
管轄税関 管轄官署 名　称 所在地

函館税関 本関 函館港指定保税地域 北海道函館市海岸町２４番４号、２６番１号、港町２丁目３２番、３６番３２地先

函館税関 小樽税関支署 小樽港第３号埠頭地区指定保税地域 北海道小樽市港町３６、３７番地

函館税関 八戸税関支署 八戸港八太郎２号埠頭指定保税地域 青森県八戸市大字河原木字海岸３６番２、３６番３、４２番、４４番

函館税関 秋田船川税関支署 秋田港外港地区コンテナターミナル指定
保税地域

秋田県秋田市土崎港相染町字大浜１２番、１３番、１４番、１５番

東京税関 本関 京浜港お台場埠頭地区指定保税地域 東京都江東区青海３－１、３－４、４－２

東京税関 本関 京浜港晴海埠頭地区指定保税地域 東京都中央区晴海５－６、５－７

東京税関 本関 京浜港中央防波堤外側地区指定保税地
域

東京都江東区青海３丁目地先

東京税関 酒田税関支署 酒田港外港地区指定保税地域 山形県酒田市字高砂２３２、２３４番地先

東京税関 新潟税関支署東港出張
所

新潟港東港区指定保税地域 新潟県新潟市北区横土居１７６１－２、他２７９筆

東京税関 大井出張所 京浜港大井埠頭地区指定保税地域 東京都品川区八潮２－１、２－３、２－４、２－５
東京都大田区東海５－１－１～２、４－１、５－９、５－１８

東京税関 大井出張所 京浜港品川埠頭地区指定保税地域 東京都品川区東品川５－２、５－３、５－４、５－５

指定保税地域



管轄税関 管轄官署 名　称 所在地

指定保税地域

横浜税関 本関 京浜港山下埠頭地区
指定保税地域

神奈川県横浜市中区山下町２７７～２７９

横浜税関 仙台塩釜税関支署 仙台塩釜港仙台港区高砂埠頭地区
指定保税地域

宮城県仙台市宮城野区港１－１－１、１－１－３、１－１－４、１－１－７～１－
１－１２、１－２０－６
宮城県仙台市宮城野区中野字高松８０－１２、８０－１７、８０－２２～８０－２
４、８０－２８～８０－３０、８０－３３～３５
宮城県仙台市宮城野区蒲生字町８８－２、８８－４、８８－６～８８－８、９７、１
０５、１０６

横浜税関 川崎税関支署 京浜港千鳥町地区
指定保税地域

神奈川県川崎市川崎区千鳥町９－１、９－１地先、２０、２１、２７、２７地先、２
７－２

横浜税関 川崎税関支署東扇島出
張所

京浜港東扇島地区
指定保税地域

神奈川県川崎市川崎区東扇島９２、９２地先
神奈川県川崎市川崎区東扇島３２－１、３２－１地先、３２－２、３２－２地先、
３２－３、３２－３地先、８１－１～２

横浜税関 大黒埠頭出張所 京浜港大黒埠頭地区
指定保税地域

神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭１、１－１５、３、４、１３、１４、１５－１、１５－
３、１６－２、１７～２４、２４地先、２５

横浜税関 本牧埠頭出張所 京浜港本牧埠頭地区
指定保税地域

神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１－１、１－１地先、１－１０、１－１５、１－１９
５、１－１９８、１－１９８地先、３－１、６

横浜税関 本牧埠頭出張所 京浜港本牧埠頭地区
指定保税地域

神奈川県横浜市中区本牧埠頭１－１、１－８、１－１０、１－１６、７、８、９、１０
－１

横浜税関 本牧埠頭出張所 京浜港南本牧ふ頭地区
指定保税地域

神奈川県横浜市中区南本牧１、２、２地先、５、７－１、７－３、７－４、７－５、
７－６

名古屋税関 本関 名古屋港ガーデンふ頭地区
指定保税地域

愛知県名古屋市港区港町１０８

名古屋税関 本関 名古屋港大江ふ頭地区
指定保税地域

愛知県名古屋市港区大江町２－８～１３

名古屋税関 本関 名古屋港稲永地区
指定保税地域

愛知県名古屋市港区潮凪町６３～６５､６７､６９､７７

名古屋税関 本関 名古屋港金城ふ頭地区
指定保税地域

愛知県名古屋市港区金城ふ頭２－７､３－１～５

名古屋税関 西部出張所 名古屋港飛島ふ頭地区
指定保税地域

愛知県海部郡飛島村東浜２－７～１３、２５、２６
愛知県海部郡飛島村東浜３－６～１２、３－１－２～８・８地先、３－１１－２
愛知県海部郡飛島村西浜１－３～４



管轄税関 管轄官署 名　称 所在地

指定保税地域

名古屋税関
西部出張所 名古屋港鍋田・弥富ふ頭地区

指定保税地域

愛知県弥富市楠３－２６・３０・３１、３－３１地先
愛知県弥富市富浜４－１、５－１～２、１－５、４－１地先

名古屋税関
清水税関支署 清水港日の出地区

指定保税地域
静岡県静岡市清水区日の出町２９､３０－１・２、３４－１・２､１０９－３､１１０､１
１１－１・７

名古屋税関
清水税関支署 清水港富士見地区

指定保税地域
静岡県静岡市清水区清開１－１１５－１、１－８－１５

名古屋税関
清水税関支署
浜松出張所

静岡県浜松内陸コンテナー基地
指定保税地域

静岡県浜松市東区流通元町５－１

名古屋税関
清水税関支署
御前崎出張所

御前崎港指定保税地域
静岡県御前崎市港６６２０番４２、４３、５０～５７、５９、７１、８８

名古屋税関

清水税関支署
興津出張所 清水港興津・袖師地区

指定保税地域

静岡県静岡市清水区興津清見寺町１３７５､１３７５－１９・２２・２９～３２・３４
～３６・３９・４１・４３・１１０、１３７７～１３８０、１３８７地先、１３８８、１３９０
静岡県静岡市清水区横砂４０８－１７

名古屋税関
豊橋税関支署

三河港神野地区
指定保税地域

愛知県豊橋市神野ふ頭町３－１､１０－１、
愛知県豊橋市神野西町１－２・３・８・９・１０

名古屋税関
豊橋税関支署
衣浦出張所 衣浦港指定保税地域

愛知県半田市１１号地地先

名古屋税関
四日市税関支署 四日市港千歳地区

指定保税地域
三重県四日市市千歳町９－１・１２､１７､２８､３４～３７

名古屋税関
四日市税関支署 四日市港霞ケ浦地区

指定保税地域
三重県四日市市霞２－１－１、２－２、２－６－１､２－２３、２－２５、２６－２、２
－８

大阪税関 本関、桜島出張所及び
南港出張所

大阪港港頭地区指定保税地域 大阪府大阪市港区海岸通地先、１丁目、２丁目１番２号、２丁目２番、２丁目
地先、３丁目地先、４丁目地先
大阪府大阪市港区築港３丁目地先、３丁目１１番
大阪府大阪市港区港晴５丁目１番、５丁目２番１号地先
大阪府大阪市港区石田１丁目４番、１丁目５番、２丁目１番、２丁目２番、２丁
目２番１２号、２丁目３番
大阪府大阪市此花区桜島２丁目地先、３丁目地先
大阪府大阪市此花区梅町１丁目、梅町２丁目地先、梅町３丁目２番地
大阪府大阪市此花区北港白津１丁目地先
大阪府大阪市此花区夢洲東１丁目地先、夢洲東１丁目２番１地先



管轄税関 管轄官署 名　称 所在地

指定保税地域

大阪税関 南港出張所 大阪港南港地区指定保税地域 大阪府大阪市住之江区南港東５丁目、６丁目、９丁目
大阪府大阪市住之江区南港中６丁目、７丁目、８丁目
大阪府大阪市住之江区南港南６丁目、７丁目
大阪府大阪市住之江区南港北１丁目、２丁目、３丁目

大阪税関 堺税関支署 大阪港堺地区指定保税地域 大阪府堺市堺区築港南町２番地、１２番地
大阪府堺市西区石津西町２０番地

大阪税関 堺税関支署 大阪港泉北地区指定保税地域 大阪府泉大津市臨海町２丁目１番地
大阪府泉大津市新港町９番地
大阪府泉大津市汐見町地先、１０１番地、１０８番地、１０９番地、１１１～１１５
番地、１１６番地１
大阪府泉大津市小津島町地先、１番、２番１、４番１
大阪府高石市南高砂地先、２番地、３番地先
大阪府泉大津市夕凪町２番、３番１、５番、１４番

大阪税関 岸和田出張所 阪南港地区指定保税地域 大阪府岸和田市新港町木材町地先、１番地、４番地、１９番地

大阪税関 和歌山税関支署 和歌山下津港和歌山地区指定保税地域 和歌山県和歌山市湊１３３４の２８番地地先
和歌山県和歌山市湊薬種畑の坪１３３４の６４、６５
和歌山県和歌山市西浜字中川向ノ坪１６６３番地
和歌山県和歌山市西浜字中川向ノ坪１６６２ 番地
和歌山県和歌山市西浜字中川向ノ坪１６６０番４８９、４８９地先
和歌山県和歌山市西浜字中川向ノ坪１６６０番６３３、４８２

大阪税関 和歌山税関支署下津出
張所

和歌山下津港下津地区指定保税地域 和歌山県海南市下津町下津３０６６番地、３０６６番地１６

大阪税関 舞鶴税関支署 舞鶴港指定保税地域 京都府舞鶴市字松陰小字島崎、無番地
京都府舞鶴市字下福井小字大野辺地先
京都府舞鶴市字喜多、喜多地内
京都府舞鶴市字下安久

大阪税関 舞鶴税関支署宮津出張
所

宮津港指定保税地域 京都府宮津市字波路

大阪税関 敦賀税関支署 敦賀港指定保税地域 福井県敦賀市川崎
福井県敦賀市金ヶ崎４９番１、５０番、５２番



管轄税関 管轄官署 名　称 所在地

指定保税地域

大阪税関 金沢税関支署 金沢港指定保税地域 石川県金沢市戸水町地内、戸水町夕部４４、戸水町夕部９
石川県金沢市御供田町地内
石川県金沢市五郎島町地内
石川県金沢市大野町新町1番５
石川県金沢市大野町４丁目レ１０７番４、１０８番
石川県金沢市御供田町ト１番１、湊３丁目１番１、近岡町６２４番２

大阪税関 金沢税関支署七尾出張
所

七尾港指定保税地域 石川県七尾市矢田新町二部
石川県七尾市矢田新町１６９番地
石川県七尾市大田町地内

大阪税関 伏木税関支署 伏木富山港伏木地区指定保税地域 富山県高岡市伏木錦町１１の１５
富山県高岡市伏木万葉埠頭１番地、２番地、４番地、地先

大阪税関 伏木税関支署 伏木富山港新湊地区指定保税地域 富山県射水市奈呉の江
富山県射水市新堀７番
富山県射水市八幡町
富山県射水市越の潟町地内

大阪税関 伏木税関支署富山出張
所

伏木富山港富山地区指定保税地域 富山県富山市東岩瀬町海岸通、１７番の２
富山県富山市東岩瀬町３０番地の１、３４番地

神戸税関 本関 神戸港新港地区指定保税地域 兵庫県神戸市中央区新港町
兵庫県神戸市中央区小野浜町

神戸税関 本関 神戸港兵庫突堤地区指定保税地域 兵庫県神戸市兵庫区築地町

神戸税関 六甲アイランド出張所 神戸港六甲アイランドふ頭地区指定保税
地域

兵庫県神戸市東灘区向洋町西１～３丁目、６丁目
兵庫県神戸市東灘区向洋町東１、３、４丁目

神戸税関 六甲アイランド出張所 神戸港摩耶ふとう地区指定保税地域 兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭
神戸税関 本関及び六甲アイランド

出張所
新港突堤及び摩耶ふとう連絡橋指定保
税地域

兵庫県神戸市中央区小野浜町第８突堤と兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭第１突
堤基部の間

神戸税関 ポートアイランド出張所 神戸港ポートアイランド埠頭地区指定保
税地域

兵庫県神戸市中央区港島1、３～９丁目

神戸税関 境税関支署 境港国際コンテナターミナル指定保税地
域

鳥取県境港市昭和町６番１、６番２、６番２０、７番１６、８番の一部、５４番の
一部、５５番、９０番、９６番の一部、９７番、１０１番、１０３番

神戸税関 水島税関支署 水島港国際コンテナターミナル指定保税
地域

岡山県倉敷市玉島乙島字新湊８２６２番１

神戸税関 広島税関支署 広島港国際コンテナターミナル指定保税
地域

広島県広島市南区出島３丁目１番６７、７６

神戸税関 福山税関支署 福山港コンテナターミナル指定保税地域 広島県福山市箕沖町１０８番２、１０８番４、１０８番６、１０８番７、１０８番８、１
０９番３、１１０番３
広島県福山市箕沖町９番、１０番、１１番



管轄税関 管轄官署 名　称 所在地

指定保税地域

神戸税関 小松島税関支署 徳島小松島港コンテナターミナル指定保
税地域

徳島県小松島市和田津開町字北４０１番、４０１番２、４０６番、４０７番

神戸税関 松山税関支署 松山港外港新埠頭指定保税地域 愛媛県松山市大可賀３丁目地先

門司税関 本関及び田野浦出張所 関門港門司地区指定保税地域 福岡県北九州市門司区西海岸１～３丁目
福岡県北九州市門司区東港町
福岡県北九州市門司区田野浦海岸
福岡県北九州市門司区太刀浦海岸

門司税関 本関 関門港小倉地区指定保税地域 福岡県北九州市小倉北区西港町地先

門司税関 下関税関支署 関門港下関地区指定保税地域 山口県下関市東大和町
山口県下関市大字彦島迫町７丁目、７丁目地先
山口県下関市細江新町
山口県下関市岬之町

門司税関 下関税関支署 関門港下関新港地区多目的国際ターミ
ナル指定保税地域

山口県下関市長州出島１番地先

門司税関 下関税関支署萩出張所 萩港指定保税地域 山口県萩市後小畑５６０７の１６番地

門司税関 下関税関支署宇部出張
所

宇部港指定保税地域 山口県宇部市大字小串字沖の山

門司税関 徳山税関支署 徳山港指定保税地域 山口県周南市晴海町６番及び６番に隣接する無番地、徳山港町

門司税関 戸畑税関支署若松出張
所

関門港ひびきコンテナターミナル指定保
税地域

福岡県北九州市若松区響町三丁目２番、３番、４番、５番、６番、７番

門司税関 博多税関支署 博多港指定保税地域 福岡県福岡市博多区沖浜町無番地、３番１号、３番１４０号、１番２２号
福岡県福岡市中央区那の津４丁目、５丁目
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭１丁目、４丁目、６丁目地先
福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭４丁目１３番１、１３番３、１３番４、１３番５、１３
番６、１４番、１６番、１７番１、１８番
福岡県福岡市東区みなと香椎１丁目２５番地１、２５番６、２９番
福岡県福岡市東区箱崎ふ頭１丁目３０番１

門司税関 伊万里税関支署唐津出
張所

唐津港指定保税地域 佐賀県唐津市東大島町２番地
佐賀県唐津市中瀬通１０番地２４、３１、３４、３８

門司税関 大分税関支署 大分港地区指定保税地域 大分県大分市大字勢家字京泊
大分県大分市豊海１丁目

門司税関 大分税関支署 大分港大在地区指定保税地域 大分県大分市大字大在２番、３番、５番、６番、地先



管轄税関 管轄官署 名　称 所在地

指定保税地域

門司税関 大分税関支署佐伯出張
所

佐伯港指定保税地域 大分県佐伯市東浜１１４４６番地の２及び同地先、１１４４６番地の３
大分県佐伯市東浜１１１９８番地の２及び同地先、１１１９８番地の３

門司税関 細島税関支署 細島港指定保税地域 宮崎県日向市大字細島埋立地
宮崎県日向市大字日知屋字新開
宮崎県日向市竹島町３番地、３番２、３番３
宮崎県日向市竹島町１番６０、２番１、４番、２番１及び４番地先

門司税関 細島税関支署油津出張
所

油津港指定保税地域 宮崎県日南市大字平野８３３８－４１

長崎税関 本関 長崎港小ヶ倉柳埠頭地区指定保税地域 長崎県長崎市小ケ倉町３丁目７６番９４、９８～１０９、１２１、１４５、１６９及び
同地先

長崎税関 八代税関支署 八代港指定保税地域 熊本県八代市新港町1～4丁目

長崎税関 八代税関支署
熊本出張所

熊本港指定保税地域 熊本県熊本市西区新港２丁目１番地地先

長崎税関 八代税関支署
三角出張所

三角港指定保税地域 熊本県宇城市三角町大字三角浦字本島１１６０番の１、２、７～１３、１７７番
の５～７

長崎税関 鹿児島税関支署 鹿児島港谷山一区指定保税地域 鹿児島県鹿児島市南栄４丁目３６～３８番地、４０番地及び３７番地、３８番
地、４０番地地先、鹿児島県鹿児島市谷山港１丁目２２番地、２３番地、２５番
地、２６番地、３３番地、４０番地、４３番地

長崎税関 鹿児島税関支署
川内出張所

川内港指定保税地域 鹿児島県薩摩川内市港町字唐山６１１０番１７６、１７８、１７９、１８０、１８３及
び１８４

長崎税関 鹿児島税関支署
志布志出張所

志布志港指定保税地域 鹿児島県志布志市志布志町帖字向川原６６１７－１５６番地、１５７番地及び１
５８番地、１５２番地、１５４番地、１５５番地、１５９番地、１６１番地及び１６２番
地の一部並びに１６２番地の一部の地先、鹿児島県志布志市志布志町安楽
字汐掛２９６番１、２９６番４、２９６番５

沖縄地区税関 本関 那覇ふ頭指定保税地域 沖縄県那覇市通堂町１２４

沖縄地区税関 本関 那覇港新港ふ頭地区指定保税地域 沖縄県那覇市港町１－２、１－４、１－２０４、１－２０７、１－２０７地先

沖縄地区税関 鏡水出張所 国際物流拠点産業集積地域
那覇地区

沖縄県那覇市字鏡水崎原地先

沖縄地区税関 沖縄税関支署 国際物流拠点産業集積地域
うるま地区

沖縄県うるま市字州崎１２－２８、１２－５８～６４、１２－７２～７３、１２－７６～
７８、１２-８０～８６、１２-９１～９４

沖縄地区税関 石垣税関支署 石垣港指定保税地域 沖縄県石垣市浜崎町３－４、３－５、３－７、３－７－６、３－８、３－１０、３－１
２

沖縄地区税関 石垣税関支署
平良出張所

平良港指定保税地域 沖縄県宮古島市平良字西里７番地の２１
沖縄県宮古島市平良字西里５７番地の３２
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