
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）】

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 25,000

㈱モモカワ 東京都中央区日本橋3-13-11 50,000

マルハニチロ㈱ 東京都江東区豊洲3-2-20 500,000

ニチモウ㈱ 東京都品川区東品川2-2-20 150,000

豊通食料㈱ 東京都港区港南2-3-13 300,000

㈱極洋 東京都港区赤坂3-3-5 90,000

㈱更級企画 東京都江戸川区上一色1-3-7 80,000

阪和興業㈱ 東京都中央区築地1-13-1 20,000,000

東海水産貿易㈱ 東京都中央区築地2-14-1 100,000

【商社割当てA２（追加実績割当て）】

㈱松岡 山口県下関市東大和町1-10-12 22,000

東海澱粉㈱ 静岡県静岡市葵区伝馬町24-15 140,000

㈱松岡 山口県下関市東大和町1-10-12 300,000

㈱オラシオン 東京都中央区日本橋箱崎町32-3 23,400

㈱ダイレクト 東京都中央区築地4-12-2 9,500

ドルフィントレーディング㈱ 東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 115,975

㈱ダイレクト 東京都中央区築地4-12-2 450,000

㈱タイムズ 東京都中央区新富1-7-3 200,000

㈱オラシオン 東京都中央区日本橋箱崎町32-3 70,500

アイスランディックジャパン㈱ 東京都港区虎ノ門3-7-10 23,020

㈱サンニポロス 東京都千代田区内神田1-15-11 130,000

野村貿易㈱ 東京都港区虎ノ門4-3-13 150,000

東海水産貿易㈱ 東京都中央区築地2-14-1 245,000

㈱サンニポロス 東京都千代田区内神田1-15-11 24,000

ドルフィントレーディング㈱ 東京都中央区八丁堀3-17-6 270,000

ニチモウ㈱ 東京都品川区東品川2-2-20 150,000

㈱北海道良水 北海道留萌市沖見町2-178-1 248,000

ガルフ食品㈱ 東京都中央区築地4-1-9 200,000

㈱東京シーフーズ 東京都中央区築地2-14-5 1,000,000

㈱ニチレイフレッシュ 東京都中央区築地6-19-20 1,000,000

令和２年度「にしん」の輸入割当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「にしん」の輸入発表（令和２年９月７日付け輸入発表第１０号）に基づき輸入割当てを受けた者は、下
記のとおりです。



㈱加藤水産 北海道留萌市旭町3-10-18 493,350

㈱ティーケイフーズ 東京都中央区日本橋茅場町2-14-5 10,000

兵庫県貿易㈱ 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-12 10,000

㈱松岡 山口県下関市東大和町1-10-12 1,000,000

丸紅㈱ 東京都千代田区大手町1-4-2 1,000,000

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 44,000

（有）丸山 山本商店 北海道余市郡余市町港町130 5,404.500

㈱東京シーフーズ 東京都中央区築地2-14-5 1,000,000

丸紅㈱ 東京都千代田区大手町1-4-2 1,000,000

㈱オラシオン 東京都中央区日本橋箱崎町32-3 23,400

㈱ニチレイフレッシュ 東京都中央区築地6-19-20 1,000,000

㈱東京シーフーズ 東京都中央区築地2-14-5 700,000

丸紅㈱ 東京都千代田区大手町1-4-2 1,000,000

かね七㈱ 富山県富山市水橋畠等297 66,000

㈱北海道良水 北海道留萌市沖見町2-178-1 65,000.000

アイスランディックジャパン㈱ 東京都港区虎ノ門4-1-13 24,500

【需要者割当て】

小池産業㈱ 宮城県石巻市魚町3-4-22 500,000

㈱かこうれんフーズ 北海道札幌市中央区北４条西６丁目 626,000

㈱ホウスイ 東京都江東区豊洲6-6-3 25,000

丸市食品㈱ 福井県福井市高木中央3-2014 100,000

神栄㈱ 東京都港区港南1-6-41 10,000

㈱サンスイ 北海道札幌市中央区北8条西20丁目1-20 513,600

横浜通商㈱ 神奈川県横浜市中区相生町6-104 4,000,000

【海外水産開発割当て】

㈱松岡 山口県下関市東大和町1-10-12 500,000

㈱うおいち 大阪府大阪市福島区野田1-1-86 300,000

㈱うおいち 大阪府大阪市福島区野田1-1-86 200,000

㈱アイスクル・ジャパン 東京都中央区築地2-3-4 600,000

㈱ケイアンドティ 東京都中央区銀座2-16-11 260,000

㈱うおいち 大阪府大阪市福島区野田1-1-86 330,000

㈱アイスクル・ジャパン 東京都中央区築地2-3-4 590,000

【先着順割当て】

三幸貿易㈱ 東京都杉並区善福寺2-39-20 252.00

㈱オラシオン 東京都中央区日本橋箱崎町32-3 23,400.00

㈱ダイレクト 東京都中央区築地4-12-2 5,300.00

冨士物産㈱ 山口県下関市長府扇町3-85 20,340.00

I・A・C（同） 長野県松本市大字島内6483-10 25,000.00

㈱タイムズ 東京都中央区新富1-7-3 47,600.00



フジッコ㈱ 兵庫県神戸市中央区港島中町6-13-4 10,000.00

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 67,500.00

カリフッド㈱ 東京都大田区東雪谷1-28-14 333,840.00

㈱サンニポロス 東京都千代田区内神田1-15-11 95,988.00

㈱交洋 三重県四日市市新正5-4-19 14,000.00

兵庫県貿易㈱ 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-12 10,000.00

㈱縁屋 東京都中央区日本橋箱崎町32-3-1107 23,100.00

㈱イハラ海商 東京都中央区新富2-4-5 1,692.00

かね七㈱ 富山県富山市水橋畠等297 9,334.00

㈱ノーザントレーディング 東京都中央区日本橋本町4-3-10 72,000.00

カリフッド㈱ 東京都大田区東雪谷1-28-14 24,000.00

ガルフ食品㈱ 東京都中央区築地4-1-9 47,040.00

㈱ティーケイフーズ 東京都中央区茅場町2-14-5 10,000.00

㈱北海道良水 北海道留萌市沖見町2-178-1 25,000.00

かね七㈱ 富山県富山市水橋畠等297 22,000.00

㈱ニチレイフレッシュ 東京都中央区築地6-19-20 145,245.00

フジッコ㈱ 兵庫県神戸市中央区港島中町6-13-4 18,000.00

丸紅㈱ 東京都中央区日本橋2-7-1 44,000.00

丸紅㈱ 東京都中央区日本橋2-7-1 10,920.00

㈱東京シーフーズ 東京都中央区築地2-14-5 45,360.00

㈱加藤水産 北海道留萌市旭町3-10-18 344,516.12

(有)丸山 山本商店 北海道余市郡余市町港町130 91,625.18

丸紅㈱ 東京都中央区日本橋2-7-1 66,000.00

(有)ウォルキャン・シーフード・ジャパン 広島県大竹市油身3-17-11 11,884.12

㈱三陽 福岡県福岡市中央区長浜2-3-6 251,471.609928

㈱ノーザントレーディング 東京都中央区日本橋本町4-3-10 24,012.00

フジッコ㈱ 兵庫県神戸市中央区港島中町6-13-4 10,000.00

ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｼｰﾌｰﾄﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ合同 東京都中央区新富2-15-5 391,824.00

（有）シャフル 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3-1-382 10,000.00

カリフッド㈱ 東京都大田区東雪谷1-28-14 466,150.00

㈱山安 神奈川県小田原市早川3-11-1 22,000.00

東和食品㈱ 北海道白糠郡白糠町西庶路東三条北3-2-1 226,795.00

カリフッド㈱ 東京都大田区東雪谷1-28-14 25,160.00

マリンコート㈱ 東京都千代田区神田須田町1-24-6 15,734.00

㈱キョクイチ 北海道旭川市流通団地１条2-22 22,500.00


