
第TPP1号  主として小麦で作られた調製食料品
(平成30年12月17日関税割当公表第TPP1号第9)

エムワイケミカル株式会社 神奈川県平塚市東八幡一丁目8番13号

日本ニュートリション株式会社 東京都港区南青山一丁目１番１号

物産フードマテリアル株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町二丁目７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

京都冷菓株式会社 京都府綾部市味方町久保勝1番地

株式会社　大地 東京都千代田区神田須田町一丁目12番9号

ＡＤＥＫＡ食品販売株式会社 東京都千代田区神田司町二丁目6番地

日新製糖株式会社 東京都中央区日本橋小網町１４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

正栄食品工業株式会社 東京都台東区秋葉原５番７号

株式会社クラウン 大阪市北区西天満三丁目６番３５号

株式会社フジサニーフーズ 大阪府豊中市利倉三丁目１２番１２号

株式会社サンベラ 広島県広島市西区商工センター一丁目11番21号

有限会社エム企画
愛知県清須市須ケ口駅前一丁目26番地パラディオン須ヶ
口７０１

日本マイセラ株式会社 東京都中央区日本橋浜町三丁目１番１号

株式会社京まろん 茨城県常総市豊岡町乙１７００番地

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

イケダインターナショナル株式会社 東京都渋谷区本町三丁目４７番１２号

（順不同）

第TPP2号  うどん、そうめん及びそば
(平成30年12月17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12月17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

中沢チーズ株式会社 愛知県長久手市卯塚一丁目６０５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

株式会社明治 東京都中央区京橋２－２－１

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）

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３１年度４月発給分）



第TPP4号  バター
(平成30年12月17日関税割当公表第TPP4号第10)

堀江経一 東京都港区六本木２－１－１１－４０２

ちぼりキネヤ株式会社 山梨県甲府市下曽根町3402-3

栃木明治牛乳株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地５番地３

日成共益株式会社 東京都千代田区神田美土代町7番地

株式会社サンフコ 東京都千代田区鍛冶町１－８－３

タカナシデーリィ株式会社 神奈川県横浜市旭区本宿町５番地

筑波乳業株式会社 茨城県石岡市泉町6番1号

株式会社クニ．コーポレーション 神奈川県横浜市保土ヶ谷区月見台44番41号

株式会社ヴァンガードインターナショナル 神奈川県藤沢市本鵠沼三丁目13番5号

千代田商工株式会社 東京都千代田区内神田２－５－６

株式会社大河原 東京都中央区銀座６－４－８

ＥＺＡＫＩ合同会社 東京都中央区銀座8-7-2

ムラカワ株式会社 東京都大田区東海4-10-8

豊通食料株式会社 東京都港区港南二丁目３－１３

スペンタス株式会社 東京都港区高輪三丁目25番27号

株式会社京まろん 茨城県常総市豊岡町乙１７００番地

（順不同）

第TPP5号  脱脂粉乳
(平成30年12月17日関税割当公表第TPP5号第10)

株式会社ＥＸトレーディング 東京都中央区築地６－２２－４

株式会社三洋 東京都江東区北砂4-19-1-902

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山２丁目５番１号

ガルフ食品株式会社 東京都中央区築地4-1-9

株式会社シャンバーグ 大阪府大阪市都島区中野町四丁目１２番１５号

栃木明治牛乳株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地５番地３

株式会社日清煉乳 静岡県田方郡函南町肥田４８３－１

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

株式会社東京鷹松屋 東京都大田区京浜島二丁目4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

有限会社　東伸 千葉県印旛郡栄町安食台６‐１‐１６

（順不同）

第TPP6号  粉乳及びバターミルクパウダー
(平成30年12月17日関税割当公表第TPP6号第10)

シリウスオーシャン株式会社 東京都中央区銀座４－１４－６

大倉アグリ株式会社 東京都中央区日本橋3丁目1番2号

株式会社グリーン・アース 東京都港区三田３－７－１６ー９０２

広島協同乳業株式会社 広島県山県郡北広島町南方字中山１０２０６－４

小澤美穂子 東京都豊島区南大塚1-49-2-401

有限会社ステンレス工房プロ 大阪府大阪市中央区本町４－５－３

株式会社フォーフーム 新潟県新潟市中央区万代二丁目４番３４－４０１号

（順不同）

第TPP7号  粉乳（チョコレート原料用）
(平成30年12月17日関税割当公表第TPP7号第9)

カバヤ食品株式会社 岡山県岡山市北区御津野々口1100番地

不二製油株式会社 大阪府泉佐野市住吉町1番地

株式会社ロッテ 東京都新宿区西新宿3-20-1

Ｂａｒｒｙ　Ｃａｌｌｅｂａｕｔ　Ｊａｐａｎ
株式会社

群馬県高崎市宮原町2-1

石屋製菓株式会社 北海道札幌市西区宮の沢2条2丁目11-36

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12月17日関税割当公表第TPP8号第10)

株式会社ＢＵＮ．ＬＯＧ 神奈川県横浜市中区海岸通四丁目23番地

株式会社メイプルフーズ 東京都中央区築地6-14-8

株式会社明治 東京都中央区京橋２－２－１

ラックモゥト株式会社 東京都港区六本木2-1-11

株式会社不二家 東京都文京区大塚2丁目15番6号

株式会社京まろん 茨城県常総市豊岡町乙1700番地

互明商事株式会社 東京都中央区八丁堀1-11-6

トフコ株式会社 千葉県鎌ヶ谷市軽井沢1995番１

今戸食品工業株式会社 東京都千代田区岩本町2丁目1番地20号

稲畑香料株式会社 大阪府大阪市淀川区田川三丁目５番20号

株式会社アイセン 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭1番地の１

日本景徳鎮株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目５番８号

四国明治株式会社 香川県三豊市財田町財田上1328番１

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

オハヨー乳業株式会社 岡山県岡山市中区神下５６５

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

アンドーエンタープライズ株式会社 東京都江戸川区平井4丁目16番4号

三東食品株式会社 東京都台東区鳥越一丁目13番1号

ガルフ食品株式会社 東京都中央区築地4-1-9

藤村由美 東京都調布市深大寺東町一丁目17番地1

ブン・トータルサービス株式会社 神奈川県横浜市中区海岸通四丁目23番地

株式会社海商 静岡県浜松市南区新貝町239－1

シージェイジャパン株式会社 東京都港区西新橋二丁目7番4号

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

名糖産業株式会社 愛知県名古屋市西区笹塚町2-41

蔵王食品株式会社 山形県上山市矢来四丁目2番3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12月17日関税割当公表第TPP9号第9)

株式会社ロビニア 長野県埴科郡坂城町中之条541番地

株式会社正栄デリシィ 茨城県筑西市野殿1555

カバヤ食品株式会社 岡山県岡山市北区御津野々口1100番地

北日本羽黒食品株式会社 新潟県柏崎市駅前１丁目３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

株式会社不二家 東京都文京区大塚2丁目15番6号

不二製油株式会社 大阪府泉佐野市住吉町１番地

東京フード株式会社 茨城県つくば市上大島字神明1687番1

株式会社明治 東京都中央区京橋二丁目２番地１号

株式会社ロッテ 東京都新宿区西新宿3-20-1

名糖産業株式会社 愛知県名古屋市西区笹塚町2-41

Ｂａｒｒｙ　Ｃａｌｌｅｂａｕｔ　Ｊａｐａｎ
株式会社

群馬県高崎市宮原町2－1

（順不同）



第TPP11号  無糖れん乳
(平成30年12月17日関税割当公表第TPP11号第10)

オーウイル株式会社 東京都港区北青山一丁目２番３号青山ビル１２階

岩田和郎 大阪府吹田市江坂町5-11-10ｻﾝｼｬｲﾝ緑地公園107

有限会社山口製菓 愛知県名古屋市西区上堀越町２－７２

美濃酪農農業協同組合連合会 岐阜県美濃市生櫛４７２

明和産業株式会社 東京都中野区本町2丁目46番1号

池伝株式会社 東京都港区新橋2-12-5

株式会社ＹＡＮｋ　ＢＡＬａｎｃｅ 大阪府大阪市西淀川区花川2-21-23 花kawa2B

ＡＩＳ食品開発株式会社 東京都小平市美園町２－１９－１６

株式会社ケーエスアールトレード
神奈川県横浜市南区井土ヶ谷中町1番3号ヴェレーナグラ
ン横濱井土ヶ谷507号

平山建燮
東京都中央区銀座８－７－１９
イケドビル３Ｆ

亜東リンクス株式会社 東京都港区虎ノ門１－５－８オフィス虎の門１ビル８Ｆ

高橋玉江 東京都墨田区太平四丁目１８番１２－２０２号

宮崎則一 東京都練馬区田柄2丁目14-1

株式会社ヤマショウフーズ 埼玉県上尾市東町２－９－２０

株式会社京まろん 茨城県常総市豊岡町乙1700番地

アラベスク企画有限会社 兵庫県川西市大和西一丁目66番地の２リオンビル

（順不同）

第TPP12号  加糖れん乳
(平成30年12月17日関税割当公表第TPP12号第10)

有限会社東伸 千葉県印旛郡栄町安食台６－１－１６

株式会社ティンホン 千葉県成田市吉岡字大安場1310番地1

株式会社　今商 東京都杉並区浜田山3-25-2

徳吉光明 東京都台東区浅草1-15-9

株式会社アイセン 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭1番地の1

株式会社ゼロン 大阪市北区梅田１丁目３番１ー２００

株式会社ケイズワン 東京都大田区中馬込３－９－３太陽ビレッヂ２０３

森永デザート株式会社 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜５－２

株式会社エム・エス・ジー・センター 東京都足立区江北２－８－６

矢吹大介 神奈川県川崎市川崎区昭和１－１－１７

タカナシデーリィ株式会社 神奈川県横浜市旭区本宿町５番地

（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12月17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

イオントップバリュ株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目４番

ＳＭＣジャパン株式会社 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番地４

（順不同）

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12月17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

イオントップバリュ株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目４番

株式会社シジシージャパン 東京都新宿区大久保二丁目１番１号

アジアン雑貨ＬＡＮＣＨＥ 神奈川県大和市中央林間三丁目25番６号

兼松株式会社 東京都港区芝浦一丁目２番１号

（順不同）



第TPP17号  その他の砂糖菓子
(平成30年12月17日関税割当公表第TPP17号第10)

中部創商株式会社 愛知県刈谷市松栄町2丁目7番地8

ピュラトスジャパン（株） 東京都港区北青山2丁目11番9号

片岡物産株式会社 東京都港区新橋6丁目21番6号

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

双日食料株式会社 東京都港区六本木3-1-1

株式会社　金久 東京都中央区日本橋蛎殻町1-4-2

サンエイト貿易株式会社 東京都港区南青山1-1-1

株式会社鈴木栄光堂 岐阜県大垣市浅草4丁目62

株式会社アルコバレーノ 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町一丁目64番地1－1509号

株式会社シーガルリンクス 東京都港区北青山2-7-11　青山但馬屋ビル8F

富永貿易株式会社 兵庫県神戸市中央区御幸通５丁目１番２１号

（順不同）

第TPP18号  チョコレート菓子
(平成30年12月17日関税割当公表第TPP18号第10)

中部創商株式会社 愛知県刈谷市松栄町2丁目7番地8

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

片岡物産株式会社 東京都港区新橋6丁目21番6号

日幸製菓株式会社 岐阜県各務原市那加山崎町41

株式会社アルカン
東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号盛田ビルディン
グ

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

双日食料株式会社 東京都港区六本木3-1-1

サンエイト貿易株式会社 東京都港区南青山1-1-1

株式会社シーガルリンクス 東京都港区北青山2-7-11　青山但馬屋ビル8F

マースジャパンリミテッド 東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス7F

（順不同）

第TPP19号  調製食料品
(平成30年12月17日関税割当公表第TPP19号第9)

昭和産業株式会社 東京都千代田区内神田二丁目２番１号

双日食料株式会社 東京都港区六本木三丁目１番１号

シージェイジャパン株式会社 東京都港区西新橋二丁目７番４号

株式会社パールエース 東京都中央区日本橋堀留町二丁目９番６号

正栄食品工業株式会社 東京都台東区秋葉原５番７号

協立食品株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号

日清食品ホールディング株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目１番１号

（順不同）

第TPP21号  ココア粉
(平成30年12月17日関税割当公表第TPP21号第9)

シージェイジャパン株式会社 東京都港区西新橋二丁目７番４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

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

協立食品株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号

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12月17日関税割当公表第TPP22号第9)

ブン・トータルサービス株式会社 神奈川県横浜市中区海岸通四丁目23番地

株式会社カーギルジャパン 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号

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

アイアンド 東京都港区六本木二丁目１番11号

シージェイジャパン株式会社 東京都港区西新橋二丁目７番４号

筑波乳業株式会社 茨城県石岡市泉町６番１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

株式会社明治 東京都中央区京橋二丁目２番１号

明治産業株式会社 長野県須坂市大字高梨288番地

明治チューインガム株式会社 愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目8番地

明治フレッシュネットワーク株式会社 東京都江東区新砂一丁目２番10号

道南食品株式会社 北海道函館市千代台町14番32号

東海ナッツ株式会社 東京都千代田区神田北乗物町11番地

蔵王食品株式会社 山形県上山市矢来四丁目２番３号

関東製酪株式会社 群馬県前橋市飯土井町426番地の２

岡山県食品株式会社 岡山県笠岡市絵師156番地

四国明治株式会社 香川県三豊市財田町財田上1328番１

株式会社明治フードマテリア 東京都中央区京橋二丁目4番16号

双日食料株式会社 東京都港区六本木三丁目１番１号

ＳＭＣジャパン株式会社 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番地４

株式会社正栄デリシィ 茨城県筑西市野殿1555

正栄食品工業株式会社 東京都台東区秋葉原５番７号

石川株式会社 兵庫県神戸市兵庫区上町一丁目2番10号

日新化工株式会社 東京都中央区新富二丁目13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

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

（順不同）

第TPP23号  調製食料品
(平成30年12月17日関税割当公表第TPP23号第9)

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

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

筑波乳業株式会社 茨城県石岡市泉町６番１号

株式会社明治 東京都中央区京橋二丁目２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

正栄食品工業株式会社 東京都台東区秋葉原５番７号

株式会社正栄デリシィ 茨城県筑西市野殿1555

株式会社神戸物産 兵庫県加古郡稲美町中一色883番地

（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12月17日関税割当公表第TPP24号第9)

カバヤ食品株式会社 岡山県岡山市北区御津野々口１１００番地

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

日本製粉株式会社 東京都千代田区麹町四丁目８番地

日新製糖株式会社 東京都中央区日本橋小網町14番１号

双日食料株式会社 東京都港区六本木三丁目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

雪印メグミルク株式会社 北海道札幌市東区稲穂町六丁目１番１号

三菱商事株式会社　生鮮品本部 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号

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

明和産業株式会社 東京都中野区本町二丁目46番１号

月島食品工業株式会社 東京都江戸川区東葛西三丁目17番９号

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

日清ヨーク株式会社 東京都中央区東日本橋三丁目６番11号

九州乳業株式会社 大分県大分市大字廻栖野3231番地

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

三井物産株式会社 東京都丸の内一丁目１番３号

ワーナンブール・チーズ＆バター株式会社 東京都中央区銀座八丁目９番11号

北日本羽黒食品株式会社 新潟県柏崎市駅前一丁目３番１号

シージェイジャパン株式会社 東京都港区西新橋二丁目７番４号

フォンテラジャパン株式会社 東京都港区港南二丁目16番２号

筑波乳業株式会社 茨城県石岡市泉町６番１号

ＳＭＣジャパン株式会社 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目３番地４

株式会社明治フードマテリア 東京都中央区京橋二丁目４番16号

株式会社ブルボン 新潟市柏崎市駅前一丁目３番１号

トフコ株式会社 千葉県鎌ケ谷市軽井沢1995番１

三東食品株式会社 東京都台東区鳥越一丁目13番１号

三東食品株式会社 千葉県船橋市前原西三丁目23番４号

森永商事株式会社 神奈川県横浜市鶴見区下末吉二丁目１番１号

物産フードマテリアル株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町二丁目７番８号

株式会社正栄デリシィ 茨城県筑西市野殿1555

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

正栄食品工業株式会社 東京都台東区秋葉原５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９号

ブン・トータルサービス株式会社 神奈川県横浜市中区海岸通四丁目23番地

協立食品株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号

株式会社明治 東京都中央区京橋二丁目２番１号

株式会社タバタ 大阪府大阪市中央区瓦屋町一丁目４番15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12月17日関税割当公表第TPP26号第9)

森永乳業株式会社 東京都港区芝五丁目33番１号

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

株式会社めいらくコーポレーション 愛知県名古屋市天白区中砂町310番地

不二製油株式会社 大阪府泉佐野市住吉町１番地

日新製糖株式会社 東京都中央区日本橋小網町14番１号

双日食料株式会社 東京都港区六本木三丁目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

三菱商事株式会社　生鮮品本部 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号

明和産業株式会社 東京都中野区本町二丁目46番１号

月島食品工業株式会社 東京都江戸川区東葛西三丁目17番９号

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

株式会社カーギルジャパン 東京都千代田区丸の内三丁目１番１号

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

淡路島牛乳株式会社 兵庫県南あわじ市市善光寺26番地１

九州乳業株式会社 大分県大分市大字廻栖野3231番地

オハヨー乳業株式会社 岡山県岡山市中区神下565番地

物産フードマテリアル株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町二丁目７番８号

協立食品株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番９号

シージェイジャパン株式会社 東京都港区西新橋二丁目７番４号

フォンテラジャパン株式会社 東京都港区港南二丁目16番２号

筑波乳業株式会社 茨城県石岡市泉町６番１号

株式会社正栄デリシィ 茨城県筑西市野殿1555

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

正栄食品工業株式会社 東京都台東区秋葉原５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

トフコ株式会社 千葉県鎌ケ谷市軽井沢1995番１

三東食品株式会社 東京都台東区鳥越一丁目13番１号

三東食品株式会社 千葉県船橋市前原西三丁目23番４号

株式会社タバタ 大阪府大阪市中央区瓦屋町一丁目４番15号

（順不同）

第TPP28号  でん粉等
(平成30年12月17日関税割当公表第TPP28号第9)

豊田通商株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目９番８号

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12月17日関税割当公表第TPP29号第9)

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

株式会社カネカ 大阪市北区中之島二丁目３番１８号

カネカ食品株式会社 東京都新宿区西五軒町13番1号

不二製油株式会社 大阪府泉佐野市住吉町1番地

株式会社フジサニーフーズ 大阪府豊中市利倉三丁目１２番１２号

トップ・トレーディング株式会社 大阪市浪速区幸町二丁目２番２０号（清光ビル）

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

日清製粉株式会社 東京都千代田区神田錦町一丁目２５番地

日清フーズ株式会社 東京都千代田区神田錦町一丁目２５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

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七丁目２番２３号

（順不同）

第TPP30号  麦芽
(平成30年12月17日関税割当公表第TPP30号第9)

オリオンビール株式会社 沖縄県浦添市字城間1985番地の１



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12月17日関税割当公表第TPP33号第10)

株式会社ＡＤＥＫＡ 東京都荒川区東尾久七丁目２番３５号

ＡＤＥＫＡ食品販売株式会社 東京都千代田区神田司町２－６

トモヱ乳業株式会社 茨城県古河市下辺見1955

日成共益株式会社 東京都千代田区神田美土代町7番地

不二製油株式会社 大阪府泉佐野市住吉町１番地

三東食品株式会社 東京都台東区鳥越１丁目１３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

株式会社タバタ 大阪府大阪市中央区瓦屋町１－４－１５

株式会社リョーユーパン 福岡県大野城市旭ケ丘1-7-1

株式会社フランソア 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜３丁目１－１

やまぐち県酪乳業株式会社 山口県下関市菊川町田部夢団地1番

熊本県酪農業協同組合連合会 熊本県熊本市東区戸島5-10-15

株式会社大一製菓 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-10-13

トフコ株式会社 千葉県鎌ヶ谷市軽井沢1995番1

西武酪農乳業株式会社 埼玉県日高市野々宮１４５番地

（順不同）

第TPP34号  ニュージーランド産ホエイ
(平成30年12月17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

雪印メグミルク株式会社 北海道札幌市東区苗穂町６丁目1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

フォンテラジャパン株式会社 東京都港区港南二丁目１６番２号

株式会社明治 東京都中央区京橋二丁目2番1号

（順不同）


