
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））

㈱アスカ交易 千葉県船橋市田喜野井4-25-7 114,899

金田貿易㈱ 神奈川県横浜市旭区今宿町2676-41 167,535

㈱清和商事 埼玉県越谷市東越谷3-10-40 164,786

㈱コブナック 東京都港区芝2-30-13 108,596

㈱東京シーフーズ 東京都中央区築地2-14-5 108,966

㈲三川屋 大阪府泉大津市北豊中町2-15-14 84,086

㈱八丁幸 神奈川県横浜市神奈川区山内町11 94,128

邦華INT'L TRADING㈱ 福岡県福岡市中央区六本松4-11-25 49,573

㈱大進 兵庫県神戸市中央区中町通2-2-17 80,860

㈱イハラ海商 東京都中央区新富2-4-5 89,742

㈱カワサキ商事 山口県柳井市神代1343-16 71,012

㈲マリントレーディング 埼玉県川越市大字寺尾807-10 121,440

㈱カンポマリノ 東京都中央区築地7-10-11 106,425

(名)油政商店 山口県下関市岬之町14-4 284,376

大西商事㈱ 山口県下関市南部町22-14 118,930

㈱エルアンドコージー 東京都新宿区四谷3-2-2 87,008

㈱ドルフィン 東京都渋谷区渋谷3-18-8 82,079

㈱渡辺 宮城県気仙沼市本町2-5-33 120,946

㈲ホールフーヅ 兵庫県神戸市兵庫区南仲町1-27 72,568

SODA CORPORATION㈱ 東京都中央区築地2-15-15 133,337

ボングルメ㈱ 福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸5-17 263,743

㈱ナチュラルソフィア 東京都中央区明石町5-13 104,957

㈱オリエント貿易 千葉県船橋市本町6-2-6 110,867

㈱エムケイ・ポートサービス 東京都中央区築地2-7-12 165,484

タジマ商事㈱ 神奈川県横浜市旭区柏町103-5 106,557

㈲ホウシンマリン 埼玉県越谷市南越谷1-26-7 155,960

㈱日本フードサプライ 東京都中央区築地4-12-2 227,382

金誠㈱ 山口県下関市彦島西山町5-10-12 71,595

Jサイツ㈱ 東京都品川区西五反田5-21-4 78,253

タグマリン㈱ 埼玉県狭山市中央4-27-1 137,047

㈱伊三郎 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字相筆33 29,771

令和２年度「いか」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〕

令和２年度「いか」の輸入発表（令和３年２月２６日付け輸入発表第１９号）に基づき、令和３年１２月３１日までの申請
に係る輸入割当てを受けた者は、下記のとおりです。

記



㈱ベジタブルクラブ 愛知県豊川市伊奈町新町畑53 131,861

㈱アルファトレーディング 神奈川県観音寺市栄町1-1-13 163,672

広洋貿易㈱ 東京都中央区築地2-12-8 82,394

㈱ミヨカワ貿易 千葉県船橋市宮本8-20-11 67,520

中村貿易㈱ 東京都中央区築地6-4-5 111,344

マルシン商事㈱ 愛知県名古屋市中川区吉津2-610 66,540

日信商事㈱ 東京都港区西新橋2-8-10 58,306

ユーケイトレーディング㈱ 東京都千代田区飯田橋4-4-8 50,676

㈱タカトレーディング 山口県下関市東大和町1-4-32 136,377

中央魚類㈱ 東京都江東区豊洲6-6-2 100,758

㈱ヤナギ 愛知県常滑市新開町3-60 66,391

㈱三陽 福岡県福岡市中央区長浜2-3-6 20,158

㈱ひろ 三重県北牟婁郡紀北町東長島2295-2 185,093

富洋通商㈱ 東京都千代田区神田和泉町1-6-16 157,507

㈱トーマス 東京都品川区平塚2-20-10 170,289

互明商事㈱ 東京都中央区八丁堀1-11-6 137,065

㈱海商 静岡県浜松市南区新貝町239-1 98,902

サンヨー水産貿易㈱ 東京都中央区築地2-15-15 55,426

㈱三海 東京都千代田区外神田5-4-9 151,968

セイショウフーズ㈱ 東京都港区浜松町1-9-9 85,978

㈱アクアリンクス 大阪府大阪市西区江之子島1-7-3 67,931

㈱シバショー 宮城県仙台市宮城野区名掛丁201-4 94,307

㈱リーズカンパニー 兵庫県神戸市西区水谷3-7-18 111,286

㈱更紗 東京都港区高輪4-23-4 296,973

エイチ・アンド・エフ・インターナショナル㈱ 東京都港区芝1-14-11 71,577

日本ファーム㈱ 東京都港区新橋3-7-5 115,972

㈱浜一 兵庫県神戸市中央区琴ﾉ緒町3-1-383 69,156

国際実業㈱ 東京都中央区築地4-4-15 34,621

㈱ユニバーサルフーズ 兵庫県尼崎市御園町24 101,862

三昌貿易㈱ 大阪市北区曽根崎新地2-4-7 196,219

リーフ商事㈱ 東京都三鷹市下連雀6-6-2 429,989

邦洋物産㈱ 東京都中央区銀座8-18-6 72,386

㈱門永水産 鳥取県境港市昭和町12-27 63,194

芝本産業㈱ 東京都中央区湊1-1-12 61,618

㈱シーチェモット 東京都中央区入船2-9-5 61,203

佐々木化学工業㈱ 東京都品川区西五反田4-24-1 169,459

㈱赤塚屋 東京都新宿区富久町7-12 105,949

兼松㈱ 東京都港区芝浦1-2-1 324,349

十全㈱ 東京都千代田区鍛冶町1-5-7 162,793

㈱エヌカンパニー 兵庫県神戸市中央区京町78 96,843

サルマールジャパン㈱ 東京都中央区日本橋富沢町14-1 15,982

㈱松岡 山口県下関市東大和町1-10-12 4,676,277

丸高㈱ 山口県下関市秋根西町2-2-13 1,367,945

川本商事㈱ 山口県下関市大和町2-1-7 792,481



㈲洋光フーズ 山口県下関市大和町1-16-1 721,378

東商㈱ 福岡県北九州市小倉北区高峰町4-17 510,050

松山㈱ 山口県下関市岬之町12-6 470,334

日韓水産物貿易㈱ 山口県下関市大学町4-4-16 458,319

共立商事㈱ 山口県下関市彦島西山町4-12-24 435,542

錦南商事㈱ 山口県下関市東大和町1-1-10 405,443

日本貿易㈱ 兵庫県神戸市北区惣山町3-17-1 284,061

東光實業㈱ 山口県下関市東大和町1-2-5 353,632

協栄水産㈱ 山口県下関市丸山町5-3-27 310,634

㈱和商 山口県下関市東大和町1-2-5 293,633

東讃漁業㈱ 山口県下関市大和町1-3-1 257,744

㈱豊川 大阪府大阪市西区江戸堀3-7-16 216,703

㈲夏山商会 山口県下関市上新地町5-13-3 95,586

海清水産㈱ 山口県下関市東大和町1-2-3 89,883

穂波物産㈱ 山口県下関市伊崎町1-3-7 69,056

マツワ商事㈱ 兵庫県神戸市兵庫区磯之町2-1 163,210

㈱村田商事 神奈川県横浜市中区西之谷町137 103,885

㈱トップス 東京都中央区築地7-12-7 71,104

㈱ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 大阪府大阪市中央区北浜3-5-22 91,109

㈱THKシーフーズ 東京都中央区築地2-7-12 121,208

丸紅㈱ 東京都中央区日本橋2-7-1 1,190,498

㈱大同貿易公司 兵庫県神戸市中央区御幸通5-2-15 137,403

㈱YKMP 東京都渋谷区恵比寿西2-7-2 323,717

㈲パートナーズ 千葉県千葉市稲毛区あやめ台3-4 199,279

㈱ドリーム貿易 千葉県松戸市金ヶ作45-4 48,247

シーズ・コム㈱ 東京都中央区新富2-9-5 255,519

下関唐戸魚市場㈱ 山口県下関市彦島西山町4-11-39 58,669

国際商事㈱ 東京都中央区東日本橋1-3-3 862,408

福太郎インポート㈱ 福岡県福岡市博多区那珂6-27-16 80,628

東海澱粉㈱ 静岡県静岡市葵区伝馬町24-15 190,062

㈱更級企画 東京都江戸川区上一色1-3-7 115,027

㈱コマツ水産 静岡県沼津市下香貫下障子3201-11 102,325

㈱エスシーエル 神奈川県横浜市瀬谷区南台1-26-4 103,872

マルハニチロ㈱ 東京都江東区豊洲3-2-20 1,313,407

㈲オガワ食品 兵庫県神戸市兵庫区浜山通1-1-12 101,025

東華商事㈱ 東京都千代田区内神田1-7-1 134,193

ハヤカワ通商㈲ 東京都八王子市明神町4-6-6 25,324

三印三浦水産㈱ 北海道函館市湯浜町1-4 641,775

信興企業㈱ 東京都新宿区高田馬場4-14-4 195,409

㈱エーユウ 東京都港区新橋5-33-5 154,470

合同会社Officeペッシェ 大阪府大阪市東淀川区東中島1-9-31 13,038

㈱極洋 東京都港区赤坂3-3-5 271,822

野村貿易㈱ 東京都港区虎ノ門4-3-13 66,881

東観貿易㈱ 東京都港区赤坂4-5-21 109,710



大河㈱ 東京都渋谷区東1-4-1 125,576

東洋冷蔵㈱ 東京都江東区永代2-37-28 208,620

坂口興業㈱ 兵庫県神戸市中央区三宮町3-5-9 77,738

シーテック㈱ 東京都渋谷区渋谷2-3-1 123,906

㈱アクソン 東京都渋谷区代々木4-20-8 126,104

神栄㈱ 東京都港区港南1-6-41 19,714

㈱サンエー水産 宮城県石巻市湊字大門崎286 129,428

㈱海龍 愛知県名古屋市西区郡古野1-13-12 64,361

ガルフ食品㈱ 東京都中央区築地4-1-9 818,465

㈱ベルフーヅ 横浜市保土ヶ谷区仏向町971-23 265,652

明華貿易㈱ 東京都港区芝大門1-2-17 87,746

味の素トレーディング㈱ 東京都港区台場2-3-1 120,946

㈱三崎恵水産 神奈川県三浦市三崎町城ヶ島658-142 156,958

㈱城ヶ島水産 神奈川県三浦市三崎町城ヶ島658-8 104,262

㈱サザンコーポレーション 東京都杉並区浜田山3-25-2 98,360

㈲やまとし 神奈川県三浦市南下浦町菊名1089 143,240

㈱メイプルフーズ 東京都中央区築地6-14-8 155,915

ユーテック㈱ 東京都台東区台東2-25-10 157,835

㈲タクト通商 東京都西多摩郡瑞穂町むさし野2-19-2 109,690

㈱淳子 東京都港区六本木1-7-28 72,568

㈱世亜企画 埼玉県戸田市笹目8-10-10 120,946

㈱ニッセン 愛知県名古屋市東区東桜2-4-5 119,752

㈱ニチレイフレッシュ 東京都中央区築地6-19-20 501,106

㈱ショクリュー 大阪府大阪市中央区日本橋1-22-25 428,147

㈱バンドー産商 東京都中央区築地2-15-15 127,888

日本水産㈱ 東京都港区西新橋1-3-1 46,345

㈱宝幸 東京都品川区大崎2-1-1 240,198

㈱ホクチン 石川県金沢市湊4-56 153,055

第一楼ジャパン㈱ 東京都港区赤坂5-4-10 140,977

豊通食料㈱ 東京都港区港南2-3-13 235,775

（商社割当てＡ２（追加実績割当て））

大倉アグリ㈱ 東京都中央区日本橋3-1-2 80,000

エイチ・アイ・フーズ㈱ 東京都台東区三筋2-20-8 80,000

強生商事㈱ 東京都豊島区池袋4-34-1 80,000

韓国活魚輸入販売協同組合 兵庫県神戸市兵庫区鍛冶屋町2-1-2 80,000

㈱日本トップフーズ 埼玉県さいたま市岩槻区大口468-2 80,000

㈱ミック 大阪府大阪市阿倍野区松虫通1-5-17 80,000



（需要者割当て）

㈱松岡 山口県下関市東大和町1-10-12 300,000

㈱THKシーフーズ 東京都中央区築地2-7-12 165,000

㈱釣八 東京都中央区入船3-8-7 319,000

マリンフーズ㈱ 東京都品川区大崎2-1-1 302,000

伊藤忠商事㈱ 東京都港区北青山2-5-1 100,000

㈱辻野 東京都中央区築地1-12-6 2,459,000

野村貿易㈱ 東京都港区虎ノ門4-3-13 172,000

㈱えびせんべいの里 愛知県知多郡美浜町大字北方字吉田流52-1 240,000

㈱極洋 東京都港区赤坂3-3-5 450,000

㈱すが辰 東京都港区浜松町2-5-5 2,800,000

㈱YKMP 東京都渋谷区恵比寿西2‐7‐2 100,000

㈱ダイレクト 東京都中央区築地4-12-2 448,000

カモ井食品工業㈱ 岡山県倉敷市中島1138 900,000

トナミ食品工業㈱ 北海道函館市入舟町17-15 600,000

ガルフ食品㈱ 東京都中央区築地4-1-9 4,060,000

㈱ホクガン 沖縄県那覇市港町3-6-1 40,000

日本水産㈱ 東京都港区西新橋１－３－１ 90,000

㈱ヤマカ食品 大阪府摂津市鳥飼上3-2-32 100,000

㈱道水 北海道函館市豊川町27-5 703,000

㈱オリエント貿易 千葉県船橋市本町6-2-6 50,000

オーシャンフェロー㈱ 東京都中央区日本橋浜町2-16-5 100,000

三印三浦水産㈱ 北海道函館市湯浜町1-4 2,740,000

相浦缶詰㈱ 長崎県佐世保市大潟町986 15,000

㈱しいの食品 神奈川県小田原市成田939 113,000

㈱一十珍海堂 愛知県名古屋市緑区鳴海町字天白32 200,000

神港魚類㈱ 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 35,000

丸紅㈱ 東京都中央区日本橋2-7-1 1,500,000

㈱中外食品 東京都中央区築地3-13-5 260,000

井上食品㈱ 兵庫県神戸市西区池上1-13-9 220,000

㈱エビス商会 北海道函館市広末町17-11 600,000

㈱山伝吉田 北海道函館市豊川町8-12 80,000

㈱なとり 東京都北区王子5-5-1 602,000

㈱ニチレイフレッシュ 東京都中央区築地6-19-20 110,000

北冷蔵㈱ 北海道函館市港町2-14-28 100,000

㈱タイムズ 東京都中央区新富1-7-3 77,000

㈱タイムズ 東京都中央区新富1-7-3 20,000

㈱ショクリュー 大阪府大阪市中央区日本橋1-22-25 480,000

㈱ピアット 埼玉県戸田市笹目1-41-4 150,000

タイランドフイッシャリージャパン㈱ 東京都中央区日本橋茅場町3-1-11 46,000

㈱ピアット 埼玉県戸田市笹目1-41-4 80,000

㈱中央漁業公社 東京都千代田区内神田1-5-13 1,105,000

㈱カーナム 大阪府大阪市淀川区三国本町2-13-59 445,000

㈱古清商店 北海道函館市日乃出町15-1 588,000



㈱古清商店 北海道函館市日乃出町15-1 229,000

㈱ワタレイフーズ 千葉県鴨川市大里2-1 50,000

神栄㈱ 東京都港区港南1-6-41 60,000

神栄㈱ 東京都港区港南1-6-41 30,000

神栄㈱ 東京都港区港南1-6-41 10,000

阪神低温㈱ 兵庫県西宮市神楽町12-19 180,000

三宝水産㈱ 東京都府中市新町3-30-35 464,000

三波食品㈱ 宮城県塩釜市新浜町1-43-1 270,000

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 1,490,000

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 425,000

㈲渡辺水産 青森県むつ市大畑町水木沢34 88,000

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 1,926,000

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 335,000

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 73,000

㈱菊竹 千葉県習志野市袖ケ浦5-12-7 90,000

㈱菊竹 千葉県習志野市袖ケ浦5-12-7 90,000

新東物産㈱ 東京都港区港南2-13-40 300,000

㈱水研 大阪府大阪市福島区野田2-13-5 47,000

㈱水研 大阪府大阪市福島区野田2-13-5 188,000

㈱コム 東京都中央区東日本橋1-3-3 46,000

国際商事㈱ 東京都中央区東日本橋1-3-3 31,000

㈱海成 宮城県塩竃市新浜町1-14-24 45,000

丸千千代田水産㈱ 東京都江東区豊洲6-6-2 80,000

スクーナー商事㈱ 東京都中央区築地6-4-5 100,000

阪和興業㈱ 大阪府大阪市中央区伏見町4-3-9 116,000

阪和興業㈱ 大阪府大阪市中央区伏見町4-3-9 240,000

㈱かこうれんフーズ 北海道札幌市中央区北四条西6-1 20,000

新潟冷蔵㈱ 新潟県新潟市江南区茗荷谷711 50,000

扇屋食品販売㈱ 東京都目黒区目黒4-14-9 60,000

扇屋食品販売㈱ 東京都目黒区目黒4-14-9 20,000

㈱ショクリュー 大阪府大阪市中央区日本橋1-22-25 105,000

マルハニチロ㈱ 東京都江東区豊洲3-2-20 60,000

マルハニチロ㈱ 東京都江東区豊洲3-2-20 15,000

㈱ケイアンドティ 東京都中央区銀座2-16-11 40,000

豊通食料㈱ 東京都港区港南2-3-13 70,000

豊通食料㈱ 東京都港区港南2-3-13 30,000



（漁業者割当て）

㈱岡沼漁業 青森県八戸市新湊3-9-2 222,031

マジカ・フィッシャリー㈱ 東京都江東区豊洲3-2-20 23,500

㈱岡沼漁業 青森県八戸市新湊3-9-2 46,016

㈱松岡 山口県下関市東大和町1-10-12 500,000

㈱岡沼漁業 青森県八戸市新湊3-9-2 24,500

東海澱粉㈱ 静岡県静岡市葵区伝馬町24-15 300,000

㈱水研 大阪府大阪市福島区野田2-13-5 48,000

㈱岡沼漁業 青森県八戸市新湊3-9-2 46,020

大都魚類㈱ 東京都江東区豊洲6-6-2 23,500

㈱水研 大阪府大阪市福島区野田2-13-5 47,880

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 168,016

㈱岡沼漁業 青森県八戸市新湊3-9-2 49,992

㈱モモカワ 東京都中央区日本橋3-13-11 23,000

㈱ダイレクト 東京都中央区築地4-12-2 37,950

㈱ダイレクト 東京都中央区築地4-12-2 37,730

ぜんぎょれん八戸食品㈱ 青森県八戸市大字白銀町字三島下91 24,000

㈱神戸 大阪府大阪市福島区玉川1-3-16 23,998

ぜんぎょれん八戸食品㈱ 青森県八戸市大字白銀町字三島下91 45,005

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 192,000

㈱モモカワ 東京都中央区日本橋3-13-11 47,780

ぜんぎょれん八戸食品㈱ 青森県八戸市大字白銀町字三島下91 23,000

㈱神戸 大阪府大阪市福島区玉川1-3-16 57,570

㈱水研 大阪府大阪市福島区野田2-13-5 47,880

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 120,000

マジカ・フィッシャリー㈱ 東京都千代田区岩本町2-13-4 23,500

ぜんぎょれん八戸食品㈱ 青森県八戸市大字白銀町字三島下91 69,000

東海澱粉㈱ 静岡県静岡市葵区伝馬町24-15 300,000

ぜんぎょれん八戸食品㈱ 青森県八戸市大字白銀町字三島下91 23,000

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 120,000

マルハニチロ㈱ 東京都江東区豊洲3-2-20 48,000

㈲東伸 千葉県印旛郡安食台6-1-16 24,011

マジカ・フィッシャリー㈱ 東京都千代田区岩本町2-13-4 23,500

ぜんぎょれん八戸食品㈱ 青森県八戸市大字白銀町字三島下91 92,000

㈱松岡 山口県下関市東大和町1-10-12 500,000

ぜんぎょれん八戸食品㈱ 青森県八戸市大字白銀町字三島下91 23,000

㈲東伸 千葉県印旛郡安食台6-1-16 95,997

㈱水研 大阪府大阪市福島区野田2-13-5 23,940

マジカ・フィッシャリー㈱ 東京都千代田区岩本町2-13-4 23,500

マルハニチロ㈱ 東京都江東区豊洲3-2-20 24,200

大都魚類㈱ 東京都江東区豊洲6-6-2 70,500

㈱釣八 東京都中央区入船3-8-7 93,816

㈱松岡 山口県下関市東大和町1-10-12 500,000

スクーナー商事㈱ 東京都中央区築地6-4-5 65,290



㈱YKMP 東京都渋谷区恵比寿西2-7-2 24,000

大都魚類㈱ 東京都江東区豊洲6-6-2 150,000

㈱辻野 東京都中央区築地1-12-6 72,000

㈱釣八 東京都中央区入船3-8-7 47,016

マジカ・フィッシャリー㈱ 東京都千代田区岩本町2-13-4 94,000

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 95,332

㈱辻野 東京都中央区築地1-12-6 72,000

㈱キヤッスル 千葉県船橋市若松2-8-7 47,880

山津水産㈱ 新潟県新潟市江南区茗荷谷711 200,000

森川商事㈱ 東京都千代田区麹町4-5 258,000

㈱辻野 東京都中央区築地1-12-6 224,160

スクーナー商事㈱ 東京都中央区築地6-4-5 22,533

マジカ・フィッシャリー㈱ 東京都千代田区岩本町2-13-4 22,700

㈱釣八 東京都中央区入船3-8-7 71,820

マジカ・フィッシャリー㈱ 東京都千代田区岩本町2-13-4 120,000

㈱釣八 東京都中央区入船3-8-7 46,995

㈱松岡 山口県下関市東大和町1-10-12 238,060

森川商事㈱ 東京都千代田区麹町4-5 215,982

マルハニチロ㈱ 東京都江東区豊洲3-2-20 186,413

㈱釣八 東京都中央区入船3-8-7 48,000

㈱松岡 山口県下関市東大和町1-10-12 48,020

㈱合食 兵庫県神戸市兵庫区中之島1-1-1 22,800

㈱辻野 東京都中央区築地1-12-6 167,996

東海澱粉㈱ 静岡県静岡市葵区伝馬町24-15 400,000

㈲東伸 千葉県印旛郡安食台6-1-16 96,000

㈱辻野 東京都中央区築地1-12-6 134,880

大都魚類㈱ 東京都江東区豊洲6-6-2 240,000

㈱釣八 東京都中央区入船3-8-7 38,549

㈱松岡 山口県下関市東大和町1-10-12 234,645

㈱ダイレクト 東京都台東区東上野2-10-10 75,006

㈱ケイアンドティ 東京都中央区銀座2-16-11 36,750

マジカ・フィッシャリー㈱ 東京都千代田区岩本町2-13-4 23,500

三印三浦水産㈱ 北海道函館市湯浜町1-4 200,000

森川商事㈱ 東京都千代田区麹町4-5 320,058

東海澱粉㈱ 静岡県静岡市葵区伝馬町24-15 67,320

㈱丸吉 青森県八戸市小中野8-17-17 22,500

㈱釣八 東京都中央区入船3-8-7 47,880

マジカ・フィッシャリー㈱ 東京都千代田区岩本町2-13-4 46,800

㈱辻野 東京都中央区築地1-12-6 112,500

㈲東伸 千葉県印旛郡安食台6-1-16 120,134

スクーナー商事㈱ 東京都中央区築地6-4-5 47,796

マジカ・フィッシャリー㈱ 東京都千代田区岩本町2-13-4 48,000

㈱辻野 東京都中央区築地1-12-6 288,000



三印三浦水産㈱ 北海道函館市湯浜町1-4 68,580

大都魚類㈱ 東京都江東区豊洲6-6-2 360,000

㈱辻野 東京都中央区築地1-12-6 87,970

マルハニチロ㈱ 東京都江東区豊洲3-2-20 231,564

ガルフ食品㈱ 東京都中央区築地4-1-9 143,100

㈱辻野 東京都中央区築地1-12-6 265,280

マルハニチロ㈱ 東京都江東区豊洲3-2-20 23,500

大都魚類㈱ 東京都江東区豊洲6-6-2 72,000

ガルフ食品㈱ 東京都中央区築地4-1-9 72,000

㈱釣八 東京都中央区入船3-8-7 23,000



（先着順割当て）

名果商事㈱ 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字八反107 80,000

㈱秀幸 愛知県名古屋市北区落合町270 80,000

小笹 健二（ケイユー商事） 山口県下関市王司神田2-1-31 80,000

KSエンジニアリング㈱ 東京都西東京市保谷町6-15-29 80,000

㈱洸洋 東京都中央区日本橋茅場町2-11-5 80,000

フューチャーズマリン㈱ 東京都江戸川区上一色1-3-7 80,000

㈱豊群インターナショナル 静岡県静岡市清水区島崎町173-4 80,000

㈱創真 千葉県八千代市大和町79-4 80,000

㈱エスグランドインポート 山口県宇部市明神町2-3-2 80,000

㈱南九 鹿児島県鹿児島市下堀町9578-5 80,000

㈱ウェクフーズ 東京都港区浜松町2-10-1 80,000

㈱アクア 宮城県仙台市若林区大和町5-5-15 80,000

㈲セブンシーズ 兵庫県神戸市中央区港島中町3-1-2 80,000

東都水産㈱ 東京都江東区豊洲6-6-2 80,000

海通貿易㈲ 千葉県習志野市本大久保4-5-12 80,000

東正物産㈱ 千葉県松戸市高塚新田176-13 80,000

㈱日洋貿易 神奈川県横浜市青葉区もえぎ野14-44 80,000

ハナフーズ㈱ 福岡県福岡市博多区沖浜町12-1 80,000

オリックス㈱ 東京都中央区築地4-4-15 80,000

FWジャパン㈱ 兵庫県神戸市中央区栄町通1-1-10 80,000

㈱AWジャパン 東京都千代田区内神田1-3-8 80,000

江山貿易㈱ 東京都渋谷区恵比寿1-7-4 80,000

東西産業貿易㈱ 東京都文京区湯島2-17-8 80,000

宏益水産㈱ 東京都新宿区内藤町1-5 80,000

㈱YAMATO 宮城県塩釜市新浜松町3-13-14 80,000

㈱EXトレーディング 東京都中央区築地6-22-4 80,000

㈱海神貿易 東京都中央区築地3-13-5 80,000

㈱スギコーポレーション 東京都中央区築地6-22-4 80,000

㈱東京キョクイチ 東京都中央区豊海町6-6 80,000

㈱倉府食品 鹿児島県鹿屋市札元1-27-19 40,000

飯田水産㈱ 千葉県銚子市川口町2-6529-30 80,000

㈱有馬 兵庫県神戸市北区星和台3-18-5 80,000

タクト㈱ 東京都千代田区九段南4-7-16 80,000

三鈴商事㈱ 東京都豊島区池袋2-62-1 80,000

㈱冷水 宮崎県気仙沼市松崎中瀬327 80,000

㈱日智トレーディング 大阪府高槻市芥川町1-2 80,000

㈱横神 大阪府堺市南区小代148-1 80,000

㈱ジェイアンドシー 愛知県豊橋市西小池町15-1 80,000

テクノス・エイ・エム㈱ 静岡県静岡市駿河区稲川1-1-6 80,000

フロンティア物産㈱ 大阪府大阪市中央区南船場2-3-2 80,000

㈱一二味 愛知県西尾市一色町坂田新田沖向103-1 80,000

山水物産㈱ 岐阜県各務原各務おがせ町9-32 80,000

東遠ジャパン㈱ 東京都新宿区大京町23-3 80,000



ケーシー食品㈱ 大阪府松原市三宅東5-1363 80,000

㈱はしコーポレーション 鹿児島県阿久根市塩浜町1-13 80,000

㈱オクヤマ 愛知県名古屋市守山区四軒家1-1426 80,000

㈱ゴダック 東京都中央区築地6-16-1 80,000

GP㈱ 東京都中央区築地2-5-9 80,000

㈱ダーリジャパン 東京都台東区上野桜木2-1-9 80,000

㈱貝塚正雄商店 茨城県かすみがうら市宍倉1578 80,000

静広㈱ 東京都中央区勝どき4-1-2 80,000

㈱ゼストクック 東京都西多摩郡瑞穂町長岡2-8-16 80,000

㈱アイ・ビー・シー 東京都中央区日本橋兜町1-10 80,000

三華貿易㈱ 東京都墨田区太平2-17-11 80,000

㈱交洋 三重県四日市市新正5-4-19 80,000

㈱うげん 東京都豊島区西池袋5-2-1 80,000

福岡県魚市場㈱ 福岡県福岡市中央区長浜3-11-3 80,000

石丸水産㈱ 東京都江東区大島5-38-15 80,000

嶋屋㈱ 東京都千代田区丸の内2-2-1 80,000

オーシャンロード㈱ 東京都中央区築地1-12-15 80,000

㈱山安 神奈川県小田原市早川3-11-1 80,000

東海水産貿易㈱ 神奈川県横浜市西区宮ヶ谷58-2 80,000

ベイトレック㈱ 福岡県福岡市東区香稚浜ふ頭2-2-20 80,000

㈲弥永商店 福岡県福岡市南区大池1-30-5 80,000

北島水産㈱ 岐阜県岐阜市東鶉1-119 80,000

㈱アルタイトレーディング 神奈川県横浜市中区扇町1-1-25 80,000

㈱和田又 山口県下関市長府扇町6-30 80,000

ニチモウ㈱ 東京都品川区東品川2-2-20 25,000

㈱韓国のりジャパン 埼玉県八潮市浮塚324-1 80,000

㈱江波戸 大阪府大阪市福島区福島1-3-9 80,000

㈱クリア商会 東京都台東区三ノ輪1-21-4 80,000

㈱グルメヒデ 東京都中央区日本橋浜町3-2-2 15,000


