
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）】

ハヤカワ通商㈲ 東京都八王子市明神町4-6-6 350,000.0

神栄㈱ 東京都港区港南1-6-41 30,000.0

ユナイテッド㈱ 香川県観音寺市坂本町2-2-13 32,000.0

マルハニチロ㈱ 東京都江東区豊洲3-2-20 1,000,000.0

東海澱粉㈱ 静岡県静岡市葵区伝馬町24-15 400,000.0

㈱更級企画 東京都江戸川区上一色1-3-7 500,000.0

㈱ 小路 東京都中央区築地2-2-7 20,000.0

㈲タクト通商 東京都西多摩郡瑞穂町むさし野2-19-2 200,000.0

㈱ケイ・オーシャンズ 東京都台東区東上野1-13-15 50,000.0

㈱極洋 東京都港区赤坂3-3-5 285,000.0

㈱宮商 東京都中央区銀座7-15-8 1,000.0

横浜冷凍㈱ 東京都中央区新富1-13-19 100,000.0

【商社割当てA２（追加実績割当て）】

中央魚類㈱ 東京都江東区豊洲6-6-2 200,000.0

協和水産㈱ 新潟県新潟市東区卸新町3-1-2 25,000.0

㈱ユナイテッドオーシャン 東京都世田谷区下馬2-22-9 23,808.0

㈱ダイレクト 東京都中央区築地4-12-2 25,000.0

㈱ユナイテッドオーシャン 東京都世田谷区下馬2-22-9 202,688.0

兵庫県貿易㈱ 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-12 6,600.0

㈱宮商 東京都中央区銀座7-15-8 19,000.0

日和冷蔵㈱ 宮城県石巻市魚町3-13-1 150,000.0

㈱ダイレクト 東京都中央区築地4-12-2 24,000.0

㈱海王水産 東京都江東区塩浜1-4-33 40,000.0

豊通食料㈱ 東京都港区港南2-3-13 150,000.0

伊藤忠商事㈱ 東京都港区北青山2-5-1 33,000.0

令和２年度「たら」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〕

記

令和２年度「たら」の輸入発表（令和２年４月２０日付け輸入発表第２号）に基づき輸入割当てを受けた者は、下記
のとおりです。



㈱更級企画 東京都江戸川区上一色1-3-7 500,000.0

㈱更級企画 東京都江戸川区上一色1-3-7 500,000.0

兵庫県貿易㈱ 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-12 27,300.0

㈱ダイレクト 東京都中央区築地4-12-2 110,000.0

協和水産㈱ 新潟県新潟市東区卸新町3-1-2 23,000.0

日和冷蔵㈱ 宮城県石巻市魚町3-13-1 500,000.0

㈱ダイレクト 東京都中央区築地4-12-2 23,800.0

協和水産㈱ 新潟県新潟市東区卸新町3-1-2 18,000.0

㈱更級企画 東京都江戸川区上一色1-3-7 500,000.0

㈱日洋貿易 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野14-44 18,000.0

㈲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

中央魚類㈱ 東京都江東区豊洲6-6-2 500,000.0

豊通食料㈱ 東京都港区港南2-3-13 200,000.0

㈱宮商 東京都中央区銀座7-15-8 22,000.0

㈲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

㈱更級企画 東京都江戸川区上一色1-3-7 500,000.0

アイスランディックジャパン㈱ 東京都港区虎ノ門3-7-10 13,000.0

ユナイテッド㈱ 香川県観音寺市坂本町2-2-13 15,000.0

㈱オーシャンパール 東京都中央区築地3-11-6 20,000.0

兵庫県貿易㈱ 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-12 8,804.0

【需要者割当て】

㈱渡會 宮城県塩釜市新浜町1-7-10 1,285,000.0

㈱YKMP 東京都渋谷区恵比寿西2-7-2 150,000.0

ガルフ食品㈱ 東京都中央区築地4-1-9 380,000.0

ニチモウ㈱ 東京都品川区東品川2-2-20 100,000.0

三波食品㈱ 宮城県塩竃市新浜町1-43-1 100,000.0

神栄㈱ 東京都港区港南1-6-41 140,000.0

㈱水研 大阪府大阪市福島区野田2-13-5 50,000.0

日本水産㈱ 東京都港区西新橋1-3-1 450,000.0

 神港魚類㈱ 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 10,000.0

【漁業者割当て】

天祐丸冷凍冷蔵㈱ 宮城県石巻市魚町1-10-8 100,000.0

天祐丸冷凍冷蔵㈱ 宮城県石巻市魚町1-10-8 100,000.0

天祐丸冷凍冷蔵㈱ 宮城県石巻市魚町1-10-8 200,000.0

㈱渡會 宮城県塩竃市新浜町1-7-10 500,000.0

天祐丸冷凍冷蔵㈱ 宮城県石巻市魚町1-10-8 120,000.0



日本水産㈱ 東京都港区西新橋1-3-1 1,500,000.0

マルハニチロ㈱ 東京都江東区豊洲3-2-20 1,000,000.0

【海外水産開発割当て】

阪和興業㈱ 東京都中央区築地1-13-1 100,000.0

㈱ニチレイフレッシュ 東京都中央区築地6-19-20 28,000.0

協業組合丸協 宮城県石巻市魚町2-8-2 82,000.0

㈱高徳海産 宮城県石巻市魚町1-28-1 50,000.0

ニチモウ㈱ 東京都品川区東品川2-2-20 50,000.0

ハヤカワ通商㈲ 東京都八王子市明神町4-6-6 300,000.0

㈱紀文産業 東京都港区海岸2-1-7 19,300.0

ニチモウ㈱ 東京都品川区東品川2-2-20 50,000.0

ニチモウ㈱ 東京都品川区東品川2-2-20 30,000.0

㈱松岡 山口県下関市東大和町1-10-12 20,000.0

カネヨ山野辺水産㈱ 宮城県塩釜市杉の入4-1-88 6,000.0

Loyalty Ocean㈱ 宮城県塩釜市杉の入4-1-88 1,000.0

ハヤカワ通商㈲ 東京都八王子市明神町4-6-6 100,000.0

㈱高徳海産 宮城県石巻市魚町1-28-1 31,000.0

横浜冷凍㈱ 東京都中央区新富1-13-19 200,000.0

㈲ウォルキャン・シーフード・ジャパン 広島県大竹市油見3-17-11 500,000.0

ハヤカワ通商㈲ 東京都八王子市明神町4-6-6 50,000.0

ハヤカワ通商㈲ 東京都八王子市明神町4-6-6 150,000.0

㈱高徳海産 宮城県石巻市魚町1-28-1 17,000.0

㈱交洋 三重県四日市市新正5-4-19 120,000.0

松田産業㈱ 東京都新宿区西新宿1-26-2 400,000.0

㈱ブルーパシフィックインターナショナル 東京都北区神谷1-14-15 400,000.0

ニチモウ㈱ 東京都品川区東品川2-2-20 1,430,000.0

【先着順割当て】

㈱ベルフーヅ 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町971-23 24,000.0

今戸食品工業㈱ 東京都千代田区岩本町2-1-10 200,000.0

日和冷蔵㈱ 宮城県石巻市魚町3-13-1 23,800.0

㈱日洋貿易 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野14-44 21,000.0

豊通食料㈱ 東京都港区港南2-3-13 20,000.0

㈱ユナイテッドオーシャン 東京都世田谷区下馬2-22-9 24,256.0

兵庫県貿易㈱ 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-12 16,770.0

協和水産㈱ 新潟県新潟市東区卸新町3-1-2 2,000.0

海王水産㈱ 東京都江東区塩浜1-4-33 23,800.0



㈱オーシャンパール 東京都中央区築地3-11-6 10,000.0

㈱ダイレクト 東京都中央区築地4-12-2 13,554.0

伊藤忠商事㈱ 東京都港区北青山2-5-1 6,000.0

日和冷蔵㈱ 宮城県石巻市魚町3-13-1 23,800.0

㈱ワインショップ西村 兵庫県洲本市本町8-9-23 1,600.2

アイスランディックジャパン㈱ 東京都港区虎ノ門3-7-10 39.2

東観貿易㈱ 東京都港区赤坂4-5-21 10,000.0

㈱今商 東京都中央区新富町1-15-11 2,958.0

ＧＰ㈱ 東京都中央区築地2-5-9 100,000.0


