
割当てを受けた者の氏名（名称） 割当てを受けた者の住所 割当数量（枚）

【商社割当てＡ１（韓国実績割当て）】

㈱世亜企画 埼玉県戸田市笹目8-10-10 3,553,685

㈱小善本店 東京都台東区松が谷2-3-14 313,000

㈱横田屋本店 宮城県気仙沼市八日町1-4-8 30,694,320

㈱白子 東京都江戸川区中葛西7-5-9 6,450,600

㈱ドリームワン 千葉県我孫子市つくし野3-10-406 9,800,000

㈱エス・エス・ビー 東京都江戸川区船堀4-3-6 3,700,000

東観貿易㈱ 東京都港区赤坂4-5-21 43,200

㈱更級企画 東京都江戸川区上一色1-3-7 15,229,440

日本インスパイア㈱ 東京都荒川区西日暮里2-32-13 25,420,810

㈲元気物産 宮城県仙台市宮城野区萩野町3-1-9 250,000

㈱オーバーシーズ 東京都世田谷区代田2-31-8 10,432,960

㈱大丸商事 広島県広島市佐伯区石内北5-4-23 1,805,624

㈱日新通商 千葉県野田市古布内1542-2 8,111,000

金原フーズ㈱  東京都大田区東糀谷5-5-25 1,873,000

㈱吉田号 東京都中央区八丁堀1-11-6 3,180,000

マツワ商事㈱ 兵庫県神戸市兵庫区礒之町2-1 34,297,467

㈱金原海苔店 東京都大田区東糀谷5-5-25 10,940,000

大同㈱ 大阪府守口市南寺方東通6-10-23 10,603,000

㈱シン・インターナショナル 埼玉県八潮市緑町1-32-6 4,000,000

興陽産商㈲ 東京都千代田区神田神保町1-32-13 22,003,443

㈱髙岡屋 東京都台東区上野6-7-22 1,949,360

㈲タクト通商 東京都西多摩郡瑞穂町むさし野2-19-2 10,787,520

オンガネジャパン㈱ 山口県下関市長府港町10-63 3,057,300

㈱五星コーポレーション 埼玉県さいたま市桜区町谷4-14-15 3,418,360

㈱ヒトシナ商事 東京都足立区花畑1-14-9 42,275,877

東遠ジャパン㈱ 東京都新宿区大京町23-3 15,719,928

㈱東亜トレーディング 東京都江戸川区西一之江1-3-13 9,180,000

平成３０年度「無糖の味付けのり」の輸入割当てを受けた者について

〔貿易経済協力局貿易管理部農水産室〕

平成３０年度「無糖の味付けのり」の輸入発表（平成３１年１月１８日付け輸入発表第１７号）に基づき輸入
割当てを受けた者は、下記のとおりです。

記



㈱韓国広場 東京都新宿区大久保1-12-1 8,270,000

眞露㈱ 東京都港区芝公園2-11-1 163,959

㈱LS商事 東京都足立区加賀2-13-7 163,200

㈱ハッピー食品 東京都新宿区大久保1-16-15 160,485

アトミジャパン(同) 東京都中央区日本橋浜町2-47-3 360,000

㈲ｼｬｲﾝ・ｵﾘｴﾝﾀﾙ・ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 千葉県浦安市北栄1-13-11 389,880

㈱世世 東京都港区赤坂2-13-8 15,693,858

㈱サンエイ海苔 福島県相馬市沖ノ内1-15-8 700,000

㈱大山 埼玉県八潮市伊勢野233-1 1,300,000

㈱ﾆｭｰｼﾞｬﾊﾟﾝﾌｰﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 兵庫県神戸市中央区北長挟通4-4-18 3,660,000

日本輸入海苔問屋協同組合 大阪府大阪市北区菅原町8-11 840,000

㈱エスエルジャパン 埼玉県三郷市栄3-66-7 5,667,112

ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 神奈川県川崎市川崎区池上新町3-1-4 11,474,940

福富㈱ 大阪市東住吉区道矢田9-2-11 838,580

巨山ジャパン㈱ 埼玉県川口市三ツ和2-9-20 500,000

小浅商事㈱ 愛知県名古屋市中村区名駅5-1-7 13,066,800

㈱やまやコミュニケーションズ 福岡県福岡市東区松島5-27-5 3,103,848

㈱白子 東京都江戸川区中葛西7-5-9 4,000,000

㈱小善本店 東京都台東区松が谷2-3-14 2,000,000

マツワ商事㈱ 兵庫県神戸市兵庫区礒之町2-1 4,000,000

小浅商事㈱ 愛知県名古屋市中村区名駅5-1-7 4,000,000

㈱淳子 東京都港区六本木1-7-28 557,444

【需要者割当て】

㈱ＹＫＭＰ 東京都渋谷区恵比寿西2‐7‐2 5,000,000

㈱中央漁業公社 東京都千代田区内神田1-5-13 400,000

㈱金原海苔店 東京都大田区東椛谷5-5-25 1,000,000

㈱片山 静岡県静岡市葵区流通センター5-2 900,000

小浅商事㈱ 愛知県名古屋市中村区名駅5-1-7 8,736,800

㈱横田屋本店 宮城県気仙沼市八日町1-4-8 83,000,000

㈱金原海苔店 東京都大田区東椛谷5-5-25 3,776,400

㈱シーフーズ福井 三重県桑名市安永1560-1 8,849,800

㈱福井 三重県桑名市安永1560-1 1,000,000

㈱大丸商事 広島県広島市佐伯区石内北5-4-23 8,448,800

㈱髙岡屋 東京都台東区上野6-7-22 1,000,000

㈱サンエイ海苔 福島県相馬市沖ノ内1-15-8 1,000,000

ニコニコのり㈱ 大阪市浪速区敷津東3-3-23 1,888,200



【先着順割当て】

大象ジャパン㈱ 東京都港区新橋3-1-9 200,000

㈱韓国のりジャパン 埼玉県八潮市浮塚324-1 200,000

ぐるめスタイル㈱ 埼玉県草加市明神2-3-1 196,000

㈱淳子 東京都港区六本木1-7-28 197,565

兼松㈱ 東京都港区芝浦1-2-1 199,800

㈲ハウチョンジャパン 神奈川県川崎市中原区田尻町43 196,000

㈱墨田商事 東京都足立区花畑3-28-7 80,000

㈱信商事 東京都足立区大谷田2-24-14 195,000

㈱DH 東京都葛飾区宝町1-26-14 200,000

シージェイジャパン㈱ 東京都港区西新橋2-7-4 45,000

㈱ラオン商事 埼玉県川口市朝日1-1-23 196,000

㈱孝容商事 埼玉県八潮市大曽根1443 200,000

エイチ・アイ・フーズ㈱ 東京都台東区三筋2-20-8 197,565

㈱Golden Bridge 東京都練馬区豊玉上2-26-8 188,160

フューチャーズマリン㈱ 東京都江戸川区上一色1-3-7 200,000

㈱アスカ交易 千葉県船橋市田喜野井4-25-7 200,000

ジェイシートレンド㈲ 東京都中央区築地6-21-8 200,000

エイチ・アイ・フーズ㈱ 東京都台東区三筋2-20-8 197,565

㈱徳昇商事 東京都足立区保木間2-26-2 186,667

㈱大進 神戸市中央区中町通2-2-17 200,000

ぐるめスタイル㈱ 埼玉県草加市明神2-3-1 200,000

㈱GREEN 埼玉県さいたま市南区四谷1-12-30 200,000

互明商事㈱ 東京都中央区八丁堀1-11-6 199,908

㈲ハウチョンジャパン 神奈川県川崎市中原区田尻町43 186,667

日本菓堂㈱ 岐阜県大垣市川口4-12-1 42,195

ぐるめスタイル㈱ 埼玉県草加市明神2-3-1 197,565

㈱カンポマリノ 東京都中央区築地7-10-11 180,000

㈱トップス 東京都中央区築地7-12-7 180,000

㈱ナチュラルソフィア 東京都中央区明石町5-13 180,000

㈱イハラ海商 東京都中央区新富2-4-5 180,000

ガルフ食品㈱ 東京都中央区築地4-1-9 200,000

ぐるめスタイル㈱ 埼玉県草加市明神2-3-1 200,000

㈱ビーイング 東京都中央区銀座2-11-5 160,000

㈲ハウチョンジャパン 神奈川県川崎市中原区田尻町43 192,000

㈱徳昇商事 東京都足立区保木間2－26‐2 192,000

㈱エスシーエル 神奈川県横浜市瀬谷区南台1-26-4 160,000

㈱孝容商事 埼玉県八潮市大曽根1443 200,000



㈱信商事 東京都足立区大谷田2-24-14 199,800

大象ジャパン㈱ 東京都港区新橋3-1-9 74,543


