
管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 備考

函館税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
(明石屋飼料工業(株))

2010605001051
(5450001000040)

北海道旭川市東７条１丁目３番２０号 定１３条

函館税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
(東日本産業(株))

2010605001051
(3400001003883)

岩手県紫波郡紫波町犬渕字谷地田１１６番
７

定１３条

函館税関 小樽税関支署 日清丸紅飼料(株)
北海道支店小樽工場

2010001029465 北海道小樽市手宮１丁目１番１号 定１３条

函館税関 釧路税関支署 釧路飼料(株) 2460001000471 北海道釧路市西港２丁目１０１番地１ 定１３条

函館税関 釧路税関支署 ホクレンくみあい飼料(株)
釧路西港工場

4430001015594 北海道釧路市西港２丁目１０１番地３ 定１３条

函館税関 釧路税関支署 道東飼料(株) 7460001002091 北海道釧路市西港１丁目１００番１１ 定１３条

函館税関 釧路税関支署 ホクレンくみあい飼料(株)
十勝工場

4430001015594 北海道河東郡士幌町字士幌西一線１４７番
地１

定１３条

函館税関 釧路税関支署 全国酪農飼料(株)
釧路工場

9010401074443 北海道釧路市西港２丁目１０１番２、星が浦
南４丁目１番２

定１３条

函館税関 釧路税関支署 第一産業(株)
幕別工場

7460101000887 北海道中川郡幕別町軍岡４６３番地５ 定１３条

函館税関 釧路税関支署
十勝出張所

(株)丸勝
飼料工場

2460101001691 北海道帯広市西２５条南１丁目１番地 定１３条

函館税関 釧路税関支署
十勝出張所

とかち飼料(株) 3460101004264 北海道広尾郡広尾町会所前６丁目５番３ 定１３条

函館税関 苫小牧税関支署 ホクレンくみあい飼料(株)
苫小牧工場

4430001015594 北海道苫小牧市真砂町３６番地３ 定１３条

函館税関 苫小牧税関支署 新北海道飼料(株) 7430001058310 北海道苫小牧市真砂町３５番地２１ 定１３条

函館税関 苫小牧税関支署 苫小牧飼料(株) 9430001053466 北海道苫小牧市晴海町４３番４５ 定１３条

函館税関 苫小牧税関支署 雪印種苗(株)
苫小牧工場

6430001017705 北海道苫小牧市真砂町３５番地２３ 定１３条

函館税関 苫小牧税関支署 中部飼料(株)
北海道工場

2180001094757 北海道苫小牧市晴海町４３番地４６ 定１３条

承認工場（関税暫定措置法第９条の２第１項）



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 備考

承認工場（関税暫定措置法第９条の２第１項）

函館税関 苫小牧税関支署 サン飼料(株) 3430001053018 北海道苫小牧市新明町５丁目１番１１号 定１３条

函館税関 苫小牧税関支署 ＭＦフィード(株) 3430001053950 北海道苫小牧市真砂町３８番地５ 定１３条

函館税関 八戸税関支署 みちのく飼料(株) 7420001007086 青森県八戸市大字河原木字海岸２４番９ 定１３条

函館税関 八戸税関支署 東北飼料(株) 1420001006176 青森県八戸市大字河原木字海岸２４番地８ 定１３条

函館税関 八戸税関支署 日和産業(株)
八戸工場

7140001002355 青森県八戸市大字河原木字海岸２４番９号 定１３条

函館税関 八戸税関支署 みらい飼料(株)
八戸工場

5010601047814 青森県八戸市大字河原木字海岸２４番地６ 定１３条

函館税関 八戸税関支署 ＪＡ全農北日本くみあい飼料(株)
八戸工場

2370001018473 青森県八戸市大字河原木字海岸２４番地
７、２４番地３１

定１３条

函館税関 八戸税関支署 中部飼料(株)
八戸工場

2180001094757 青森県八戸市大字河原木字海岸２４番地５ 定１３条

函館税関 大船渡税関支署
釜石出張所

釜石飼料(株) 2400001007324 岩手県釜石市港町２丁目１番１号 定１３条

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

ＪＡ東日本くみあい飼料（株）
新潟工場

8070001021304 新潟県北蒲原郡聖籠町東港３－６５７６ 定１３条

東京税関 前橋出張所 （有）小川精麦 4070002014681 群馬県安中市中宿３０－２ 定１３条

東京税関 前橋出張所 （株）科学飼料研究所
高崎工場

8010001013785 群馬県高崎市宮原町３－３ 定１３条

東京税関 前橋出張所
太田政令派出所

JA東日本くみあい飼料（株）
太田工場

8070001021304 群馬県太田市東新町８１８ 定１３条

横浜税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
製造工場
(松崎精麦(株))

2010605001051
(6370001006094)

宮城県宮城郡松島町幡谷字原ヶ沢１５ 定１３条



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 備考

承認工場（関税暫定措置法第９条の２第１項）

横浜税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
製造工場
(朝日精麦(株))

2010605001051
(7370401000407)

宮城県登米市迫町佐沼字梅ノ木四丁目３番
地１０

定１３条

横浜税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
製造工場
(TOHOピクス(株)郡山工場)

2010605001051
(9380001005919)

福島県郡山市字道場４１３番１、４４２番、字
八作内１２４番６

定１３条

横浜税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
製造工場
(川光物産(株)茨城工場)

2010605001051
(4010001039891)

茨城県常総市坂手町６４８１番地２ 定１３条

横浜税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
製造工場
((株)福田商会)

2010605001051
(6370001003918)

宮城県仙台市若林区卸町東五丁目２番１５
号

定１３条

横浜税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
製造工場
(協和精麦(株))

2010605001051
(5021001021029)

神奈川県伊勢原市沼目五丁目２番５号 定１３条

横浜税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
製造工場
(TOHOピクス(株)栃木工場)

2010605001051
(9380001005919)

栃木県栃木市城内町一丁目字古城１１９３
番３、１１９４番、１７１０番２、１７１０番４、１７
１１番２、１７１２番、１１９２番、１７１０番３、１
１９３番６

定１３条

横浜税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
製造工場
((株)勅使川原精麦所)

2010605001051
(9060001020801)

栃木県佐野市栃本町１７２５番地 定１３条

横浜税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
製造工場
((株)加藤精麦工場)

2010605001051
(6380001007959)

福島県田村郡三春町大字平沢字高戸屋６７

横浜税関 仙台塩釜税関支
署

(株)サイボク飼料
製造工場

7370201003114 宮城県栗原市高清水影の沢３８番地２４３ 定１３条



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 備考

承認工場（関税暫定措置法第９条の２第１項）

横浜税関 仙台塩釜税関支
署

仙台飼料(株)
製造工場

1370001013707 宮城県仙台市宮城野区港四丁目１０番２号 定１３条

横浜税関 仙台塩釜税関支
署石巻出張所

石巻飼料(株)
製造工場

6370301002223 宮城県石巻市三河町１０番地 定１３条

横浜税関 仙台塩釜税関支
署石巻出張所

ＪＡ全農北日本くみあい飼料(株)
石巻工場製造工場

2370001018473 宮城県石巻市三河町４番地 定１３条

横浜税関 仙台塩釜税関支
署石巻出張所

清水港飼料(株)
石巻工場製造工場

5080001008146 宮城県石巻市三河町１１番地 定１３条

横浜税関 仙台塩釜税関支
署石巻出張所

フィード・ワン(株)
石巻工場製造工場

7020001107810 宮城県石巻市三河町９番地 定１３条

横浜税関 鹿島税関支署 鹿島飼料(株)
製造工場

9050001020587 茨城県神栖市東深芝４番地２ 定１３条

横浜税関 鹿島税関支署 ＪＡ東日本くみあい飼料(株)
鹿島工場製造工場

8070001021304 茨城県神栖市東深芝３番地 定１３条

横浜税関 鹿島税関支署 清水港飼料(株)
鹿島工場製造工場

5080001008146 茨城県神栖市東深芝４番地８ 定１３条

横浜税関 鹿島税関支署 (株)ジャパンフィード
製造工場

6050001020648 茨城県神栖市東深芝２番地１１ 定１３条

横浜税関 鹿島税関支署 全国酪農飼料(株)
鹿島工場製造工場

9010401074443 茨城県神栖市東深芝２番地１４ 定１３条

横浜税関 鹿島税関支署 中部飼料(株)
鹿島工場製造工場

2180001094757 茨城県神栖市東深芝２番地４ 定１３条



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 備考

承認工場（関税暫定措置法第９条の２第１項）

横浜税関 鹿島税関支署 日清丸紅飼料(株)
関東支店鹿島工場製造工場

2010001029465 茨城県神栖市東深芝２番地５ 定１３条

横浜税関 鹿島税関支署 フィード・ワン(株)
鹿島工場製造工場

7020001107810 茨城県神栖市東深芝２番６ 定１３条

横浜税関 鹿島税関支署 平成飼料(株)
鹿島工場製造工場

2050001020783 茨城県神栖市東深芝４番地７ 定１３条

横浜税関 鹿島税関支署 明治飼糧(株)
鹿島工場製造工場

4010001138693 茨城県神栖市東深芝２番１２ 定１３条

横浜税関 鹿島税関支署 雪印種苗(株)
鹿島工場製造工場

6430001017705 茨城県神栖市東深芝２番地１３ 定１３条

横浜税関 千葉税関支署 豊橋飼料(株)
千葉工場製造工場

8180301006571 千葉県市原市八幡海岸通４４番地 定１３条

名古屋税関 本関 フィード・ワン(株)
名古屋工場

7020001107810 愛知県名古屋市港区船見町１９番地、２０番
地、２７番地１、２７番地１１、１９番、２０番、２
１番、２４番１、２６番１、２７番１、２７番２、２７
番１１、２７番１９、２７番２０

定１３条

名古屋税関 本関 丸菱商事(株)
飼料工場

4180001007444 愛知県名古屋市港区潮凪町１番３、６１番 定１３条

名古屋税関 諏訪出張所
長野地区方面事
務所

北島産業(株) 9100001000732 長野県長野市若穂綿内字東古屋６８４６番
２、６８４６番地２、６８４６番地３、６８８７番、６
８８７番地

定１３条

名古屋税関 南部出張所 ＪＡ東日本くみあい飼料(株)
知多工場

8070001021304 愛知県知多市北浜町１６番４、１６番地４、１
６番地９

定１３条

名古屋税関 南部出張所 中部飼料（株）
知多工場

2180001094757 愛知県知多市北浜町１４番６、１４番地６、１
４番７、１４番地７、１５番１、１５番地1

定１３条

名古屋税関 南部出張所 日本農産工業(株)
知多工場

6020001015642 愛知県知多市北浜町１３番地３ 定１３条

名古屋税関 南部出張所 フィード・ワン(株)
知多工場

7020001107810 愛知県知多市北浜町２４番地４ 定１３条

名古屋税関 清水税関支署 ＪＡ東日本くみあい飼料(株)
清水工場

8070001021304 静岡県静岡市清水区清開三丁目１１８番地
２、１２４番地、１１５番地８

定１３条



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 備考

承認工場（関税暫定措置法第９条の２第１項）

名古屋税関 清水税関支署 清水港飼料(株)
清水工場

5080001008146 静岡県静岡市清水区幸町５番１２号、１３３
番地３

定１３条

名古屋税関 豊橋税関支署 豊橋飼料(株)
豊橋工場

8180301006571 愛知県豊橋市明海町５番地９ 定１３条

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

尾張製粉(株) 6180001091602 愛知県半田市成岩本町一丁目５０番、５１
番、５２番、５３番、５４番、５７番、５８番、２０
９番、２１０番

定１３条

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

全国酪農飼料(株)
東海工場

9010401074443 愛知県碧南市玉津浦町２番地８、２番地１０ 定１３条

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

日清丸紅飼料(株)
中部支店碧南工場

2010001029465 愛知県碧南市玉津浦町２番３、２番地３ 定１３条

名古屋税関 四日市税関支署
津出張所

野島飼料(株) 2190001010449 三重県松阪市六軒町字浜田４８番地、字堤
川４３番、４３番地

定１３条

大阪税関 本関 大阪新興飼料(株) 9120001072539 大阪府大阪市西成区出城１丁目７番１２号 定１３条

大阪税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会関西
支所
(飯坂精麦(株))

2010605001051
(1120101041228)

大阪府高石市高砂２丁目３番地 定１３条

神戸税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会神戸
支所
(合音精麦(株))

2010605001051
(4470001010377)

香川県観音寺市大野原町花稲１２５８番地 定１３条

神戸税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会神戸
支所
((株)植松食糧)

2010605001051
(6500001011221)

愛媛県今治市松本町５丁目１－２０ 定１３条

神戸税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会神戸
支所
(山陽精麦(株))

2010605001051
(3260001013385)

岡山県倉敷市藤戸町藤戸４４番地

神戸税関 六甲アイランド出
張所

日和産業(株)
神戸工場

7140001002355 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町１９番地の５ 定１３条

神戸税関 姫路税関支署 豊橋飼料(株)
姫路工場

8180301006571 兵庫県姫路市飾磨区細江字万才１２８８番
地、１２８８番地先

定１３条

神戸税関 姫路税関支署東
播磨出張所

明治飼糧(株)
加古川工場

4010001138693 兵庫県加古川市平岡町土山１９２の２ 定１３条

神戸税関 水島税関支署 ＪＡ西日本くみあい飼料(株)
倉敷工場

8140001002180 岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２６５番 定１３条

神戸税関 水島税関支署 中部飼料(株)
水島工場

2180001094757 岡山県倉敷市水島海岸通３丁目１番３ 定１３条

神戸税関 水島税関支署 西日本飼料(株) 7260001014347 岡山県倉敷市水島海岸通３丁目６番地３ 定１３条



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 備考

承認工場（関税暫定措置法第９条の２第１項）

神戸税関 水島税関支署 日本農産工業(株)
水島工場

6020001015642 岡山県倉敷市児島塩生２７６７番地の３２ 定１３条

神戸税関 福山税関支署 中国物産(株) 6260001017805 岡山県笠岡市笠岡２３６９番地の８、２９～３
１、４７、２３８８番地の１６

定１３条

神戸税関 福山税関支署尾
道糸崎出張所

日和産業(株)
三原工場

7140001002355 広島県三原市木原４丁目１８番１号 定１３条

神戸税関 坂出税関支署 日和産業(株)
坂出工場

7140001002355 香川県坂出市昭和町２丁目１番２２号 定１３条

神戸税関 松山税関支署宇
和島出張所

ＪＡ西日本くみあい飼料(株)
宇和島工場

8140001002180 愛媛県宇和島市坂下津字向山３８１番地 定１３条

門司税関 本関 門司飼料(株) 6290801005766 福岡県北九州市門司区小森江１丁目３番１
号

定１３条

門司税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
（合名）塚本食糧工業所

2010605001051
(2290003001997)

福岡県朝倉市甘木２４１３番地の１ 定１３条

門司税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
松尾精麦(株)

2010605001051
(6300001007347)

佐賀県唐津市山本７４８番地１ 定１３条

門司税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
三島精麦(有)

2010605001051
(7300002008491)

佐賀県西松浦郡有田町仏ノ原丙２７６２－１

門司税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
土持産業(株)

2010605001051
(3350001008112)

宮崎県都城市五十町１４１０番地１ 定１３条

門司税関 田野浦出張所 みらい飼料(株)
門司工場

5010601047814 福岡県北九州市門司区田野浦海岸１５番８
６号

定１３条

門司税関 博多税関支署 石橋工業(株)
福岡工場

1290001047093 福岡県福岡市中央区那の津５丁目９番３号 定１３条

門司税関 博多税関支署 九州フタバ飼料（株）
第３工場

9290001044018 福岡県朝倉市下浦２４０２，２４０３，２４０４ 定１３条

門司税関 博多税関支署 大陽製粉㈱
福岡工場

2290001008524 福岡県福岡市中央区那の津４丁目２番２２
号

定１３条

門司税関 博多税関支署 ジェイエイ北九州くみあい飼料(株)
福岡工場

7290001007083 福岡県福岡市中央区那の津５丁目２番１４
号

定１３条

門司税関 大分税関支署 ジェイエイ北九州くみあい飼料(株)
大分工場

7290001007083 大分県速見郡日出町大字川崎字浜田５９６
９の１０

定１３条

門司税関 細島税関支署 (株)科学飼料研究所
日向工場

8010001013785 宮崎県日向市大字日知屋字新開１７３７１番
地１７

定１３条



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 備考

承認工場（関税暫定措置法第９条の２第１項）

門司税関 細島税関支署 南日本くみあい飼料(株)
日向工場

6340001004241 宮崎県日向市大字日知屋字新開１７３７１番
地１

定１３条

長崎税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
（中島精麦工業(株））

2010605001051
(1290001049288)

福岡県久留米市津福今町586番地 定１３条

長崎税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
（浦精麦(株））

2010605001051
(5290001052651)

福岡県柳川市大和町栄1344番地 定１３条

長崎税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
（島原食糧販売(株)）

2010605001051
(4310001009641)

長崎県島原市新馬場町880番地

長崎税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
（西田精麦(株)）

2010605001051
(7330001013671)

熊本県八代市新港町2丁目3番地の4 定１３条

長崎税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
（人吉共栄(株)）

2010605001051
(6330001015966)

熊本県人吉市下薩摩瀬町1609番地の1

長崎税関 本関 全国精麦工業協同組合連合会
（竹之内穀類産業(株））

2010605001051
(8340001002664)

鹿児島県鹿児島市南栄4丁目12番地4 定１３条

長崎税関 三池税関支署
久留米出張所

全国酪農飼料(株）
鳥栖工場

9010401074443 佐賀県鳥栖市永吉町赤坂837番地 定１３条

長崎税関 佐世保税関支署 ジェイエイ北九州くみあい飼料(株）
長崎工場

7290001007083 長崎県佐世保市干尽町36番地 定１３条

長崎税関 八代税関支署 ジェイエイ北九州くみあい飼料(株）
熊本工場

7290001007083 熊本県八代市新港町１丁目１１番地 定１３条

長崎税関 八代税関支署 八代飼料(株） 5330001013789 熊本県八代市新港町3丁目9番地14 定１３条

長崎税関 八代税関支署 九州昭和産業(株）
八代工場

5340001014984 熊本県八代市新港町1丁目7番1号 定１３条

長崎税関 鹿児島税関支署 錦江湾飼料(株）
鹿児島工場

9340001001277 鹿児島県鹿児島市南栄3丁目29番地 定１３条

長崎税関 鹿児島税関支署 全国酪農飼料(株）
鹿児島工場

9010401074443 鹿児島県鹿児島市南栄四丁目16番 定１３条

長崎税関 鹿児島税関支署 日和産業(株）
鹿児島工場

7140001002355 鹿児島県鹿児島市南栄四丁目17番 定１３条

長崎税関 鹿児島税関支署 日清丸紅飼料(株）
九州支店 鹿児島工場

2010001029465 鹿児島県鹿児島市南栄4丁目22番地、24番
地

定１３条

長崎税関 鹿児島税関支署 南日本くみあい飼料(株）
谷山工場

6340001004241 鹿児島県鹿児島市南栄四丁目14番 定１３条

長崎税関 鹿児島税関支署
志布志出張所

九州昭和産業(株）
志布志工場

5340001014984 鹿児島県志布志市志布志町志布志字若浜
3309番地

定１３条

長崎税関 鹿児島税関支署
志布志出張所

志布志飼料(株）
志布志工場

1340001015004 鹿児島県志布志市志布志町志布志字若浜
3307番地

定１３条



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 備考

承認工場（関税暫定措置法第９条の２第１項）

長崎税関 鹿児島税関支署
志布志出張所

中部飼料(株）
志布志工場

2180001094757 鹿児島県志布志市志布志町志布志3294番2 定１３条

長崎税関 鹿児島税関支署
志布志出張所

日本農産工業(株）
志布志工場

6020001015642 鹿児島県志布志市志布志町志布志字若浜
3299番1、3308番、3309番2

定１３条

長崎税関 鹿児島税関支署
志布志出張所

南日本くみあい飼料(株）
志布志工場

6340001004241 鹿児島県志布志市志布志町志布志3310番
地

定１３条

長崎税関 鹿児島税関支署
志布志出張所

みらい飼料(株）
志布志工場

5010601047814 鹿児島県志布志市志布志町志布志3298番
地

定１３条

沖縄地区税関 本関 共栄飼料(株)　中城工場 6360001008752 沖縄県中頭郡中城村当間５７５ 定１３条

沖縄地区税関 本関 琉球飼料(株) 1360001009284 沖縄県浦添市字港川４９５－３ 定１３条

沖縄地区税関 沖縄税関支署 沖縄県飼料協業組合 9360005002088 沖縄県沖縄市海邦町３－５４ 定１３条

【注】備考欄に「定１３条」の記載がある場合は、関税定率法第１３条第１項の製造工場の承認も受けている工場となります。
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