鶴見区今津南1丁目9番19号

06-6963-0766

津田物産株式会社

大阪府大阪市鶴見区今津南1丁目9番19号

06-6963-1199

幸南食糧株式会社

大阪府松原市三宅西5丁目751

072-332-2041

株式会社マルエー食糧

大阪府八尾市弓削町南1丁目25番地

072-949-7055

飯田商事株式会社

大阪府八尾市安中町1丁目1番29号

0729-23-6051

株式会社 トウバン

兵庫県神戸市兵庫区下沢通8丁目4番8号

078-576-0101

伊丹産業株式会社

兵庫県伊丹市中央5丁目5番10号

072-783-0001

阪神米穀株式会社

兵庫県西宮市西宮浜4丁目1番15号

0798-26-0221

白鶴酒造株式会社

兵庫県神戸市東灘区住吉南町4-5-5

078-822-8905

全農パールライス西日本株式会社

兵庫県神戸市東灘区住吉浜町18番地

078-842-8261

株式会社 神明

兵庫県神戸市中央区栄町通6丁目1番21号

078-371-2131

株式会社 ヒョウベイ

兵庫県神戸市兵庫区御崎本町四丁目2番7号

078-652-6336

西播米穀株式会社

兵庫県姫路市東今宿二丁目6番21号

079-298-7700

近畿食糧株式会社

奈良県大和高田市本郷町11番14号

0745-52-3484

奈良第一食糧株式会社

奈良県奈良市今市町78番地の1

0742-62-3131

南都食糧株式会社

奈良県吉野郡大淀町大字下淵760-1

0747-52-1516

株式会社 ヒオキ食品

和歌山県海草郡紀美町吉野317-1

073-489-2327

和歌山米穀株式会社

和歌山県和歌山市元寺町東ノ丁6番地の2

073-432-1133

和歌山県農業協同組合連合会

和歌山県海南市日方1520

073-499-5695

島根米穀株式会社

島根県松江市宍道町佐々布710

0852-66-2270

岡山パールライス株式会社

岡山県総社市清音柿木707-3

0866-94-0007

アクト中食株式会社

広島県広島市西区草津港二丁目6番60号

082-278-0005

山口農協直販株式会社

山口県山口市佐山字産業団地南1200番地1

083-988-0628

瑞穂糧穀株式会社

山口県山口市小郡上郷流通センター西901番地12

083-922-1550

徳島県食糧卸協同組合

徳島県美馬郡つるぎ町貞光字小山北115-3

0883-63-6015

株式会社 四国ライス

香川県高松市国分寺町新居3480-1

087-874-5441

香川県農業協同組合

香川県高松市寿町一丁目三番六号

087-818-4158

株式会社 ひめライス

愛媛県伊予郡松前町大字徳丸字五屋敷771-25

089-960-3331

高知食糧株式会社

高知県高知市朝倉南町9番12号

088-840-5000

株式会社 オカベイ

福岡県北九州市小倉南区中吉田2丁目5番3号

093-471-6321

日本ブライス株式会社

福岡県福岡市博多区祇園町4番13号

092-273-1212

福岡農産株式会社

福岡県田川郡川崎町川崎3986番地

0947-72-3122

申請者名

住所

電話

東福岡米穀協同組合

福岡県福岡市東区筥松1丁目14-1

092-611-1461

株式会社 米玄

福岡県福岡市中央区那の津4丁目4番7号

092-716-0790

株式会社 エフコープ・ライスセンター

福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗4826-1

092-947-1688

福岡県食糧販売協同組合連合会

福岡県久留米市北野町中2328

0942-41-3212

株式会社 森光商店

福岡県久留米市城南町5番地の30

0942-85-1125

株式会社山川食糧

福岡県久留米市田主丸町秋成1番地

0943-72-3298

株式会社ＪＡ食糧さが

佐賀県唐津市神田2035番地4

0955-72-3151

株式会社 福糧

佐賀県鳥栖市江島町字下牟田2950-2

0942-82-8806

佐賀県食糧株式会社

佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木1177

0952-30-9111

島原食糧販売株式会社

長崎県島原市新馬場町880番地

0957-62-2211

長崎米穀株式会社

長崎県長崎市小ヶ倉町3丁目76番地145

095-879-5361

ミヤタ株式会社

熊本県山鹿市古閑868-3

0968-43-3312

株式会社 大渕産業

熊本県八代市鏡町下有佐284

0965-52-0148

株式会社 丸福商事

熊本県宇土市住吉町784番地の9

0964-26-3015

熊本パールライス株式会社

熊本県菊池郡菊陽町大字曲手上部田668

096-213-5100

鹿児島パールライス株式会社

鹿児島県鹿児島市南栄三丁目17番地1

099-268-1234

鹿児島米商株式会社

鹿児島県鹿児島市南栄3丁目16番

099-269-1331

第一食糧株式会社

沖縄県那覇市港町3丁目6番18号

098-862-2001

琉球食糧株式会社

沖縄県那覇市西2-20-5

098-867-2157

沖縄食糧株式会社

沖縄県浦添市勢理客四丁目4番1号

098-877-2323

株式会社新幸地

沖縄県那覇市港町3丁目6番1号

098-840-3232

株式会社沖食商事

沖縄県浦添市勢理客四丁目4番1号

098-877-0678

