
（平成１３年 ５月３０日　農林水産省）

○コーンスターチ用

王子コーンスターチ株式会社 東京都中央区銀座１－７－１０

加藤化学株式会社 愛知県知多郡美浜町大字河和字上前田１８

株式会社ホーネンコーポレーション 東京都千代田区大手町１－２－３

向後スターチ株式会社 千葉県海上郡飯岡町飯岡２２６９

サンエイ糖化株式会社 愛知県知多市北浜町２４－５

参松工業株式会社 東京都千代田区岩本町３－１１－１０

三和澱粉工業株式会社 奈良県橿原市雲梯町５９４

敷島スターチ株式会社 大阪市中央区久太郎町２－４－２７

昭和産業株式会社 東京都千代田区内神田２－２－１

日本コーンスターチ株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内２－２０－１９

日本食品化工株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－３３－８

日本澱粉工業株式会社 鹿児島県鹿児島市南栄３－２０

二村コーンスターチ株式会社 愛知県渥美郡田原町緑が浜字４号１－４１

（五十音順）

○単体飼料用（丸粒）

愛知県農業総合試験場 愛知県愛知郡長久手町大字岩作字三ヶ峯１－１

相原　隆志 愛媛県松山市久谷町１６１３番地

池田　小三郎 熊本県菊池市野間口７６６番地

岩蔵農産有限会社 佐賀県小城郡小城町大字岩蔵５３２６番地

尾鈴農業協同組合 宮崎県児湯郡川南町大字川南１３６５８の１

柿田　元幸 長崎県南高来郡吾妻町栗林名２９５番地

株式会社組合貿易 東京都千代田区内神田一丁目１番１２号

株式会社三洋商事 東京都千代田区神田佐久間町２－７

株式会社ゼンケイ 東京都渋谷区代々木２丁目５番５号

株式会社長島ファーム 鹿児島県出水郡長島町城川内２９０１番地１

菅　敏昭 大分県直入郡荻町大字柏原２４７３番地１

九州文永堂直販株式会社 宮崎県都城市志比田町５７００

小林　庸生 茨城県水戸市小吹町２０９０番地

佐伯　賢造 愛媛県周桑郡丹原町大字田野上方４８１番地１

椎　勝元 宮崎県児湯郡木城町大字椎木５８１２番地

関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）

　平成１３年度上期のとうもろこしの関税割当てについて（平成１３年４月２日・関税割当公表第１号）第１１の規
定により、関税割当てを受けた者の氏名（名称）及び住所について、下記のとおり公表します。



芝田　正 長崎県南高来郡有明町湯江丁１２７９番地２

清水　茂 静岡県静岡市遠藤新田４１番地の３

瀬戸　富士夫 福岡県糸島郡二丈町大字上深江３７８番地１

全国肉牛事業協同組合 東京都港区西新橋１－２２－１２

高宮　幸治 熊本県阿蘇郡一の宮町大字中通９１６番地

田中　義和 鹿児島県肝属郡吾平町麓３６３８番地３

徳永　隆康 福岡県築上郡築城町大字下香楽５４８番地の１

二宮　泰 愛媛県東宇和郡城川町大字嘉喜尾５２２番地

日本養鶏農業協同組合連合会 東京都千代田区神田須田町１－７

農事組合法人サン・ファーム 熊本県下益城郡城南町今吉野１０００番地１

農事組合法人永江養豚組合 鹿児島県枕崎市西鹿籠１０５番地

濵田　信之 長崎県北高来郡飯盛町後田名２８３５番地

濱邊　慶太 愛媛県松山市宮西２丁目５番地２４号

原　俊明 新潟県見附市片桐町２４４番地

半田市酪農組合 愛知県半田市中午町１７０番地

檜垣　隆 愛媛県周桑郡丹原町大字高松甲１６７６番地２

平塚　敏勝 愛媛県東予市周布４５８番地の２

藤渕　徳正 愛媛県上浮穴郡小田町大字中川３３７０番地

藤本　勝昭 熊本県菊池郡大津町森６６番地の３

古谷畜産有限会社 福岡県田川市大字夏吉２３０５番地

松浦　榮次 宮崎県都城市祝吉町５０６０番地

松岡　利春 熊本県下益城郡城南町大字下宮地１０８６番地

松永　通孝 福岡県田川郡金田町神崎１３０番地１

舩原　務 福岡県田川郡赤村大字内田２８７９番地２

森　憲有 宮崎県北諸県郡山田町大字山田４８０６番地の６

森茂　義廣 宮崎県北諸県郡山田町大字山田９５６番地

有限会社伊藤農場 大分県臼杵市大字中尾６６０番地

有限会社小野養豚 山口県阿武郡むつみ村大字吉部下４７０４番地

有限会社仮屋ファーム 鹿児島県肝属郡大根占町神川５７３７番地３１

有限会社グリーンサプライ 福島県須賀川市大字塩田字菖蒲沢４６－１１

有限会社熊本第一ファーム 熊本県熊本市江津二丁目３１８番地４

有限会社黒岩畜産 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋３６３７番地

有限会社佐藤農場 大分県日田市求町７３１番地

有限会社大成畜産 鹿児島県曽於郡大隅町大谷５０６６番地６

有限会社田崎ポートリー 長崎県大村市西部町１８９８番地９

有限会社中山ファーム 長崎県西彼杵郡琴海町西海郷７２４番地

有限会社中山養鶏場 山口県豊浦郡豊北町大字滝部５１番地



有限会社水迫畜産 鹿児島県揖宿郡山川町福元７８８番地

有限会社山下ファーム 大分県大野郡野津町大字都原３２９８番地

吉田　実 熊本県菊池郡大津町大字陣内３８番地

（五十音順）

○エチルアルコール及び蒸留酒用

キッコーマン株式会社 千葉県野田市野田２５０

キリン・シーグラム株式会社 東京都中央区日本橋本町２－７－１

サングレイン株式会社 東京都港区元赤坂１－２－３

ニッカウヰスキー株式会社 東京都港区南青山５－４－３１

（五十音順）

○コーンフレーク用

カルビー株式会社 東京都北区赤羽南１丁目２０番１号

日清シスコ株式会社 大阪府堺市石津北町８０番地

日本ケロッグ株式会社 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号

日本食品製造合資会社 北海道札幌市西区八軒１条西１丁目２番１号

森永スナック食品株式会社 千葉県野田市尾崎２３９７番地２

（五十音順）

○コーングリッツ、コーンミール及びコーンフラワー用

大久保澱粉株式会社 岡山県小田郡矢掛町矢掛２０７２

株式会社サニーメイズ 静岡県清水市横砂南町２番１号

株式会社ヒヨバク 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和字京田９５１番地の１

株式会社藤澤商店 三重県四日市市九の城町４番２１号

株式会社ホーネンコーポレーション 東京都千代田区大手町１－２－３

宝澱粉化学株式会社 東京都港区新橋４丁目１４番８号

タマノイ酢株式会社 大阪府堺市車之町西１丁１番３２号

寺彦製粉株式会社 静岡県志太郡大井川町飯渕１４３１番地の１

中野産業株式会社 愛媛県西条市ひうち３番地４

日本製粉株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２７番５号

福山製粉株式会社 広島県福山市松浜町４丁目５番４１号

平和製粉株式会社 三重県安芸郡河芸町大字東千里字新界４９５－１

松本ノーサン株式会社 長野県松本市深志２丁目２番１５号

（五十音順）

○その他用

朝日商事株式会社 愛知県大府市馬池町１丁目７３番地

いずみ製菓株式会社 愛知県安城市和泉町井ノ上３番地１

株式会社湖池屋 東京都板橋区成増５－９－７

株式会社南国製菓 高知県高岡郡窪川町見付１１３２－１



株式会社フジガミ 奈良県奈良市藤原町２４５

株式会社山田屋 奈良県奈良市今市町３７９

菊屋株式会社 高知県吾川郡春野町西分８９７番地

坂金製菓株式会社 愛知県名古屋市西区名西２丁目２６番１０号

サンナッツ食品株式会社 兵庫県神戸市灘区都通１丁目１番２７号

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾘﾄﾚｰ株式会社 茨城県猿島郡総和町北利根１４番地２

全国家禽飼料元卸協同組合 神奈川県横浜市緑区長津田２丁目３４番６－４２３号

東京飼料販売協同組合 東京都品川区南大井６丁目９番１３号

東洋ナッツ食品（株） 兵庫県神戸市東灘区深江浜町３０番地

深川油脂工業株式会社 北海道深川市広里町５丁目２番２８号

有限会社ピジョンダイジェスト社 大阪府大阪市浪速区幸町３丁目４番２０号

和光飼料商会 三重県員弁郡東員町笹尾西一丁目１９－１８

（五十音順）

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　



（平成１３年５月３０日　農林水産省）

伊藤ハム株式会社 千葉県船橋市高瀬町２４－２８

エムケーチーズ株式会社 神奈川県綾瀬市深谷１２０６

オハヨー乳業株式会社 岡山県岡山市神下５６５

株式会社なとり 東京都北区王子５－５－１

株式会社ロルフフーズ 東京都中央区築地１－２－４

小岩井乳業株式会社 東京都千代田区丸の内２－５－２

ジャパンミルクネット株式会社 東京都中央区銀座４－９－２

中沢フーズ株式会社 東京都港区新橋２－３－６

日本製乳株式会社 山形県山形市南館５－３－８

宝幸水産株式会社 東京都中央区築地１－２－４

明治乳業株式会社 東京都中央区京橋２－３－６

雪印乳業株式会社 北海道札幌市東区苗穂町６－１－１

よつ葉乳業株式会社 北海道河東郡音更町新通り２０－３

六甲バター株式会社 兵庫県神戸市中央区坂口通り１－３－１３

（五十音順）

　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　

関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）

　平成１３年度のナチュラルチーズの関税割当てについて（平成１３年４月２日・関税割当公表第２号）第１１の
規定により、関税割当てを受けた者の氏名（名称）及び住所について、下記のとおり公表します。



（平成１３年５月３０日　農林水産省）

○ウイスキー用及びビール用

アサヒビール株式会社 東京都中央区京橋３－７－１

石垣島ﾀﾞｯｸｽﾌﾞﾛｲﾊｳｽ株式会社 沖縄県石垣市新川２０９４－４

江井ヶ嶋酒造株式会社 兵庫県明石市大久保町西島９１９

オホーツクビール株式会社 北海道北見市山下町２－２－２

オリオンビール株式会社 沖縄県浦添市城間１９８５－１

株式会社いきいき地ビール 富山県氷見市小竹８－１

株式会社草津高原ビール 群馬県吾妻郡草津町大字草津４５４－１３０

株式会社札幌開拓使麦酒醸造所 北海道札幌市中央区北２条東４－１

霧島高原ビール株式会社 鹿児島県姶良郡溝辺町麓８７６－１５

キリン・シーグラム株式会社 東京都中央区日本橋本町２－７－１

麒麟麦酒株式会社 東京都中央区新川２－１０－１

サッポロビール株式会社 東京都渋谷区恵比寿４－２０－１

サングレイン株式会社 東京都港区元赤坂１－２－３

サントリー株式会社 東京都港区元赤坂１－２－３

土佐黒潮ビール株式会社 高知県香美郡夜須町手結山５０６－１

ニッカウヰスキー株式会社 東京都港区南青山５－４－３１

農事組合法人伊賀の里ﾓｸﾓｸ手づくりﾌｧｰﾑ 三重県阿山郡阿山町大字西湯舟字大門３６０９

　　 （五十音順）

○その他用

アサヒビールモルト株式会社 滋賀県野洲郡野洲町三上２３１１

ニッカウヰスキー株式会社 東京都港区南青山５－４－３１

日研フード株式会社 大阪府大阪市淀川区西中島５－１－８－３０５

日本製粉株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２７－５

　　 （五十音順）

　　 　

　　

　　 　

　　 　

　　 　

関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）

　平成１３年度上期の麦芽の関税割当てについて（平成１３年４月２日・関税割当公表第３号）第１０の規定によ
り、関税割当てを受けた者の氏名（名称）及び住所について、下記のとおり公表します。





（平成１３年５月３０日　農林水産省）

新エネルギー・産業技術総合開発機構 東京都港区麻布台１－１１－９

　　

　　 　

関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）

　平成１３年度上期の糖みつの関税割当てについて（平成１３年４月２日・関税割当公表第４号）第９の規定に
より、関税割当てを受けた者の氏名（名称）及び住所について、下記のとおり公表します。



（平成１３年５月３０日　農林水産省）

芥川製菓株式会社 東京都豊島区駒込１－４４－２

江崎グリコ株式会社 大阪府大阪市西淀川区歌島４－６－５

春日井製菓株式会社 愛知県名古屋市西区花の木１丁目６番１０号

株式会社大一製菓 神奈川県茅ヶ崎市南湖１－１０－１３

株式会社でん六 山形県山形市清住町３丁目２－４５

株式会社不二家 東京都中央区銀座７－２－１７

株式会社ロッテ 東京都新宿区西新宿３－２０－１

株式会社ロビニア 東京都台東区秋葉原５番７号

北日本月潟食品株式会社 新潟県柏崎市松波４丁目２番１４号

北日本村上食品株式会社 新潟県柏崎市松波４丁目２番１４号

神戸グリコ株式会社 兵庫県神戸市西区高塚台７－１

常陽製菓株式会社 東京都台東区秋葉原５番７号

高岡食品工業株式会社 兵庫県尼崎市東本町４丁目１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２３号

東京フード株式会社 茨城県つくば市大字上大島１６８７－１

鳥取グリコ株式会社 鳥取県西伯郡西伯町大字倭２５６

日幸製菓株式会社 岐阜県各務原市那加山崎町４１番地

日新化工株式会社 東京都中央区新富２丁目１３番３号

日清シスコ株式会社 大阪府堺市石津北町８０番地

日本チョコレート工業協同組合 東京都板橋区東坂下２丁目３番１３号

不二製油株式会社 大阪市中央区西心斎橋２丁目１番５号

フルタ製菓株式会社 大阪府大阪市生野区林寺６丁目７番２２号

明治製菓株式会社 東京都中央区京橋２丁目４番１６号

名糖産業株式会社 愛知県名古屋市西区笹塚町２丁目４１番地

森永製菓株式会社 東京都港区芝５－３３－１

ロック製菓株式会社 東京都千代田区外神田３丁目１１番２号

　　 （五十音順）

　　 　

　　 　

関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）

　平成１３年度の無糖ココア調製品の関税割当てについて（平成１３年４月２日・関税割当公表第５号）第１１の
規定により、関税割当てを受けた者の氏名（名称）及び住所について、下記のとおり公表します。



（平成１３年５月３０日　農林水産省）

イカリソース株式会社 大阪府大阪市福島区福島３－１－５９

オタフクソース株式会社 広島県広島市西区商工センター７－４－２７

カゴメ株式会社 愛知県名古屋市中区錦３－１４－１５

株式会社アーデン 長野県小諸市大字森山６６－１

株式会社コクサン 愛媛県八幡浜市産業通２－１４

株式会社ナガノトマト 長野県松本市芳川村井町２２３

神谷醸造食品株式会社 愛知県豊田市生駒町寿４

関西食品株式会社 和歌山県那賀郡打田町西三谷７１７

キッコー食品株式会社 大阪府大阪市港区南市岡３－７－１７

コーミ株式会社 愛知県名古屋市東区芳野１－９－３

ゴールドパック株式会社 東京都渋谷区渋谷２－２４－１

サンキョーヒカリ株式会社 愛知県名古屋市中村区牛田通２－５

大洋産業株式会社 京都府宇治市大久保町平盛７１－1

高橋ソース株式会社 埼玉県本庄市駅南１－１－１９

天狗罐詰株式会社 愛知県名古屋市南区源兵衛町１－２７

日本デルモンテ株式会社 東京都中央区日本橋小網町４－１３

光食品株式会社 徳島県徳島市南田宮３－４－２５

丸善食品工業株式会社 長野県更埴市大字寂蒔８８０

山屋食品株式会社 東京都江東区清澄１－６－７

　　 （五十音順）

　　 　

　　 　

　　 　

関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）

　平成１３年度のトマトピューレー及びトマトペーストの関税割当てについて（平成１３年４月２日・関税割当公表
第６号）第１１の規定により、関税割当てを受けた者の氏名（名称）及び住所について、下記のとおり公表しま
す。



（平成１３年５月３０日　農林水産省）

石光商事株式会社 神戸市灘区岩屋南町4番40号

伊藤忠商事株式会社 東京都港区北青山2－5－1

株式会社組合貿易 東京都千代田区内神田一丁目1番12号

株式会社三友小網 東京都中央区新川1丁目25番12号

株式会社サンヨー堂 東京都中央区日本橋堀留町1丁目3番21号

株式会社たまも 香川県高松市三谷町2118

株式会社東食 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号

株式会社トーメン 名古屋市中区丸の内2丁目18番25号

株式会社フレッセイ 群馬県前橋市力丸町900番地の1

株式会社ホテイフーズコーポレーション 静岡県庵原郡蒲原町蒲原四丁目26－6

株式会社明商 東京都中央区京橋2－4－17

株式会社明治屋 東京都中央区京橋2丁目2番8号

株式会社大和物産 東京都台東区上野3丁目10番9号

川上貿易株式会社 東京都中央区日本橋堀留町2－4－3

川鉄商事株式会社 東京都千代田区大手町2丁目7番1号

キッコーマン株式会社 東京都港区西新橋2丁目1番1号

神戸眞田貿易株式会社 神戸市中央区御幸通六丁目一番四号

国分株式会社 東京都中央区日本橋一丁目1番1号

日新カップ株式会社 東京都中央区日本橋小網町14番1号

清水食品株式会社 清水市築地町11番26号

正栄食品工業株式会社 東京都台東区秋葉原5番7号

振興実業株式会社 神戸市中央区小野柄通四丁目壱番十五号（振興ﾋﾞﾙ）

住友商事株式会社 東京都千代田区神田錦町3丁目24番1号

全国農業協同組合連合会 東京都千代田区大手町一丁目8番3号

大進貿易株式会社 東京都中央区日本橋3丁目15番6号

大貿食品株式会社 岡山県玉野市田井6－7－12

谷尾食糧工業株式会社 岡山県和気郡和気町和気814

長栄商事株式会社 東京都中央区八重洲1丁目6番19号（福清ﾋﾞﾙ）

天狗缶詰株式会社 名古屋市南区源兵衛町1－27

東海澱粉株式会社 静岡市伝馬町24番地の15

東明フルーツ株式会社 東京都中央区京橋2丁目5番21号

関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）

　平成１３年度のパイナップル缶詰の関税割当てについて（平成１３年４月２日・関税割当公表第７号）第１１の
規定により、関税割当てを受けた者の氏名（名称）及び住所について、下記のとおり公表します。



那覇青果物卸商事業協同組合 那覇市港町4丁目3番地1号

日興食品株式会社 佐賀県佐賀郡大和町大字尼寺1369番地

日商岩井西日本株式会社 広島県安芸郡坂町植田一丁目1番30号

はごろもフーズ株式会社 静岡県清水市島崎町一五一番地

萬國貿易株式会社 東京都中央区日本橋室町1－１－3

マルハ株式会社 東京都千代田区大手町1－1－2

マルフジ貿易有限会社 東京都豊島区池袋2丁目65番10号

みずほ交易株式会社 東京都千代田区内神田一丁目1番12号

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町一丁目2番1号

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目6番3号

明治製菓株式会社 東京都中央区京橋2-1-2 京橋ビル5階

渡邉興産株式会社 大阪市東住吉区鷹合2丁目11番10号

（五十音順）



（平成１３年５月３０日　農林水産省）

アイ・エフ・エフ日本株式会社 東京都品川区東大井１－２１－４

赤城乳業株式会社 埼玉県深谷市上柴町東２－２７－１

アクゾ　ノーベル株式会社 東京都千代田区五番町１２－１

旭食品販売株式会社 東京都文京区本郷１－４－５

旭電化工業株式会社 東京都荒川区東尾久７－２－３５

アサヒフーズ株式会社 京都府久世郡久御山町大字下津屋小字北野１

伊藤忠テクノケミカル株式会社 東京都中央区日本橋堀留町１－１０－１５

イトウ製菓株式会社 東京都北区田端６－１－１

今戸食品工業株式会社 東京都千代田区神田東松下町２５

大塚忠一 東京都板橋区弥生町４６－９

岡谷鋼機株式会社 愛知県名古屋市中区栄２－４－１８

オハヨー乳業株式会社 岡山県岡山市神下５６５

花王株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－１４－１０

鐘淵化学工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島３－２－４

カネユキ水産株式会社 山口県熊毛郡平生町大字曽根３３７－１

株式会社いとう商店 千葉県旭市ハ－２８０１

株式会社伊那貿易商会 東京都千代田区神田鍛冶町３－３－９

株式会社エス テイ メタレックス 東京都中央区日本橋兜町１６－９

株式会社ｴﾇｴｽｼﾞｰｶﾝﾊﾟﾆｰ 東京都港区高輪２－１５－３４－４０８

株式会社キタヒコ 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字八反１０７

株式会社キミオカ 東京都台東区雷門１－５－１

株式会社コロンバン 東京都中央区銀座６－１６－１１

株式会社シェリエ 埼玉県児玉郡児玉町大字塩谷１１７－１

株式会社鈴商 東京都新宿区荒木町２３

株式会社セレクト・ベンチャーズ 神奈川県横浜市中区扇町２－５－１５

株式会社大豊商事 愛知県豊橋市東脇３－２２－２２

株式会社大禄 東京都中央区湊１－１－１２

株式会社智慕哩庵 神奈川県平塚市東八幡２－９－２３

株式会社東京めいらく 愛知県名古屋市天白区中砂町３１０

株式会社東ハト 東京都渋谷区代々木２－１－１

株式会社ニダフジャパン 東京都中央区八丁堀３－１７－１３

関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）

　平成１３年度のその他の乳製品の関税割当てについて（平成１３年４月２日・関税割当公表第８号）第１０の
規定により、関税割当てを受けた者の氏名（名称）及び住所について、下記のとおり公表します。



株式会社日本ｴﾇ･ｾﾞｯﾄ･ｴﾑ･ﾋﾟｰ 東京都千代田区神田美土代町５－２

株式会社野澤組 東京都千代田区丸の内３－４－１

株式会社不二家 東京都中央区銀座７－２－１７

株式会社マーメイド 愛知県豊橋市三ツ相町２４０

株式会社メイセイ 東京都港区芝大門２－１２－５

株式会社山太 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字月之浦１－８３

株式会社裕芳貿易 東京都港区新橋２－２－３

株式会社ロッテ 東京都新宿区西新宿３－２０－１

株式会社和進貿易 東京都江戸川区船堀５－５－１

協同乳業株式会社 東京都中央区日本橋小網町１７－２

協和ハイフーズ株式会社 東京都中央区新川１－８－５

堅展実業株式会社 東京都千代田区内幸町１－１－１

広洋食品株式会社 奈良県奈良市五条１－１５－３２

栄屋乳業株式会社 愛知県岡崎市八幡町３－１５

佐々木商事有限会社 東京都品川区西五反田４－２４－１

産興物産株式会社 東京都中野区中野３－３４－１６

芝本産業株式会社 東京都中央区湊１－１－１２

正栄食品工業株式会社 東京都台東区秋葉原５－７

ｼﾞｮｰ･ｳｪﾘｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ株式会社 大阪府大阪市西区新町１－１３－３

世界チーズ商会株式会社 大阪府大阪市中央区天満橋京町３－６

全国農協直販株式会社 東京都千代田区九段北４－１－３

全酪新世乳業株式会社 福岡県甘木市大字小田１２７５

ソントン食品工業株式会社 東京都文京区千石４－３９－１７

高梨乳業株式会社 神奈川県横浜市旭区本宿町５

大東港運株式会社 東京都港区芝浦３－７－９

チェスコ株式会社 東京都大田区平和島６－１－１

チチヤス乳業株式会社 広島県佐伯郡大野町３２０７－３

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５９６－５１

ちぼりキネヤ株式会社 山梨県東八千代郡中道町下曽根３４０２－３

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

ちぼりナポリ株式会社 山梨県甲府市宮原町１１７８

ティ・エム・ジー株式会社 東京都中央区銀座７－１５－８

東亜水産株式会社 山口県下関市筋ヶ浜９－１８

東海水産貿易株式会社 東京都中央区築地６－１－８

東都水産株式会社 東京都中央区築地５－２－１

トフコ株式会社 千葉県鎌ヶ谷市軽井沢１９９５－１

豊田通商株式会社 東京都中央区日本橋２－１４－９



名古屋製酪株式会社 愛知県名古屋市天白区中砂町３１０

日新化工株式会社 東京都中央区新富２－１３－３

日成共益株式会社 東京都千代田区神田美土代町７

日世株式会社 大阪府大阪市中央区北浜２－１－９

日本たばこ産業株式会社 東京都港区虎ノ門２－２－１

早川物産株式会社 東京都台東区浅草橋２－１－９

不二製油株式会社 大阪府大阪市中央区西心斎橋２－１－５

フタバ食品株式会社 栃木県宇都宮市一条４－１－１６

ﾌﾗﾝｾｸｽﾊﾟ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 東京都渋谷区代々木１－３６－１

ヘルメス・ジャパン株式会社 兵庫県神戸市東灘区向洋町中２－１０

ヘンダーソン・トリップ株式会社 東京都千代田区有楽町１－８－１

丸中製菓株式会社 兵庫県姫路市南駅前町５７

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町１－２－１

明治製菓株式会社 東京都中央区京橋２－４－１６

明治乳業株式会社 東京都中央区京橋２－３－６

名糖産業株式会社 愛知県名古屋市西区笹塚町２－４１

明弘トレーディング株式会社 東京都中央区日本橋人形町３－７－２

明和産業株式会社 東京都中野区本町２－４６－１

メグレ・ジャパン株式会社 東京都中央区銀座１－１５－２

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

森永乳業株式会社 東京都港区芝５－３３－１

森永ヤマト食品株式会社 神奈川県大和市西鶴間６－２２－１０

モロゾフ株式会社 兵庫県神戸市東灘区御影本町６－９－１７

ヤマハ食品株式会社東京支社 東京都中央区築地６－２６－６

有限会社サプリム 東京都港区東新橋１－２－１５

雪印乳業株式会社 北海道札幌市東区苗穂町６－１－１

有限会社徳永商店 大阪府大東市川中新町２５－３０５

有限会社トランスオーシャン 東京都中央区佃３－３－３

ユニバーサル商会株式会社 大阪府大阪市中央区東高麗橋３－３２－１０１

有限会社ユーマトレーディング 東京都中央区明石町１－３

横浜通商株式会社 神奈川県横浜市中区相生町６－１０４

よつ葉乳業株式会社東京支店 東京都中央区日本橋小伝馬町１１－９

ライオン菓子株式会社 東京都千代田区麹町２－１０

和光堂株式会社 東京都千代田区鍛冶町２－７－１５

（五十音順）





（平成１３年５月３０日　農林水産省）

財団法人児童育成協会 東京都渋谷区神宮前５‐５３‐１

日本体育・学校健康センター 東京都新宿区霞ヶ丘町１０

（五十音順）

　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　

関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）

　平成１３年度の学校等給食用脱脂粉乳の関税割当てについて（平成１３年４月２日・関税割当公表第９号）第
１１の規定により、関税割当てを受けた者の氏名（名称）及び住所について、下記のとおり公表します。





（平成１３年５月３０日　農林水産省）

○配合飼料製造用

株式会社サイボク飼料 宮城県栗原郡高清水町字影の沢38－243

株式会社長島ファーム 鹿児島県出水郡長島町城川内２９０１番地１

協同組合日本飼料工業会 東京都港区麻布台２－２－１

社団法人北海道飼料協会 北海道札幌市中央区北２条西３丁目

全国畜産農業協同組合連合会 東京都千代田区神田駿河台１－２

全国肉牛事業協同組合 東京都港区西新橋１丁目２２番１２号

全国農業協同組合連合会 東京都千代田区大手町一丁目８番３号

全国酪農業協同組合連合会 東京都中央区銀座４－９－２

農事組合法人永江養豚組合 鹿児島県枕崎市西鹿籠１０５番地

南九州飼料工業株式会社 鹿児島県鹿児島市新栄町２２番２８号

（五十音順）

○沖縄還元乳製造原料用

沖縄明治乳業株式会社 沖縄県浦添市牧港１－６５－１

沖縄森永乳業株式会社 沖縄県那覇市繁多川１－５－１

株式会社マリヤ乳業 沖縄県石垣市字石垣１９２

株式会社宮平乳業 沖縄県糸満市西崎町４－１５－６

株式会社八重山ゲンキ乳業 沖縄県石垣市登野城９０９

合資会社宮古ゲンキ乳業 沖縄県平良市字西里８８０－３

下地　米蔵（宮古アサヒ乳業） 沖縄県宮古郡下地町字上地６７２

（五十音順）

○沖縄乳児等用調製粉乳製造原料用

明治乳業株式会社 東京都中央区京橋２－３－６

雪印乳業株式会社 北海道札幌市東区苗穂町６－１－１

（五十音順）

関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）関税割当てを受けた者の氏名等の公表について（平成１３年４月申請受付分）

　平成１３年度の学校等給食用以外の脱脂粉乳の関税割当てについて（平成１３年４月２日・関税割当公表第
１０号）第１２の規定により、関税割当てを受けた者の氏名（名称）及び住所について、下記のとおり公表しま
す。
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