
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（KG）

【商社割当てＡ１（実績割当て）】

ガルフ食品㈱ 東京都中央区築地4-1-9 800,000.0

国際商事㈱ 東京都中央区東日本橋1-3-3 5,000,000.0

㈱ＥＸトレーディング 東京都中央区築地6-22-4 50,000.0

㈱三陽 福岡県福岡市中央区長浜2-3-6 500,000.0

㈱松岡 山口県下関市東大和町1-10-12 500,000.0

丸紅㈱ 東京都中央区日本橋2-7-1 6,000,000.0

マルハニチロ㈱ 東京都江東区豊洲3-2-20 9,000,000.0

仁達食品㈱ 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-4-18 100,000.0

豊通食料㈱ 東京都港区港南2-3-13 7,350,000.0

阪和興業㈱ 東京都中央区築地1-13-1 3,000,000.0

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 60,000.0

㈱更級企画 東京都江戸川区上一色1-3-7 1,600,000.0

㈱ホンダ水産 東京都港区芝5-31-10 1,000,000.0

神栄㈱ 東京都港区港南1-6-41 2,000,000.0

野村貿易㈱ 東京都港区虎ノ門4-3-13 1,850,000.0

㈱辻野 東京都中央区築地1-12-6 4,000,000.0

東観貿易㈱ 東京都港区赤坂4-5-21 5,000,000.0

スクーナー㈱ 東京都中央区勝どき2-18-1 100,000.0

㈱ダイレクト 東京都中央区築地4-12-2 200,000.0

㈱交洋 三重県四日市市新正5-4-19 3,500,000.0

㈱極洋 東京都港区赤坂3-3-5 6,500,000.0

㈲タクト通商 東京都西多摩郡瑞穂町むさし野2-19-2 500,000.0

㈱三翔 愛知県岩倉市西市町東畑田38 100,000.0

東海澱粉㈱ 静岡県静岡市葵区伝馬町24-15 11,000,000.0

㈱バンドー産商 東京都中央区築地2-15-15 1,800,000.0

㈱ＪＡＬＵＸ 東京都港区港南1-2-70 2,000,000.0

三興メイビス㈱ 東京都新宿区左門町20-7 1,000,000.0

令和元年度「さば」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〕

令和元年度「さば」の輸入発表（令和元年９月６日付け輸入発表第１１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



㈱オーシャンパール 東京都中央区築地3-11-6 2,000,000.0

㈱イハラ海商 東京都中央区新富2-4-5 400,000.0

㈱江﨑商店 福岡県北九州市門司区黄金町6-28 180,000.0

東海水産貿易㈱ 東京都中央区築地2-14-1 210,000.0

㈱飯田商店 千葉県銚子市川口町2-6342 100,000.0

クラレイ㈱ 福岡県北九州市小倉南区中曽根東1-3-11 100,000.0

㈱倉府食品 鹿児島 鹿児島県鹿屋市札元1-27-19 140,000.0

㈱ダイイチ 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-11 50,000.0

㈱フォーティー 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-11 900,000.0

フューチャーズマリン㈱ 東京都江戸川区上一色1-3-7 1,000,000.0

【商社割当てＡ２（追加実績割当て）】

㈱セコマ 北海道札幌市中央区南九条西5-421 42,000.0

東海水産貿易㈱ 東京都中央区築地2-14-1 1,272,000.0

ドルフィントレーディング㈱ 東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 700,000.0

㈱モモカワ 東京都中央区日本橋3-13-11 400,000.0

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 200,000.0

㈱山安 神奈川県小田原市早川3-11-1 800,000.0

㈱清和商事 埼玉県越谷市東越谷3-10-40 80,000.0

冨士物産㈱ 山口県下関市長府扇町3-85 450,000.0

㈱江﨑商店 福岡県北九州市門司区黄金町6-28 110,000.0

スクーナー㈱ 東京都中央区勝どき2-18-1 300,000.0

㈱ダイイチ 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-11 20,000.0

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 700,000.0

㈲タクト通商 東京都西多摩郡瑞穂町むさし野2-19-2 800,000.0

㈱ＪＣＴ 東京都中央区新富1-19-7 50,000.0

㈱日洋貿易 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野14-44 50,000.0

海清水産㈱ 山口県下関市東大和町1-2-3 50,000.0

三菱商事㈱ 東京都千代田区丸の内2-3-1 400,000.0

クラレイ㈱ 福岡県北九州市小倉南区中曽根東1-3-11 150,000.0

㈱清和商事 埼玉県越谷市東越谷3-10-40 500,000.0

㈱ホンダ水産 東京都港区芝5-31-10 600,000.0

㈱神戸まるかん 神戸市東灘区深江浜町5-1 20,000.0

㈱ダイレクト 東京都中央区築地4-12-2 500,000.0

東海水産貿易㈱ 東京都中央区築地2-14-1 290,000.0

㈱ドルフィン 東京都渋谷区渋谷3-18-8 320,000.0

㈱ダイイチ 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-11 86,000.0

仁達食品㈱ 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-4-18 53,000.0



㈱エスビートレード 神戸市中央区磯辺通1-1-20 100,000.0

【需要者割当て】

㈱YKMP 東京都渋谷区恵比寿西2-7-2 216,000.0

野村貿易㈱ 東京都港区虎ノ門4-3-13 946,000.0

ガルフ食品㈱ 東京都中央区築地4-1-9 850,000.0

㈱オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 400,000.0

豊通食料㈱ 東京都港区港南2-3-13 2,000,000.0

アイスランディックジャパン㈱ 東京都港区虎ノ門3-7-10 6,500,000.0

㈱うおいち 大阪府大阪市福島区野田1-1-86 1,800,000.0

ニチモウ㈱ 東京都品川区東品川2-2-20 914,000.0

丸紅㈱ 東京都中央区日本橋2-7-1 700,000.0

㈱タイムズ 東京都中央区新富1-7-3 1,500,000.0

㈱すが辰 東京都港区浜松町2-5-5 1,000,000.0

㈱辻野 東京都築地1-12-6 5,077,000.0

㈱かこうれんフーズ 北海道札幌市中央区北四条西6-1 1,250,000.0

神港魚類㈱ 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 150,000.0

㈱シーサット 山口県下関市豊浦町大字川棚3979-1 2,500,000.0

日本水産㈱ 東京都港区西新橋1-3-1 1,500,000.0

ゼンスイ野村フーズ㈱ 東京都中央区日本橋人形町3-5-4 1,057,000.0

横浜冷凍㈱ 東京都中央区新富1-13-19 6,500,000.0

㈱縁屋 東京都中央区日本橋箱崎町32-3-1107 2,000,000.0

小池産業㈱ 宮城県石巻市魚町3-4-22 1,461,000.0

新潟冷蔵㈱ 新潟県新潟市江南区茗荷谷711 314,000.0

五十嵐冷蔵㈱ 東京都港区芝浦2-10-5 200,000.0

伊藤忠商事㈱ 東京都港区北青山2-5-1 1,500,000.0

㈱マルエイ坂本 千葉県銚子市明神町1-129 126,000.0

東洋水産㈱ 東京都港区港南2-13-40 300,000.0

㈱水研 大阪府大阪市福島区野田2-13-5 1,835,000.0

阪和興業㈱ 東京都中央区築地1-13-1 2,374,000.0

㈱ケイアンドティ 東京都中央区銀座2-16-11 700,000.0

㈱ティーケイフーズ 東京都中央区日本橋茅場町2-14-5 600,000.0

㈱ショクリュー 大阪府大阪市中央区日本橋1-22-25 160,000.0

㈱中央漁業公社 東京都千代田区内神田1-5-13 300,000.0

【漁業者割当て】

マルハニチロ㈱ 東京都江東区豊洲3-2-20 3,200,000.0



【先着順割当て】

㈱ドルフィン 東京都渋谷区渋谷3-18-8 100,000.0

㈱アトラスフーズ 滋賀県長浜市地福寺町14-15 35,000.0

海清水産㈱ 山口県下関市東大和町1-2-3 20,000.0

㈱海龍 愛知県名古屋市西区那古野1-13-12 70,000.0

ドルフィントレーディング㈱ 東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 119,100.0

立秋水産㈱ 鹿児島県枕崎市火之神町378 120,000.0

㈱モモカワ 東京都中央区日本橋3-13-11 8,020.0

㈱日洋貿易 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野14-44 50,000.0

トライデント・シーフード・アジア・インク 東京都中央区新富2-15-5 69,980.0

冨士物産㈱ 山口県下関市長府扇町3-85 50,000.0

日本魯星㈱ 兵庫県神戸市東灘区深江浜町5-1 7,000.0

㈱清和商事 埼玉県越谷市東越谷3-10-40 33,000.0

㈱山安 神奈川県小田原市早川3-11-1 21,600.0

㈱ＪＣＴ 東京都中央区新富1-19-7 4,120.0

日章フーズ㈱ 東京都江東区有明1-4-20 45,000.0

㈱エスビートレード 神戸市中央区磯辺通1-1-20 20,000.0

三菱商事㈱ 東京都千代田区丸の内2-3-1 100.0

㈱ニチレイフレッシュ 東京都中央区築地6-19-20 12,000.0


