
第TPP1号  主として小麦で作られた調製食料品
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP1号第10)

三井物産株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目1番3号

キスコフーズ株式会社 東京都豊島区東池袋二丁目29番7号

今中株式会社 大阪府大阪市中央区道修町一丁目4番8号

山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号

株式会社　不二家 東京都文京区大塚2丁目15番6号

株式会社しおカンパニー 東京都中野区南台2－47－9－304

株式会社明治 東京都中央区京橋二丁目2番1号

正栄食品工業株式会社 東京都台東区秋葉原5番7号

株式会社スノーベル 北海道札幌市白石区流通センター7丁目2番23号

株式会社イワサ 福岡県福岡市博多区半道橋2丁目7番33号

株式会社日本アクセス 東京都品川区西品川一丁目1番1号

日本製粉株式会社 東京都千代田区麹町四丁目8番地

大東カカオ株式会社 東京都目黒区下目黒2丁目3番地23号

住友商事九州株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目30番23号

株式会社ＡＤＥＫＡ 東京都荒川区東尾久七丁目2番35号

日成共益株式会社 東京都千代田区神田美土代町7番地

株式会社　大地 東京都千代田区神田須田町1－12－9

味の素トレーディング株式会社 東京都港区台場二丁目３番１号

住友商事株式会社 東京都千代田区大手町二丁目3番2号

（順不同）

第TPP2号  うどん、そうめん及びそば
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP2号第10)

株式会社はくばく 山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺1351

第TPP3号  シュレッドチーズの原料として使用するフレッシュチーズ
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP3号第9)

八ヶ岳乳業株式会社 山梨県北杜市小淵沢町６８９７番地

株式会社ジェー・シー・シー 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭6番地

ユニオンチーズ株式会社 神奈川県厚木市船子５９１－１

（順不同）

第TPP4号  バター
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP4号第10)

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島２－３－１８

株式会社ロッテ 東京都新宿区西新宿三丁目２０番１号

株式会社京まろん 茨城県常総市豊岡町乙1700番地

株式会社ロビニア 長野県埴科郡坂城町大字中之条５４１番地

三井物産株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目1番3号

今中株式会社 大阪府大阪市中央区道修町一丁目４番８号

ちぼりチボー株式会社 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥1-15-4

森永スナック食品株式会社 千葉県野田市尾崎２３９７－２

清水商事株式会社 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央2-11-1

森永リスクコンサルティング株式会社 東京都港区芝五丁目33番1号森永プラザビル内

株式会社森永生科学研究所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１－１６

ムラカワインターナショナル株式会社 福岡県福岡市博多区那珂6-1-18

株式会社ＢＡＫＥ 東京都港区白金台三丁目１９番1号興和白金台ビル

ちぼりアンナ株式会社 山梨県韮崎市竜岡町下条南割字西原596番51

株式会社日本アクセス 東京都品川区西品川一丁目1番1号

ジャパンフードサプライ株式会社 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号　サンシャイン60 10階

日本アクセス北海道株式会社 北海道札幌市東区苗穂町9丁目1番1号

（順不同）

環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（ＣＰＴＰＰ）に基づく
関税割当てを受けた者の氏名の公表（平成３０年度発給分）



第TPP5号  脱脂粉乳
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP5号第10)

堅展実業株式会社 東京都千代田区内幸町一丁目１番１号

株式会社ＹＫＭＰ 東京都渋谷区恵比寿西２－７－２ウインズビル３Ｆ

株式会社豊パートナーズ 東京都板橋区氷川町４７－９－１０２

株式会社リーファトラスト
大阪府大阪市浪速区幸町１丁目３番１１号Ｍ’ＰＬＡＺ
Ａ難波駅前１２０１

株式会社和幸通商 神奈川県横浜市中区花咲町1-2-702

松山株式会社 山口県下関市岬之町11-39

大西商事株式会社 山口県下関市南部町22番14号

森永市場開発株式会社 東京都港区芝５－３３－１森永プラザビル４Ｆ

森永商事株式会社 神奈川県横浜市鶴見区下末吉２－１－１

株式会社グランクール 東京都江東区門前仲町２－３－１４

吉濱卓 神奈川県川崎市川崎区冨士見１丁目７番15号

（順不同）

第TPP6号  粉乳及びバターミルクパウダー
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP6号第10)

伊藤忠食糧株式会社 東京都港区南青山一丁目１番１号

高崎森永株式会社 群馬県高崎市宮原町２－１

森永スナック食品株式会社 千葉県野田市尾崎２３９７－２

森永ビジネスパートナー株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川町６６－２興和川崎西口ビル１
４Ｆ

森永リスクコンサルティング株式会社 東京都港区芝5-33-1　森永プラザビル内

森永製菓株式会社 東京都港区芝５－３３－１

株式会社森永生科学研究所 神奈川県横浜市金沢区幸浦２－１－１６

株式会社ロッテ 東京都新宿区西新宿3-20-1

（順不同）

第TPP7号  粉乳（チョコレート原料用）
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP7号第9)

株式会社ロッテ 東京都新宿区西新宿3-20-1

大東カカオ株式会社 東京都目黒区下目黒2丁目3番地23号

（順不同）

第TPP8号  無糖ココア調製品
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP8号第10)

株式会社不二家 東京都文京区大塚2丁目15番6号

株式会社ロッテ 東京都新宿区西新宿3-20-1

今中株式会社 大阪府大阪市中央区道修町一丁目4番8号

株式会社日本アクセス 東京都品川区西品川一丁目1番1号

株式会社ブルボン 新潟県柏崎市駅前1丁目3番1号

株式会社明治 東京都中央区京橋２－２－１

伊藤忠食糧株式会社 東京都港区南青山一丁目１番地１号

野村貿易株式会社 東京都港区虎ノ門4丁目3-13

オハヨー乳業株式会社 岡山県岡山市中区神下５６５

正栄食品工業株式会社 東京都台東区秋葉原5-7

株式会社ロビニア 長野県埴科郡坂城町大字中之条５４１番地

株式会社正栄デリシィ 茨城県筑西市野殿1555番地

筑波乳業株式会社 茨城県石岡市泉町6番1号

株式会社京まろん 茨城県常総市豊岡町乙1700番地

名糖産業株式会社 愛知県名古屋市西区笹塚町2-41

三井物産株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目1番3号

株式会社ラクト・ジャパン 東京都中央区日本橋二丁目11番2号

（順不同）

第TPP9号  無糖ココア調製品（チョコレート原料用）
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP9号第9)

株式会社ロッテ 東京都新宿区西新宿3-20-1



第TPP11号  無糖れん乳
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP11号第10)

株式会社ロビニア 長野県埴科郡坂城町大字中之条５４１番地

株式会社京まろん 茨城県常総市豊岡町乙１７００番地

株式会社正栄デリシィ 茨城県筑西市野殿１５５５番地１

三井物産株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目1番3号

豊和食品株式会社 愛知県豊橋市三ノ輪町三丁目７番地

株式会社アントステラ 東京都渋谷区渋谷３－３－５ NBF渋谷イースト３F

高崎森永株式会社 群馬県高崎市宮原町２－１

森永リスクコンサルティング株式会社 東京都港区芝五丁目33番1号森永プラザビル内

森永スナック食品株式会社 千葉県野田市尾崎２３９７－２

森永商事株式会社 神奈川県横浜市鶴見区下末吉２－１－１

森永ビジネスパートナー株式会社
神奈川県川崎市幸区堀川町６６－２興和川崎西口ビル１
４Ｆ

筑波乳業株式会社 茨城県石岡市泉町6番1号

株式会社日本アクセス 東京都品川区西品川一丁目1番1号

ワーナンブール・チーズ＆バター株式会社 東京都中央区銀座8-9-11

正栄食品工業株式会社 東京都台東区秋葉原5-7

（順不同）

第TPP12号  加糖れん乳
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP12号第10)

株式会社ロビニア 長野県埴科郡坂城町大字中之条５４１番地

株式会社正栄デリシィ 茨城県筑西市野殿１５５５

伊藤忠食糧株式会社 東京都港区南青山一丁目１番１号

高崎森永株式会社 群馬県高崎市宮原町２－１

株式会社シャンバーグ 大阪府大阪市都島区中野町４丁目１２－１５

森永スナック食品株式会社 千葉県野田市尾崎２３９７－２

森永製菓株式会社 東京都港区芝５－３３－１

森永デザート株式会社 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜５－２

株式会社やまひろ 広島県広島市西区商工センター1丁目11番21号

正栄食品工業株式会社 東京都台東区秋葉原5-7

（順不同）

第TPP14号  ココア調製品(砂糖を加えたもので２kg以下のものに限る。)
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP14号第9)

日本フェレロ株式会社 東京都渋谷区恵比寿南一丁目１番９号岩徳ビル６階

第TPP15号  コーヒー、茶の混合物、調製食料品及び練り生地
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP15号第9)

不二製油株式会社 大阪府泉佐野市住吉町１番地

双日食料株式会社 東京都港区六本木三丁目１番１号

（順不同）

第TPP17号  その他の砂糖菓子
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP17号第10)

ピュラトスジャパン株式会社 東京都港区北青山2丁目11番9号

双日食料株式会社 東京都港区六本木3-1-1

株式会社シーガルリンクス 東京都港区北青山2-7-11

株式会社エヌエス・インターナショナル 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目5番33号

株式会社鈴木栄光堂 岐阜県大垣市浅草4丁目62

（順不同）

第TPP18号  チョコレート菓子
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP18号第10)

ピュラトスジャパン株式会社 東京都港区北青山2丁目11番9号

双日食料株式会社 東京都港区六本木3-1-1

株式会社シーガルリンクス 東京都港区北青山2-7-11

日幸製菓株式会社 岐阜県各務原市那加山崎町41

株式会社エヌエス・インターナショナル 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目5番33号

（順不同）



第TPP21号  ココア粉
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP21号第9)

伊藤忠商事株式会社 大阪府大阪市北区梅田三丁目１番３号

伊藤忠食糧株式会社 東京都港区南青山一丁目１番１号

（順不同）

第TPP22号  ココア調製品(砂糖を加えたもので２kgを超えるものに限る。)
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP22号第9)

伊藤忠食糧株式会社 東京都港区南青山一丁目１番１号

株式会社ロビニア 長野県埴科郡坂城町大字中之条541番地

東照海運株式会社 神奈川県横浜市中区元浜町二丁目13番地

（順不同）

第TPP23号  調製食料品
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP23号第9)

株式会社スノーベル 北海道札幌市白石区流通センター七丁目2番23号

伊藤忠食糧株式会社 東京都港区南青山一丁目１番１号

株式会社日本アクセス 東京都品川区西品川一丁目1番1号

（順不同）

第TPP24号  しょ糖の含有量が全重量のうち５０％を超える調製食料品
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP24号第9)

ワーナンブール・チーズ＆バター株式会社 東京都中央区銀座八丁目9番11号

株式会社京まろん 茨城県常総市豊岡町乙1700番地

野村貿易株式会社 大阪府大阪市中央区安土町一丁目7番3号

（順不同）

第TPP26号  砂糖及び酪農品を含有する調製食料品
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP26号第9)

ウィルマージャパン株式会社 東京都中央区銀座二丁目10番8号

株式会社イワサ 福岡県福岡市博多区半道橋二丁目7番33号

今中株式会社 大阪府大阪市中央区道修町一丁目4番8号

名古屋製酪株式会社 愛知県名古屋市天白区中砂町310番地

ワーナンブール・チーズ＆バター株式会社 東京都中央区銀座八丁目9番11号

（順不同）

第TPP28号  でん粉等
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP28号第9)

松谷化学工業株式会社 兵庫県伊丹市北伊丹5丁目3番地

第TPP29号  混合物及び練り生地並びにケーキミックス
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP29号第10)

株式会社　大地 東京都千代田区神田須田町１－１２－９

不二製油株式会社 大阪府泉佐野市住吉町１番地

株式会社セコマ 北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地

株式会社グローバルウォーク 神奈川県横浜市旭区四季美台15番地1

株式会社しおカンパニー 東京都中野区南台2－47－9－304

日本製粉株式会社 東京都千代田区麹町四丁目8番地

今中株式会社 大阪府大阪市中央区道修町一丁目4番8号

株式会社　クッキータイム・ジャパン 東京都渋谷区神宮前一丁目21番15号

（順不同）

第TPP33号  ホエイ(オーストラリア産の無機質を濃縮したもの)
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP33号第10)

日成共益株式会社 東京都千代田区神田美土代町7番地
株式会社ビーイング 東京都中央区銀座２－１１－５
松永　和久 東京都稲城市百村2138-18
株式会社ラクト・ジャパン 東京都中央区日本橋二丁目11番2号
三東食品株式会社(東京都) 東京都台東区鳥越１－１３－１
三東食品株式会社(千葉県) 千葉県船橋市前原西３－２３－４

（順不同）



第TPP34号  ニュージーランド産ホエイ
(平成30年11月6日関税割当公表第TPP34号第10)

森永乳業株式会社 東京都港区芝五丁目３３番１号
日成共益株式会社 東京都千代田区神田美土代町7番地
株式会社明治 東京都中央区京橋２－２－１

（順不同）


