
（平成１３年５月３１日　農林水産省）

旭電化工業株式会社 東京都荒川区東尾久７－２－３５

株式会社タカダ 沖縄県浦添市西洲２－７－３

コネル・ブラザース株式会社 沖縄県那覇市港町２－１２－１８

明治乳業株式会社 東京都中央区京橋２－３－６

森永乳業株式会社 東京都港区芝５－３３－１

有限会社上原食品 沖縄県浦添市西洲２－５－２

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年度の無糖れん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１１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。



　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　



（平成１３年５月３１日　農林水産省）

旭電化工業株式会社 東京都荒川区東尾久７－２－３５

アピ株式会社 岐阜県岐阜市加納桜田町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

江崎グリコ株式会社 大阪府大阪市西淀川区歌島４－６－５

鐘淵化学工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島３－２－４

株式会社ヨシダコーポレーション 愛知県海部郡佐屋町大字大野字郷西１０８

協同乳業株式会社 東京都中央区日本橋小網町１７－２

協和醗酵工業株式会社 東京都千代田区大手町１－６－１

旭東化学産業株式会社 東京都渋谷区神宮前６－１８－８

グリコ乳業株式会社 東京都昭島市武蔵野２－１４－１

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

太陽化学株式会社 三重県四日市市赤堀新町９－５

筑波乳業株式会社 茨城県石岡市泉町６－１

日本たばこ産業株式会社 東京都港区虎ノ門２－２－１

浜田食品工業株式会社 大阪府八尾市若林町２－８６

明治乳業株式会社 東京都中央区京橋２－３－６

森永製菓株式会社 東京都港区芝５－３３－１

森永乳業株式会社 東京都港区芝５－３３－１

雪印食品株式会社 北海道札幌市東区１条９－２－８

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東京支店 東京都中央区日本橋小伝馬町１１－９

和光堂株式会社 東京都千代田区鍛冶町２－７－１５

（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年度の無機質濃縮ホエイ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１２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３１日　農林水産省）

全国酪農業協同組合連合会 東京都中央区銀座４－９－２

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

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

（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年度のホエイ及び調製ホエイ（配合飼料用）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１３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３１日　農林水産省）

アイクレオ株式会社 東京都中央区日本橋小伝馬町１０－１１

明治乳業株式会社 東京都中央区京橋２－３－６

森永乳業株式会社 東京都港区芝５－３３－１

雪印乳業株式会社 北海道札幌市東区苗穂町６－１－１

和光堂株式会社 東京都千代田区鍛冶町２－７－１５

（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年度の乳幼児用調製粉乳用ホエイ等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
４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３１日　農林水産省）

○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

○国際線航空機用

株式会社エイエイエスケータリング 大阪府泉南市泉州空港南１

株式会社関西インフライトケイタリング 大阪府泉南市泉州空港南１

ゲートグルメジャパン株式会社 千葉県成田市小菅井戸尻１１２０

コスモ企業株式会社 千葉県成田市古込１６４

ユナイテッド航空会社 千葉県成田市三里塚１－７２０

（五十音順）

○外国見本市用

株式会社アンデルセン 東京都新宿区西新宿２－１－１

株式会社トキハインダストリー 大分県大分市府内町２－１－４

ジャスコ株式会社 東京都千代田区神田錦町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年度のバター及びバターオイル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１５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。



　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　



（平成１３年５月３１日　農林水産省）

○一般枠

アグリシステム株式会社 北海道河西郡芽室町東芽室基線１５－８

石原穀糧株式会社 江東区佐賀１－１－１６

ウロコ産業株式会社 世田谷区奥沢３－６－９

兼松株式会社 神戸市中央区伊藤町１１９

叶産業株式会社 大阪市西区靭本町１－４－２

株式会社アイワ物産 名古屋市中川区澄池町２－２１

株式会社岩城商店 徳島市東沖洲２－３０

株式会社華東聯合有限公司 神戸市中央区京町７６－１

株式会社かね善 大阪市生野区巽南２－３－１８

株式会社上富農産 北海道空知郡上富良野町栄町２－１－４１

株式会社三忠 江東区佐賀１－１１－３

株式会社四宮商店 神戸市兵庫区永沢町３－１－１１

株式会社大昌貿易行 港区六本木５－１８－２

株式会社中央洋行 神戸市中央区海岸通２－４－５

株式会社長江 中央区日本橋小伝馬町４－１１

株式会社東食 千代田区丸の内３－２－３

株式会社トーメン 千代田区丸の内３－８－１

株式会社ニフコ 横浜市戸塚区舞岡町１８４－１

株式会社藤井 旭川市流通団地２条４－３１－１

株式会社保坂商店 高崎市問屋町３－９－９

株式会社増田商店 神戸市兵庫区島上町２－１－２６

株式会社丸市商店 江東区佐賀１－７－１

株式会社丸加商店 神戸市中央区明石町１８－１

株式会社丸勝 北海道帯広市西２５条南１－１

株式会社水野誉十郎商店 愛知県津島市白浜町字深坪２３

株式会社ミツワ 中央区日本橋人形町３－１－１１

株式会社湊商店 神戸市中央区江戸町９８－１

株式会社森田商店 名古屋市中川区宗円町２－２１

株式会社森光商店 久留米市城南町５－３０

株式会社山松松田商店 北海道亀田郡大野町字清水川２６２－２

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年度上期の豆類（ひよこ豆、緑豆、ひら豆、大豆及び落花生を除く。）の関税割当てについて（平成１
３年４月２日・関税割当公表第１６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。



株式会社山本山本忠信商店 北海道河東郡音更町木野西通７－３

川鉄商事株式会社 千代田区大手町２－７－１

金商株式会社 中央区新川１－２４－１

櫛田株式会社 名古屋市中村区名駅南１－７－９

互明商事株式会社 中央区八丁堀１－１１－６

神戸糧穀物産株式会社 神戸市中央区多聞通３－２－１２

光明貿易株式会社 神戸市中央区元町通３－１１－８

幸和商事株式会社 中央区八丁堀１－４－５

近喜物産株式会社 名古屋市中村区名駅南２－３－１２

三交商事株式会社 中央区日本橋蛎殻町２－１６－７

三晶実業株式会社 中央区日本橋３－２－９

ｼﾞｬｰﾃﾞｨﾝ　ﾏｾｿﾝ株式会社 港区新橋６－１－１１

振興実業株式会社 神戸市中央区小野柄通４－１－１５

信成物産株式会社 神戸市兵庫区本町１－４－１

杉原産業株式会社 神戸市東灘区向洋町西６－７

杉山商事株式会社 中央区日本橋小網町１３－３

住金物産株式会社 大阪市中央区本町３－６－２

住友商事株式会社 千代田区一ツ橋１－２－２

大榮産業株式会社 名古屋市中村区本陣通４－１８

大信実業株式会社 中央区京橋１－６－１２

大丸興業株式会社 大阪市中央区北久宝寺町３－６－１

大和雑穀株式会社 北海道帯広市西２３条北１－３－９

蝶理株式会社 中央区日本橋堀留町２－４－３

東海澱粉株式会社 静岡市伝馬町２４－１５

東邦物産株式会社 港区芝公園２－４－１

豊田通商株式会社 中央区日本橋２－１４－９

並木商事株式会社 横浜市中区宮川町１－９

ニチメン株式会社 大阪市北区中之島２－２－２

日商岩井株式会社 港区台場２－３－１

日昌物産株式会社 中央区日本橋２－１－１８

日本農産物株式会社 札幌市中央区北３条西１－１０－１

野村貿易株式会社 大阪市中央区備後町１－４－５

長谷部商事株式会社 北海道石狩市新港西１－７７４

平和農産株式会社 神戸市中央区栄町通１－１－８

朋和商事株式会社 中央区八丁堀１－５－２

丸紅株式会社 千代田区大手町１－４－２

マルワ食産株式会社 神戸市垂水区美山台１－２－４８



三井物産株式会社 千代田区大手町１－２－１

三菱商事株式会社 千代田区丸の内２－６－３

ユアサ商事株式会社 中央区日本橋大伝馬町１３－１０

有限会社長崎商事 北海道河西郡中札内村大通南５－１７

和光交易株式会社 千代田区神田小川町１－６－１

和光食糧株式会社 千代田区内神田１－１０－８

（五十音順）

○沖縄枠

株式会社新垣具郎商店 沖縄県浦添市西洲２－１０－８

株式会社かねよし 沖縄県浦添市西洲２－１０－１０

有限会社大竹商店 沖縄県浦添市西洲２－４－５

有限会社我部商店 沖縄県那覇市三原２－７－３１

（五十音順）

　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　

　　 　

　　 　

　　 　



　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　



（平成１３年５月３１日　農林水産省）

○糖化用

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

○化工でん粉用

全国化工澱粉工業協同組合 東京都千代田区神田美倉町１０番地

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

（五十音順）

○グルタミン酸ソーダ等用

味の素（株） 東京都中央区京橋一丁目１５番１号

○沖縄特別割当用

株式会社新垣具郎商店 沖縄県浦添市西洲２丁目１０番地８

株式会社かねよし 沖縄県浦添市西洲２－１０－１０

株式会社タカダ 沖縄県浦添市西洲２丁目７番地３

コネル・ブラザーズ株式会社 沖縄県那覇市港町２－１２－１８

合資会社金城商事 沖縄県浦添市西洲２丁目８番２号

丸政商事株式会社 沖縄県浦添市西洲２－４－６

有限会社大竹商店 沖縄県浦添市西洲２丁目４番地５

（五十音順）

○その他用

池伝株式会社 東京都港区新橋二丁目十二番五号

株式会社井上天極堂 奈良県御所市戸毛１０７番地

株式会社北村商店 大阪府大阪市北区菅原町１番２号

株式会社ケーエスシー 兵庫県神戸市北区大沢町日西原１７００－４

株式会社廣八堂 福岡県甘木市大字日向石１２０２

株式会社前忠 奈良県吉野郡下市町大字下市２４２６番地

島田化学工業株式会社 新潟県長岡市下々条３丁目１４２５番地

全国糊工業連合会 東京都品川区東大井６－１４－２

大建工業株式会社 岡山県岡山市海岸通２－５－８

東洋テックス株式会社 香川県高松市勅使町２５８番地１

ニッカ株式会社 東京都板橋区前野町２丁目１４番２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年度上期のでん粉、イヌリン及びでん粉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１７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。



日東紡績株式会社 東京都中央区日本橋浜町１－２－１

日本ｼｲﾍﾞﾙﾍｸﾞﾅｰ株式会社 東京都港区三田３－４－１９

播磨食糧工業株式会社 兵庫県姫路市飾磨区英賀清水町１丁目５番地

北洋化薬株式会社 北海道砂川市豊沼町６３番地

松下電工株式会社 三重県四日市市大字馳出字北新開６０番地

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

明治製菓株式会社 東京都中央区京橋二丁目４番１６号

有限会社アグアナボカ 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉１５０６番地の１

　　 （五十音順）

　　 　

　　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　

　　 　

　　 　

　　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　



（平成１３年５月３１日　農林水産省）

○一般枠（バージニア・タイプ）

池田食品製菓株式会社 台東区東上野１－２７－１１

兼松株式会社 神戸市中央区伊藤町１１９

株式会社大昌貿易行 港区六本木５－１８－２

株式会社辰巳屋 台東区松が谷４－２１－２

株式会社東食 千代田区丸の内３－２－３

株式会社トーメン 千代田区丸の内３－８－１

株式会社ニチリョウ 港区麻布台２－２－１

株式会社はせべ 千葉市若葉区桜木町１６－５

株式会社吉田号 中央区八丁堀１－１１－６

金商株式会社 中央区新川１－２４－１

三昌貿易株式会社 大阪市北区曽根崎新地２－４－７

神栄株式会社 神戸市中央区京町７７－１

住金物産株式会社 大阪市中央区本町３－６－２

タムラ株式会社 大阪市中央区日本橋２－９－１３

長栄商事株式会社 中央区八重洲１－６－１９

東邦物産株式会社 港区芝公園２－４－１

ニチメン株式会社 大阪市北区中之島２－２－２

富士正食品株式会社 銚子市高田町４－８７４

三井物産株式会社 千代田区大手町１－２－１

三菱商事株式会社 千代田区丸の内２－６－３

明和産業株式会社 千代田区丸の内３－３－１

八木通商株式会社 大阪市中央区今橋３－２－１

ユアサ商事株式会社 中央区日本橋大伝馬町１３－１０

　　 （五十音順）

○一般枠（非バージニア・タイプ）

池田食品製菓株式会社 台東区東上野１－２７－１１

兼松株式会社 神戸市中央区伊藤町１１９

株式会社池辺食品 稲敷郡茎崎町茎崎４０４

株式会社貝塚 八戸市石堂１－２１－１６

株式会社貝塚正雄商店 千代田区岩本町２－５－８－９０１

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年度上期の落花生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１８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。



株式会社大昌貿易行 港区六本木５－１８－２

株式会社たかま商店 名古屋市中村区椿町１－３２

株式会社辰巳屋 台東区松が谷４－２１－２

株式会社タバタ 大阪市中央区瓦屋町１－４－１４

株式会社東食 千代田区丸の内３－２－３

株式会社トーメン 千代田区丸の内３－８－１

株式会社ニチリョウ 港区麻布台２－２－１

株式会社はせべ 千葉市若葉区桜木町１６－５

株式会社吉田号 中央区八丁堀１－１１－６

金商株式会社 中央区新川１－２４－１

互明商事株式会社 中央区八丁堀１－１１－６

三昌貿易株式会社 大阪市北区曽根崎新地２－４－７

神栄株式会社 神戸市中央区京町７７－１

杉原産業株式会社 神戸市東灘区向洋町西６－７

住金物産株式会社 大阪市中央区本町３－６－２

住友商事株式会社 千代田区一ツ橋１－２－２

太洋物産株式会社 港区麻布台２－４－５

タムラ株式会社 大阪市中央区日本橋２－９－１３

長栄商事株式会社 中央区八重洲１－６－１９

東邦物産株式会社 港区芝公園２－４－１

豊田通商株式会社 中央区日本橋２－１４－９

ニチメン株式会社 大阪市北区中之島２－２－２

堀内貿易株式会社 台東区三筋１－２－５

三井物産株式会社 千代田区大手町１－２－１

三菱商事株式会社 千代田区丸の内２－６－３

明和産業株式会社 千代田区丸の内３－３－１

モリウエ商事株式会社 大阪市中央区高津３－２－２７

八木通商株式会社 大阪市中央区今橋３－２－１

ユアサ商事株式会社 中央区日本橋大伝馬町１３－１０

（五十音順）

○沖縄枠

株式会社新垣具郎商店 沖縄県浦添市西洲２－１０－８

有限会社大竹商店 沖縄県浦添市西洲２－４－５

有限会社我部商店 沖縄県那覇市三原２－７－３１

有限会社ケンコーフーズ 沖縄県豊見城村字高安４９６

　　 （五十音順）

　　



　　 　

　　 　

　　 　

　　 　



（平成１３年５月３１日　農林水産省）

○その他の地域に仕向けるもの

（財）日本こんにゃく協会 東京都千代田区神田須田町１－５－１２

○沖縄県に仕向けるもの

新川宣勇 沖縄県那覇市安謝２４３番地

池間正武 沖縄県平良市字下里７００番の２

株式会社まえさと 沖縄県那覇市字古島２８４番地の４

金城正助 沖縄県石垣市字新川８４番地

末吉幸助 沖縄県那覇市長田２丁目２８番の５０

西むら食品株式会社 沖縄県那覇市字安里３８１番地

　　 （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年度のこんにゃく芋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１９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３１日　農林水産省）

曙商事株式会社 東京都中央区日本橋室町三丁目２番１６号

旭電化工業株式会社 東京都荒川区東尾久７丁目２番３５号

池伝株式会社 東京都港区新橋二丁目十二番五号

今中株式会社 大阪府大阪市中央区道修町１－４－８

イワキ株式会社 東京都中央区日本橋本町４－８－２

植田製油株式会社 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町１７番地

江崎グリコ株式会社 大阪府大阪市西淀川区歌島４－６－５

岡田食品株式会社 福島県いわき市平字愛谷町１丁目５－１

花王株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－１４－１０

カネカ食品販売株式会社 大阪府豊中市庄内栄町４－２１－３７

鐘淵化学工業株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁目２番４号

兼松食品株式会社 東京都中央区勝どき６丁目５番５号

カバヤ食品株式会社 岡山県岡山市本町６番３０号

株式会社イイヅカ 東京都千代田区神田須田町１－２４－３

株式会社銀座ｺｰｼﾞｰｺｰﾅｰ 東京都新宿区揚場町２－２６　Ｓ．Ｋビル　

株式会社コロンバン 東京都中央区銀座６－１６－１１

株式会社三友小網 東京都中央区新川一丁目２５番１２号

株式会社白石ﾆﾁﾚｲﾌｰｽﾞ 宮城県白石市白鳥一丁目１６番地の２

株式会社鈴商 東京都新宿区荒木町２３

株式会社タカキベーカリー 広島県広島市安芸区中野東三丁目７番１号

株式会社ﾃﾞﾆｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 東京都港区芝公園４丁目１番４号

株式会社東ハト 東京都渋谷区代々木２－１－１

株式会社中村屋 東京都新宿区新宿３－２６－１３

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

株式会社ベルン 東京都目黒区鷹番３丁目２０番６号

株式会社雪印アクセス 東京都世田谷区野沢３丁目１番１号

株式会社六甲牧場 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷２２４７番地

株式会社ロッテ 東京都新宿区西新宿３丁目２０番１号

黒川乳業株式会社 大阪府大阪市北区南森町２丁目２－２７

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年度の調製食用脂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２０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。



ケイ・ピー食品株式会社 東京都大田区矢口１－２９－１９

研三商事株式会社 東京都中央区日本橋茅場町３－１０－２

広洋食品株式会社 奈良県奈良市五条一丁目１５番３２号

三協食品工業株式会社 埼玉県川越市大字的場字四畑７５４番地の４

三東食品株式会社 東京都台東区鳥越１－１３－１

正栄食品工業株式会社 東京都台東区秋葉原５－７

ｼﾞﾛｰﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－２７－７

住友商事株式会社 東京都千代田区一ツ橋１丁目２番２号

曽田香料株式会社 東京都中央区日本橋本町４－１５－９

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

太陽油脂株式会社 神奈川県横浜市神奈川区守屋町２－７

高砂ﾌｰﾄﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ株式会社 静岡県磐田郡浅羽町湊４２０７番地２

高千穂商事株式会社 大阪府大阪市中央区高津三丁目５－４

高梨乳業株式会社 神奈川県横浜市旭区本宿町５番地

多摩フード株式会社 千葉県市川市市川南１－２－７

月島食品工業株式会社 東京都江戸川区東葛西３－１７－９

月食商事株式会社 東京都杉並区西荻北３丁目３０番９号

筑波乳業株式会社 茨城県石岡市泉町６番１号

トーラク株式会社 兵庫県神戸市東灘区向洋町西５丁目５番

中沢フーズ株式会社 東京都港区新橋２－３－６

中山製菓株式会社 東京都渋谷区笹塚三丁目４３番１１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

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

日清製油株式会社 東京都中央区新川一丁目２３番１号

日世株式会社 大阪府大阪市中央区北浜二丁目１番９号

日本リーバ株式会社 東京都渋谷区渋谷２－２２－３

日本油脂株式会社 東京都渋谷区恵比寿４－２０－３

浜田化学株式会社 兵庫県尼崎市東海岸町１－４

不二製油株式会社 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目１番地５号

不二家乳業株式会社 岩手県東磐井郡大東町摺沢字沼田２７番地

北海道中沢フーズ株式会社 北海道札幌市東区北１０条東３丁目

マリンフード株式会社 大阪府豊中市豊南町東４－５－１

マルエス商事株式会社 東京都中野区大和町３丁目４３番２０号

丸和油脂株式会社 東京都品川区西五反田３－９－２３

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

南日本酪農協同株式会社 宮崎県都城市姫城町３２街区３号



ミヨシ油脂株式会社 東京都葛飾区堀切４－６６－１

むさしの製菓株式会社 埼玉県北埼玉郡騎西町大字鴻茎３２０６番壱

明治製菓株式会社 東京都中央区京橋二丁目４番１６号

明治油脂株式会社 兵庫県尼崎市三反田町１－１－１１

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

森永乳業株式会社 東京都港区芝五丁目３３番１号

守山乳業株式会社 神奈川県平塚市宮の前９－３２

森六株式会社 東京都千代田区霞ヶ関３－２－５

山本香料株式会社 大阪府大阪市中央区北久宝寺町１－３－６

雪印乳業株式会社 北海道札幌市東区苗穂町６丁目１番１号

よつ葉乳業株式会社 北海道札幌市中央区北３条西２丁目１０番２号

リボン食品製造株式会社 大阪府大阪市淀川区三津屋南３－１５－２８

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３１日　農林水産省）

碓氷製糸農業協同組合 群馬県碓氷郡松井田町大字新堀甲９０９番地

株式会社西山産業 石川県石川郡白峰村字白峰チ２５番地

株式会社吉野組製絲所 群馬県渋川市２２１６番地

須藤製糸株式会社 茨城県古河市松並２丁目１８番１０号

福島県真綿協会 福島県伊達郡保原町字４丁目７番地

福島蚕糸販売農業協同組合連合会 福島県伊達郡桑折町字東段３０番地

藤村製絲株式会社 高知県安芸郡奈半利町乙２６３０番地

松澤正 長野県諏訪郡下諏訪町２２６番地３

宮坂照彦 長野県岡谷市東銀座２丁目１３番２８号

有限会社荒井製糸所 群馬県前橋市若宮町３丁目７番２１号

有限会社樺澤商店 群馬県前橋市小神明町７４３番地５

有限会社三珠館村松製糸場 山梨県西八代郡三珠町上野６２９番地

吉岡映夫 山梨県東山梨郡春日居町熊野堂４７８番地

（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年度の繭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２１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。
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