
第TRQ-2号  混合物及び練り生地並びにケーキミックス
(令和３年11月30日関税割当公表第TRQ-2号第10)

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

池伝管財株式会社 東京都大田区平和島五丁目５番１３号

株式会社富士エコー 千葉県市川市塩浜二丁目１２番地

ＤＫＳＨジャパン株式会社 東京都港区三田三丁目４番１９号

株式会社イナブコトレーディング 兵庫県西宮市南越木岩町４番１８号
イケア・フード・サプライ・ジャパン株式会社 東京都港区六本木一丁目１０番３号
株式会社セコマ 北海道札幌市中央区南九条西五丁目４２１番地
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

株式会社ユーラス 神奈川県平塚市めぐみが丘一丁目２１番１０号

パシフィック洋行株式会社 東京都杉並区久我山四丁目５番１１号

ピュラトスジャパン株式会社 東京都港区北青山二丁目１１番９号

株式会社トゥーバトレーディング 東京都練馬区富士見台二丁目４番１５号

株式会社オランダ家 千葉県千葉市美浜区新港２１１番地

株式会社神戸物産 兵庫県加古川市加古川町平野１２５番１

株式会社西友プロキュアメント 東京都北区赤羽二丁目１番１号
兼松株式会社 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１９番地
株式会社アナナスジャパン 東京都渋谷区神宮前六丁目３１番１５号
コストコホールセールジャパン株式会社 神奈川県川崎市川崎区池上新町三丁目１番４号
株式会社ＳＡＪ 東京都港区赤坂九丁目７番４号
東京ヨーロッパ貿易株式会社 東京都世田谷区成城六丁目１１番４号
株式会社ジビエ 東京都港区西麻布三丁目１番２５－６０５号室
グローバル・ビジョン株式会社 東京都中央区日本橋茅場町二丁目７番６号
イオンサヴール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１
ＭＡ　ＰＡＳＳＩＯＮ　ＮＯＲＭＡＮＤＩＥ　ＪＡＰＯＮ株式会社 三重県鈴鹿市中江島町１９－３８　ラヴィータ白子２Ｄ
アリスタ・フードソリューションズ・ジャパン株式会社 東京都渋谷区代々木一丁目５８番５号

（順不同）

第TRQ-3号  主として小麦で作られた調製食料品
(令和３年11月30日関税割当公表第TRQ-3号第10)

ＤＫＳＨジャパン株式会社 東京都港区三田三丁目４番１９号
ピュラトスジャパン株式会社 東京都港区北青山二丁目１１番９号

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

株式会社パーカーコーポレーション 東京都中央区日本橋人形町二丁目２２番１号
ＭＡ　ＰＡＳＳＩＯＮ　ＮＯＲＭＡＮＤＩＥ　ＪＡＰＯＮ株式会社 三重県鈴鹿市中江島町１９－３８　ラヴィータ白子２Ｄ

（順不同）

第TRQ-11号  コーヒー、茶の混合物、調製食料品及び練り生地
(令和３年11月30日関税割当公表第TRQ-11号第10)

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

株式会社ヨシダコーポレーション 愛知県愛西市大野町郷西108番地

株式会社ワイエスブレイン 愛知県名古屋市中区千代田三丁目33番25号

宮田製菓株式会社 愛知県名古屋市中村区名楽町三丁目19番地

株式会社トレコ 東京都新宿区中落合一丁目18番6-1203号

エムワイケミカル株式会社 神奈川県平塚市東八幡１丁目８番13号

アイアンド 東京都渋谷区神宮前三丁目39番５号 青山ウエスト４F

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

日仏商事株式会社 兵庫県神戸市中央区御幸通５丁目２番７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

株式会社デイリー・インポート 大阪府大阪市西区南堀江２丁目５番19-304号

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

井村屋株式会社 三重県津市高茶屋七丁目１番１号

DKSHジャパン株式会社 東京都港区三田３丁目４番19号

ピュラトスジャパン株式会社 東京都港区北青山二丁目11番９号

清田産業株式会社 愛知県名古屋市西区菊井二丁目11番25号

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

コストコホールセールジャパン株式会社 神奈川県川崎市川崎区池上新町３丁目１番４号

日ＥＵ経済連携協定に基づく関税割当てを受けた者の氏名の公表（令和４年４月発給分）



東邦食品株式会社 大阪府大阪市西区南堀江２丁目５番１９－３０４号

ネスレ日本株式会社 兵庫県神戸市中央区御幸通７丁目１番15号

レスキューホーム合同会社 千葉県千葉市稲毛区長沼原町７７１番地１８

ＥＮＯ
東京都目黒区自由が丘１丁目１７番５号　シオン自由
が丘２０２

永和ホールディングス株式会社 東京都千代田区麹町２丁目５番地１

ラックモゥト株式会社 東京都杉並区成田東４丁目１１番１６号

株式会社明治屋 東京都中央区京橋二丁目２番８号

株式会社パーカーコーポレーション 東京都中央区日本橋人形町二丁目22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

一般社団法人タイキ 神奈川県横浜市中区海岸通４丁目２３番地

有限会社ウィズ 神奈川県横浜市港北区綱島西３丁目２５番１１号

株式会社エフエフ・プロダクツ 東京都府中市府中町２丁目８－１

（順不同）

第TRQ-12号  調製食料品
(令和３年11月30日関税割当公表第TRQ-12号第10)

DKSHジャパン株式会社 東京都港区三田３丁目４番19号

ピュラトスジャパン株式会社 東京都港区北青山二丁目11番９号

（順不同）

第TRQ-13号  ぶどう糖及び果糖
(令和３年11月30日関税割当公表第TRQ-13号第10)

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

DKSHジャパン株式会社 東京都港区三田三丁目４番19号

株式会社トータルヘルスコンサルティング 東京都千代田区東神田二丁目６番５号

帝人株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁目２番４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TRQ-14号  調製食料品
(令和３年11月30日関税割当公表第TRQ-14号第10)

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
株式会社明治 東京都中央区京橋二丁目２番１号

株式会社京まろん 茨城県常総市豊岡町乙1700番地

協同乳業株式会社 東京都中央区日本橋小網町17番２号

中部創商株式会社 愛知県刈谷市野田町東出口64番地

株式会社サイゼリヤ 埼玉県吉川市旭２番地５

丸中製菓株式会社 兵庫県加西市下宮木町玉ノ坪555番地の１

伊藤忠食糧株式会社 東京都港区南青山一丁目１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

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

DKSHジャパン株式会社 東京都港区三田三丁目４番19号

丸永製菓株式会社 福岡県久留米市東櫛原町猿楽田1821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

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

株式会社サンフコ 東京都千代田区鍛冶町一丁目８番３号

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島二丁目３番18号

（順不同）

第TRQ-15号  調製食料品（しょ糖の含有量が全重量のうち50％を超えるものに限る。）及びココア粉
(令和３年11月30日関税割当公表第TRQ-15号第10)

株式会社ロッテ 東京都新宿区西新宿三丁目20番１号

第TRQ-17号  でん粉等
(令和３年11月30日関税割当公表第TRQ-17号第10)

帝人株式会社 大阪府大阪市北区中之島三丁目２番４号

三幸食品株式会社 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目16番７号

CBC株式会社 東京都中央区月島二丁目15番13号

DKSHジャパン株式会社 東京都港区三田三丁目４番19号

（順不同）



第TRQ-18号  低脂肪調製食用脂
(令和３年11月30日関税割当公表第TRQ-18号第10)

株式会社ラクト・ジャパン 東京都中央区日本橋2丁目11番2号

株式会社東京シーフーズ 東京都中央区築地2-14-5

LOPS株式会社 東京都千代田区霞が関3丁目2番5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MCアグリアライアンス 東京都千代田区大手町1丁目3番7号

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号

（順不同）

第TRQ-19号  無糖ココア調製品
(令和３年11月30日関税割当公表第TRQ-19号第10)

シンペックスジャパン株式会社 東京都千代田区神田佐久間町3-1-1 秋葉原CHﾋﾞﾙ2階

神田物産株式会社 東京都千代田区内神田２丁目１６番１３号

明和産業株式会社
東京都中野区本町２丁目４６番１号中野坂上サンブラ
イトツイン１５Ｆ

株式会社ラクト・ジャパン 東京都中央区日本橋２丁目１１番２号

高砂香料工業株式会社 東京都大田区蒲田五丁目37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

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２０号

高千穂商事株式会社 大阪府大阪市中央区高津３丁目５番４号

（順不同）

第TRQ-21号  無糖れん乳
(令和３年11月30日関税割当公表第TRQ-21号第10)

神田物産株式会社 東京都千代田区内神田２丁目１６番１３号

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町１丁目２番１号

株式会社ラクト・ジャパン 東京都中央区日本橋２丁目１１番２号

神山物産株式会社 新潟県新潟市西区流通センター３丁目３番地２

株式会社コウノ 兵庫県神戸市中央区京町７９番地日本ビルヂング

三幸食品株式会社 東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１６番７号

株式会社サンフルート 東京都練馬区桜台１丁目３３番１７号

関東砂糖株式会社 東京都中央区新川２丁目９番１号

株式会社イトー 広島県広島市西区商工センター１丁目１２番１６号

株式会社デイリー・インポート 大阪府大阪市西区南堀江２丁目５番１９－３０４号

伊藤忠食糧株式会社 東京都港区南青山１丁目１番１号

アイアンド 東京都渋谷区神宮前３－３９－５　　青山ウエスト４Ｆ

（順不同）

第TRQ-22号  ホエイ
(令和３年11月30日関税割当公表第TRQ-22号第10)

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２０号

三東食品株式会社 東京都台東区鳥越１丁目１３番１号

西武酪農乳業株式会社 埼玉県日高市大字野々宮１４５番地

十全株式会社 東京都千代田区鍛冶町１丁目５番７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

ラックモゥト株式会社 東京都杉並区成田東４丁目１１番１６号

メグレ・ジヤパン株式会社 東京都中央区銀座１丁目１５番４号

株式会社ワイエスブレイン 愛知県名古屋市中区千代田３丁目３３番２５号

株式会社東京シーフーズ 東京都中央区築地２丁目１４番５号

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町１丁目２番１号

株式会社ラクト・ジャパン 東京都中央区日本橋２丁目１１番２号

中央商工株式会社 東京都中央区日本橋浜町２丁目４４番４号

協同乳業株式会社 東京都中央区日本橋小網町１７番２号

東神商事株式会社 東京都中央区日本橋兜町１７番１号

株式会社明治 東京都中央区京橋２丁目２番１号

伊藤忠食糧株式会社 東京都港区南青山１丁目１番１号

森永乳業株式会社 東京都港区芝５丁目３３番１号

筑波乳業株式会社 茨城県石岡市泉町６番１号

八ヶ岳乳業株式会社 山梨県北杜市小淵沢町６８９７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

不二製油株式会社 大阪府泉佐野市住吉町１番地

雪印ビーンスターク株式会社 北海道札幌市東区苗穂町６丁目１番１号

雪印メグミルク株式会社 北海道札幌市東区苗穂町６丁目１番１号

（順不同）



第TRQ-23号  バター、脱脂粉乳、粉乳、バターミルクパウダー及び加糖れん乳
(令和３年11月30日関税割当公表第TRQ-23号第10)

コストコホールセールジャパン株式会社 神奈川県川崎市川崎区池上新町３丁目１番４号

雪印ビーンスターク株式会社 北海道札幌市東区苗穂町６丁目１番１号

株式会社スギコーポレーション 東京都中央区築地６丁目２２番４号

株式会社エクシー 東京都千代田区岩本町１丁目２番１３号

レプロム合同会社
東京都港区北青山２丁目７番１３号プラセオ青山ビル
３Ｆ

株式会社ロックフォール 東京都練馬区貫井２丁目２４番１５号

株式会社モリウヱ 大阪府大阪市中央区高津３丁目２番２７号

岩田　和郎
大阪府吹田市江坂町5-11-6
グリーンハウス205

株式会社長良園 岐阜県岐阜市北鶉４丁目３０番地

山青トレーディング株式会社 東京都台東区根岸２丁目２０番１０号

株式会社ミック 大阪府大阪市阿倍野区松虫通１丁目５番１７号

伊藤忠食糧株式会社 東京都港区南青山１丁目１番１号

株式会社富士屋商事 東京都目黒区青葉台２丁目１９番１０号

株式会社エースベーキング 愛知県清須市春日社子地６２番地

株式会社サンフルート 東京都練馬区桜台１丁目３３番１７号

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番１５号

株式会社デイリー・インポート 大阪府大阪市西区南堀江２丁目５番１９－３０４号

三東食品株式会社 東京都台東区鳥越１丁目１３番１号

株式会社ダイケン商会 愛知県豊橋市神野新田町字ヘノ割４番地の１

株式会社エフエフ・プロダクツ 東京都府中市府中町２丁目８－１

三冨実業株式会社 東京都中央区日本橋3丁目2番6号

星華食品株式会社 東京都千代田区岩本町２丁目１０番９号手塚ビル

株式会社ａｔｅｌｉｅｒ　ｙｏｓｈｉｎｏ 東京都中央区湊３丁目１１番８－４０３号

フロンティア物産株式会社 大阪府大阪市中央区南船場２丁目３－２

株式会社ヘルシーテーブル 愛知県名古屋市東区三の丸４丁目５番１８号

有限会社シーオーエム商事 東京都足立区江北２丁目８番６号

株式会社サニープレイス 東京都江東区新大橋２－１５－１１

株式会社和幸通商
神奈川県横浜市中区花咲町１丁目２番地リバーサイド
桜木町７０２号

チェスコ株式会社 東京都新宿区四谷本塩町５番１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

日本ニュートリション株式会社 東京都港区南青山１丁目１番１号

株式会社ブリオ・ジャパン 東京都渋谷区広尾５丁目１９番１２号

近藤乳業株式会社 神奈川県藤沢市川名2-6-10

アルファフードスタッフ株式会社 愛知県名古屋市西区名駅２丁目２７番３９号

株式会社カネヒロ 神奈川県横浜市神奈川区千若町２丁目１番地４８号２Ｆ

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

石川株式会社 兵庫県神戸市兵庫区島上町１丁目２番１０号

ＬＯＰＳ株式会社 東京都千代田区霞が関３丁目２番５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

有限会社やまとし 神奈川県三浦市南下浦町菊名１０８９番地

株式会社ホリ乳業 石川県金沢市袋畠町北６２番地

株式会社ｅｂａｎ 東京都世田谷区等々力２丁目１５番１２－１０４号

タイランドフィッシャリージャパン株式会社 東京都中央区日本橋茅場町３丁目１番１１号
フレンチ・エフ・アンド・ビー・ジャパン株式
会社

東京都大田区平和島６丁目１－１東京流通センターＢ
棟５階

西武酪農乳業株式会社 埼玉県日高市大字野々宮１４５番地

シムバランス株式会社 広島県廿日市市宮内３４７番地

株式会社クラウン 大阪府大阪市北区西天満３丁目６番３５号

株式会社田村製餡所 三重県四日市市平町2番11号

平野商事株式会社 愛知県名古屋市中村区太閤２丁目８番３号

株式会社ＹＫＭＰ 東京都渋谷区恵比寿西２丁目７－２ウインズビル３Ｆ

フルーツリパブリック株式会社 千葉県印西市小倉台3丁目2番地１

有限会社ウォルキャン・シーフード・ジャパン 広島県大竹市油見３丁目１７番１１号

エムワイケミカル株式会社 神奈川県平塚市東八幡１丁目８番１３号

ボレイオクト株式会社 神奈川県横浜市中区新山下３丁目１５番２－３０９号

二葉香料株式会社 愛知県名古屋市東区三の丸４丁目５番１８号

株式会社ケイズワン 東京都大田区中馬込３丁目９番３号太陽ビレッヂ２０３

ジェイ・アイ・トレーディング株式会社 福岡県福岡市中央区白金１丁目９－３－２０２

新中ジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿４丁目２７番地７号



ウィルフラップ合同会社
千葉県市川市八幡３丁目９番４－４０２号（コレー
ジュ）

株式会社山路伊三郎商店 三重県四日市市中浜田町1番２２号

（順不同）

第TRQ-24号  粉乳（チョコレート原料用）
(令和３年11月30日関税割当公表第TRQ-24号第10)

不二製油株式会社 大阪府泉佐野市住吉町1番地

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TRQ-25号  チーズ
(令和３年11月30日関税割当公表第TRQ-25号第10)

株式会社スマイル 東京都江東区潮見2-8-10

株式会社神戸物産 兵庫県加古川市加古川町平野125番1

カーギルジャパン合同会社 東京都千代田区丸の内３丁目１番１号

株式会社EL SETTE 神奈川県横浜市都筑区川向町１１８６－１

株式会社シジシージャパン 東京都新宿区大久保２丁目１番１号

株式会社ノーザンエクスプレス 東京都品川区大崎5-3-4

薬糧開発株式会社 神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目３番５号

登馬商事株式会社 東京都中央区日本橋小舟町３番２号

株式会社メモス 大阪府大阪市中央区南久宝寺町２丁目２番７号

株式会社エフアールマーケティング 東京都港区三田２丁目１０番６号

株式会社イデエグルメ
東京都世田谷区奥沢２丁目２番１９号マグノリアハイ
ツ１０１

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

株式会社クオレ・サルド 埼玉県さいたま市北区別所町６４番地１５

パシフィック洋行株式会社 東京都杉並区久我山４丁目５番１１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

有限会社アルテヴィータ 東京都世田谷区若林１丁目２番２－１００１号

ビオセボン・ジャポン株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１

大倉フーズ株式会社 東京都中央区銀座３丁目４番１号大倉別館７階

チェスコ株式会社 東京都新宿区四谷本塩町５番１号

サンヨーエンタープライズ株式会社
兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目１４番地Ｄ－８０
３号

株式会社ラクトサンサノボジャパン 東京都杉並区高円寺北３丁目２番１号

六甲バター株式会社 兵庫県神戸市中央区坂口通１丁目３番１３号

株式会社なとり 東京都北区王子５丁目５番１号

株式会社フードライナー 兵庫県神戸市東灘区向洋町東４丁目１５番地の１９

株式会社サイゼリヤ 埼玉県吉川市旭２番地５
フレンチ・エフ・アンド・ビー・ジャパン株式
会社

東京都大田区平和島６丁目１－１東京流通センターＢ
棟５階

株式会社オフィチーナ 兵庫県川西市出在家町３番１４号

株式会社日本アクセス 東京都品川区西品川１丁目１番１号

株式会社フードブリッジ・ジャパン 東京都港区虎ノ門１丁目１１番４号

有限会社山陽水産 兵庫県赤穂市御崎２番地１
株式会社モリ・インターナショナル・コーポ
レーション

東京都大田区田園調布３丁目２６番１０号

サプート・デイリー・ジャパン株式会社 東京都中央区銀座８丁目９番１１号

正栄食品工業株式会社 東京都台東区秋葉原５番７号

株式会社エム・シー・フーズ
東京都文京区小石川一丁目1番1号文京ガーデン ゲート
タワー10階

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番６号

株式会社セリオン 東京都中央区銀座８丁目９番１１号

株式会社イナブコトレーディング 兵庫県西宮市南越木岩町４番１８号

株式会社明治 東京都中央区京橋２丁目２番１号

株式会社エスエルジャパン 埼玉県三郷市栄３丁目６６番地７

株式会社ＣＡ．ＦＯＲＭ．ＪＡＰＡＮ 東京都江戸川区臨海町３丁目６番１号

株式会社フェルミエ 東京都港区愛宕１丁目５番３号

株式会社野澤組 東京都千代田区丸の内３丁目４番１号

株式会社プログレス 兵庫県神戸市東灘区深江本町4-4-21

株式会社三祐 東京都大田区東糀谷４丁目１番１５号

株式会社オーバーシーズ 東京都世田谷区代田2-31-8

日欧商事株式会社 東京都港区芝３丁目２番１８号

日本プリメロ株式会社 東京都中央区新川２丁目１－１０



Ｂｅｌ　Ｊａｐｏｎ株式会社
東京都港区南青山３丁目１３番１８号３１３南青山ビ
ル５階

株式会社ＡＣトレーディング 東京都港区赤坂９丁目７番２号

株式会社ノルレェイク・インターナショナル 神奈川県横浜市中区相生町６丁目１０４番地

株式会社東京デーリー 東京都江東区木場３丁目４番２号

株式会社宝幸 東京都品川区大崎２丁目１番１号

東京ヨーロッパ貿易株式会社 東京都世田谷区成城６丁目１１番４号

株式会社西原商会 鹿児島県鹿児島市与次郎１丁目１０番２１号

有限会社ノスティミア 茨城県那珂市後台１８０８番地５

イオン商品調達株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１

株式会社イトー 広島県広島市西区商工センター１丁目１２番１６号

株式会社ラクト・ジャパン 東京都中央区日本橋２丁目１１番２号

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町１丁目２番１号

モンテ物産株式会社 東京都渋谷区神宮前５丁目５２番２号

ムラカワ株式会社 東京都大田区東海４丁目１０番８号

コーケンフード＆フレーバー株式会社 神奈川県横浜市港北区新羽町９１６番地

ジャスティス・ジャパン株式会社 東京都板橋区高島平２丁目２番２号
サヴァンシアフロマージュ＆デイリージャポン
株式会社

東京都千代田区九段南２丁目９番４号

不二製油株式会社 大阪府泉佐野市住吉町１番地

ファームランドトレーディング株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷３丁目５３番３号

ケリー・ジャパン株式会社 東京都港区麻布台１丁目７番２号

明和産業株式会社 東京都中野区本町２丁目４６番１号

株式会社レイ
東京都千代田区平河町１丁目６番１１号エクシール平
河町３０４号

有限会社レクリューズ 東京都新宿区荒木町２３番地

コストコホールセールジャパン株式会社 神奈川県川崎市川崎区池上新町３丁目１番４号

株式会社ボネリート 東京都港区六本木７丁目２番５号

株式会社佐勇 東京都港区六本木７丁目２番５号
株式会社ＫＥＮ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
ＪＰ

東京都国立市中１丁目１６番地の４５

高瀬物産株式会社 東京都江東区塩浜１丁目３番１６号

株式会社サンフコ 東京都千代田区鍛冶町１丁目８番３号

（順不同）


