
管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

門司税関 本関 アルケマ吉富(株)
吉富工場

5120001073763 福岡県築上郡吉富町大字小祝９５５
番地

輸出一般貨物 6AW54

門司税関 本関 ＥＣＬエージェンシー（株）
新門司ターミナル

4010701012181 福岡県北九州市門司区新門司北３
丁目１番１０
福岡県北九州市門司区新門司北２
丁目７番１

輸出入一般貨物 6AW98

門司税関 本関 出光ルブテクノ（株）
門司事業所

5020001075539 福岡県北九州市新門司２丁目８番１
号

輸出入危険貨物 6AW97

門司税関 本関 (株)大阪ソーダ
小倉工場原塩倉庫

4120001049013 福岡県北九州市小倉北区高見台８
番１号

輸入一般貨物（塩（無
税品に限る））

6BW74

門司税関 本関 梶山倉庫(株) 8290801005178 福岡県北九州市門司区大里元町１
番１５号

輸出入一般貨物 6AW24

門司税関 本関 兼松油槽(株)
小倉油槽所

6010401007174 福岡県北九州市小倉北区末広２丁
目２番４号

輸出入危険貨物 6BW12

門司税関 本関 カネミ倉庫(株)
西港町１号

1290801000821 福岡県北九州市小倉北区西港町８
３番５号

輸出入一般貨物 6BW65

門司税関 本関 カネミ倉庫(株)
東港

1290801000821 福岡県北九州市小倉北区東港１丁
目６番１号

輸出入一般貨物 6BW80

門司税関 本関 (有)神垣商店 2290802009910 福岡県北九州市門司区東本町１丁
目２番９号、５番１８号

輸出入一般貨物及び
船用品

6AW11

門司税関 本関 (株)上組
日明

6140001006951 福岡県北九州市小倉北区西港町１
０３番４の内

輸出入一般貨物 6BW51 届出蔵置場

門司税関 本関 (株)上組
門司支店新浜

6140001006951 福岡県北九州市門司区東港町４番 輸出入一般貨物 6AW08 届出蔵置場

門司税関 本関 共栄商事(株)
日明

1030001020175 福岡県北九州市小倉北区西港町１
１１番地の２

輸入一般貨物（塩（無
税のものに限る）

6BW75

門司税関 本関 草野倉庫(株)
葛葉

4010001042656 福岡県北九州市門司区片上海岸２
番１号

輸入一般貨物 6AW22

門司税関 本関 草野倉庫(株)
新浜サイロ

4010001042656 福岡県北九州市門司区東港町６５
番

輸入一般貨物 6AW20

門司税関 本関 草野倉庫(株)
西海岸

4010001042656 福岡県北九州市門司区西海岸３丁
目２番２１号

輸出入一般貨物 6AW72

門司税関 本関 クラレイ(株)
西港物流センター

5290801001246 福岡県北九州市小倉北区西港町８
６－１２

輸出入冷凍冷蔵貨物 6BW34

門司税関 本関 グリーンシッピング(株)
北九州空港

1250001005360 福岡県北九州市小倉南区空港北町
６番

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物、機用
品、仮陸揚貨物、携帯
品及び託送品

6AWA1

保税蔵置場



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 本関 （有）ケイ・エス・マリタイ
ム
新門司ターミナル

9290002035866 福岡県北九州市門司区新門司北１
丁目１６番１

輸出入一般貨物 6AWA2

門司税関 本関 SUN　AUTO(株)
第１

6290801006574 福岡県北九州市門司区新門司北１
丁目１１番３

輸出一般貨物 6AW83

門司税関 本関 SUN　AUTO(株)
第２

6290801006574 福岡県北九州市門司区新門司北２
丁目５番５及び７

輸出一般貨物 6AW84

門司税関 本関 山九(株)
日明

7290801005328 福岡県北九州市小倉北区西港町１
１５番地の２、１１６番地の１､１１６番
地の２、１１７番地の２

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

6BW57
6BW85

門司税関 本関 山九(株)
日明３号

7290801005328 福岡県北九州市小倉北区西港町３
４番地

輸出入一般貨物 6BW35

門司税関 本関 山九(株)
日明鉄鋼埠頭倉庫

7290801005328 福岡県北九州市小倉北区西港町１
２０番地の２

輸出入一般貨物 6BW86
6BW87

門司税関 本関 （株）ジェネック
新門司物流センター

1290801005242 福岡県北九州市門司区新門司北３
丁目１番１号

輸出入一般貨物 6AW99

門司税関 本関 (株)シーゲートコーポレー
ション
門司物流センター

3240001007769 福岡県北九州市門司区新門司北１
丁目５番６、１４

輸出入一般貨物 6AW46

門司税関 本関 下関海陸運送(株)
北九州支店
新門司

9250001005650 福岡県北九州市門司区新門司北１
丁目１１番５号

輸出入一般貨物 6AW57

門司税関 本関 ジャパンファインプロダク
ツ(株)北九州工場

3020001079566 福岡県北九州市小倉北区東港２丁
目３番１号

輸出入一般貨物
輸出入危険貨物

6BW91

門司税関 本関 日本製鉄（株）
八幡製鉄所小倉地区

3010001008848 福岡県北九州市小倉北区許斐町１
番地

輸出入一般貨物 6BWB5

門司税関 本関 (株)ＳＫＹ　ＤＵＴＹ　ＦＲＥ
Ｅ
北九州空港旅客ターミナ
ルビル

3290801006924 福岡県北九州市小倉南区空港北町
６番

保税売店において販
売する物品、輸出入一
般貨物、携帯品及び託
送品

6BW82

門司税関 本関 大和倉庫運輸(株)
本社倉庫

5290801005494 福岡県北九州市門司区新門司北１
丁目５番１１、６番地の９

輸出入一般貨物 6AW80

門司税関 本関 (株)辰巳商会
関門営業所新門司

2120001029347 福岡県北九州市門司区新門司北１
丁目６番２号

輸出入一般貨物 6AW61

門司税関 本関 鶴丸海運(株)
小倉営業所７号

8290801011886 福岡県北九州市小倉北区西港町１
１２番１号

輸出入一般貨物 6BW42

門司税関 本関 鶴丸海運(株)
小倉営業所東２号

8290801011886 福岡県北九州市小倉北区西港町地
先

輸入一般貨物 6BW15



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 本関 東邦自動車（有） 5290802000065 福岡県北九州市門司区大字白野江
字峠１５１３番地の１

輸出入一般貨物 6AW96

門司税関 本関 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス九州
小倉物流センター

6290001007588 福岡県北九州市小倉北区西港町９
４番地１９

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6BW10

門司税関 本関 日水物流(株)
小倉物流センター

2010401068740 福岡県北九州市小倉北区西港町９
１番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 6BW25

門司税関 本関 日鉄物流八幡（株）
日明倉庫

8290801009352 福岡県北九州市小倉北区西港町９
４番地２４地先

輸出一般貨物 6BWB2

門司税関 本関 日鉄物流八幡（株）
新門司倉庫

8290801009352 福岡県北九州市門司区新門司北１
丁目２番地７

輸出入一般貨物 6AW40

門司税関 本関 ＪＸ金属商事(株)
新門司

5010001106600 福岡県北九州市門司区新門司１丁
目１０番地の５

輸出入一般貨物 6AW64

門司税関 本関 日本トランスシティ(株)
北九州

9190001015895 福岡県北九州市門司区新門司１丁
目６番地１、１丁目６番３、１丁目６番
１１

一般貨物 6AW45 届出蔵置場

門司税関 本関 パンジャパン貿易(株)
本社赤坂

9290801003081 福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸
６番７号

輸出入一般貨物 6BW13

門司税関 本関 福岡トランス(株)
アジアトランス倉庫

4290801005677 福岡県北九州市門司区大字恒見字
打木原１３７６番地

輸出入一般貨物 6AW85

門司税関 本関 福岡トランス(株)
屋外ヤード

4290801005677 福岡県北九州市門司区新門司３丁
目５１番地、３丁目６７番地４６

輸出入一般貨物 6AW94

門司税関 本関 富士貿易(株)
門司倉庫

9020001028682 福岡県北九州市門司区松原２丁目
９番１４号

船用品 6AW25

門司税関 本関 ボングルメ(株) 8290801003446 福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸
５番１７号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6BW07

門司税関 本関 三井倉庫九州(株)
門司港

2290001021279 福岡県北九州市門司区東港町６７
番地

輸出入一般貨物 6AW03 届出蔵置場

門司税関 本関 (株)明治屋
門司

6020001029171 福岡県北九州市門司区港町６番２
号

輸出入一般貨物及び
船用品

6AW81

門司税関 本関 明糖倉庫(株)
九州支店小倉

4010001058735 福岡県北九州市小倉北区西港町９
２－６

輸出入一般貨物 6BW17

門司税関 本関 明糖倉庫(株)
九州支店門司

4010001058735 福岡県北九州市門司区大里元町３
９３６番４号、４番４６号

輸出入一般貨物 6AW77

門司税関 本関 門司港運(株)
埠頭倉庫

1290801005746 福岡県北九州市門司区東港町５番 輸入一般貨物 6AW36



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 本関 門司港サイロ(株) 6290801017407 福岡県北九州市門司区西海岸２丁
目２０番地

輸入一般貨物 6AW95

門司税関 本関 門司飼料(株)
サイロ

6290801005766 福岡県北九州市門司区小森江１丁
目３番１号

輸入一般貨物 6AW70

門司税関 本関 門司冷凍製氷(株) 9290801005747 福岡県北九州市門司区大里本町２
丁目１１番３号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6AW15

門司税関 本関 門司冷凍製氷(株)
市場工場

9290801005747 福岡県北九州市小倉北区西港町９
４番地９

輸出入冷凍冷蔵貨物 6BW01

門司税関 本関 門司冷凍製氷(株)
葛葉埠頭工場

9290801005747 福岡県北九州市門司区西海岸３丁
目３番５７号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6AW29

門司税関 本関 門菱港運(株)
新港

1290801005770 福岡県北九州市門司区西海岸２丁
目５番７３号、７３号の２

一般貨物 6AW78 届出蔵置場

門司税関 本関 山田港運倉庫(株)
日明２１号

1290801003790 福岡県北九州市小倉北区西港町１
２５番４号、１０号

輸出一般貨物（コーク
ス）

6BW67

門司税関 本関 山田港運倉庫(株)
日明８号

1290801003790 福岡県北九州市小倉北区西港町１
１４番２号

輸出入一般貨物 6BW66

門司税関 本関 山田港運倉庫(株)
日明東２号

1290801003790 福岡県北九州市小倉北区西港町地
先

輸出入一般貨物 6BW78

門司税関 本関 ランズメタル1号 9290801017164 福岡県北九州市小倉北区末広２丁
目２番２号

輸出一般貨物 6BW90

門司税関 本関 (株)ワキノアートファクト
リー
呼野火薬庫

6290801004009 福岡県北九州市小倉南区大字呼野
６０１番の１２

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

6BW88

門司税関 田野浦出張所 東海運(株)
九州事業部太刀浦危険
品倉庫

4010001035123 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
１１番の１

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物並び
に船用品、機用品、仮
陸揚貨物

6CW15 届出蔵置場

門司税関 田野浦出張所 東海運(株)
九州事業部太刀浦倉庫

4010001035123 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
６１

輸出入一般貨物及び
船用品、機用品並びに
仮陸揚貨物

6CW33 届出蔵置場

門司税関 田野浦出張所 Ｉ．Ｅ．Ｃ
太刀浦

8010401003337 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
６４番２号

一般貨物 6CW08 届出蔵置場

門司税関 田野浦出張所 Ｉ．Ｅ．Ｃ
太刀浦第２

8010401003337 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
６７番５号

一般貨物 6CW30 届出蔵置場

門司税関 田野浦出張所 (株)上組
門司支店太刀浦

6140001006951 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
６７－６

輸出入一般貨物 6CW43 届出蔵置場



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 田野浦出張所 (株)上組
門司支店田野浦バナナ
センター

6140001006951 福岡県北九州市門司区田野浦海岸
１番地先埋立地１番４号及び１０１番
地

輸出入一般貨物 6CW02

門司税関 田野浦出張所 キャリムエンジニアリング
(株)門司

9010601023150 福岡県北九州市門司区田野浦海岸
９番地２

輸出入一般貨物 6CW54

門司税関 田野浦出張所 九州紙運輸(株)
太刀浦

9290801000731 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
６７番３号

輸出入一般貨物 6CW42

門司税関 田野浦出張所 グリーンシッピング(株)
太刀浦倉庫

1250001005360 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
６０番５号

輸出入一般貨物、船用
品、機用品及び仮陸揚
貨物

6CW45

門司税関 田野浦出張所 ＫＣＳ北九州海底線保管
所

2120001029347 福岡県北九州市門司区田野浦海岸
１５番２

輸出入一般貨物 6CW49

門司税関 田野浦出張所 山九(株)
太刀浦

7290801005328 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
６６番、６６番２

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

6CW20

門司税関 田野浦出張所 (株)ジェネック
太刀浦

1290801005242 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
２２－１、２２－２

輸出入一般貨物 6CW31 届出蔵置場

門司税関 田野浦出張所 (株)ジェネック
太刀浦２号

1290801005242 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
１２－２

輸出入一般貨物 6CW13

門司税関 田野浦出張所 (株)ジェネック
太刀浦５号

1290801005242 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
２２－１、２２－２

輸出入一般貨物 6CW62

門司税関 田野浦出張所 ジャム・ハウス（ＪＡＭ　Ｈ
ＯＵＳＥ）

7290001008123 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
６０－６

輸出入一般貨物 6CW10

門司税関 田野浦出張所 セントラル・タンクターミナ
ル(株)
門司事業所

7010001032976 福岡県北九州市門司区瀬戸町２番
１号

輸出入危険貨物 6CW55

門司税関 田野浦出張所 鶴丸海運(株)
危険物倉庫

8290801011886 福岡県北九州市門司区田野浦海岸
１７番1号

輸出入危険貨物（消防
法該当物品）輸出入一
般貨物及び船用品

6CW52

門司税関 田野浦出張所 鶴丸海運(株)
太刀浦

8290801011886 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
６４番５

輸出入一般貨物及び
船用品

6CW19

門司税関 田野浦出張所 日鉄物流八幡(株)
太刀浦

8290801009352 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
６０番１

輸出入一般貨物 6CW60

門司税関 田野浦出張所 日本通運(株)
門司海運支店太刀浦

4010401022860 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
２１－２

輸出入一般貨物 6CW23 届出蔵置場

門司税関 田野浦出張所 日本通運(株)
門司海運支店太刀浦ＳＰ

4010401022860 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
６６－３

輸出入一般貨物及び
輸出危険貨物

6CW59



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 田野浦出張所 マルイ運輸(株)
九州営業所九州物流セ
ンター

8340001011830 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
６６番４

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6CW57

門司税関 田野浦出張所 丸紅エネックス(株)
門司ターミナル

5040001007201 福岡県北九州市門司区瀬戸町１番
地

輸入危険貨物 6CW05

門司税関 田野浦出張所 三井倉庫九州(株)
太刀浦

2290001021279 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
１２番地の１

輸出入一般貨物 6CW16 届出蔵置場

門司税関 田野浦出張所 三井倉庫九州(株)
太刀浦ＣＦＳ

2290001021279 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
２２番地の５

輸出入一般貨物及び
船用品

6CW27

門司税関 田野浦出張所 みらい飼料(株)
門司

5010601047814 福岡県北九州市門司区田野浦海岸
１５番８６号

輸入一般貨物 6CW61

門司税関 田野浦出張所 門司港運(株)
太刀浦

1290801005746 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
６０番３

輸出入一般貨物 6CW12 届出蔵置場

門司税関 田野浦出張所 門司港運(株)
太刀浦サービスセンター

1290801005746 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
２２－３

輸出入一般貨物 6CW32 届出蔵置場

門司税関 田野浦出張所 門司港運(株)
太刀浦第２サービスセン
ター

1290801005746 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
６６

輸出入一般貨物 6CW22 届出蔵置場

門司税関 田野浦出張所 門菱港運(株)
太刀浦第１

1290801005770 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
２０－８、２２－４

一般貨物 6CW51 届出蔵置場

門司税関 田野浦出張所 門菱港運(株)
太刀浦第２

1290801005770 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸
６６番

一般貨物 6CW17 届出蔵置場

門司税関 福岡外郵出張
所

日本郵便(株)
新福岡郵便局

1010001112577 福岡県福岡市東区蒲田４丁目１３番
７０号

輸出入郵便物 6UW01

門司税関 苅田出張所 苅田港海陸運送(株)
南港

6290801015377 福岡県京都郡苅田町新浜町８番１１
号

輸出入一般貨物 6DW16

門司税関 苅田出張所 山九(株)
苅田物流倉庫

7290801005328 福岡県京都郡苅田町長浜町３２ 輸出入一般貨物 6DW02

門司税関 苅田出張所 (株)バンテック
白石ＬＣ

6020001046191 福岡県京都郡苅田町大字与原２２２
０番地５

輸出入一般貨物 6DW22

門司税関 苅田出張所 福岡トランス(株)
苅田物流センター

4290801005677 福岡県京都郡苅田町鳥越町１番１３
号

輸出入一般貨物 6DW23

門司税関 苅田出張所 ＰＯＳＣＯ Ｊａｐａｎ ＰＣ(株)
苅田

6180301008470 福岡県京都郡苅田町新浜町９番２４ 輸出入一般貨物 6DW25

門司税関 苅田出張所 三菱マテリアル(株)
九州工場

6010001023786 福岡県京都郡苅田町鳥越町２番地
及び３番地

輸入危険貨物（石炭、
オイルコークス）

6DW01

門司税関 苅田出張所 (株)ロジコム
北九州営業所

4240001016199 福岡県京都郡苅田町幸町７番地１３
５

輸出入一般貨物 6DW17



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 下関税関支署 (株)エンデバー
扇町冷蔵工場

2290001003285 山口県下関市長府扇町３番６５号 輸入冷凍冷蔵貨物 6NW60

門司税関 下関税関支署 関光汽船(株)
第１突堤

2250001005236 山口県下関市東大和町１丁目６番
10号

輸出入一般貨物 6NW79

門司税関 下関税関支署 関光汽船(株)
細江

2250001005236 山口県下関市細江新町１番１４号
山口県下関市竹崎町４丁目６番８号

輸出入一般貨物及び
船用品

6NW19

門司税関 下関税関支署 関光汽船(株)
細江第２

2250001005236 山口県下関市東大和町１丁目１０番
６０号

輸出入一般貨物 6NW66

門司税関 下関税関支署 関釜フェリー(株) 8250001005255 山口県下関市東大和町１丁目１０番
５０号

船用品及び保税売店
において販売する貨物

6NW01

門司税関 下関税関支署 (株)神戸製鋼所
長府製造所

6140001005714 山口県下関市長府港町１４番１号 輸出入一般貨物 6NW59

門司税関 下関税関支署 コベルコ鋼管(株) 8250001005627 山口県下関市長府港町１３番１号 輸出入一般貨物 6NW23

門司税関 下関税関支署 (株)シーサット 6250001006619 山口県下関市豊浦町大字川棚３９７
９番地の１

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6NW30

門司税関 下関税関支署 下関海陸運送(株)
物流部
下関物流センター

9250001005650 山口県下関市東大和町２丁目２９番
８号、１４号

輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

6NW68

門司税関 下関税関支署 下関活魚介類輸入事業
協同組合

4250005003317 山口県下関市彦島西山町４丁目４４
１６番地、５丁目３３番地先、５丁目１
３番、４丁目１１番５

輸出入一般貨物 6NW47

門司税関 下関税関支署 下関唐戸魚市場(株)
南風泊新市場

5250001005662 山口県下関市彦島西山町５丁目１２
番、３３番地先

輸出入一般貨物 6NW56

門司税関 下関税関支署 下関倉庫(株) 2250001005665 山口県下関市岬之町２２番１、２６番 一般貨物及び冷蔵貨
物

6NW24 届出蔵置場

門司税関 下関税関支署 下関中央魚市場(株)
南風泊冷蔵工場

1250001005699 山口県下関市彦島西山町４丁目１２
番６号

輸出入冷凍冷蔵貨物 6NW61

門司税関 下関税関支署 大東タンクターミナル(株)
六連油槽所

8020001017959 山口県下関市六連島字郷ノ浦 輸出入危険貨物 6NW03

門司税関 下関税関支署 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス九州
下関埠頭物流センター

6290001007588 山口県下関市細江新町３番２０号 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

6NW20

門司税関 下関税関支署 日新運輸工業(株)
港町倉庫

3250001006035 山口県下関市長府港町１１番２１
号、１５号

輸出入一般貨物 6NW65 届出蔵置場

門司税関 下関税関支署 日本通運(株)
下関海運支店国際第１
号

4010401022860 山口県下関市東大和町１丁目８番２
０号

輸出入一般貨物 6NW33



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 下関税関支署 日本通運(株)
下関海運支店長府

4010401022860 山口県下関市長府扇町１１番５号、
１４番１号及び１１番２号

輸出入一般貨物 6NW52

門司税関 下関税関支署 林兼冷蔵(株)
第一冷凍工場

6250001006180 山口県下関市細江新町３番３０号 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6NW54 届出蔵置場

門司税関 下関税関支署 林兼冷蔵(株)
第２冷凍工場

6250001006180 山口県下関市大和町２丁目６番１号 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6NW27 届出蔵置場

門司税関 下関税関支署 冨士物産(株)
第二冷蔵庫

5250001006264 山口県下関市長府扇町３番８７号 輸入冷凍冷蔵貨物 6NW35

門司税関 下関税関支署 前田海産(株)
冷蔵庫(第二物流セン
ター)

6250001006338 山口県下関市彦島西山町５丁目１
番１号

輸出入冷凍冷蔵貨物 6NW62

門司税関 下関税関支署 (株)松岡
下関物流センター

7250001006345 山口県下関市東大和町１丁目８番３
０号、１０番１２号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6NW13

門司税関 下関税関支署 (株)松岡
下関第３物流センター

7250001006345 山口県下関市東大和町２丁目１４番
１号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6NW45

門司税関 下関税関支署 (株)松岡
下関第５物流センター

7250001006345 山口県下関市東大和町２丁目１９番
３３号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6NW57

門司税関 下関税関支署 マルウオ冷凍冷蔵(株) 1250001006367 山口県下関市彦島西山町４丁目１４
番４７号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6NW29

門司税関 下関税関支署 マル幸商事(株) 1250001006375 山口県下関市彦島西山町４丁目４４
３０－９

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6NW77

門司税関 下関税関支署 (株)マルハニチロ物流
下関

5010001080515 山口県下関市東大和町２丁目１７番
３３号

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

6NW12

門司税関 下関税関支署 門司港運(株)
下関

1290801005746 山口県下関市細江新町４番１号 輸出入一般貨物 6NW49 届出蔵置場

門司税関 下関税関支署 門菱港運(株)
下関

1290801005770 山口県下関市東大和町２丁目１８番
３５号

一般貨物 6NW71 届出蔵置場

門司税関 下関税関支署 山口県漁業協同組合
南風泊冷凍冷蔵工場

4250005004158 山口県下関市彦島西山町５丁目３
番

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6NW75

門司税関 下関税関支署
宇部出張所

宇部魚菜埠頭中央冷蔵
(株)

3250001002991 山口県宇部市港町２丁目２０７４の２
番地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

6LW29

門司税関 下関税関支署
宇部出張所

宇部興産(株) 2250001002992 山口県宇部市大字小串１９７８番地
の９６

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

6LW08

門司税関 下関税関支署
宇部出張所

宇部興産(株)
沖の山

2250001002992 山口県宇部市大字小串字沖の山１
９８９－１

輸出入一般貨物（石
炭、オイルコークス）

6LW04



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 下関税関支署
宇部出張所

宇部興産海運(株)
芝中西ＣＹ

2250001003074 山口県宇部市大字沖宇部字沖の山
５２７２－８、９、１０番地

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、輸出入冷
凍冷蔵貨物及び船用
品

6LW22

門司税関 下関税関支署
宇部出張所

宇部興産海運(株)
芝中西ふ頭

2250001003074 山口県宇部市大字沖宇部字沖の山
５２７２番８

輸出入一般貨物 6LW25

門司税関 下関税関支署
宇部出張所

宇部興産機械(株) 1250001003050 山口県宇部市大字小串字沖の山１
９８０番地

輸出入一般貨物 6LW23

門司税関 下関税関支署
宇部出張所

(株)宇部スチール 4250001003064 山口県宇部市大字小串沖の山１９７
８番地の１９

輸出入一般貨物 6LW07

門司税関 下関税関支署
宇部出張所

宇部マテリアルズ(株) 9250001002978 山口県宇部市大字小串１９８５番地
及び１９９２番地

輸出入一般貨物 6LW05

門司税関 下関税関支署
宇部出張所

セントラル硝子(株)
宇部工場

4250001003329 山口県宇部市大字沖宇部５２５３番
地

輸出入一般貨物 6LW10

門司税関 下関税関支署
宇部出張所

太陽石油(株)
山口事業所

4010001021635 山口県宇部市大字西沖の山字西沖
１３番地３

輸出一般貨物及び輸
入危険貨物

6LW26

門司税関 下関税関支署
宇部出張所

日本通運(株)
宇部支店芝中西CY

4010401022860 山口県宇部市大字沖宇部字沖の山
５２７２－８、９、１０番地

輸出入一般貨物 6LW28

門司税関 下関税関支署
宇部出張所

日本通運(株)
宇部支店明神倉庫

4010401022860 山口県宇部市明神町１丁目９番６号 輸出入一般貨物 6LW15

門司税関 下関税関支署
宇部出張所

明和化成(株)
(吉南運輸(株)倉庫）

1250001003645 山口県宇部市大字善和字下石ヶ谷
４５９

輸出入一般貨物 6LW30

門司税関 下関税関支署
宇部出張所

山口宇部空港ビル(株)免
税店

8250001003688 山口県宇部市大字沖宇部字八王子
６２５番地の１７

保税売店において販
売する物品

6LW31

門司税関 下関税関支署
宇部出張所

テクノＵＭＧ(株)
宇部工場

2010401083186 山口県宇部市大字沖宇部字沖の山
５２５の１４

輸出一般貨物及び輸
入危険貨物

6LW14

門司税関 下関税関支署
宇部出張所

臨海興業(株)
本社

8250001003721 山口県宇部市港町１丁目１５番地
２、３、１８、２０

輸出入冷凍冷蔵貨物 6LW11

門司税関 徳山税関支署 出光興産(株)
徳山事業所

9010001011318 山口県周南市新宮町１番１号
山口県周南市宮前町１番１号

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

6GW21

門司税関 徳山税関支署 出光興産(株)
徳山事業所大浦

9010001011318 山口県周南市大字栗屋大浦１の１ 輸出入危険貨物 6GW01

門司税関 徳山税関支署 (株)上組
徳山

6140001006951 山口県周南市鼓海２丁目１１８番４７
号、５６号

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

6GW09 届出蔵置場

門司税関 徳山税関支署 山九(株)
下松

7290801005328 山口県下松市生野屋南２丁目１番１
号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

6IW02

門司税関 徳山税関支署 山九(株)
下松港

7290801005328 山口県下松市末武下西沖 輸出入一般貨物 6IW11



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 徳山税関支署 山九(株)
周南

7290801005328 山口県周南市大字久米字高月８５０
番地

輸出入一般貨物 6GW05

門司税関 徳山税関支署 山九(株)
徳山物流センター

7290801005328 山口県周南市鼓海２丁目１１８－５１ 輸出入一般貨物 6GW10

門司税関 徳山税関支署 山九(株)
葉山物流センター

7290801005328 山口県下松市葉山１丁目８１９番地
１２

輸出入一般貨物 6GW55

門司税関 徳山税関支署 JXTGエネルギー(株)
下松事業所

4010001133876 山口県下松市東海岸通り１番地 輸入危険貨物（石炭） 6IW16

門司税関 徳山税関支署 (株)新笠戸ドック 5250001009531 山口県下松市大字笠戸島２９番地１
２０

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、船用品、
仮陸揚貨物

6IW15

門司税関 徳山税関支署 日本製鉄(株)
大分製鉄所光鋼管工場

3010001008848 山口県光市大字島田３４３４ 輸出入一般貨物 6JW05

門司税関 徳山税関支署 帝人物流(株)
徳山

8120001084691 山口県周南市大字久米字弥平１１２
８番地

輸出入一般貨物 6GW07

門司税関 徳山税関支署 東ソー(株) 5250001010002 山口県周南市臨海町４番、
山口県周南市開成町４５５５番　１、
３、４、１２、１３、１５、２０、２５、３７、
３８、４０、４２、４６、５５
山口県周南市開成町４５３０番地

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

6GW08

門司税関 徳山税関支署 東ソー・ファインケム(株)
第３工場

1250001010006 山口県周南市開成町４９８８番地 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

6GW15

門司税関 徳山税関支署 東ソー物流(株) 9250001010007 山口県周南市開成町４５５５番地２２ 一般貨物 6GW32 届出蔵置場

門司税関 徳山税関支署 東ソー物流(株)
新南陽埠頭

9250001010007 山口県周南市臨海町３番 一般貨物 6GW54 届出蔵置場

門司税関 徳山税関支署 東ソー物流(株)
東

9250001010007 山口県周南市開成町４６２０番１ 一般貨物 6GW60 届出蔵置場

門司税関 徳山税関支署 東ソー物流(株)
りんかい第２物流倉庫

9250001010007 山口県周南市臨海町６番 化学工業生産品 6GW58 届出蔵置場

門司税関 徳山税関支署 東ソー物流(株)
りんかい物流倉庫

9250001010007 山口県周南市臨海町２番２ 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

6GW44

門司税関 徳山税関支署 東洋鋼鈑(株)
下松事業所

6010001008754 山口県下松市大字東豊井１３０２番
地の１

輸出入一般貨物 6IW05

門司税関 徳山税関支署 (株)トクヤマ 1250001009080 山口県周南市御影町１番１号 輸出入一般貨物 6GW02

門司税関 徳山税関支署 徳山海陸運送(株)
ハーバープラザ

4250001009061 山口県周南市徳山港町８４７５番１
８、８４７５番２２

輸出入一般貨物 6GW46



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 徳山税関支署 徳山海陸運送(株)
晴海町

4250001009061 山口県周南市晴海町６番１７、６番２
２

輸出入一般貨物 6GW16

門司税関 徳山税関支署 (株)トクヤマ
東工場

1250001009080 山口県周南市晴海町１番１号 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

6GW11

門司税関 徳山税関支署 (株)トクヤマロジスティク
ス
第一岐陽倉庫

3250001008758 山口県周南市晴海町７番２２号 輸出入一般貨物 6GW50

門司税関 徳山税関支署 (株)トクヤマロジスティク
ス
第二岐陽倉庫

3250001008758 山口県周南市晴海町７番３８号 輸出入一般貨物 6GW24

門司税関 徳山税関支署 (株)トクヤマロジスティク
ス
晴海倉庫

3250001008758 山口県周南市晴海町６番１０号 輸出一般貨物 6GW53

門司税関 徳山税関支署 徳機(株) 7250001010017 山口県周南市港町１１番１号 輸出入一般貨物 6GW42

門司税関 徳山税関支署 日本化学工業(株)
徳山工場１号

3010601005559 山口県周南市晴海町１丁目２番地 輸出一般貨物及び輸
出危険貨物

6GW23

門司税関 徳山税関支署 日本ゼオン(株)
徳山工場

9010001008834 山口県周南市那智町２番１号 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

6GW14

門司税関 徳山税関支署 日本通運(株)
周南支店

4010401022860 山口県周南市野村３丁目１４番２号 輸出入一般貨物 6GW39 届出蔵置場

門司税関 徳山税関支署 (株)日立製作所
笠戸事業所

7010001008844 山口県下松市大字東豊井７９４番地 輸出入一般貨物 6IW03

門司税関 徳山税関支署 (株)日立製作所
下松第２埠頭

7010001008844 山口県下松市大字末武下字西市沖
６８０－３０

輸出入一般貨物 6GW61

門司税関 徳山税関支署 保土谷ロジスティックス
(株)
南陽営業所

5010401070850 山口県周南市福川南町１番１号 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

6GW47

門司税関 徳山税関支署 (株)山崎金属商会 4250001010358 山口県光市島田６丁目１番８号 輸出一般貨物 6JW04

門司税関 徳山税関支署
防府出張所

協和発酵バイオ(株)
山口事業所

9010001120399 山口県防府市協和町１番１号 輸出入一般貨物 6HW01

門司税関 徳山税関支署
防府出張所

山九(株)
中関港

7290801005328 山口県防府市大字浜方字大浜一ノ
枡４１５－２８

輸出入一般貨物 6HW16

門司税関 徳山税関支署
防府出張所

中村被服(株) 6250001002122 山口県防府市大字浜方字中浜２７２
番２５

輸出入一般貨物 6HW25



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 徳山税関支署
防府出張所

日本通運(株)
防府支店中関地区２号

4010401022860 山口県防府市大字浜方字大浜一の
桝４１５－２６、４１５－２８、４１５－３
２

輸出入一般貨物 6HW13

門司税関 徳山税関支署
防府出張所

バイエルクロップサイエン
ス(株)
防府工場

3010001091786 山口県防府市新田築地２０６１ 輸入一般貨物及び輸
入危険貨物

6HW04

門司税関 徳山税関支署
防府出張所

防府通運(株)
本社

5250001002230 山口県防府市大字浜方１１４番地２ 輸出入一般貨物 6HW21

門司税関 徳山税関支署
防府出張所

防府通運(株)
中村倉庫

5250001002230 山口県防府市大字浜方字古浜９５
－１

輸出入一般貨物 6HW30

門司税関 徳山税関支署
防府出張所

マツダ(株)
防府工場中関地区

3240001036223 山口県防府市大字浜方字大浜２ノ
枡４７３－１３

輸出一般貨物（自動車
（無税のものに限る。）

6HW12

門司税関 徳山税関支署
防府出張所

マツダロジスティクス（株）
三の桝物流センター

5240001011216 山口県防府市大字浜方字大浜三ノ
枡５３４番１２

輸出入一般貨物 6HW26

門司税関 徳山税関支署
防府出張所

マツダロジスティクス（株）
防府中関

5240001011216 山口県防府市大字浜方字大浜一ノ
枡４１５番２、２２、２４、４７３番２３

輸出入一般貨物 6HW07

門司税関 徳山税関支署
防府出張所

マツダロジスティクス(株)
防府スチールⅡ

5240001011216 山口県防府市浜方３５１番地の１２ 輸出入一般貨物 6HW29 届出蔵置場

門司税関 徳山税関支署
防府出張所

(株)ロジコム
山口営業所

4240001016199 山口県防府市大字浜方８９番地の１ 輸出入一般貨物 6HW24

門司税関 徳山税関支署
平生出張所

平生港運(株)
田名埠頭

6250001012658 山口県熊毛郡平生町大字佐賀字阿
多田島４０００－３３及び１２００－５

輸入一般貨物 6KW05

門司税関 徳山税関支署
平生出張所

柳井産業運輸(株) 2250001012595 山口県熊毛郡田布施町大字麻郷字
惣田４００番地５

輸出一般貨物 6KW02

門司税関 岩国税関支署 アルマティス
大和倉庫

5250001012080 山口県岩国市長野１８１５番３ 輸出入一般貨物（酸化
アルミニウム）（無税品
に限る）

6FW21

門司税関 岩国税関支署 山九(株)
岩国支店岩国物流セン
ター

7290801005328 山口県岩国市新港町３丁目１０番１
７号

輸出入一般貨物 6FW07

門司税関 岩国税関支署 山九(株)
岩国支店新港

7290801005328 山口県岩国市新港町３丁目地先 輸出入一般貨物 6FW18

門司税関 岩国税関支署 中国電力(株)
柳井発電所

4240001006753 山口県柳井市柳井字宮本塩浜１５７
８－８

輸入危険貨物（液化天
然ガス）

6FW11



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 岩国税関支署 日本製紙(株)
岩国工場

8011501009422 山口県岩国市飯田町２丁目８番１号 輸出一般貨物（ウッド
パルプ）無税のものに
限る。）

6FW12

門司税関 岩国税関支署 日本通運(株)
岩国支店新港上屋

4010401022860 山口県岩国市新港町３丁目４００１
－４

輸出入一般貨物 6FW04 届出蔵置場

門司税関 岩国税関支署 日本通運(株)
岩国支店新港北

4010401022860 山口県岩国市新港町３丁目４００１
－４

輸出入一般貨物 6FW15 届出蔵置場

門司税関 岩国税関支署 三井化学(株)
岩国大竹工場

4010401052081 山口県玖珂郡和木町和木６丁目１
番２号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

6FW13

門司税関 戸畑税関支署 ㈱片岡商店
黒崎倉庫

8290801009113 福岡県北九州市八幡西区築地町１
７

輸入一般貨物 6RW54

門司税関 戸畑税関支署 ㈱片岡商店
妙見３号

8290801009113 福岡県北九州市八幡西区築地町２
１－３６

輸出入一般貨物 6RW53

門司税関 戸畑税関支署 北九州エル・エヌ・ジー
(株)
戸畑工場

3290801000704 福岡県北九州市戸畑区大字中原字
先の浜４６番１１７

輸入危険貨物（液化天
然ガス）

6RW14

門司税関 戸畑税関支署 黒崎播磨(株)
海外事業部

3290801009910 福岡県北九州市八幡西区東浜町１
番１号

輸出一般貨物 6RW05

門司税関 戸畑税関支署 山九(株)
妙見

7290801005328 福岡県北九州市八幡西区築地町１
８番地、２３番地、２４番地

輸出入一般貨物 6RW24

門司税関 戸畑税関支署 日鉄ステンレス(株)
八幡厚板

9010001084826 福岡県北九州市八幡東区大字前田
字波戸２１０８－１及び洞岡２１４２－
１

輸出入一般貨物 6RW39

門司税関 戸畑税関支署 戸畑港運輸(株)
堺川

5290801002657 福岡県北九州市戸畑区大字中原４
６－７１、４６－１０５、４６－１

輸出入一般貨物 6RW25

門司税関 戸畑税関支署 戸畑港運輸(株)
堺川１号

5290801002657 福岡県北九州市戸畑区大字中原地
先

輸出入一般貨物 6RW28

門司税関 戸畑税関支署 日鉄物流八幡（株）
川代

8290801009352 福岡県北九州市戸畑区川代１丁目
４番２号、１丁目４番３、２丁目８

輸入一般貨物 6RW56

門司税関 戸畑税関支署 日鉄物流八幡（株）
戸畑

8290801009352 福岡県北九州市戸畑区川代２丁目
５番１号

輸入一般貨物 6RW55

門司税関 戸畑税関支署 日鉄物流八幡（株）
戸畑合金鉄センター

8290801009352 福岡県北九州市戸畑区大字中原４
６－８０

輸入一般貨物 6RW57

門司税関 戸畑税関支署 日鉄ロールズ(株)
旧鋳鉄工場第二

9290801004253 福岡県北九州市戸畑区大字中原４
６番地の５９

輸出入一般貨物 6RW48



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 戸畑税関支署 日鉄ロールズ(株)
ロール加工工場

9290801004253 福岡県北九州市戸畑区大字中原４
６番地の５９

輸出一般貨物 6RW42

門司税関 戸畑税関支署 日本鋳鍛鋼(株) 7290801008792 福岡県北九州市戸畑区大字中原先
の浜４６番地５９

輸出一般貨物 6RW15

門司税関 戸畑税関支署 三菱ケミカル(株)
黒崎事業所

6010001146760 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石
１番１号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

6RW59

門司税関 戸畑税関支署 三菱ケミカル物流(株)
黒崎支社

3010401028735 福岡県北九州市八幡西区舟町６番
１

輸出入一般貨物 6RW33

門司税関 戸畑税関支署 (株)リージェンシー・ス
ティール・ジャパン

4290801006733 福岡県北九州市戸畑区大字中原４
６番地の５９

輸出入一般貨物 6RW44

門司税関 戸畑税関支署 (株)リージェンシー・ス
ティール・ジャパン
第二野積場

4290801006733 福岡県北九州市戸畑区大字中原４
６番地の５９

輸出一般貨物 6RW49

門司税関 戸畑税関支署 (株)リージェンシー・ス
ティール・ジャパン
野積場

4290801006733 福岡県北九州市戸畑区大字中原４
６番地の５９

輸出入一般貨物 6RW45

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

(株)エフテックス 7290801012076 福岡県北九州市若松区響町１丁目
８５番地５

輸入一般貨物 6SW37

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

(株)ＯＣＣ
海底システム事業所

6020001041267 福岡県北九州市若松区響町１丁目
１０５番２号

輸出入一般貨物 6SW20

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

(株)片岡商店
若松倉庫

8290801009113 福岡県北九州市若松区響町１丁目
１０５－３１

輸出入一般貨物 6SW49

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

(株)上組
八幡支店ひびき物流セン
ター

6140001006951 福岡県北九州市若松区響町三丁目
８番３号地先

輸出入一般貨物 6SW46

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

（株）五菱
響灘倉庫

4290801013085 福岡県北九州市若松区響町１丁目
１４番

輸出入一般貨物 6SW42

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

山九(株)
安瀬

7290801005328 福岡県北九州市若松区安瀬６４番１
９

輸出入一般貨物 6SW31

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

山九(株)
ひびき

7290801005328 福岡県北九州市若松区響町三丁目
１番２５

輸出入一般貨物 6SW43

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

白島国家石油備蓄基地 2010401052331 福岡県北九州市若松区大字安屋字
白島３６６６番６

原油 6SW27

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

親和スチール(株)
若松第２工場

7290801012233 福岡県北九州市若松区響町１丁目
１０１番３号

輸出一般貨物 6SW33

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

第一港運(株)
響灘

9290801011910 福岡県北九州市若松区響町１丁目
３５

輸出入一般貨物 6SW07



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

大剛貿易(株) 3290801012261 福岡県北九州市若松区南二島４丁
目４番２号

輸出入一般貨物 6SW39

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

常石鉄工(株)
若松スティール工場

7240001037705 福岡県北九州市若松区向洋町４３
番１

輸出入一般貨物 6SW45

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

鶴丸海運(株)
響町３号

8290801011886 福岡県北九州市若松区響町１丁目
２２番地

輸出入一般貨物 6SW14

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

鶴丸海運(株)
響町６号

8290801011886 福岡県北九州市若松区響町１丁目 輸出入一般貨物 6SW25

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

鶴丸海運(株)
響町７号

8290801011886 福岡県北九州市若松区響町１丁目
８５番１号

輸出入一般貨物 6SW16

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

鶴丸海運(株)
ひびき物流センター

8290801011886 福岡県北九州市若松区響町３丁目
１番３５

輸出入一般貨物 6SW44

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

東京製鐵(株)
九州工場

8010001008819 福岡県北九州市若松区南二島３丁
目５番１号

輸出一般貨物 6SW18

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

日本コークス工業(株)
北九州事業所

5010601029770 福岡県北九州市若松区響町１丁目
１６番地、７９番地、９４番地

輸入危険貨物（石炭、
石油コークス）

6SW32

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

日本通運(株)
ひびき海運支店ひびきＳ
Ｐ

4010401022860 福岡県北九州市若松区響町３丁目
１０番地先

輸出危険貨物及び輸
出入一般貨物

6SW41

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

日本通運(株)
門司海運支店ひびき国
際物流センター

4010401022860 福岡県北九州市若松区響町３丁目
１番５

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

6SW36

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

ひびきエル・エヌ・ジー
（株）
ひびきＬＮＧ基地

6290001040102 福岡県北九州市若松区向洋町２０
番１号

輸出入危険貨物（液化
天然ガス）

6SW47

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

不二貿易(株)
若松第二

4290801012112 福岡県北九州市若松区響町１丁目
９０番１

輸出入一般貨物 6SW06

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

不二貿易(株)
若松第３

4290801012112 福岡県北九州市若松区大字安瀬６
４の５８、５９、６３、７５

輸出入一般貨物 6SW04

門司税関 戸畑税関支署
若松出張所

ＰＯＳＣＯ Ｊａｐａｎ ＰＣ(株)
若松

6180301008470 福岡県北九州市若松区響町１丁目
８５番地の７

輸出入一般貨物 6SW48

門司税関 博多税関支署 東海運(株)
九州事業部香椎流通セ
ンター

4010001035123 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁
目２番１６号

輸出入一般貨物及び
船用品、機用品、仮陸
揚貨物

6TWN8

門司税関 博多税関支署 (株)アルサ
新宮

9290001002611 福岡県糟屋郡新宮町大字上府７４５
番１

輸出入一般貨物 6TWY2

門司税関 博多税関支署 (株)アルサ
箱崎

9290001002611 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目
６番１号

輸出入一般貨物 6TWX3



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 博多税関支署 石橋工業(株) 1290001047093 福岡県福岡市中央区那の津５丁目
９番３号

輸入一般貨物 6TW11

門司税関 博多税関支署 出光興産(株)
福岡油槽所

9010001011318 福岡県福岡市中央区荒津１丁目２
番３１号

輸入危険貨物 6TW12

門司税関 博多税関支署 Ｉ．Ｅ．Ｃ
箱崎ふ頭

8010401003337 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
８番２１号

輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

6TWE8 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 Ｉ．Ｅ．Ｃ
福岡支店福岡航空貨物
センター

8010401003337 福岡県福岡市博多区榎田１丁目３
番４０号

輸出入一般貨物及び
船用品

6TWU0

門司税関 博多税関支署 内田運輸(株)
物流センター

3290001038116 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻３６６
番地の１

輸出入一般貨物 6TWE2

門司税関 博多税関支署 (株)エイエイエスケータリ
ング
福岡支店

6120101043995 福岡県福岡市博多区東那珂二丁目
２２番３３号

輸出入一般貨物、機用
品及び仮陸揚貨物

6TWX7
6TWX8

門司税関 博多税関支署 (企)奥田鳩運
箱崎倉庫

3290005003941 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
８番１１号

輸出入一般貨物 6TWＳ0

門司税関 博多税関支署 (企)奥田鳩運
箱崎第２倉庫

3290005003941 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭１丁目
８番１号

輸出入一般貨物 6TWＳ5

門司税関 博多税関支署 ㈱上組
福岡支店アイランドシティ
２号野積場

6140001006951 福岡県福岡市東区みなと香椎１丁
目２５番１

輸出入一般貨物 6TWV3

門司税関 博多税関支署 (株)上組
福岡支店香椎総合物流
センター

6140001006951 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭３丁
目２番１号

輸出入一般貨物 6TWN1

門司税関 博多税関支署 (株)上組
福岡支店片山鉄建倉庫

6140001006951 福岡県福岡市中央区那の津５丁目
９番２１号、２２号

輸出入一般貨物 6TWW7

門司税関 博多税関支署 (株)上組
福岡支店須崎

6140001006951 福岡県福岡市中央区那の津５丁目
１番１号、４番１号、６番２号及び９番
２３号

輸出入一般貨物 6TW07 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 (株)上組
福岡支店須崎第二倉庫

6140001006951 福岡県福岡市中央区那の津５丁目
９番２

輸出入一般貨物 6TW06 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 (株)上組
福岡支店那の津倉庫

6140001006951 福岡県福岡市中央区那の津３丁目
５４番４１

輸出入一般貨物 6TWV4 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 (株)上組
福岡支店箱崎総合物流
センター

6140001006951 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目
３４番２

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

6TWQ3 届出蔵置場



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 博多税関支署 (株)上組
福岡支店箱崎総合物流
センター野積場

6140001006951 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目
３４番２

輸出入一般貨物 6TWX2

門司税関 博多税関支署 (株)上組
福岡支店箱崎ふ頭サイ
ロ

6140001006951 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭１丁目
８番１８号

輸出入一般貨物 6TW08 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 (株)上組
福岡支店箱崎ふ頭倉庫
第５号

6140001006951 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目
２番２５号

輸出入一般貨物 6TWH9

門司税関 博多税関支署 (株)上組
福岡支店箱崎ふ頭冷蔵
倉庫

6140001006951 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
５番１６号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6TWM2 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 (株)上組
福岡支店東浜総合物流
センター

6140001006951 福岡県福岡市博多区千代６丁目７６
－４

輸出入一般貨物 6TW49 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 河合製氷冷蔵(株)
箱崎物流センター

8290001020341 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
９番１号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6TWG8

門司税関 博多税関支署 河合製氷冷蔵(株)
福岡第２物流センター

8290001020342 福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原６３７
番地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

6TWY9

門司税関 博多税関支署 九州商運(株)
埠頭第１倉庫

7290001002877 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目
５番５号

輸出入一般貨物 6TWX1

門司税関 博多税関支署 九州商運(株)
埠頭第２倉庫

7290001002877 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
８番７号

輸出入一般貨物 6TWG0

門司税関 博多税関支署 九州製氷(株)
ＣＳＣ香椎

5290001006946 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁
目２番２４号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6TWM4

門司税関 博多税関支署 九州製氷(株)
ＣＳＣ古賀

5290001006946 福岡県古賀市鹿部３１６番地２５ 輸入冷凍冷蔵貨物 6TWG1

門司税関 博多税関支署 九州製氷(株)
ＣＳＣ箱崎

5290001006946 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
９番１１号
及び福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５
丁目９番１２号

輸出入冷凍冷蔵貨物 6TW52

門司税関 博多税関支署 九州倉庫(株)
東浜２号倉庫

2290001012410 福岡県福岡市東区東浜２丁目１番３
０号、２番３６号

輸出入一般貨物 6TWK8

門司税関 博多税関支署 (株)九州日新
須崎埠頭サイロ

9290001023203 福岡県福岡市中央区那の津５丁目
７番８号

輸出入一般貨物 6TWQ8

門司税関 博多税関支署 (株)九州日新
多の津

9290001023203 福岡県福岡市東区多の津１丁目２０
番１８号

輸出入一般貨物 6TWQ9



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 博多税関支署 (株)九州日新
那の津２丁目

9290001023203 福岡県福岡市中央区那の津２丁目
４番１号

輸出入一般貨物 6TWR2

門司税関 博多税関支署 九冷興産(株) 1290001002981 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
１番２号

輸出入冷凍冷蔵貨物 6TWC4

門司税関 博多税関支署 協和冷蔵(株)
福岡物流センター

6240001015372 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁
目２番２０号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6TWL3

門司税関 博多税関支署 キョクヨー秋津冷蔵(株)
福岡事業所

9120001028813 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
９番７号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6TWL9

門司税関 博多税関支署 クラレイ(株)
福岡物流サービスセン
ター

5290801001246 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁
目１番１３号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6TWL2

門司税関 博多税関支署 玄海サイロ(株)
須崎埠頭

9290001007370 福岡県福岡市中央区那の津５丁目
１番１３号、１０番１号及び９番２７号

輸入一般貨物 6TW14

門司税関 博多税関支署 航空集配サービス(株)福
岡

4040001014421 福岡県福岡市博多区榎田一丁目８
番２０号

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物、船用
品、機用品及び仮陸揚
貨物

6TWY6

門司税関 博多税関支署 航空ネットワーク(株)
本社営業所

4290001003069 福岡県福岡市東区多の津四丁目１
５番２６号

輸出一般貨物 6TWY4

門司税関 博多税関支署 港湾冷蔵(株)
福岡工場

3140001068755 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
９番１４号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6TW69

門司税関 博多税関支署 山九(株)
福岡支店アイランドシティ
物流センター

7290801005328 福岡県福岡市東区みなと香椎２丁
目２５番１６号

輸出入一般貨物 6TWX5 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 山九(株)
福岡支店福岡物流セン
ター

7290801005328 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目
５番９号

輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物及び船用品

6TWH7 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 山九(株)
みなと香椎

7290801005328 福岡県福岡市東区みなと香椎２丁
目２５番１６号

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

6TWW3

門司税関 博多税関支署 (株)シーゲートコーポレー
ション
博多物流センター

3240001007769 福岡県糟屋郡新宮町大字立花口字
山ノ口１０５－３５

輸出入一般貨物 6TWH8

門司税関 博多税関支署 (株)ジェネック
福岡ロジテックセンター

1290801005242 福岡県福岡市東区東浜２丁目８５番
地８、７０番地４、６９番地４

輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物、船用品

6TWP9 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 澁澤倉庫(株)
新宮倉庫

6010601038102 福岡県糟屋郡新宮町下府２丁目９
番２６号

輸出入一般貨物 6TWN4



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 博多税関支署 下関海陸運送(株)
福岡支店
箱崎ふ頭倉庫

9250001005650 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
１番１９号

輸出入一般貨物及び
船用品

6TWT2

門司税関 博多税関支署 ジャパンオイルネットワー
ク(株)
福岡油槽所

9010401034505 福岡県福岡市東区西戸崎３丁目４
番１５号

輸入危険貨物 6TWK4

門司税関 博多税関支署 駿和物流(株)
物流センター

5290001003316 福岡県福岡市東区蒲田２丁目２６番
１６号、２８番３号

輸出入一般貨物 6TWG9

門司税関 博多税関支署 シンコーケミカル・ターミ
ナル(株)
博多事業所

9140001001677 福岡県福岡市中央区荒津２丁目３
番８号

輸入危険貨物 6TWU4

門司税関 博多税関支署 鈴与(株)
福岡物流センター

2080001009460 福岡県福岡市東区みなと香椎三丁
目２８番４号

輸出入一般貨物 6TWY3 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 住友倉庫九州(株)
香椎パークポート営業所

2290001015727 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁
目２番１号

輸出入一般貨物及び
船用品

6TWL8 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 住友倉庫九州(株)
中央埠頭営業所

2290001015727 福岡県福岡市博多区沖浜町５番８０
号

輸出入一般貨物及び
船用品

6TW42 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 センコー(株)
箱崎センター

5120001197793 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目
１番１８号

輸出入一般貨物及び
輸出危険貨物

6TWV2

門司税関 博多税関支署 相互運輸(株)
ICロジスティックセンター

7290001014229 福岡県福岡市東区みなと香椎２丁
目５番６号及び７号

輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物及び船用品

6TWR4

門司税関 博多税関支署 相互運輸(株)
かもめ倉庫

7290001014229 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目
２７

輸出入一般貨物 6TWR6

門司税関 博多税関支署 相互運輸(株)
第１倉庫

7290001014229 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目
１６番９

輸出入一般貨物 6TW86

門司税関 博多税関支署 大陽製粉(株)
サイロ

2290001008524 福岡県福岡市中央区那の津４丁目
２番２２号

輸入一般貨物 6TWT1

門司税関 博多税関支署 高千穂(株)
福岡物流センター

1290001038373 福岡県糟屋郡宇美町大字宇美３３５
１番地の３

輸入一般貨物 6TWK9

門司税関 博多税関支署 千代田運輸(株)
福岡営業所

5250001002098 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
５番１号

輸入一般貨物 6TWP5

門司税関 博多税関支署 (株)辻野
福岡物流センター

8040001062326 福岡県福岡市東区東浜２丁目８番９
１号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6TWL1

門司税関 博多税関支署 鶴丸海運(株)
福岡

8290801011886 福岡県福岡市東区原田４丁目３２番
４０号

輸出入一般貨物及び
船用品

6TWH0

門司税関 博多税関支署 ティーエスオイルターミナ
ル(株)
福岡油槽所

2120001084805 福岡県福岡市東区東浜２丁目９番１
１８号

輸出入危険貨物 6TWM3



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 博多税関支署 東洋港運(株)
箱崎ふ頭

9290001003584 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭１丁目
３番１８号、１７番１号

輸出入一般貨物 6TWB1

門司税関 博多税関支署 東洋水産(株)
九州事業部福岡工場冷
蔵庫

2010401020321 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目
１０番１５号

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

6TW72

門司税関 博多税関支署 東洋水産(株)
九州事業部福岡アイラン
ドシティ物流センター

2010401020321 福岡県福岡市東区みなと香椎２丁
目２５番１７号

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

6TWX4

門司税関 博多税関支署 東洋埠頭(株)
博多支店中央埠頭１号

7010001034865 福岡県福岡市博多区沖浜町５番３３
号

輸出入一般貨物 6TW43

門司税関 博多税関支署 東洋埠頭(株)
博多支店須崎ふ頭西２
号・３号

7010001034865 福岡県福岡市中央区那の津５丁目
１６、１７、４番７号

輸出入一般貨物 6TWW6

門司税関 博多税関支署 東洋冷蔵(株)
福岡支店

3010601030301 福岡県福岡市東区松島４丁目９番３
４号

輸出入冷凍冷蔵貨物 6TWD8

門司税関 博多税関支署 トランスパック(株) 8290001018484 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁
目３番１５

輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物及び船用品

6TWR9

門司税関 博多税関支署 (株)ナカノ商会
福岡支店箱崎ふ頭第2物
流センター

1011701014294 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
２番１号

輸出入一般貨物 6TWＶ7

門司税関 博多税関支署 南九貿易物流センター 8340001014131 福岡県福岡市東区みなと香椎三丁目
４番３号

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

6TWY5

門司税関 博多税関支署 西久大運輸倉庫(株)
福岡流通センター支店

8290001003734 福岡県福岡市東区多の津１丁目２０
番１４号

輸入一般貨物 6TWS8

門司税関 博多税関支署 西日本鉄道(株)
福岡

4290001009413 福岡県糟屋郡宇美町大字井野字稲
木３６９番地８

輸出入一般貨物 6TWZ0

門司税関 博多税関支署 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス九州
箱崎埠頭物流センター

6290001007588 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
９番４２号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び
輸出入一般貨物

6TW21

門司税関 博多税関支署 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス九州
福岡東浜物流センター

6290001007588 福岡県福岡市東区東浜２丁目８５－
１９

輸出入冷凍冷蔵貨物
輸出入一般貨物

6TWU6

門司税関 博多税関支署 日清物流(株)
福岡配送センター

1020001037237 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目
１１番３４号

輸出入一般貨物 6TWV6

門司税関 博多税関支署 日水物流(株)
箱崎物流センター

1020001037237 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目
１０番７号

輸出入冷凍貨物及び
輸出入一般貨物

6TW70



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 博多税関支署 日通ＮＥＣロジスティクス
(株)
博多

5020001075142 福岡県福岡市博多区沖浜町５番８０
号

輸出入一般貨物 6TWV5

門司税関 博多税関支署 日本遠洋旋網漁業協同
組合
福岡製氷冷凍工場

7290005002683 福岡県福岡市中央区長浜３丁目１３
番２号

輸出入冷凍冷蔵貨物 6TWC6

門司税関 博多税関支署 日本紙運輸倉庫(株)
箱崎倉庫

8010001061875 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目
１０番１号

輸出入一般貨物 6TWJ1

門司税関 博多税関支署 日本通運(株)
須崎

4010401022860 福岡県福岡市中央区那の津５丁目
９番３２号

輸出入一般貨物 6TWB9

門司税関 博多税関支署 日本通運(株)
中央高度化倉庫

4010401022860 福岡県福岡市博多区沖浜町６番１
号

輸出入一般貨物 6TWD5

門司税関 博多税関支署 日本通運(株)
博多港国際ターミナル

4010401022860 福岡県福岡市博多区沖浜町１４番１
号

輸出入一般貨物 6TWU9

門司税関 博多税関支署 日本通運(株)
箱崎

4010401022860 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭１丁目
８番２２、６番２１

輸出入一般貨物 6TW50

門司税関 博多税関支署 日本通運(株)
箱崎第１物流センター

4010401022860 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目
６番９号

輸出入一般貨物 6TWB3 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 日本通運(株)
福岡航空支店福岡貨物
センター

4010401022860 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目
４番１号

輸出入一般貨物 6TWＴ6 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 日本トランスシティ(株)
福岡

9190001015895 福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原字鹿
田８１９番地１、８１９番地５、８０６番
地２、８２０番地、８２１番地１

一般貨物 6TWK2 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 博多運輸(株)
中央埠頭倉庫

2290001015636 福岡県福岡市博多区沖浜町１１番２
７号

輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

6TW81

門司税関 博多税関支署 博多港運(株)
第９東浜

6290001015640 福岡県福岡市東区東浜２丁目１０番
地

輸出入一般貨物 6TWE4

門司税関 博多税関支署 博多港運(株)
箱崎物流センター

6290001015640 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目
１３番２号

輸出入一般貨物及び
船用品

6TWT9

門司税関 博多税関支署 博多港運
ロジスティクスセンター

6290001015640 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目
１４番１９号

輸出入一般貨物及び
船用品

6TWW2

門司税関 博多税関支署 博多港開発(株)
博多港国際ターミナル

3290001015643 福岡県福岡市博多区沖浜町１４番１
号、２４番２５号

保税売店において販
売する物品

6TWW5

門司税関 博多税関支署 博多港サイロ(株) 7290001009609 福岡県福岡市中央区那の津４丁目
１０番８号

輸出入一般貨物 6TW26

門司税関 博多税関支署 箱崎埠頭(株) 8290001003783 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目
１１番４９号

輸入一般貨物 6TW10



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 博多税関支署 初村第一倉庫(株)
サイロ須崎営業所

5290001015831 福岡県福岡市中央区那の津５丁目
２番２７号

輸入一般貨物 6TW28

門司税関 博多税関支署 (株)ヒューテックノオリン
九州支店

7010601014110 福岡県福岡市東区東浜２丁目８５－
７

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6TWJ4 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 広松久水産(株)
香椎浜

1290001003872 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁
目３番２４号

輸出入冷凍貨物及び
輸出入一般貨物

6TWN5

門司税関 博多税関支署 (株)福岡魚市場 8290001009888 福岡県福岡市中央区長浜３丁目１４
番１

輸出入一般貨物 6TW51

門司税関 博多税関支署 福岡倉庫(株)
那の津３１号

3290001003904 福岡県福岡市中央区那の津３丁目
２番１６号

輸出入一般貨物及び
別送品

6TWY8

門司税関 博多税関支署 福岡倉庫(株)
那の津

3290001003904 福岡県福岡市中央区那の津２丁目
７番１号

輸出入一般貨物 6TW58

門司税関 博多税関支署 福岡倉庫(株)
箱崎

3290001003904 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２丁目
２番３５号

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、船用品及
び仮陸揚貨物

6TW98

門司税関 博多税関支署 福岡倉庫(株)
箱崎ふ頭ロジスティクス
センター

3290001003904 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭４丁目
１４番３１号

輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

6TWT4

門司税関 博多税関支署 福岡倉庫(株)
多の津

3290001003904 福岡県福岡市東区多の津２丁目９
番８号

輸出入一般貨物 6TWW8

門司税関 博多税関支署 FUKUOKA DUTY FREE
TENJIN

3290001071694 福岡県福岡市中央区天神２丁目１
番１号

保税売店において販
売する物品

6TWX6

門司税関 博多税関支署 (株)福岡トラフィック
社領営業所

6290001035507 福岡県福岡市東区社領１丁目４番８
号

輸出入一般貨物及び
船用品

6TWW1

門司税関 博多税関支署 (株)福岡トラフィック
箱崎営業所

6290001035507 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭２丁目
２番３５号

輸出入一般貨物及び
船用品

6TWU1

門司税関 博多税関支署 福岡冷蔵(株) 2290001010050 福岡県福岡市中央区長浜３丁目１４
番４号

輸出入冷凍冷蔵貨物 6TWC7

門司税関 博多税関支署 福岡冷蔵(株)
東冷蔵庫

2290001010050 福岡県福岡市中央区長浜３丁目７
番８号

輸出入冷凍冷蔵貨物 6TWH6

門司税関 博多税関支署 福岡ロジテム(株)
宇美町倉庫

9290001026271 福岡県糟屋郡宇美町大字井野字稲
木３６９番地８

輸出入一般貨物 6TWY7

門司税関 博多税関支署 フジトランスコーポレー
ション福岡支店

4180001007287 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
９番１９号

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

6TWV1

門司税関 博多税関支署 フジマツ(株) 6290001004008 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
８番６号

輸出一般貨物及び船
用品

6TW41

門司税関 博多税関支署 松浦通運(株)
多の津

4300001007349 福岡県福岡市東区多の津１丁目２０
番１１号

輸出入一般貨物 6TWU8



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 博多税関支署 ㈱松岡
福岡Central DC

7250001006345 福岡県福岡市東区みなと香椎３丁
目２８番１３、１４

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6TWZ1

門司税関 博多税関支署 (株)松岡
福岡物流センター

7250001006345 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁
目１番２０号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6TWL4

門司税関 博多税関支署 丸は羽野水産(株)
福岡香椎冷蔵庫

6080101001842 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭２丁
目３番１号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6TWM8

門司税関 博多税関支署 丸は羽野水産(株)
福岡冷凍冷蔵庫

6080101001842 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
１番７号

輸出入冷凍冷蔵貨物 6TWH4

門司税関 博多税関支署 (株)マルハニチロ物流
箱崎

5010001080515 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
２番２３号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6TWK7 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 (株)マルハニチロ物流
箱崎第二

5010001080515 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目
１０番１３号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6TWG3

門司税関 博多税関支署 (株)マルハニチロ物流
福岡

5010001080515 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
９番４５号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6TWD0 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 三井倉庫九州(株)
箱崎

2290001021279 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭１丁目
５番５号

輸出入一般貨物 6TWJ6 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 三井倉庫九州(株)
箱崎第二

2290001021279 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目
９番８号

輸出入一般貨物 6TWQ5 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 三井倉庫九州(株)
福岡レコードセンター

2290001021279 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭１丁目
４番５９号

輸出入一般貨物 6TWT3 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 三菱倉庫(株)
香椎野積倉庫

8010001034947 福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭３丁
目１５番４

輸出入一般貨物 6TWQ2

門司税関 博多税関支署 三菱倉庫(株)
中央埠頭倉庫

8010001034947 福岡県福岡市博多区沖浜町５番７８
号、６番１０号

輸出入一般貨物 6TWD6 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 三菱倉庫(株)
箱崎

8010001034947 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭１丁目
２４番３号、５番１３号

輸出入一般貨物 6TW20 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 名港海運(株)
博多物流センター

6180001007509 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目
２番８号

輸出入一般貨物 6TWO1 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 名糖運輸(株)
福岡物流センター

7012401011964 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
９番５号

輸出入冷凍冷蔵貨物、
輸出入一般貨物及び
船用品

6TWM1

門司税関 博多税関支署 (有)師岡商店 6290002017909 福岡県福岡市博多区大博町５番１１
号

輸出入一般貨物及び
船用品

6TW15

門司税関 博多税関支署 郵船ロジスティクス九州
(株)
本社倉庫

3290001018539 福岡県福岡市博多区榎田２丁目２
番３４号

輸出一般貨物及び仮
陸揚貨物

6TWT7 届出蔵置場

門司税関 博多税関支署 横浜冷凍(株)
箱崎物流センター

1020001030638 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５丁目
９番１６号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6TW83



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 博多税関支署 横浜冷凍(株)
福岡物流センター

1020001030638 福岡県糟屋郡粕屋町大字江辻３５５
－１

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6TWH3

門司税関 博多税関支署 (株)ランテック
福岡支店

9290001017403 福岡県糟屋郡久山町山田２３９６－
１６

輸出入冷凍冷蔵貨物 6TWU7

門司税関 博多税関支署 理研農産化工(株)
福岡工場

8300001001083 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭６丁目
８番４９号

輸入一般貨物 6TWC8

門司税関 博多税関支署 ロイヤルインフライトケイ
タリング(株)
福岡工場

8120101044042 福岡県福岡市博多区那珂３丁目２８
番５号

輸出入一般貨物、機用
品及び仮陸揚貨物

6TWX9
6TWY1

届出蔵置場

門司税関 福岡空港税関
支署

佐川急便 FUKUOKA
SERVICE CENTER

8130001000053 福岡県福岡市博多区大字青木７３９
番地

輸出入一般貨物、携帯
品及び託送品

6ＶＷ21

門司税関 福岡空港税関
支署

全日本空輸(株)
福岡空港

1010401099027 福岡県福岡市博多区大字上臼井６
２３番地

仮陸揚貨物 6VW17

門司税関 福岡空港税関
支署

日本航空(株)
福岡空港支店ＵＬＤ

7010701007666 福岡県福岡市博多区大字上臼井６
２３番地

仮陸揚貨物 6VW16

門司税関 福岡空港税関
支署

福岡エアーカーゴターミ
ナル(株)

2290001016023 福岡県福岡市博多区大字上臼井６
２３番地

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物及び
仮陸揚貨物

6VW10

門司税関 福岡空港税関
支署

福岡給油施設(株)
福岡空港事業所第１

9010401025850 福岡県福岡市博多区大字青木４５７
番地の１、４５７番地の１から国際線
エプロンを結ぶパイプライン、福岡市
博多区雀居１７３番地

機用品（危険貨物） 6VW04

門司税関 福岡空港税関
支署

福岡給油施設(株)
福岡空港事業所第３

9010401025850 福岡県福岡市博多区大字青木７３９
番地

航空機用部品、工具及
び潤滑油

6VW18

門司税関 福岡空港税関
支署

福岡国際空港免税店 6290001016044 福岡県福岡市博多区大字青木７３９
番地

保税売店において販
売する物品、輸出入一
般貨物、携帯品、託送
品

6VW01

門司税関 伊万里税関支
署

伊万里コンテナヤード 3300001005592 佐賀県伊万里市黒川町塩屋字七ツ
島５番４８、５０、８０、１１７、１１８、１
１９

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

6XW14

門司税関 伊万里税関支
署

(株)伊万里鉄鋼センター 1300001005545 佐賀県伊万里市黒川町塩屋５番地
２

輸出入一般貨物 6XW17

門司税関 伊万里税関支
署

(株)奈雅井
伊奈1号倉庫

3300001005592 佐賀県伊万里市山代町久原字小波
瀬３８２５番地２

輸出入一般貨物 6XW18

門司税関 伊万里税関支
署

(株)奈雅井
コンテナ倉庫

3300001005592 佐賀県伊万里市黒川町塩屋七ツ島
５丁目２２番地

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

6XW08



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 伊万里税関支
署

(株)奈雅井
第２

3300001005592 佐賀県伊万里市山代町久原字下場
２８７２番１４及び１６

輸出入一般貨物 6XW06

門司税関 伊万里税関支
署

(株)奈雅井
第３

3300001005592 佐賀県伊万里市山代町久原字矢ノ
房１５３８番４及び５

輸出入一般貨物 6XW03

門司税関 伊万里税関支
署

(株)奈雅井
冷凍冷蔵庫

3300001005592 佐賀県伊万里市山代町楠久字鳴石
搦三９２９番地４８

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6XW16

門司税関 伊万里税関支
署

西松浦通運(株)
伊万里

5300001005780 佐賀県伊万里市二里町大里乙７８７
番地３

輸出入一般貨物 6XW09

門司税関 伊万里税関支
署
唐津出張所

ENEOSグローブガスター
ミナル(株)
唐津ガスターミナル

4010001085580 佐賀県唐津市西大島町２０番１号 輸入危険貨物（プロパ
ン及びブタン（無税品
に限る））

6WW01

門司税関 伊万里税関支
署
唐津出張所

金子産業(株)
唐津妙見冷蔵庫

8310001001702 佐賀県唐津市中瀬通１番地９ 輸出入冷凍冷蔵貨物 6WW13

門司税関 伊万里税関支
署
唐津出張所

唐津水産加工団地協同
組合冷蔵庫

6300005005297 佐賀県唐津市海岸通７１８２番地２７
１

輸出入冷凍冷蔵貨物 6WW11

門司税関 伊万里税関支
署
唐津出張所

日本遠洋旋網漁業協同
組合相知冷凍工場

7290005002683 佐賀県唐津市相知町相知２５７５番
地４２

輸出入冷凍冷蔵貨物 6WW09

門司税関 伊万里税関支
署
唐津出張所

松浦通運(株)
浜崎

4300001007349 佐賀県唐津市浜玉町浜崎字浜崎虹
ノ松原１９０１番地４６５

輸出入一般貨物 6WW14

門司税関 伊万里税関支
署
唐津出張所

(株)マルハニチロ物流
唐津

5010001080515 佐賀県唐津市中瀬通１０番１５ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

6WW07 届出蔵置場

門司税関 伊万里税関支
署
唐津出張所

横浜冷凍(株)
唐津冷凍工場

1020001030638 佐賀県唐津市中瀬通１０番１３ 輸出入冷凍冷蔵貨物 6WW05

門司税関 大分税関支署 ＮＳスチレンモノマー(株) 7010001141604 大分県大分市大字中ノ洲３番地 輸出入危険貨物 6ZW52

門司税関 大分税関支署 大分液化ガス共同備蓄
(株)
大分事業所

3010001063546 大分県大分市大字日吉原１番地６ 輸入危険貨物（プロパ
ン及びブタン（無税のも
のに限る））

6ZW04

門司税関 大分税関支署 大分エル・エヌ・ジー(株) 4320001000046 大分県大分市大字青崎４番地１ 輸入危険貨物（液化天
然ガス）

6ZW27

門司税関 大分税関支署 大分ケミカル(株)
大分工場

7320001003104 大分県大分市大字中ノ洲２番地 輸出一般貨物（アクリ
ル酸）

6ZW22



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 大分税関支署 グリーンシッピング(株)
大分倉庫

1250001005360 大分県大分市大字海原字地浜９３４
番

輸出入一般貨物及び
船用品

6ZW12

門司税関 大分税関支署 山九(株)
大分総合物流センター

7290801005328 大分県大分市大字大在２番 輸出入一般貨物 6ZW07

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５９６９の１０

輸入一般貨物 6ZW13

門司税関 大分税関支署 昭和電工(株)
大分コンビナート

9010401014548 大分県大分市大字中ノ洲２番地 輸出入危険貨物 6ZW19

門司税関 大分税関支署 日本製鉄(株)
大分製鉄所

3010001008848 大分県大分市大字西ノ洲１番地 輸出入一般貨物 6ZW26

門司税関 大分税関支署 センコー(株)
大分メディカル物流セン
ター

5120001197793 大分県大分市大字大在２番 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

6ZW43

門司税関 大分税関支署 大成倉庫(株)
大在物流センター

1320001001617 大分県大分市大字大在２番地 輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

6ZW29 届出蔵置場

門司税関 大分税関支署 鶴海運輸(株)
本社

2320001001797 大分県大分市大字大在２番地 輸出入一般貨物 6ZW40

門司税関 大分税関支署 鶴崎海陸運輸(株)
コンビナート

5320001001803 大分県大分市大字中ノ洲２番地１０ 輸出入一般貨物 6ZW36

門司税関 大分税関支署 鶴崎海陸運輸(株)
三佐倉庫

5320001001803 大分県大分市大字海原字地浜９１６
番１

輸出一般貨物 6ZW09

門司税関 大分税関支署 鶴崎海陸運輸(株)
流通センター

5320001001803 大分県大分市大字大在２番地 輸出入一般貨物 6ZW32

門司税関 大分税関支署 パンパシフィック・カッ
パー(株)
佐賀関製錬所

7010001133626 大分県大分市大字佐賀関３の３３８
２番地

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

62W03

門司税関 大分税関支署 日本通運(株)
大分支店大在物流セン
ター

4010401022860 大分県大分市大字大在２番の１ 輸出入一般貨物 6ZW39 届出蔵置場

門司税関 大分税関支署 日本ポリエチレン(株)
大分工場

7010001146867 大分県大分市大字中ノ洲２番地 輸入危険貨物 6ZW49

門司税関 大分税関支署 (株)三井Ｅ＆Ｓマシナリー
大分工場

2010001183774 大分県大分市大字日吉原３番地 輸出入一般貨物 6ZW23

門司税関 大分税関支署 (株)薬秀 9320001002731 大分県大分市豊海１丁目３番２号 輸出入一般貨物 6ZW24

門司税関 大分税関支署
佐伯出張所

佐伯海産(株)
木立冷蔵倉庫

5320001008939 大分県佐伯市大字木立字永野２１４
２番地

輸入冷凍冷蔵貨物 63W05



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

門司税関 大分税関支署
津久見出張所

(株)庄司酒店 2320201000095 大分県臼杵市大字大野６２５番地の
１

輸入一般貨物 61W01

門司税関 大分税関支署
大分空港出張
所

大分航空ターミナル(株)
大分空港国際ターミナル

2320001008421 大分県国東市安岐町下原１３番地 保税売店において販
売する物品

66W01

門司税関 大分税関支署
大分空港出張
所

全日本空輸(株)
大分空港

1010401099027 大分県国東市安岐町下原１３番地 輸出入一般貨物、機用
品、船用品、携帯品及
び仮陸揚貨物

66W03

門司税関 大分税関支署
大分空港出張
所

日本航空(株)
大分空港

7010701007666 大分県国東市安岐町下原１３番地 輸出入一般貨物、船用
品、機用品、携帯品及
び仮陸揚貨物（ＵＬＤを
含む）

66W05

門司税関 細島税関支署 旭化成新港基地(株) 1350001006621 宮崎県延岡市新浜町１丁目８９３５
番地１６０

輸出入危険貨物 64W05

門司税関 細島税関支署 旭化成㈱
ベンベルグ工場ハンク倉
庫

5120001059606 宮崎県延岡市旭町４丁目３４００番
地の１

輸出一般貨物 64W23

門司税関 細島税関支署 センコー(株)
白浜２号

5120001197793 宮崎県日向市竹島町３番地 輸出入一般貨物 64W06

門司税関 細島税関支署 センコー(株)
竹島

5120001197793 宮崎県日向市竹島町１番地 輸出入一般貨物 64W01

門司税関 細島税関支署 センコー(株)
日向PDセンター

5120001197793 宮崎県日向市竹島１番４３ 輸出入一般貨物 64W20

門司税関 細島税関支署 第一糖業(株) 9350001006259 宮崎県日向市大字日知屋１７３７１
番地

輸入一般貨物 64W02

門司税関 細島税関支署 日本通運(株)
延岡支店白浜

4010401022860 宮崎県日向市竹島町３番地 輸出入一般貨物 64W11

門司税関 細島税関支署 八興運輸(株)
白浜

8350001006061 宮崎県日向市竹島町３番地 輸出入一般貨物 64W15

門司税関 細島税関支署 日向運輸(株)
１号倉庫

4350001006073 宮崎県日向市大字細島字地蔵町６
６７－１７５

輸出入一般貨物 64W19

門司税関 細島税関支署 日向運輸(株)
３号倉庫

4350001006073 宮崎県日向市大字細島字地蔵町６
６７－１７５

輸出入一般貨物 64W17

門司税関 細島税関支署 日向運輸(株)
白浜

4350001006073 宮崎県日向市竹島町３番地 輸出入一般貨物 64W10

門司税関 細島税関支署 富士シリシア化学(株)
日向工場倉庫

4180001074856 宮崎県日向市大字日知屋字木原１
６３０３－３

輸出一般貨物 64W03



管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 蔵置貨物の種類 保税地域コード 備考

保税蔵置場

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１
７３７１番地１

輸入一般貨物 64W04

門司税関 細島税関支署
宮崎空港出張
所

全日本空輸(株)
宮崎空港

1010401099027 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田３
１７番地先

輸出入一般貨物、機用
品、携帯品及び仮陸揚
貨物（ULDを含む）

68W02

門司税関 細島税関支署
宮崎空港出張
所

日本航空(株)
宮崎空港

7010701007666 宮崎県宮崎市赤江無番地宮崎空港
内

輸出入一般貨物、機用
品及び携帯品

68W06

門司税関 細島税関支署
宮崎空港出張
所

日本通運(株)
宮崎航空支店宮崎貨物
センター

4010401022860 宮崎県宮崎市大字赤江字飛江田２
８３番地

輸出入一般貨物 68W03 届出蔵置場

門司税関 細島税関支署
宮崎空港出張
所

(株)松岡
都城物流センター

7250001006345 宮崎県都城市高城町穂満坊字真米田
５１８番１４

輸出入一般貨物及び輸
出入冷凍冷蔵貨物

68Ｗ07

門司税関 細島税関支署
宮崎空港出張
所

宮崎空港ビル(株)
宮崎空港ビル

8350001001665 宮崎県宮崎市大字赤江２９７番 保税売店において販
売する物品

68W01
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