
（平成１３年１１月１２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　柾 長崎県南高来郡吾妻町栗林名４９３番地

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

木下養豚　有限会社 鹿児島県鹿屋市下堀町３３９１番地３

九州文永堂直販株式会社 宮崎県都城市志比田町５７００

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

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１０月申請受付分）

　平成１３年度下期のとうもろこしの関税割当てについて（平成１３年１０月１日・関税割当公表第２２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。



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

古谷畜産　有限会社 福岡県田川市大字夏吉２３０５番地

小林　庸生 茨城県水戸市小吹町２０９０番地

近藤　信久 新潟県岩船郡荒川町大字金屋１６６８

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

芝田　正 長崎県南高来郡有明町湯江丁１２７９番地２

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

冨岡　雄二 長崎県北高来郡飯盛町後田名１７４３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

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

藤本　勝昭 熊本県菊池郡大津町森６６番地の３

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） 千葉県野田市野田２５０

キリン・シーグラム（株） 東京都中央区日本橋本町２－７－１

サントリー（株） 東京都港区元赤坂１－２－３

寶酒造（株） 京都府京都市伏見区竹中町６０９

ニッカウヰスキー（株） 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） 岡山県小田郡矢掛町矢掛２０７２

（株）サニーメイズ 静岡県清水市横砂南町２番１号

（株）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）藤澤商店 三重県四日市市九の城町４番２１号

（株）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） 東京都港区新橋４丁目１４番８号

タマノイ酢（株） 大阪府堺市車之町西１丁１番３２号

寺彦製粉（株） 静岡県志太郡大井川町飯渕１４３１番地の１

中野産業（株） 愛媛県西条市ひうち３番地４

日本製粉（株） 東京都渋谷区千駄ヶ谷５丁目２７番５号

福山製粉（株） 広島県福山市松浜町４丁目５番４１号

平和製粉（株） 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） 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） 愛知県安城市和泉町井ノ上３番地１

（株）湖池屋 東京都板橋区成増５－９－７

（株）南国製菓 高知県高岡郡窪川町見付１１３２－１

（株）フジガミ 奈良県奈良市藤原町２４５

（株）山田屋 奈良県奈良市今市町３７９

菊屋（株） 高知県吾川郡春野町西分８９７番地

坂金製菓（株） 愛知県名古屋市西区名西二丁目２６番１０号

サンナッツ食品（株） 兵庫県神戸市灘区都通一丁目１番２７号

ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾘﾄﾚｰ（株） 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） 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１１月１２日　農林水産省）

エムケーチーズ株式会社 神奈川県綾瀬市深谷１２０６

　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　　

　　 　

　　 　

　　 　

　　 　

　

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１０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１１月１２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） 東京都中央区京橋３－７－１

オホーツクビール（株） 北海道北見市山下町２－２－２

オリオンビール（株） 沖縄県浦添市字城間１９８５－１

（株）草津高原ビール 群馬県吾妻郡草津町大字草津４５４－１３０

霧島高原ビール（株） 鹿児島県姶良郡溝辺町麓８７６－１５

麒麟麦酒（株） 東京都中央区新川２－１０－１

キリン・シーグラム（株） 東京都中央区日本橋本町２－７－１

サッポロビール（株） 東京都渋谷区恵比寿４－２０－１

サントリー（株） 東京都港区元赤坂１－２－３

土佐黒潮ビール（株） 高知県香美郡夜須町手結山５０６－１

ニッカウヰスキー（株） 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１０月申請受付分）

　平成１３年度下期の麦芽の関税割当てについて（平成１３年１０月１日・関税割当公表第２３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１１月１２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１０月申請受付分）

　平成１３年度下期の糖みつの関税割当てについて（平成１３年１０月１日・関税割当公表第２４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１１月１２日　農林水産省）

カゴメ株式会社 愛知県名古屋市中区錦３－１４－１５

　　 　

　　 　

　　 　

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１０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１１月１２日　農林水産省）

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 東京都江東区新砂１丁目２番１０号

有限会社上原食品 沖縄県浦添市西洲２丁目５番地２

（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１０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１１月１２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 中央区日本橋堀留町２－６－６

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１０月申請受付分）

　平成１３年度下期の豆類（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１０月１日・関税割当公表第２５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 港区六本木３－１６－２６

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 神戸市中央区小野柄通６－１－３

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 中央区晴海１－８－１１

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１１月１２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

株式会社廣八堂 福岡県甘木市大字日向石１２０２

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

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

日本澱粉工業株式会社 鹿児島県鹿児島市南栄３丁目２０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１０月申請受付分）

　平成１３年度下期のでん粉、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１０月１日・関税割
当公表第２６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。



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

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１１月１２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１０月申請受付分）

　平成１３年度下期の落花生の関税割当てについて（平成１３年１０月１日・関税割当公表第２７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 中央区晴海１－８－１１

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）

　　


