
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）】

国際商事㈱ 東京都中央区東日本橋1-3-3 5,000,000.0

ガルフ食品㈱ 東京都中央区築地4-1-9 800,000.0

㈱松岡 山口県下関市東大和町1-10-12 200,000.0

㈱バンドー産商 東京都中央区築地2-15-15 50,000.0

㈱ホンダ水産 東京都港区芝5-31-10 1,600,000.0

神栄㈱ 東京都港区港南1-6-41 1,200,000.0

㈱オーシャンパール 東京都中央区築地3-11-6 3,000,000.0

日章フーズ㈱ 東京都江東区有明1-4-20 280,000.0

豊通食料㈱ 東京都港区港南2-3-13 5,350,000.0

仁達食品㈱ 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-4-18 200,000.0

㈱三陽 福岡県福岡市中央区長浜2-3-6 1,500,000.0

㈱モモカワ 東京都中央区日本橋3-13-11 700,000.0

阪和興業㈱ 東京都中央区築地1-13-1 3,500,000.0

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 60,000.0

㈱三翔 愛知県岩倉市西市町東畑田38 100,000.0

㈱辻野 東京都中央区築地1-12-6 2,000,000.0

㈱極洋 東京都港区赤坂3-3-5 3,800,000.0

㈱交洋 三重県四日市市新正5-4-19 2,000,000.0

東海澱粉㈱ 静岡県静岡市葵区伝馬町24-15 6,000,000.0

東観貿易㈱ 東京都港区赤坂4-5-21 5,000,000.0

マルハニチロ㈱ 東京都江東区豊洲3-2-20 15,000,000.0

スクーナー㈱ 東京都中央区勝どき2-18-1 50,000.0

三菱商事㈱ 東京都千代田区丸の内2-3-1 400,000.0

野村貿易㈱ 東京都港区虎ノ門4-3-13 1,500,000.0

㈱山安 神奈川県小田原市早川3-11-1 1,800,000.0

ドルフィントレーディング㈱ 東京都中央区日本橋茅場町2-11-8 100,000.0

㈱更級企画 東京都江戸川区上一色1-3-7 1,500,000.0

令和２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２年度「さば」の輸入発表（令和２年９月７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



㈲タクト通商 東京都西多摩郡瑞穂町むさし野2-19-2 1,100,000.0

丸紅㈱ 東京都中央区日本橋2-7-1 4,000,000.0

クラレイ㈱ 福岡県北九州市小倉南区中曽根東1-3-11 50,000.0

㈱清和商事 埼玉県越谷市東越谷3-10-40 1,000,000.0

㈱ダイイチ 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-11 65,000.0

富士物産㈱ 山口県下関市長府町3-85 800,000.0

㈱倉府食品 鹿児島 鹿児島県鹿屋市札元1-27-19 140,000.0

リーフ商事㈱ 東京都三鷹市下連雀6-6-2 600,000.0

㈱フォーティー 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-11 800,000.0

㈱飯田商店 千葉県銚子市川口町2-6342 100,000.0

東海水産貿易㈱ 東京都中央区築地2-14-1 865,000.0

フューチャーズマリン㈱ 東京都江戸川区上一色1-3-7 800,000.0

㈱ドルフィン 東京都渋谷区渋谷3-18-8 200,000.0

【商社割当てＡ２（追加実績割当て）】

㈱海龍 愛知県名古屋市西区那古野1-13-12 65,000.0

㈱釣八 東京都中央区入船3-8-7 700,000.0

㈱シーサット 山口県下関市豊浦町大字川棚3979-1 800,000.0

仁達食品㈱ 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-4-18 300,000.0

㈱日洋貿易 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野14-44 36,000.0

ドルフィントレーディング㈱ 東京都中央区八丁堀三丁目17番6号 200,000.0

㈱ＰＡＧＯＤＡ・ＪＡＰＡＮ 埼玉県草加市氷川町2167-1 340,000.0

㈱三陽 福岡県福岡市中央区長浜二丁目3番6号 600,000.0

㈱モモカワ 東京都中央区日本橋三丁目13-11 170,000.0

㈱シーサット 山口県下関市豊浦町大字川棚3979-1 800,000.0

東観貿易㈱ 東京都港区赤坂4-5-21 800,000.0

アイスランディックジャパン㈱ 東京都港区虎ノ門4-1-13 800,000.0

㈱うおいち 大阪府大阪市福島区野田1-1-86 320,000.0

㈱オリエント貿易 千葉県船橋市本町6-2-6 50,000.0

岡谷鋼機㈱ 東京都千代田区丸の内1-9-1 175,000.0

㈱江崎商店 福岡県北九州市門司区黄金町6-28 170,000.0

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 700,000.0

仁達食品㈱ 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-4-18 120,000.0

兼松㈱ 東京都港区芝浦1-2-1 158,000.0

㈱ダイレクト 東京都中央区築地4-12-2 320,000.0

東海水産貿易㈱ 神奈川県横浜市西区宮ヶ谷58-2 480,000.0

アイスランディックジャパン㈱ 東京都港区虎ノ門4-1-13 150,000.0

㈱アトラスフーズ 滋賀県長浜市地福寺町14-15 8,000.0



㈱イハラ海商 東京都中央区新富2-4-5 300,000.0

コウフクフーズ㈱ 大阪府大阪市中央区上汐2-4-12 55,000.0

㈱バンドー産商 東京都中央区築地2-15-15 800,000.0

アイスランディックジャパン㈱ 東京都港区虎ノ門4-1-13 800,000.0

㈱ファーストサービス 東京都港区高輪3-19-15 800,000.0

㈱ＰＡＧＯＤＡ・ＪＡＰＡＮ 埼玉県草加市氷川町2167-1 600,000.0

仁達食品㈱ 兵庫県神戸市中央区北長狭通4-4-18 250,000.0

ドルフィントレーディング㈱ 東京都中央区八丁堀三丁目17番6号 305,000.0

【需要者割当て】

東邦物産㈱ 東京都港区芝公園2-4-1 200,000.0

ガルフ食品㈱ 東京都中央区築地4-1-9 550,000.0

㈱オーシャンパール 東京都中央区築地3-11-6 500,000.0

㈱かこうれんフーズ 北海道札幌市中央区北四条西6-1 1,650,000.0

マルハニチロ㈱ 東京都江東区豊洲3-2-20 120,000.0

丸紅㈱ 東京都中央区日本橋2-7-1 500,000.0

㈱オカフーズ 東京都中央区築地2-4-2 300,000.0

㈱タイムズ 東京都中央区新富1-7-3 3,500,000.0

小池産業㈱ 宮城県石巻市魚町3-4-22 950,700.0

㈱ＪＡＬＵＸ 東京都港区港南1-2-70 3,000,000.0

ゼンスイ野村フーズ㈱ 東京都中央区日本橋人形町3-5-4 1,081,000.0

㈱マルエイ坂本 千葉県銚子市明神町1-129 15,000.0

㈱中央漁業公社 東京都千代田区内神田1-5-13 850,000.0

横浜冷凍㈱ 東京都中央区新富1-13-19 6,000,000.0

阪和興業㈱ 東京都中央区築地1-13-1 4,440,000.0

東洋水産㈱ 東京都港区港南2-13-40 100,000.0

㈱水研 東京都中央区築地1-13-1 2,000,000.0

㈱辻野 東京都築地1-12-6 5,000,000.0

豊通食料㈱ 東京都港区港南2-3-13 1,500,000.0

㈱ケイアンドティ 東京都中央区銀座2-16-11 1,500,000.0

㈱すが辰 東京都港区浜松町2-5-5 1,000,000.0

㈱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

伊藤忠商事㈱ 東京都港区北青山2-5-1 600,000.0

神港魚類㈱ 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 530,000.0

野村貿易㈱ 東京都港区虎ノ門4-3-13 3,000,000.0

㈱日本フレッシュサービス 静岡県焼津市八楠2-20-28 200,000.0



【先着順割当て】

㈱シーサット 山口県下関市豊浦町大字川棚3979-1 500,000.0

㈱アトラスフーズ 滋賀県長浜市地福寺町14-15 22,000.0

㈱釣八 東京都中央区入船3-8-7 15,000.0

㈱セコマ 北海道札幌市中央区南九条西5-421 39,984.0

㈱PAGODA・JAPAN 埼玉県草加市氷川町2167-1 22,000.0

㈱江﨑商店 福岡県北九州市門司区黄金町6-28 145,000.0

㈱星光 東京都中央区日本橋茅場町2-14-1 100,000.0

㈱日洋貿易 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野14-44 16,000.0

㈱ＪＣＴ 東京都中央区新富1-19-7 23,000.0

㈱フェアーマリントレード 山口県下関市吉見里町2-12-6 80,000.0

㈱神戸まるかん 兵庫県神戸市東灘区深江浜町５番の１ 4,800.0

㈱オリエント貿易 千葉県船橋市元町6-2-6 9,500.0

㈱ファーストサービス 東京都港区高輪3-19-15 300,000.0

㈱イハラ海商 東京都中央区新富2-4-5 8,296.0

岡谷鋼機㈱ 東京都千代田区丸の内1-9-1 21,000.0

ｱｲｽﾗﾝﾃﾞｨｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 東京都港区虎ノ門3-7-10 8,500.0

㈱ｹｲ･ｵｰｼｬﾝｽﾞ 東京都台東区東上野1-13-15 2,700.0

㈱うおいち 大阪府大阪市福島区野田1-1-86 40,000.0

㈱ダイレクト 東京都中央区築地4-12-2 150,000.0

コウフクフーズ㈱ 大阪市中央区上汐2-4-12 21,601.92

共同水産流通㈱ 千葉県船橋市浜町3-1-1 4,030.0

兼松㈱ 東京都港区芝浦1-2-1 22,400.0


