
令和4年4月1日現在

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

函館税関 本関 (株)おぐま冷蔵
冷蔵倉庫

9440001000310 北海道函館市大町１２番６号 輸出入冷凍冷蔵貨物 8AW15

函館税関 本関 (株)北海道日水
函館工場

1430001037996 北海道函館市海岸町２３番７号 輸出入冷凍冷蔵貨物 8AW14

函館税関 本関 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス北海道
函館ＤＣ

7430001029253 北海道函館市大手町５番２２号 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

8AW16

函館税関 本関 (株)金澤運送
冷凍冷蔵庫

8440001000419 北海道函館市海岸町２１番２０号 輸出入冷凍冷蔵貨物 8AW17

函館税関 本関 (株)古清商店
冷蔵庫

1440001001968 北海道函館市日乃出町１５番２号、
１６番３号

輸出入冷凍冷蔵貨物 8AW21

函館税関 本関 (株)三豊
函館工場冷蔵庫

5011301002902 北海道北斗市追分４丁目２番８号 輸出入冷凍冷蔵貨物 8AW08

函館税関 本関 (株)道水 3440001001347 北海道函館市豊川町２７番５号 輸出入冷凍冷蔵貨物 8AW09

函館税関 本関 (株)道水
はこだて工場

3440001001347 北海道北斗市清水川１４２番地２４ 輸出入冷凍冷蔵貨物 8AW26

函館税関 本関 カネフジ冷蔵(株) 3440001000431 北海道北斗市七重浜８丁目１４番２
１号

輸出入冷凍冷蔵貨物 8AW19

函館税関 本関 コスモ石油(株)
函館物流基地

3010401010164 北海道北斗市七重浜６丁目４番１号 輸入危険貨物 8AW01

函館税関 本関 及能(株)
冷蔵倉庫

4440001000728 北海道函館市豊川町２６番１９号 輸出入冷凍冷蔵貨物 8AW30

函館税関 本関 公海食品(株) 5440001000594 北海道函館市大町１１番５号 輸出入冷凍冷蔵貨物 8AW24

函館税関 本関 (株)合食
物流事業部函館物流セ
ンター

3140001012993 北海道北斗市七重浜４丁目２２番１
号

輸出入冷凍冷蔵貨物 8AW32

函館税関 本関 三印三浦水産(株)
第２冷蔵庫

7440001000808 北海道函館市浅野町４番３号 輸出入冷凍冷蔵貨物 8AW28

函館税関 本関 出光興産(株)
函館油槽所

9010001011318 北海道北斗市七重浜１丁目３番４号 輸入危険貨物 8AW23

保税蔵置場



令和4年4月1日現在

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

函館税関 本関 日本航空(株)
函館空港

7010701007666 北海道函館市高松町５１１番地函館
空港貨物ターミナルビル内

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、船用品、
機用品、仮陸揚貨物、
携帯品、別送品、託送
品及び航空貨物輸送
用機材(ULD)

8AW06

函館税関 本関 日本通運(株)
函館支店

4010401022860 北海道函館市万代町１８番１２号 輸出入一般貨物 8AW03

函館税関 本関 北海道エアポート（株）
函館空港事業所

7430001079728 北海道函館市高松町５１１番地函館
空港国際線旅客ターミナルビル内

保税売店において販
売する貨物

8AW07

函館税関 本関 函館サイロ(株) 9440001001655 北海道函館市万代町１９番６号 輸入一般貨物(小麦) 8AW35

函館税関 本関 函館倉庫(株) 5440001001642 北海道函館市万代町１９番２４号 輸入一般貨物(小麦) 8AW37

函館税関 本関 函館埠頭倉庫(株) 4440001001742 北海道函館市海岸町２６番２号 輸出入一般貨物 8AW04

函館税関 本関 橋谷(株)
函館支店

3140001010147 北海道函館市海岸町２２番１０号 輸入一般貨物(小麦) 8AW36

函館税関 本関 北冷蔵(株)
冷蔵倉庫

8440001000542 北海道函館市弁天町２６番１号、３
号、４号、６号

輸出入冷凍冷蔵貨物 8AW20

函館税関 本関 全日本空輸(株)
函館空港

1010401099027 北海道函館市高松町５１１番地函館
空港貨物ターミナルビル内

仮陸揚貨物、携帯品及
び機用品

8AW39

函館税関 本関 三印三浦水産(株)
第三冷蔵庫

7440001000808 北海道函館市港町２丁目１４番３６
号

輸出入冷凍冷蔵貨物 8AW40

函館税関 本関 北冷蔵(株)
港町冷蔵倉庫

8440001000542 北海道函館市港町２丁目１４番２８
号

輸出入冷凍冷蔵貨物 8AW42 届出蔵置場

函館税関 本関 函館水産物(株)
港町冷蔵庫

3440001001652 北海道函館市港町２丁目３６番地３
６

輸出入冷凍冷蔵貨物 8AW43

函館税関 札幌税関支署 (株)北海道日水
札幌工場

1430001037996 北海道札幌市西区二十四軒１条２
丁目４番２５号

輸出入冷凍冷蔵貨物 8LW26

函館税関 札幌税関支署 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス北海道
札幌大谷地ＤＣ

7430001029253 北海道札幌市白石区流通センター４
丁目２番２１号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

8LW28



令和4年4月1日現在

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

函館税関 札幌税関支署 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス北海道
札幌西ＤＣ

7430001029253 北海道札幌市西区発寒１２条１４丁
目１０７６番地５

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

8LW29

函館税関 札幌税関支署 カネシメ冷蔵(株)
第一冷蔵庫

1430001003899 北海道札幌市中央区北１２条西２０
丁目１番１０号

輸出入冷凍冷蔵貨物 8LW03

函館税関 札幌税関支署 カネシメ冷蔵(株)
第二冷蔵庫

1430001003899 北海道札幌市西区八軒６条西１０丁
目４５１番７、８、４５２番１、八軒７条
西１０丁目４５１番１、３

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出一般貨物

8LW32

函館税関 札幌税関支署 タルソー物流センター 5430001049765 北海道札幌市白石区流通センター２
丁目３番６－１１２号、５番８－１０１
号

輸出入一般貨物 8LW02

函館税関 札幌税関支署 丸果札幌定温倉庫(株) 9430001023873 北海道札幌市中央区北１１条西２１
丁目３８６番２、北１２条西２０丁目３
番、３７番１１、４２、４３、６０、６１、６
４、西２１丁目４番、４３５番４、北１３
条西２０丁目１番、西２１丁目３８６番
２、円山北町３８５番２１、２４～２６

輸出入冷凍冷蔵貨物 8LW37

函館税関 札幌税関支署 丸果札幌定温倉庫(株)
大谷地冷蔵庫

9430001023873 北海道札幌市白石区流通センター４
丁目２２７番地２１６

輸出入冷凍冷蔵貨物 8LW24

函館税関 札幌税関支署 札幌通運(株)
新札幌倉庫

4430001020074 北海道札幌市白石区流通センター２
丁目５番５－１００号

輸出入一般貨物 8LW07

函館税関 札幌税関支署 札幌通運(株)
第６１号倉庫

4430001020074 北海道札幌市白石区中央１条２丁
目５番地、６番地、７番地４、９番地
４、６、３９番地、４０番地１

輸出入一般貨物 8LW08

函館税関 札幌税関支署 東洋水産(株)
札幌第三冷蔵庫

2010401020321 北海道札幌市西区発寒１７条４丁目
１番３０号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

8LW11

函館税関 札幌税関支署 東洋冷蔵(株)
札幌支店

3010601030301 北海道札幌市西区発寒１６条１３丁
目３番１０号

輸入冷凍冷蔵貨物 8LW10

函館税関 札幌税関支署 日本梱包運輸倉庫(株)
江別営業所２号倉庫

2010001168115 北海道江別市角山６８番１４ 輸出入一般貨物 8LW45

函館税関 札幌税関支署 協同組合ＧＲＥＥＮ
札幌冷蔵センターあけぼ
の営業所冷蔵庫

9430005004234 北海道札幌市手稲区曙５条５丁目１
１０番地９、１０

輸出入冷凍冷蔵貨物 8LW42



令和4年4月1日現在

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

函館税関 札幌税関支署 北海三井倉庫ロジスティ
クス(株)
北海道流通センター

8430001033700 北海道札幌市清田区真栄３６３番地
２８

輸出入一般貨物 8LW44

函館税関 札幌税関支署
留萌出張所

(株)やまか
冷蔵倉庫

8450001009021 北海道留萌市沖見町１丁目４４番地 輸入冷凍冷蔵貨物 8OW21

函館税関 札幌税関支署
留萌出張所

(株)加藤水産
第２冷蔵庫

5450001008868 北海道増毛郡増毛町阿分８２番地１ 輸入冷凍冷蔵貨物 8OW02

函館税関 札幌税関支署
留萌出張所

(株)浜本商店
冷蔵庫

4450001008968 北海道留萌市沖見町３丁目３７、３８
番地

輸入冷凍冷蔵貨物 8OW09

函館税関 札幌税関支署
留萌出張所

ぐるめ食品(株)
冷蔵庫

5450001009123 北海道増毛郡増毛町弁天町１丁目
１２番地１

輸入冷凍冷蔵貨物 8OW11

函館税関 札幌税関支署
留萌出張所

井原水産(株)
団地冷蔵庫

3450001008853 北海道留萌市東雲町１丁目３０番１ 輸入冷凍冷蔵貨物 8OW10

函館税関 札幌税関支署
留萌出張所

井原水産(株)
冷凍工場

3450001008853 北海道留萌市船場町１丁目２７、２
８、４５、４６番地

輸入冷凍冷蔵貨物 8OW04

函館税関 札幌税関支署
留萌出張所

日本通運(株)
留萌南岸

4010401022860 北海道留萌市明元町２丁目２番地 輸出入一般貨物 8OW17

函館税関 札幌税関支署
留萌出張所

日本通運(株)
留萌北岸

4010401022860 北海道留萌市元町２丁目 輸出入一般貨物 8OW12

函館税関 札幌税関支署
留萌出張所

北日本水産物(株)
冷蔵庫

6450001009122 北海道増毛郡増毛町暑寒海岸町７
０番地の５

輸入冷凍冷蔵貨物 8OW05

函館税関 札幌税関支署
留萌出張所

留萌港開発(株)
南岸２号倉庫

8450001009054 北海道留萌市明元町３丁目２番地 輸入冷凍冷蔵貨物 8OW20

函館税関 札幌税関支署
留萌出張所

ＥＮＥＯＳ(株)
留萌油槽所

4010001133876 北海道留萌市塩見町３６９０番地 輸入危険貨物 8OW22

函館税関 札幌税関支署
留萌出張所

(株)エーシーエスロジス
ティクス

5450002011771 北海道増毛郡増毛町阿分４３番地
１、２２８番地５、２２８番地８９

輸入冷凍冷蔵貨物 8OW23

函館税関 札幌税関支署
旭川空港出張
所

全日本空輸(株)
旭川空港

1010401099027 北海道上川郡東神楽町東２線１６号
９８番地旭川空港内

輸出入一般貨物、機用
品、仮陸揚貨物、携帯
品及び航空貨物輸送
用機材(ULD)

82W01

函館税関 札幌税関支署
旭川空港出張
所

ASAHIKAWA　AIRPORT
DUTY　FREE

7430001079728 北海道上川郡東神楽町東２線１６号
９８番地旭川空港内

保税売店において販
売する貨物

82W03



令和4年4月1日現在

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

函館税関 小樽税関支署 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス北海道
小樽ＤＣ

7430001029253 北海道小樽市築港６番２号 冷凍及び冷蔵貨物及
び輸出入一般貨物

8KW32

函館税関 小樽税関支署 海同冷蔵(株) 5430001051985 北海道岩内郡岩内町字大浜８９番
地の１

輸出入冷凍及び冷蔵
貨物

8KW51

函館税関 小樽税関支署 小樽開発埠頭(株) 3430001049750 北海道小樽市港町３番１号 輸出入一般入貨物 8KW01

函館税関 小樽税関支署 小樽機船漁業協同組合
第二冷凍工場

3430005007985 北海道小樽市高島１丁目２番８号 輸出一般貨物及び輸
出入冷凍冷蔵貨物

8KW02

函館税関 小樽税関支署 小樽水産加工業協同組
合
冷凍冷蔵庫

4430005007943 北海道小樽市手宮１丁目1番１号 輸出入冷凍冷蔵貨物 8KW35

函館税関 小樽税関支署 小樽倉庫事業協同組合
勝納サイロ

6430005007941 北海道小樽市築港５番４号 輸入一般貨物 8KW04

函館税関 小樽税関支署 小樽倉庫事業協同組合
中央サイロ

6430005007941 北海道小樽市港町８番２号 輸入一般貨物 8KW05

函館税関 小樽税関支署 大同倉庫(株) 6430001050185 北海道小樽市港町１番３号、６番３
号

輸出入一般貨物 8KW12

函館税関 小樽税関支署 大同倉庫(株)
勝納倉庫

6430001050185 北海道小樽市築港７番４号 輸入一般貨物(米) 8KW24

函館税関 小樽税関支署 大同倉庫(株)
第１冷蔵

6430001050185 北海道小樽市港町６番２号 輸出入冷凍冷蔵貨物 8KW37

函館税関 小樽税関支署 大同倉庫(株)
第２冷蔵

6430001050185 北海道小樽市港町６番５号 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

8KW38

函館税関 小樽税関支署 大同倉庫(株)
第３冷蔵

6430001050185 北海道小樽市港町８番６号 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

8KW39

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 輸入一般貨物 8KW44

函館税関 小樽税関支署 ノーススタートランスポー
ト(株)
第一埠頭サイロ

2430001049883 北海道小樽市港町１番３号 輸出入一般貨物 8KW07

函館税関 小樽税関支署 北日本冷蔵(株) 8430001046264 北海道小樽市高島１丁目８番１４号 輸出入冷凍冷蔵貨物 8KW54



令和4年4月1日現在

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

函館税関 小樽税関支署 ノーススタートランスポー
ト(株)
中央埠頭５号倉庫

2430001049883 北海道小樽市港町８番６号、１０７番
地

輸出入一般貨物及び
船用品

8KW22

函館税関 小樽税関支署 ノーススタートランスポー
ト(株)
港町埠頭１号・２号倉庫

2430001049883 北海道小樽市港町１８１番地４、１８
３番地１

輸出入一般貨物及び
船用品

8KW42

函館税関 小樽税関支署 ノーススタートランスポー
ト(株)
港町埠頭コンテナヤード

2430001049883 北海道小樽市港町１８３番１、１８３
番２、１８３番６、１８３番７

輸出入一般貨物 8KW47

函館税関 小樽税関支署 余市水産加工業協同組
合
第２冷蔵庫

6430005008122 北海道余市郡余市町梅川町６７８番
２、３

輸出入冷凍冷蔵貨物 8KW23

函館税関 小樽税関支署 有限会社エッチアンドエ
スエーゼンシィー

4430002053908 北海道小樽市港町１６４番１ 輸出入一般貨物 8KW55

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

(株)北都冷蔵 6430001050400 北海道小樽市銭函５丁目５２番地の
４

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び一般輸出入貨物

8VW22

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

(株)セイコーフレッシュ
フーズ
石狩倉庫

8430001023833 北海道石狩市新港西２丁目７８２番
地１

輸出入一般貨物 8VW30

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

(株)タイチ物流
石狩冷蔵庫

3430001009498 北海道石狩市新港西２丁目７９７番
７

輸入冷凍冷蔵貨物及
び輸入一般貨物

8VW23

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

マルスイ冷蔵(株)
石狩新港冷蔵庫

4430001023135 北海道小樽市銭函５丁目６８番１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

8VW05 届出蔵置場

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

横浜冷凍(株)
石狩物流センター

1020001030638 北海道小樽市銭函５丁目７１番１、６
１番７

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

8VW13

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

佐藤水産(株)
石狩冷蔵庫

8430001032917 北海道石狩市新港東２丁目１５番地
１

輸出入冷凍冷蔵貨物 8VW27

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

三ツ輪運輸(株)
石狩定温６号倉庫

3460001000693 北海道小樽市銭函５丁目６９番１ 輸出入一般貨物 8VW18

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

三ツ輪運輸(株)
石狩冷蔵１号倉庫

3460001000693 北海道石狩市新港西２丁目７６０番
地

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

8VW12

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

石狩湾新港サービス(株)
樽川埠頭１号

3430001032839 北海道小樽市銭函５丁目 輸出入一般貨物 8VW01



令和4年4月1日現在

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

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

土屋運輸(株)
冷蔵物流センター

4430001050212 北海道石狩市新港西１丁目７６５番
地３、７７８番地１４

輸出入冷凍冷蔵貨物 8VW21

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

東洋水産(株)
北海道事業部石狩冷蔵
庫

2010401020321 北海道小樽市銭函５丁目６１番地
１、４

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

8VW06

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

苫小牧埠頭(株)
石狩オイルターミナル

5430001053486 北海道石狩市新港中央４丁目２番
地２

輸入危険貨物 8VW19

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

日本トランスシティ(株)
北海道

9190001015895 北海道石狩市新港西２丁目７８０番
地４

輸出入一般貨物 8VW24

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

日本通運(株)
小樽支店花畔倉庫

4010401022860 北海道石狩市新港中央１丁目５７７
番地６

輸出入一般貨物 8VW08

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

日本通運(株)
小樽支店花畔埠頭コンテ
ナヤード

4010401022860 北海道石狩市新港中央１丁目１５番
地１４号

輸出入一般貨物、輸入
危険貨物及び船用品

8VW16
8VW29

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

日本通運(株)
小樽支店石狩新港倉庫

4010401022860 北海道石狩市新港西２丁目７４４番
地３

輸出入一般貨物及び
船用品

8VW07

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

北海道ガス(株)
石狩LNG基地

5430001021815 北海道石狩市新港中央４丁目３７４
３番２、３

輸入危険貨物(液化天
然ガス)

8VW31

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

(株)ニチレイ・ロジスティ
クス北海道
石狩ＤＣ

7430001029253 北海道石狩市新港西２丁目７９７番
２

輸出入冷凍冷蔵貨物 8VW32

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

(株)ジェフサ道流 1430001032948 北海道石狩市新港西１丁目７２２番
地２、３、４

輸入冷凍冷蔵貨物及
び輸入一般貨物

8VW33

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

石狩湾新港サービス(株)
花畔ふ頭コンテナヤード

3430001032839 北海道石狩市新港中央一丁目１５
番１４、４７５番７、５７７番１、４、６、
７、８、９、５８０番３、５、５８４番１１、
５９１番５、３７４４番、３７４６番、３７５
０

輸出入一般貨物、輸入
危険貨物及び仮陸揚
貨物

8VW34

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

剛健運輸(株)
物流センター

9430001032908 北海道石狩市新港西１丁目７６７番
地２

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

8VW35

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

東洋水産(株)
北海道事業部石狩新港
物流センター

2010401020321 北海道小樽市銭函５丁目６１番９ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

8VW36



令和4年4月1日現在

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

函館税関 小樽税関支署
石狩出張所

（株）ニチレイ・ロジスティ
クス北海道
石狩第２ＤＣ

7430001029253 北海道小樽市銭函５丁目５０番地８ 輸出入冷凍冷蔵貨物 8VW37

函館税関 室蘭税関支署 小川トレーディング(株)
黄金工場

6430001056414 北海道伊達市北黄金町２３番地６ 輸出一般貨物 8TW19

函館税関 室蘭税関支署 カネカ冷蔵(株)
登別工場

5430001057256 北海道登別市栄町３丁目１０番地１ 輸出入冷凍冷蔵貨物 8TW21

函館税関 室蘭税関支署 ナラサキスタックス(株)
室蘭Ｃ号倉庫

2430001053522 北海道室蘭市築地町無番地、１４７
番地８

輸出入一般貨物 8TW14

函館税関 室蘭税関支署 三菱製鋼室蘭特殊鋼(株) 4010001058090 北海道室蘭市仲町１２番地 輸出一般貨物 8TW17

函館税関 室蘭税関支署 産業振興(株)
室蘭事業所

5010601022833 北海道室蘭市仲町１２番地 輸入一般貨物 8TW18

函館税関 室蘭税関支署 室蘭開発
崎守埠頭倉庫

7430001057114 北海道室蘭市崎守町 輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

8TW08

函館税関 室蘭税関支署 室蘭開発
中央埠頭倉庫

7430001057114 北海道室蘭市海岸町１丁目無番地 輸出入一般貨物 8TW04

函館税関 室蘭税関支署 室蘭開発
西２号埠頭倉庫

7430001057114 北海道室蘭市築地町無番地 輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

8TW09

函館税関 室蘭税関支署 室蘭開発
西３号埠頭倉庫

7430001057114 北海道室蘭市築地町無番地 輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

8TW10

函館税関 室蘭税関支署 室蘭港崎守埠頭コンテ
ナーヤード

7430001057114 北海道室蘭市崎守町３８９番地１１
地先

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、船用品、
仮陸揚貨物

8TW16

函館税関 室蘭税関支署 日本製鉄(株)
室蘭製鉄所

3010001008848 北海道室蘭市仲町１２番地 輸出入一般貨物 8TW13

函館税関 室蘭税関支署 ＥＮＥＯＳ（株）
製造部室蘭事業所

4010001133876 北海道室蘭市陣屋町１丁目１７２番
地

輸出入危険貨物 8TW12

函館税関 室蘭税関支署 月島機械(株)
室蘭工場

8010001034856 北海道室蘭市茶津町３５番２ 輸出入一般貨物 8TW22

函館税関 釧路税関支署 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス北海道
釧路ＤＣ

7430001029253 北海道釧路市西港１丁目９８番３４ 輸出入冷凍冷蔵貨物 8SW44



令和4年4月1日現在

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

函館税関 釧路税関支署 (株)釧路水産物流通セン
ター

6460001000435 北海道釧路市浜町１６番地の５、６ 輸出入冷凍冷蔵貨物 8SW33

函館税関 釧路税関支署 全農サイロ(株)
釧路支店

2010001020622 北海道釧路市西港２丁目１０２番４ 輸入一般貨物 8SW02

函館税関 釧路税関支署 釧路倉庫(株)
西港倉庫

7460001000426 北海道釧路市西港２丁目１０１番地
１

輸出入一般貨物 8SW39

函館税関 釧路税関支署 広洋水産(株) 8460001000573 北海道白糠郡白糠町庶路甲区６番
地５９０、７９４、１３００

輸出入冷凍冷蔵貨物 8SW31

函館税関 釧路税関支署 三ツ輪運輸(株)
西港１号

3460001000693 北海道釧路市西港１丁目地先公有
水面埋立地

輸出入一般貨物及び
船用品

8SW27

函館税関 釧路税関支署 三ツ輪運輸(株)
西港１号サイロ

3460001000693 北海道釧路市西港１丁目１００番地
１０

輸入一般貨物 8SW19

函館税関 釧路税関支署 三ツ輪運輸(株)
西港２号サイロ

3460001000693 北海道釧路市西港２丁目１０２番地
３、８

輸入一般貨物 8SW20

函館税関 釧路税関支署 三ツ輪運輸(株)
西港９号

3460001000693 北海道釧路市西港３丁目１０４番地
先、１０３番地４

輸出入一般貨物及び
船用品

8SW56

函館税関 釧路税関支署 三ツ輪運輸(株)
西港第３埠頭コンテナ
ヤード

3460001000693 北海道釧路市西港三丁目地先公有
水面埋立地、西港三丁目１０３番６、
１０４番１、１０４番３

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物及び船用
品

8SW63

函館税関 釧路税関支署 三昭(株)
釧路支店西港糖蜜タンク

4010001017113 北海道釧路市西港２丁目１０２番地
７

輸入一般貨物 8SW53

函館税関 釧路税関支署 池田町ブドウ・ブドウ酒研
究所

1000020016446 北海道中川郡池田町字清見３８番
地の３、８３番地の３

輸入一般貨物 8SW01

函館税関 釧路税関支署 (株)キョクイチロジ
東冷倉庫

3450001000983 北海道白糠郡白糠町恋問１丁目８
番地１２、２丁目１番地２、３、４、７、
１０、１２、１４、１７

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

8SW38

函館税関 釧路税関支署 東和食品(株)
冷蔵庫

1460001001207 北海道白糠郡白糠町西庶路東３条
北３丁目１番地１、２番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物 8SW46

函館税関 釧路税関支署 日本通運(株)
釧路支店西港３号倉庫

4010401022860 北海道釧路市西港２丁目１０１番地
１３

輸出入一般貨物 8SW57

函館税関 釧路税関支署 北海運輸(株)
５号倉庫

4460001001559 北海道釧路市西港２丁目１０１番地
１１

輸出入一般貨物 8SW58

函館税関 釧路税関支署 ニュー浜屋冷蔵(株)
釧路冷蔵庫

8040001019573 北海道釧路市海運３丁目１番１９号 輸出入冷凍冷蔵貨物 8SW61



令和4年4月1日現在

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

函館税関 釧路税関支署 東西オイルターミナル
(株)
釧路油槽所

9010401019167 北海道釧路市西港１丁目９８番１２
号

輸入危険貨物 8SW64

函館税関 釧路税関支署 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス北海道
十勝ＤＣ

7430001029253 北海道河東郡音更町字音更西三線
１４番４１

輸出入冷凍冷蔵貨物 8SW65

函館税関 釧路税関支署
網走出張所

(株)マルキチ
第２工場

9460301003267 北海道網走市北９条東１丁目７番地
７、北１０条東１丁目１６番地７

輸出入冷凍冷蔵貨物 8YW07

函館税関 釧路税関支署
網走出張所

(株)マルキチ
第四工場

9460301003267 北海道網走市北５条東２丁目４番地
３、６番地４、５、７、北６条東２丁目６
番地３、２番地２

輸出入冷凍冷蔵貨物 8YW06

函館税関 釧路税関支署
紋別出張所

ニチモウ(株)
紋別事業所

7010701011833 北海道紋別市弁天町１丁目２番７号
の内、８号、１３号の内、１２番１号、
２号、１３番１号、２号の内、港町１丁
目１番２号、３号、２２号、２３号、２４
号、２８号の内、２９号

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

8XW02

函館税関 釧路税関支署
紋別出張所

マルカイチ水産(株) 4450001009529 北海道紋別市新港町２丁目７番地
１、１１番地２、７、９、２０番地５

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物
(但し、輸出入冷凍冷
蔵貨物は自家用に限
る)

8XW04

函館税関 釧路税関支署
紋別出張所

紋別漁業協同組合
冷蔵冷凍施設

1450005003464 北海道紋別市新港町１丁目４番地 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

8XW05

函館税関 釧路税関支署
紋別出張所

(株)ヤマニ吉岡水産
冷蔵センター

9450001009581 北海道紋別市渚滑１丁目３５番地、
３６番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物 8XW12

函館税関 釧路税関支署
十勝出張所

十勝海運(株)
第３埠頭

7460101003436 北海道広尾郡広尾町会所前５丁目
６番地

輸入一般貨物 8ZW01

函館税関 釧路税関支署
十勝出張所

十勝グレーンセンター
(株)

4460101004775 北海道広尾郡広尾町会所前６丁目
５番１

輸入一般貨物 8ZW03

函館税関 苫小牧税関支
署

(株)栗林商会
栗林物流センター

4430001056671 北海道苫小牧市字勇払１５２番地４
６、１８６、２４５

輸出入一般貨物 8UW59

函館税関 苫小牧税関支
署

(株)栗林商会
栗林物流センター第２

4430001056671 北海道苫小牧市晴海町３８番１、２、
３、４、５、６、７、８

輸出入一般貨物 8UW75



令和4年4月1日現在

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

函館税関 苫小牧税関支
署

合同酒精(株)
苫小牧工場

8010001083622 北海道勇払郡厚真町字浜厚真６２３
番１

輸入危険貨物(粗留ア
ルコール)

8UW82

函館税関 苫小牧税関支
署

(株)上組
苫小牧支店晴海倉庫

6140001006951 北海道苫小牧市晴海町３３番１号、
一本松町３番２１

輸出入一般貨物 8UW61 届出蔵置場

函館税関 苫小牧税関支
署

(株)上組
苫小牧支店苫小牧物流
センター

6140001006951 北海道苫小牧市柳町２丁目８番１号 輸出入一般貨物、船用
品、機用品及び仮陸揚
貨物

8UW54 届出蔵置場

函館税関 苫小牧税関支
署

ナラサキスタックス(株)
あけぼの町

2430001053522 北海道苫小牧市あけぼの町３丁目 輸入一般貨物 8UW44

函館税関 苫小牧税関支
署

ナラサキスタックス(株)
沼ノ端

2430001053522 北海道苫小牧市沼ノ端中央６丁目１
２番

輸出入一般貨物 8UW47

函館税関 苫小牧税関支
署

ナラサキスタックス(株)
木材センター

2430001053522 北海道苫小牧市字沼ノ端１３４番５８
５

輸出入一般貨物 8UW30

函館税関 苫小牧税関支
署

ナラサキスタックス(株)
東港共同倉庫

2430001053522 北海道苫小牧市字弁天１番３６号 輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、船用品、
機用品及び仮陸揚貨
物

8UW88

函館税関 苫小牧税関支
署

王子ネピア(株)
苫小牧工場

7010001074762 北海道苫小牧市字勇払１４３番３ 輸入一般貨物(パルプ) 8UW58

函館税関 苫小牧税関支
署

王子木材緑化(株)
ツーバイフォー工場

5010001142728 北海道苫小牧市晴海町２１番地 輸入一般貨物 8UW20

函館税関 苫小牧税関支
署

三昭(株)
苫小牧支店中央南埠頭
糖蜜タンク

4010001017113 北海道苫小牧市真砂町３５番２２号 輸入一般貨物 8UW33

函館税関 苫小牧税関支
署

中野倉庫運輸(株)
北海道営業所

4010601009682 北海道苫小牧市北栄町４丁目１番
地の１２

輸出入一般貨物 8UW06

函館税関 苫小牧税関支
署

東西オイルターミナル
(株)
苫小牧油槽所

9010401019167 北海道苫小牧市真砂町１５番地、１
６番地

輸出入危険貨物 8UW70

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧東港コンテナター
ミナル

8430005008995 北海道苫小牧市字弁天５３４番１、
２、３、４、５、６、７、５４３番、５４４
番、５４５番、５４６番、５４８番、１番１
８、２０、３４

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物及び仮陸
揚貨物

8UW71
8UW80



令和4年4月1日現在

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

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧サイロ(株) 4430001053454 北海道苫小牧市晴海町４３番地４７ 輸入一般貨物 8UW22

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧栗林運輸(株)
入船コンテナーヤード

5430001053453 北海道苫小牧市入船町１丁目３番
地

輸出入一般貨物 8UW83

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧栗林運輸(株)
東港共同倉庫

5430001053453 北海道苫小牧市字弁天１番３６号 輸出入一般貨物 8UW85

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧栗林運輸(株)
木材センター

5430001053453 北海道苫小牧市晴海町３４番１ 輸入一般貨物 8UW42

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧東部国家石油備
蓄基地

1011101036187 北海道苫小牧市字静川３０７番３、
４、３０８番、７番１、勇払郡厚真町字
共和８４２番４、９７番３、８４６番、８４
７番

輸出入危険貨物(原油) 8UW66

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧埠頭(株) 5430001053486 北海道苫小牧市港町１丁目１、４、５
番、元中野町１丁目１、４、５番

輸出入一般貨物 8UW36

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧埠頭(株)
共同オイルターミナル

5430001053486 北海道苫小牧市真砂町１４番２号、
１７番２号、１８番２号、１９番地、２０
番地

輸入危険貨物 8UW46

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧埠頭(株)
中央南埠頭倉庫

5430001053486 北海道苫小牧市真砂町３０番地、３
１番地２

輸出入一般貨物 8UW04

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧埠頭(株)
晴海３号倉庫

5430001053486 北海道苫小牧市晴海町４３番５３ 輸出入一般貨物 8UW28
8UW78

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧埠頭(株)
東港共同倉庫

5430001053486 北海道苫小牧市字弁天１番３６号 輸出入一般貨物 8UW84

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧埠頭(株)
北海道クールロジスティ
クスプレイス

5430001053486 北海道苫小牧市字弁天１番４５ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

8UW92

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧埠頭(株)
勇払加工場・倉庫

5430001053486 北海道苫小牧市字勇払１４５番地１
５５、２１３、２１４

輸出入一般貨物 8UW72

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧埠頭(株)
勇払冷蔵倉庫

5430001053486 北海道苫小牧市字勇払１４８番地２
０、１４９番地２７

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

8UW68

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧北倉港運(株)
明野倉庫

6430001053485 北海道苫小牧市新開町３丁目５番１
号

輸出入一般貨物 8UW74

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧木材港運(株) 9430001053490 北海道苫小牧市晴海町１９番地 輸出入一般貨物(木材) 8UW37



令和4年4月1日現在

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

函館税関 苫小牧税関支
署

日本ニューホランド(株) 1430001021026 北海道苫小牧市新明町１丁目４番３
号

輸出入一般貨物 8UW16

函館税関 苫小牧税関支
署

日本梱包運輸倉庫(株)
苫小牧営業所

2010001168115 北海道苫小牧市あけぼの町１丁目７
番８号

輸出入一般貨物 8UW91

函館税関 苫小牧税関支
署

日本通運(株)
苫小牧支店臨港倉庫

4010401022860 北海道苫小牧市元中野町４丁目２
番２１号

輸出入一般貨物 8UW31

函館税関 苫小牧税関支
署

ＮＸ北旺運輸(株)
勇払倉庫

5430001053718 北海道苫小牧市字勇払２７６番地２ 輸出入一般貨物 8UW50

函館税関 苫小牧税関支
署

(株)北燦食品
苫小牧工場

2430001027930 北海道苫小牧市新開町３丁目１２番
２

輸出入一般貨物 8UW86

函館税関 苫小牧税関支
署

北海運輸(株)
あけぼのセンター

4460001001559 北海道苫小牧市あけぼの町２丁目２
２８番地の１７

輸出入一般貨物 8UW39

函館税関 苫小牧税関支
署

北海運輸(株)
あけぼのセンター第５倉
庫

4460001001559 北海道苫小牧市あけぼの町２丁目２
２８番地１９６、２０２、２０５

輸出入一般貨物 8UW17

函館税関 苫小牧税関支
署

北海道石油共同備蓄(株)
北海道事業所

8011101019739 北海道苫小牧市字静川３０７番１、２
号、北海道勇払郡厚真町字共和８４
２番１号

輸入危険貨物 8UW14

函館税関 苫小牧税関支
署

北海道通運(株)
苫小牧第１倉庫

8430001050431 北海道苫小牧市新明町３丁目２番２
号

輸出入一般貨物 8UW15

函館税関 苫小牧税関支
署

ホクレン苫小牧石油貯蔵
施設

7430005003072 北海道苫小牧市真砂町３６番地３ 輸入危険貨物 8UW87

函館税関 苫小牧税関支
署

ナラサキスタックス(株)
東港内航コンテナヤード

2430001053522 北海道苫小牧市弁天６５番７ 輸出入一般貨物及び
仮陸揚げ貨物

8UW89

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧北倉港運(株)
トマホク３号倉庫

6430001053485 北海道苫小牧市字勇払１５２番地２
４８

輸出入一般貨物 8UW90

函館税関 苫小牧税関支
署

苫小牧埠頭（株）
晴海１０１号倉庫

5430001053486 北海道苫小牧市晴海町４３番７７ 輸出一般貨物 8UW93

函館税関 稚内税関支署 (有)ＭＹフーズ 6450002011606 北海道稚内市新港町１番１２ 輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物及び
仮陸揚貨物

8QW25

函館税関 稚内税関支署 (株)マルゴ福山水産 3450001008589 北海道稚内市末広５丁目７番１２号 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

8QW21



令和4年4月1日現在

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

函館税関 稚内税関支署 (有)共洋 3450002010908 北海道稚内市末広５丁目９番２３、２
４号

輸出入一般貨物 8QW15

函館税関 稚内税関支署 稚内機船漁業協同組合 7450005002857 北海道稚内市新港町１番１５号 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

8QW31

函館税関 稚内税関支署 稚内機船漁業協同組合
活いけす場

7450005002857 北海道稚内市新港町１番２１号 輸出入一般貨物 8QW32

函館税関 稚内税関支署 日本通運(株)
稚内支店日通４号倉庫

4010401022860 北海道稚内市開運２丁目４番２号 輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物、船用品

8QW12

函館税関 根室税関支署 (株)カネコメ高岡商店 4460401000045 北海道根室市宝林町５丁目１番地
９、２番地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

8RW14

函館税関 根室税関支署 (株)カネヒロ
第二冷蔵庫

1460401000048 北海道根室市琴平町３丁目１７番地 輸出入冷凍冷蔵貨物 8RW09

函館税関 根室税関支署 (株)キタウロコ荒木商店 7460401000075 北海道根室市花咲港３３２番地１ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

8RW19

函館税関 根室税関支署 (株)丸鮮
本社冷蔵庫

1460401000270 北海道根室市本町４丁目７７番地 輸出入冷凍冷蔵貨物 8RW10

函館税関 根室税関支署 (株)小林商店
冷蔵庫

4460401000094 北海道根室市本町４丁目８１番地 輸出入冷凍冷蔵貨物 8RW01

函館税関 根室税関支署 花咲運輸(株) 4460401000227 北海道根室市花咲港１０７番地、１３
４番地２

輸出入一般貨物 8RW17

函館税関 根室税関支署 根室漁業協同組合
花咲水産物地方卸売市
場

5460405000024 北海道根室市花咲港４３５、４４０、４
４４、４４５番地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

8RW06

函館税関 根室税関支署 根室漁業協同組合
花咲製氷冷凍第一工場

5460405000024 北海道根室市花咲港３６８番地２ 輸出一般貨物及び輸
出入冷凍冷蔵貨物

8RW03

函館税関 根室税関支署 有限会社ブイエルエム 2460402000310 北海道根室市花咲港２４０番地７ 輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物、船用品

8RW20

函館税関 千歳税関支署 (株)ホテルニュー王子
機内食事業部

2430001062382 北海道千歳市美々 機用品、仮陸揚貨物
(機用品に限る)

8NW02

函館税関 千歳税関支署 北海道エアポート（株）
国際貨物ターミナルＳＩＡ
ＣＴ

7430001079728 北海道千歳市平和１３８８番地７号 輸出入一般貨物、輸出
入冷凍・冷蔵貨物、仮
陸揚貨物(ＵＬＤを含
む)、携帯品、別送品、
機用品

8NW08



令和4年4月1日現在

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

函館税関 千歳税関支署 全日本空輸（株）
新千歳空港

1010401099027 北海道千歳市美々　新千歳空港航
空会社貨物ビル

航空貨物輸送用機材
（ＵＬＤ）

8NW15

函館税関 千歳税関支署 千歳空港給油施設(株) 3430001043803 北海道千歳市平和１３８７番地１ 機用品(危険貨物) 8NW06

函館税関 千歳税関支署 デルタ航空会社
機用品千歳

1700150005025 北海道千歳市美々　新千歳空港国
際線旅客ターミナルビル

機用品及び仮陸揚貨
物

8NW14

函館税関 千歳税関支署 北海道北港運輸(株) 3430001044009 北海道千歳市泉沢１００７番地９２ 輸出入一般貨物 8NW04

函館税関 千歳税関支署 北海道空港(株)
国際線

5430001043990 北海道千歳市美々 保税売店において販
売する貨物

8NW13

函館税関 千歳税関支署 キャスト 4430001038769 千歳市美々　新千歳空港航空会社
貨物ビル（JAL棟）

航空貨物輸送用機材
（ＵＬＤ）

8NW16

函館税関 青森税関支署 ＥＮＥＯＳグローブガス
ターミナル(株)
青森ガスターミナル

4010001085580 青森県青森市大字野内字浦島８４
番１

輸入危険貨物(プロパ
ン)

8CW01

函館税関 青森税関支署 東西オイルターミナル
(株)
青森油槽所

9010401019167 青森県青森市沖館１丁目２６２番１
号

輸入危険貨物 8CW14

函館税関 青森税関支署 日本通運(株)
青森支店油川１号倉庫

4010401022860 青森県青森市大字油川字柳川６８
番地

輸入一般貨物(塩) 8CW17

函館税関 青森税関支署 日本通運(株)
弘前

4010401022860 青森県弘前市大字新里字中平岡２
５番地１

輸出入一般貨物 8CW18

函館税関 青森税関支署
青森空港出張
所

青森空港ビル(株) 8420001000081 青森県青森市大字大谷字小谷１番
１９号青森空港内

保税売店において販
売する貨物

8WW01

函館税関 青森税関支署
青森空港出張
所

日本航空(株)
青森空港

7010701007666 青森県青森市大字大谷字小谷１番
地１４青森空港内

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、船用品、
機用品、仮陸揚貨物、
携帯品、別送品、託送
品及び航空貨物輸送
用機材(ULD)

8WW03

函館税関 八戸税関支署 (株)辻野
桔梗野物流センター

8040001062326 青森県八戸市桔梗野工業団地３丁
目６番２５号

輸出入冷凍冷蔵貨物 8DW19



令和4年4月1日現在

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

函館税関 八戸税関支署 (株)八戸魚市場
第２冷凍工場

5420001006387 青森県八戸市大字鮫町字日ノ出町
８番１、２

輸出入冷凍冷蔵貨物、
船用品及び仮陸揚貨
物

8DW53

函館税関 八戸税関支署 (株)福島漁業
冷蔵倉庫

3420001006513 青森県八戸市大字鮫町字小舟渡平
１０番地５６、１０５

輸出入冷凍冷蔵貨物 8DW43

函館税関 八戸税関支署 むつ小川原石油備蓄(株)
六ヶ所事業所

1420001011317 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字
二又５２５－５～７、８５７－２～４、字
上弥栄４８４－２、４、１１６－２～４、
字沖付１０７－１０、１１０－３

輸入危険貨物(原油) 8DW09

函館税関 八戸税関支署 横浜冷凍(株)
八戸物流センター

1020001030638 青森県八戸市大字河原木字宇兵衛
河原１０番地３８

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

8DW28

函館税関 八戸税関支署 大平洋金属(株) 2010001008717 青森県八戸市大字河原木字海岸２
１番２

輸出一般貨物 8DW49

函館税関 八戸税関支署 東北グレーンターミナル
(株)

3420001006166 青森県八戸市大字河原木字海岸２
４番４

輸入一般貨物 8DW03

函館税関 八戸税関支署 東北グレーンターミナル
(株)
合同倉庫

3420001006166 青森県八戸市大字河原木字海岸２
４番２０

輸入一般貨物 8DW04

函館税関 八戸税関支署 東和水産(株)
八戸工場

4010001052011 青森県八戸市大字市川町字下揚５
４番地３、４、８

輸出入冷凍冷蔵貨物 8DW51

函館税関 八戸税関支署 日本原燃(株)
濃縮・埋設事業所ウラン
濃縮工場

4420001011339 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字
野附５０４番地２２

輸入危険貨物、輸入一
般貨物

8DW29

函館税関 八戸税関支署 久慈国家石油備蓄基地 2010401022937 岩手県久慈市夏井町閉伊口第８地
割１０５番地２号他７０筆

輸入危険貨物(原油) 8DW10

函館税関 八戸税関支署 八戸運輸倉庫(株) 4420001006388 青森県八戸市大字河原木字海岸４
番５８、１７番４、１８番３、１９番１０

輸出入一般貨物 8DW13

函館税関 八戸税関支署 八戸港湾運送(株)
２号埠頭倉庫

9420001006409 青森県八戸市大字河原木字海岸３
６番地９、１０

輸出入一般貨物 8DW23

函館税関 八戸税関支署 八戸通運(株)
２号埠頭倉庫

6420001006444 青森県八戸市大字河原木字海岸３
６番９、１１号

輸出入一般貨物 8DW40

函館税関 八戸税関支署 八戸東洋(株)
桔梗野冷蔵庫

4420001006454 青森県八戸市桔梗野工業団地３丁
目２番地６２９、１番地２６

輸出入冷凍冷蔵貨物 8DW47



令和4年4月1日現在

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

函館税関 八戸税関支署 八戸臨港倉庫(株) 2420001006480 青森県八戸市大字河原木字海岸１
０番地７、８、１１、１２、１４、１５、１
６、１７、１８、２０

輸出入一般貨物 8DW08

函館税関 八戸税関支署 八戸臨港倉庫(株)
２号埠頭倉庫

2420001006480 青森県八戸市大字河原木字海岸３
６番地９、１１

輸出入一般貨物 8DW44

函館税関 八戸税関支署 八戸臨港倉庫(株)
３号埠頭倉庫

2420001006480 青森県八戸市大字河原木字海岸２
４番地２２

輸入一般貨物 8DW45

函館税関 八戸税関支署 八戸臨港倉庫(株)
新丸港運２号埠頭倉庫

2420001006480 青森県八戸市大字河原木字海岸３
６番地１６

輸入一般貨物 8DW61

函館税関 八戸税関支署 武輪水産(株)
第二冷蔵庫

7420001006113 青森県八戸市大字鮫町字山四郎蒔
目１７番地３３５

輸出入冷凍冷蔵貨物 8DW34

函館税関 八戸税関支署 武輪水産(株)
第三冷蔵庫

7420001006113 青森県八戸市大字白銀町字昭和町
１番１

輸出入冷凍冷蔵貨物 8DW55

函館税関 八戸税関支署 (株)共同物流サービス
埠頭低温物流センター

9420001005773 青森県八戸市大字河原木字海岸４
番地６０

輸出入冷凍冷蔵貨物 8DW57

函館税関 八戸税関支署 (株)八物ロジスティックス
センター

5420001007807 青森県八戸市大字市川町字下揚１
６番地１

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

8DW58

函館税関 八戸税関支署 八戸ＬＮＧターミナル 3420001013451 青森県八戸市豊洲７番地２ 輸入危険貨物(液化天
然ガス)

8DW59

函館税関 八戸税関支署 八戸通運(株)
北インター工業団地物流
倉庫

6420001006444 青森県八戸市北インター工業団地
六丁目３番６６号

輸出入一般貨物 8DW60

函館税関 八戸税関支署 ＪＡ全農北日本くみあい
飼料（株）
八戸工場糖蜜事業所

2370001018473 青森県八戸市大字河原木字海岸２
４番地２１

輸入一般貨物 8DW62

函館税関 八戸税関支署 ぜんぎょれん八戸食品
（株）

2420001007058 青森県八戸市築港街１丁目３番地９ 輸出入冷凍冷蔵貨物 8DW63

函館税関 大船渡税関支
署

(株)阿部長商店
大船渡食品

1370501000007 岩手県大船渡市大船渡町字欠ノ下
向１番１３

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出一般貨物

8IW17

函館税関 大船渡税関支
署

白金運輸(株)
江刺ＲＣロジセンターＡ

8400601000425 岩手県奥州市江刺岩谷堂字松長根
１６番地５

輸出入一般貨物 8IW11

函館税関 大船渡税関支
署

白金運輸(株)
江刺中核工業団地倉庫

8400601000425 岩手県奥州市江刺区岩谷堂字松長
根６８番地２、６９番地２

輸出入一般貨物 8IW12



令和4年4月1日現在

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

函館税関 大船渡税関支
署

東北汽船港運(株)
野々田コンテナターミナ
ル

5402701000175 岩手県大船渡市大船渡町字野々田
１２５番地１、１２４番地３

輸出入一般貨物 8IW18

函館税関 大船渡税関支
署

東北汽船港運(株)
新田倉庫

5402701000175 岩手県大船渡市大船渡町字新田６
４番地４、６４番地６、６４番地７

輸出入一般貨物 8IW19

函館税関 釜石税関支署 釜石グレーンセンター
(株)

1400001007317 岩手県釜石市港町２丁目１番１号 輸入一般貨物 8HW01

函館税関 釜石税関支署 日本製鉄（株）
東日本製鉄所

3010001008848 岩手県釜石市鈴子町２３番１５号 輸出入一般貨物 8HW02

函館税関 釜石税関支署 日鉄物流釜石（株）
公共埠頭

5400001007404 岩手県釜石市港町１丁目２２番１号 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

8HW03

函館税関 釜石税関支署 東日本エア・ウォーター
物流（株）
釜石低温センター

4020001055806 岩手県釜石市嬉石町２丁目７５番地
１

輸出入冷凍冷蔵貨物 8HW04

函館税関 釜石税関支署 日本通運(株)
釜石営業支店

4010401022860 岩手県釜石市片岸町第３地割１０４
番地

輸出入一般貨物 8HW05

函館税関 釜石税関支署 （株）永山
岩手県花巻空港店

5010501016183 岩手県花巻市東宮野目第２地割５３
番地

保税売店において販
売する貨物

8HW06

函館税関 釜石税関支署 日本フレートライナー(株)
国際事業部盛岡ＩＣＤ事
業所

8010701023621 岩手県盛岡市永井第３０地割３９番
地盛岡貨物ターミナル駅構内

輸出入一般貨物 8HW07

函館税関 釜石税関支署 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス東北
盛岡物流センター

2370001013136 岩手県紫波郡矢巾町流通センター
南２丁目４番２２号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

8HW08

函館税関 釜石税関支署 日本通運(株）
岩手県南支店北上物流
事業所

4010401022860 岩手県北上市流通センター６１５番２ 輸出入一般貨物 8HW09 届出蔵置場

函館税関 秋田船川税関
支署

(株)ダイニチ
埠頭倉庫

8410001007144 秋田県能代市能代町字下浜１番地
２

輸出入一般貨物 8EW44



令和4年4月1日現在

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

函館税関 秋田船川税関
支署

(有)天野商店 1410002006218 秋田県男鹿市船川港船川字芦沢２
０５番地

船用品 8EW07

函館税関 秋田船川税関
支署

ヨコウン(株)
秋田南営業所

6410001008929 秋田県秋田市御所野湯本１丁目１
番１０号

輸出入一般貨物 8EW40

函館税関 秋田船川税関
支署

ヨコウン(株)
パクトセンター

6410001008929 秋田県横手市杉沢字中杉沢５９２番
地の３

輸出一般貨物 8EW45

函館税関 秋田船川税関
支署

秋田プライウッド(株)
フロアー倉庫

3410001000541 秋田県秋田市向浜１丁目１番地１４
３

輸出入一般貨物 8EW36

函館税関 秋田船川税関
支署

秋田プライウッド(株)
男鹿工場Ｂ棟

3410001000541 秋田県男鹿市船川港船川字海岸通
り２号９番地２０、２２番地６

輸出入一般貨物 8EW52

函館税関 秋田船川税関
支署

秋田運送(株)
秋田港倉庫

7410001000174 秋田県秋田市土崎港相染町大浜１
番地６

輸出入一般貨物、船用
品

8EW24

函館税関 秋田船川税関
支署

秋田海陸運送(株)
大浜

7410001000216 秋田県秋田市土崎港相染町字大浜
１番地６地内

輸出入一般貨物 8EW37

函館税関 秋田船川税関
支署

秋田海陸運送(株)
船川６号

7410001000216 秋田県男鹿市船川港船川字芦沢２
０７、２０８番地

輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

8EW54

函館税関 秋田船川税関
支署

秋田海陸運送(株)
中島

7410001000216 秋田県秋田市土崎港相染町字土浜
３０番地３、３５番地６、３８番地１、５
２番地

輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

8EW55

函館税関 秋田船川税関
支署

秋田国家石油備蓄基地 7010001085339 秋田県男鹿市船川港南平沢字大畑
台８４番、８５番３、４、６、９１番２、字
芦沢２１９、２２０番

輸入危険貨物(原油) 8EW43

函館税関 秋田船川税関
支署

出光興産(株)
秋田油槽所

9010001011318 秋田県秋田市寺内字後城３２２番地
４

輸入危険貨物 8EW11

函館税関 秋田船川税関
支署

東邦運輸倉庫(株)
秋田支店第一倉庫

6370001005666 秋田県秋田市飯島字穀丁大谷地１
番地１１

輸出入一般貨物 8EW31

函館税関 秋田船川税関
支署

日の出運輸企業(株)
浜ナシ山倉庫

4410001002181 秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山６番地３０

輸出一般入貨物 8EW13

函館税関 秋田船川税関
支署

日本通運(株)
秋田港支店１号倉庫

4010401022860 秋田県秋田市土崎港相染町字大浜
１番４号

輸出入一般貨物 8EW26 届出蔵置場

函館税関 秋田船川税関
支署

日本通運(株)
秋田港支店３号倉庫

4010401022860 秋田県秋田市土崎港西３丁目３番４
号

輸出入一般貨物 8EW27 届出蔵置場



令和4年4月1日現在

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

函館税関 秋田船川税関
支署

能代運輸(株)
秋田港運事業所秋田１
号倉庫

6410001007187 秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山１２４番５

輸出入一般貨物及び
輸入危険貨物

8EW38

函館税関 秋田船川税関
支署

能代運輸(株)
能代港運事業所港頭倉
庫

6410001007187 秋田県能代市字大森山１番地２ 輸出入一般貨物及び
船用品

8EW29

函館税関 秋田船川税関
支署

秋田地区合板事業協同
組合
向浜木材

8410005000062 秋田県秋田市向浜２丁目３番３、４
号

輸入一般貨物(木材) 8EW41

函館税関 秋田船川税関
支署

新秋木工業(株) 9010001003389 秋田県秋田市向浜１丁目１番地９ 輸出入一般貨物 8EW56

函館税関 秋田船川税関
支署

ＥＮＥＯＳ(株)
秋田油槽所

4010001133876 秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナ
シ山９番２

輸入危険貨物 8EW57

函館税関 秋田船川税関
支署

白金運輸(株)
大館営業所

8400601000425 秋田県大館市二井田字前田野３７
番地１５

輸出入一般貨物 8EW58

函館税関 秋田船川税関
支署

秋田海陸コンテナ物流セ
ンター

7410001000216 秋田県秋田市土崎港相染町字大浜
１２番地

輸出入一般貨物 8EW59 届出蔵置場

函館税関 秋田船川税関
支署
秋田空港出張
所

日本航空(株)
秋田空港

7010701007666 秋田県秋田市雄和椿川字山籠４９
秋田空港貨物ビル

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、船用品、
機用品、仮陸揚貨物、
携帯品、別送品、託送
品及び航空貨物輸送
用機材(ULD)

81W03

函館税関 秋田船川税関
支署
秋田空港出張
所

秋田空港ターミナルビル
(株)

4410001000202 秋田県秋田市雄和椿川字山籠４９
番地秋田空港内

保税売店において販
売する貨物

81W01


