
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

大阪税関 本関 アサヒコーポレーション
(株)
北港第１号倉庫

6120001028493 大阪府大阪市此花区梅町２丁目８
番９号

輸出入一般貨物 4EW02

大阪税関 本関 アサヒコーポレーション
(株)
北港第３号倉庫

6120001028493 大阪府大阪市此花区北港２丁目４
番１号、５番３号

輸出入一般貨物 4EW01

大阪税関 本関 アサヒコーポレーション
(株)
北港第６号倉庫

6120001028493 大阪府大阪市此花区北港２丁目２
番７６号

輸出入一般貨物 4EW03

大阪税関 本関 アサヒ冷蔵(株)
ＴＡＩＳＨＯ

7122001000233 大阪府大阪市大正区南恩加島１丁
目９番８７号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4AWD5

大阪税関 本関 アスト(株)
梅町ターミナル

2120001048990 大阪府大阪市此花区梅町２丁目５
番４号

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

4EW07

大阪税関 本関 アスト(株)
木津川ターミナル

2120001048990 大阪府大阪市大正区平尾１丁目４
番２０号、南恩加島１丁目３番５号

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

4AW08

大阪税関 本関 アスト(株)
小林ターミナル

2120001048990 大阪府大阪市大正区小林東１丁目
１番５号

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

4AW07

大阪税関 本関 アスト(株)
千島第１ターミナル

2120001048990 大阪府大阪市大正区平尾１丁目１
番７号、１番９号

輸出入一般貨物 4AW27

大阪税関 本関 アスト(株)
なみはやターミナル

2120001048990 大阪府大阪市大正区鶴町１丁目１
番１５号、１番２３号

輸出入危険貨物 4AW09

大阪税関 本関 アスト(株)
北港ターミナル

2120001048990 大阪府大阪市此花区北港２丁目４
番６７号

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

4EW08

大阪税関 本関 荒木運輸(株)
西淀川物流センター

6120001163497 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目
７番４８号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4CW84

大阪税関 本関 荒木運輸(株)
東大阪ＣＦセンター

6120001163497 大阪府東大阪市本庄西１丁目７番１
１号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4CW60

大阪税関 本関 (株)飯田
田原本ワイン倉庫

3122001017660 奈良県磯城郡田原本町鍵５７番地３ 輸入一般貨物 4AWC8

大阪税関 本関 一宮運輸(株)
関西支社物流センター大
阪　東大阪倉庫

4500001009622 大阪府東大阪市池島町８丁目１０７
８番地１

輸出一般貨物 4CW90

大阪税関 本関 伊藤勝(株)
浮島上屋

5120001028528 大阪府大阪市港区港晴２丁目１４番
２９号

輸出入一般貨物 4AW84

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

大阪税関

本関

インターナショナルエクス
プレス（株）
関西支店　大正物流セン
ター

8010401003337 大阪府大阪市大正区鶴町２丁目２０
番５８号

輸出入一般貨物 4AWF7 届出蔵置場

大阪税関 本関 ＳEIロジネット(株)
大阪営業所倉庫

3120001096683 大阪府大阪市此花区島屋１丁目１
番３号

輸出入一般貨物 4EW54

大阪税関 本関 味の素物流（株）
舞洲低温物流センター常
温倉庫

3010001068883 大阪府大阪市此花区北港白津１丁
目５番７３号

輸出入一般貨物 4EW67

大阪税関 本関 王子物流(株)
安治川支店

5010001039767 大阪府大阪市港区石田１丁目２番１
号

輸出入一般貨物 4HW16

大阪税関 本関 近江産業(株)
鶴浜鉄鋼センター

2120001076133 大阪府大阪市大正区鶴町４丁目１３
番１３号

輸出入一般貨物 4AW31

大阪税関 本関 (株)オーエスティ物流
北港センター

1120001100901 大阪府大阪市此花区常吉１丁目１
番６９号

輸出入一般貨物 4EW49

大阪税関 本関 大阪港埠頭ターミナル
(株)
W－５１野積場

4120001030113 大阪府大阪市此花区北港２丁目１
番

輸出入一般貨物 4EW56

大阪税関 本関 大阪港埠頭ターミナル
(株)
サイロ

4120001030113 大阪府大阪市港区石田２丁目３番２
７号、３番５０号

輸入一般貨物 4AW48

大阪税関 本関 大阪港埠頭ターミナル
(株)
大正事業所

4120001030113 大阪府大阪市大正区北恩加島２丁
目２番１内、３番、３番１内、３番２、４
番

輸出入一般貨物 4AW87

大阪税関 本関 大阪梱包運輸(株) 1120001030099 大阪府大阪市港区海岸通３丁目２
番２号

輸出入一般貨物 4AW33

大阪税関 本関 大阪製鐵(株)
大阪事業所恩加島工場

1120001028390 大阪府大阪市大正区南恩加島１丁
目９番３号、１１番

輸出一般貨物 4AWE1

大阪税関 本関 大阪中央冷蔵(株)
平野工場

5120001037009 大阪府大阪市平野区平野馬場１丁
目１１番２６号

輸出入冷凍貨物 4AW52

大阪税関 本関 大阪中央冷蔵(株)
北港工場

5120001037009 大阪府大阪市此花区北港白津１丁
目７番３９号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4EW22

大阪税関 本関 大阪中央冷蔵(株)
本社工場

5120001037009 大阪府大阪市福島区野田１丁目１
番８６号

輸出入冷凍冷蔵貨物 4GW26

大阪税関 本関 大阪東部冷蔵(株)
物流センター

5120001011491 大阪府大阪市東住吉区今林３丁目
１番５０号

輸出入冷凍冷蔵貨物 4AW53



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

大阪税関 本関 恩地冷蔵(株)
杭全工場

5120001076691 大阪府大阪市東住吉区今林２丁目
２番１４号

輸出入冷凍貨物 4AW51

大阪税関 本関 葛城煙火(株)
奈良倉庫

5120001003134 奈良県香芝市田尻１１８番地、１２５
番地
大阪府柏原市旭が丘４丁目１０８６
番１２、１０８６番１３

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

4AW26

大阪税関 本関 加藤運輸(株)
第二突堤上屋

9120001076911 大阪府大阪市港区海岸通３丁目４
番５５号

輸出入一般貨物 4AW89

大阪税関 本関 カネミ倉庫(株)
築港

1290801000821 大阪府大阪市港区築港１丁目３番８
号

輸出入一般貨物（米
（関税が無税のものに
限る））

4AWB4

大阪税関 本関 カネミ倉庫(株)
津守

1290801000821 大阪府大阪市西成区津守２丁目８
番１３号

輸出入一般貨物（米
（ただし、関税が無税
のものに限る））

4AWC1

大阪税関 本関 (株)上組
大阪支店三突Q

6140001006951 大阪府大阪市港区海岸通４丁目５
番５号

輸出入一般貨物 4AWB6

大阪税関 本関 (株)上組
大阪支店三突Ｚ上屋

6140001006951 大阪府大阪市港区海岸通４丁目５
番３２号

輸出入一般貨物 4AW62

大阪税関 本関 (株)上組
突堤集貨センター

6140001006951 大阪府大阪市港区海岸通４丁目１
番２４号

輸出入一般貨物 4AW61

大阪税関 本関 川西倉庫(株)
大阪支店茨木営業所

9140001012831 大阪府茨木市太田３丁目１番１７号 輸出入一般貨物 4DW07

大阪税関 本関 川西倉庫(株)
大阪支店大東営業所

9140001012831 大阪府大東市中垣内６丁目６番１１
号

輸出入一般貨物 4CW37 届出蔵置場

大阪税関 本関 川西倉庫(株)
大阪支店築港物流セン
ター営業所

9140001012831 大阪府大阪市港区海岸通４丁目３
番２３号

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

4AW63

大阪税関 本関 (株)川本倉庫
北港営業所

8120001007231 大阪府大阪市此花区北港２丁目４
番５６号

輸出入危険貨物 4EW44

大阪税関 本関 関西化成品輸送(株) 7120001026232 大阪府大阪市此花区島屋６丁目１
番１３５号

輸出入危険貨物 4EW06

大阪税関 本関 木津川倉庫(株)
大正倉庫

6120001027339 大阪府大阪市大正区南恩加島１丁
目１２番６号

輸出入一般貨物 4AW05

大阪税関 本関 協同運輸(株)
大正物流センター

5120001027364 大阪府大阪市大正区小林西１丁目
１７番３１号

輸出入一般貨物 4AWE7

大阪税関 本関 (株)共和商会
富島倉庫

3120001034775 大阪府大阪市西区川口３丁目６番２
４号、１５７番地

輸出入一般貨物 4GW16



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

大阪税関 本関 旭扇海運(株)
Ｎ号倉庫

6140001007074 大阪府大阪市港区石田２丁目２番４
０号

輸出入一般貨物 4AWE8

大阪税関 本関 近畿港運(株)
一突営業所

8120001028814 大阪府大阪市港区海岸通３丁目８
番２７号

輸出入一般貨物 4AW65

大阪税関 本関 久保物流産業（株）
十日市倉庫

1120901000696 大阪府茨木市十日市町２２番１号 輸出入一般貨物 4CW92

大阪税関 本関 （株）ケービートランス 8140001007394 大阪府大阪市住之江区北加賀屋５丁
目５番３８号

輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

4AWF5

大阪税関 本関 鴻池運輸(株)
安治川倉庫

5120001079182 大阪府大阪市港区石田１丁目５番３
４号、５番４１号

輸出入一般貨物 4HW05

大阪税関 本関 鴻池運輸(株)
大阪北港定温流通セン
ター営業所

5120001079182 大阪府大阪市此花区北港白津１丁
目６番１０号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4EW59

大阪税関 本関 港湾冷蔵(株)
大阪港工場

3140001068755 大阪府大阪市港区石田１丁目１番３
４号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4HW17

大阪税関 本関 櫻島埠頭(株) 8120001026363 大阪府大阪市此花区梅町１丁目１
番１１号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

4EW09

大阪税関 本関 櫻島埠頭(株)
石油埠頭倉庫

8120001026363 大阪府大阪市此花区梅町２丁目６
番６５号

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

4EW10

大阪税関 本関 櫻島埠頭(株)
冷蔵倉庫

8120001026363 大阪府大阪市此花区梅町１丁目２
番地

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4EW11

大阪税関 本関 サミットスチール(株) 4120001026466 大阪府大阪市此花区常吉１丁目１
番７８号

輸出入一般貨物 4EW24

大阪税関 本関 三栄源エフ・エフ・アイ
(株)
本社

6120901023791 大阪府豊中市三和町１丁目１番１１
号

輸出入一般貨物 4CW59

大阪税関 本関 (株)サンオーシャン
三突営業所

6120001028989 大阪府大阪市港区海岸通４丁目５
番５号

輸出入一般貨物 4AWE2

大阪税関 本関 山九(株)
大阪北港物流センター

7290801005328 大阪府大阪市此花区北港白津１丁
目５番７３号

輸出入一般貨物 4EW64 届出蔵置場

大阪税関 本関 産業振興（株）
中部関西スクラップセン
ター大阪ヤード

5010601022833 大阪府大阪市大正区小林東１丁目
２番８号

輸出一般貨物（鉄鋼ス
クラップ（無税のものに
限る））

4AWF4

大阪税関 本関 三昭(株)
大阪支店

4010001017113 大阪府大阪市港区石田３丁目２番３
５号

輸入一般貨物 4AW14

大阪税関 本関 三和包装産業(株)
第７倉庫

8120001000517 大阪府門真市柳田町２８番１号 輸出入一般貨物 4DW39



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

大阪税関 本関 滋賀近交運輸倉庫(株)
大阪ＫＬセンター

2160001007415 大阪府門真市三ツ島５丁目３６番１
号

輸出入一般貨物 4CW78

大阪税関 本関 澁澤倉庫(株)
日和橋倉庫

6010601038102 大阪府大阪市港区海岸通４丁目１
番２９号

輸出入一般貨物 4AWE4

大阪税関 本関 新日鐵住金(株)
製鋼所

3010001008848 大阪府大阪市此花区島屋５丁目１
番１０９号

輸出入一般貨物 4EW65

大阪税関 本関 (株)杉村倉庫
大阪港営業所福崎倉庫

4120001029155 大阪府大阪市港区福崎３丁目１番１
４８号

輸出入一般貨物 4AW72 届出蔵置場

大阪税関 本関 (株)杉村倉庫
城東営業所

4120001029155 大阪府大阪市鶴見区鶴見１丁目３
番４号

輸出入一般貨物（積戻
し貨物を含む）

4CW08 届出蔵置場

大阪税関 本関 住友化学(株)
大阪工場

2010001071327 大阪府大阪市此花区春日出中３丁
目１番９８号、春日出北３丁目４番１
２号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

4EW20

大阪税関 本関 (株)住友倉庫
大阪支店川口営業所安
治川倉庫

7120001049002 大阪府大阪市港区石田１丁目５番１
０号、５番４１号

輸出入一般貨物 4HW19 届出蔵置場

大阪税関 本関 (株)住友倉庫
南岸

7120001049002 大阪府大阪市港区海岸通２丁目４
番１、５番１、６番１内

輸出入一般貨物及び
船用品

4AW93

大阪税関 本関 住友電気工業(株)
大阪製作所

5120001077450 大阪府大阪市此花区島屋１丁目１
番３号

輸出入一般貨物 4EW32

大阪税関 本関 住和港運(株) 7120001044507 大阪府大阪市西区安治川２丁目１
番１１号

一般輸出入貨物 4GW11 届出蔵置場

大阪税関 本関 セイノースーパーエクス
プレス(株)
大阪海運保税蔵置場

9010601041061 大阪府大阪市西淀川区大和田２丁
目４番４９号

輸出入一般貨物 4CW46 届出蔵置場

大阪税関 本関 (株)セントラル・コールド・
ストレージ
桜島第１冷凍庫

7120001026496 大阪府大阪市此花区桜島３丁目２
番１７号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4EW25

大阪税関 本関 (株)セントラル・コールド・
ストレージ
第５冷凍庫

7120001026496 大阪府大阪市此花区桜島３丁目４
番７６号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4EW23

大阪税関 本関 (株)セントラル・コールド・
ストレージ
舞洲冷凍庫

7120001026496 大阪府大阪市此花区北港白津１丁
目１１番５２号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4EW26

大阪税関 本関 (株)大運
弁天

4120001044831 大阪府大阪市港区弁天６丁目７番１
７号、７番２７号

輸出入一般貨物 4HW04



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

大阪税関 本関 (株)大運
北港

4120001044831 大阪府大阪市此花区北港白津１丁
目１１番３号、１丁目１２番５１号

輸出入一般貨物 4EW21

大阪税関 本関 (株)大貴冷蔵庫 8120001017981 大阪府大阪市生野区巽南２丁目１
番４５号

輸出入冷凍冷蔵貨物 4AW55

大阪税関 本関 大東港運(株)
大阪支店三突出張所

8010401016578 大阪府大阪市港区海岸通４丁目５
番３２号

輸出入一般貨物 4AWB1

大阪税関 本関 太平洋貿易(株)
本社倉庫

3120001056613 大阪府大阪市淀川区西中島４丁目
６番２２号

輸出入一般貨物 4CW10

大阪税関 本関 大和物流（株）
大阪営業所

3120001066744 大阪府大阪市西淀川区中島二丁目
５番地２４

輸出入一般貨物 4CW83

大阪税関 本関 (株)辰巳商会
安治川営業所２号倉庫

2120001029347 大阪府大阪市港区石田２丁目２番９
号

輸出入一般貨物 4HW08

大阪税関 本関 (株)辰巳商会
安治川作業所

2120001029347 大阪府大阪市港区石田２丁目２番４
号

輸出入危険貨物 4HW06

大阪税関 本関 (株)辰巳商会
桜島倉庫

2120001029347 大阪府大阪市此花区桜島３丁目２
番７５号、梅町２丁目１番４９号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

4EW12

大阪税関 本関 (株)辰巳商会
三突営業所

2120001029347 大阪府大阪市港区海岸通４丁目３
番２１号、５番３２号

輸出入一般貨物 4AW74

大阪税関 本関 (株)辰巳商会
北港ケミカルターミナル

2120001029347 大阪府大阪市此花区北港２丁目１
番６７号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

4EW13

大阪税関 本関 (株)田中梱包工業所
住之江工場

7120001020747 大阪府大阪市住之江区北加賀屋５
丁目４番８９号

輸出一般貨物、船用品
及び仮陸揚貨物

4AWD8

大阪税関 本関 月星海運(株)
桜島倉庫

1120001049016 大阪府大阪市此花区桜島３丁目１０
番４４号

輸出入一般貨物 4EW34

大阪税関 本関 テイカ倉庫(株)
百島営業所

6120001050150 大阪府大阪市西淀川区大野３丁目
７番１４０号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

4CW13

大阪税関 本関 テイカ倉庫(株)
船町営業所

6120001050150 大阪府大阪市大正区船町１丁目３
番４７号

輸出入一般貨物（含危
険品第４類）

4AW29

大阪税関 本関 寺本運輸倉庫(株)
中島営業所

1140001050120 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目
１番地４

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

4CW69

大阪税関 本関 東芝ロジスティクス(株)
大阪セミコンダクターロジ
センター

9020001089386 大阪府大阪市住之江区柴谷１丁目
２番３４号

輸出入一般貨物 4AWD1

大阪税関 本関 東芝ロジスティクス(株)
関西支店

9020001089386 大阪府大阪市住之江区柴谷１丁目
２番３２号

輸出入一般貨物 4AWD7



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

大阪税関 本関 東洋水産(株)
舞洲冷蔵庫

2010401020321 大阪府大阪市此花区北港白津１丁
目７番８１号

輸出入冷凍冷蔵貨物 4EW43

大阪税関 本関 東洋埠頭(株)
大阪支店

7010001034865 大阪府大阪市此花区梅町２丁目４
番７２号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

4EW14

大阪税関 本関 東洋埠頭(株)
大阪支店東大阪営業所

7010001034865 大阪府東大阪市本庄中２丁目４番２
０号

輸出入一般貨物 4CW62

大阪税関 本関 (株)東洋埠頭青果セン
ター
安治川センター

1120001111618 大阪府大阪市港区石田３丁目３番、
港晴５丁目１番、１番１号、２番１号、
２番６号

輸出入一般貨物 4AWD3

大阪税関 本関 (株)東洋埠頭青果セン
ター
舞洲センター

1120001111618 大阪府大阪市此花区北港白津１丁
目９番７２号

輸出入一般貨物 4EW57

大阪税関 本関 (株)トーナイ
此花保税野積場

4120901011600 大阪府大阪市此花区梅町２丁目３
番２４号

輸出一般貨物 4EW58

大阪税関 本関 杤木協鐵輸送(株)
総合１号倉庫

6120001067962 大阪府大阪市港区福崎３丁目１番１
３号

輸出入一般貨物 4AW16

大阪税関 本関 トレーディア(株)
築港倉庫

3140001009726 大阪府大阪市港区築港３丁目１番３
２号

輸出入一般貨物及び
船用品

4AW18 届出蔵置場

大阪税関 本関 中谷運輸（株）桜島 4120001029493 大阪府大阪市此花区桜島３丁目 輸出入一般貨物 4EW68

大阪税関 本関 中津冷凍(株) 2120001068238 大阪府大阪市北区中津７丁目７番３
０号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4CW23

大阪税関 本関 (株)中日本冷蔵 5120001026663 大阪府大阪市此花区西九条１丁目
１番２０号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4GW17

大阪税関 本関 (株)中日本冷蔵
舞洲物流センター

5120001026663 大阪府大阪市此花区北港白津１丁
目７番５２号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4EW17

大阪税関 本関 (株)中山製鋼所
船町工場

5120001027901 大阪府大阪市大正区船町１丁目１
番６６号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

4AW15

大阪税関 本関 南港運輸(株)
平林倉庫

4120001003977 大阪府大阪市住之江区柴谷１丁目
８５番地１

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

4AWA7

大阪税関 本関 西村工機(株)
木津川倉庫

7140001052805 大阪府大阪市大正区小林東１丁目
２番３０号

輸出一般貨物 4AWE3

大阪税関 本関 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス関西
梅町物流センター

6120001077664 大阪府大阪市此花区梅町１丁目１
番１１号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4EW27



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

大阪税関 本関 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス関西
高槻物流センター

6120001077664 大阪府高槻市東上牧１丁目２番５号 輸出入冷凍貨物及び
輸出入一般貨物

4DW16

大阪税関 本関 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス関西
北港物流センター

6120001077664 大阪府大阪市此花区北港白津１丁
目７番３２号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4EW60

大阪税関 本関 (株)日新
２突倉庫

2020001028235 大阪府大阪市港区海岸通３丁目５
番２８号

輸出入一般貨物 4AWD2

大阪税関 本関 (株)日新
一突上屋

2020001028235 大阪府大阪市港区海岸通３丁目、３
丁目１０番３４号

輸出入一般貨物 4AW35

大阪税関 本関 日水物流（株）
大阪舞洲物流センター

2010401068740 大阪府大阪市此花区北港緑地１丁
目１番６８号

輸出入冷凍冷蔵貨物、
輸出入一般貨物

4EW66

大阪税関 本関 (株)ニッソー
本社倉庫

6122001019563 大阪府八尾市太田７丁目４３番地 輸出入一般貨物 4AWB5

大阪税関 本関 新田ゼラチン(株)
本社大阪工場

2120001039437 大阪府八尾市二俣２丁目２２番地 輸入一般貨物（砕骨） 4AW56

大阪税関 本関 日通・パナソニック ロジ
スティクス(株)
大阪センター

2120901010075 大阪府摂津市東別府３丁目２番７号 輸出入一般貨物 4CW91  届出蔵置場

大阪税関 本関 日本通運(株)
大阪国際輸送支店安治
川内港埠頭倉庫

4010401022860 大阪府大阪市港区石田２丁目１番９
号

一般輸出入貨物 4HW10 届出蔵置場

大阪税関 本関 日本通運(株)
大阪東支店淀川流通セ
ンター倉庫

4010401022860 大阪府大阪市都島区中野町５丁目
１０番１３７号

輸出入一般貨物 4CW54

大阪税関 本関 日本通運(株)
第２突堤

4010401022860 大阪府大阪市港区海岸通３丁目４
番５５号、５番３６号、５番４４号

一般輸出入貨物 4AW76 届出蔵置場

大阪税関 本関 日本通運(株)
天王寺支店八尾倉庫

4010401022860 大阪府八尾市神武町２番２４号 輸入一般貨物 4AWB8

大阪税関 本関 日本トランスシティ(株)
関西支社大阪支店枚方
営業所枚方物流センター

9190001015895 大阪府枚方市長尾峠町４６番１号 輸出入一般貨物 4CW34

大阪税関 本関 東大阪冷蔵(株) 2122001008768 大阪府東大阪市本庄西１丁目８番３
４号、１３８番地、１３９番地１、１３９
番地２、１４０番地、１４１番地、１４２
番地、１５９番地、１６１番地、１６２番
地

輸出入冷凍冷蔵貨物 4CW25



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

大阪税関 本関 （株）日立物流西日本
西淀川第二営業所

5120001170107 大阪府大阪市西淀川区中島２丁目
１番２７号

輸入一般貨物 4CW93

大阪税関 本関 富士興業(株)
１号倉庫

5120001108924 大阪府大阪市此花区島屋６丁目１
番１３０号

輸出入一般貨物 4EW50

大阪税関 本関 藤原運輸(株)
大正上屋

2120001047027 大阪府大阪市大正区北恩加島２丁
目５番

輸出入一般貨物 4AW39

大阪税関 本関 藤原運輸(株)
鶴町第一倉庫

2120001047027 大阪府大阪市大正区鶴町５丁目６
番３号、６番１６号

輸出入一般貨物 4AW40

大阪税関 本関 藤原運輸(株)
鶴町第三倉庫

2120001047027 大阪府大阪市大正区鶴町１丁目１
番４０号

輸出入一般貨物 4AW41

大阪税関 本関 (株)フリゴ大阪港 7120001026785 大阪府大阪市港区港晴５丁目２番６
０号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4AWF8

大阪税関 本関 (株)フリゴ
北大阪物流センター

7120001026785 大阪府吹田市南吹田４丁目１９番８
０号

輸出入冷凍冷蔵貨物 4CW74

大阪税関 本関 (株)フリゴ
北港（舞洲）物流センター

7120001026785 大阪府大阪市此花区北港白津１丁
目７番１１号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4EW04

大阪税関 本関 寳船冷藏(株)
港工場

4120001049005 大阪府大阪市港区港晴５丁目２番９
号、２番６０号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4AW42

大阪税関 本関 （株）北部冷蔵サービス
センター

5120901002012 大阪府茨木市宮島１丁目１番１号 輸入冷凍冷蔵貨物 4CW88

大阪税関 本関 前田産業(株)
港倉庫

1120001013624 大阪府大阪市港区石田２丁目３番１
９号

輸出入一般貨物 4AW80

大阪税関 本関 前田産業(株)
港倉庫Ａ地

1120001013624 大阪府大阪市港区石田３丁目１番４
号

輸出入一般貨物 4AW98

大阪税関 本関 (株)まるい
安治川上屋

5120001029848 大阪府大阪市港区弁天６丁目７番２
７号

輸出入一般貨物 4GW25

大阪税関 本関 丸協運輸（株）　関西ロジ
スティクスセンター

8120001148694 大阪府門真市ひえ島１５５－１ 輸入一般貨物 4AWF6

大阪税関 本関 丸新港運(株)
一突

9120001029844 大阪府大阪市港区海岸通３丁目、３
丁目８番２７号

輸出入一般貨物 4AW82

大阪税関 本関 丸善運輸倉庫（株）
本社営業所

7122001016584 大阪府大東市新田境町２４番地１ 輸入一般貨物 4CW89

大阪税関 本関 丸山物流(株) 9120001029860 大阪府大阪市港区弁天６丁目２番８
号

輸出入一般貨物 4HW13

大阪税関 本関 丸山物流(株)
５号上屋

9120001029860 大阪府大阪市港区弁天５丁目１８番
１号

輸出入一般貨物 4AWF2



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

大阪税関 本関 三井倉庫港運(株)
一突Ｄ上屋

9120001029902 大阪府大阪市港区海岸通３丁目１０
番３４号

輸出入一般貨物 4AW46

大阪税関 本関 三井倉庫（株）
埠頭倉庫

8010401114448 大阪府大阪市港区海岸通３丁目１
番３５号、３番５号

輸出入一般貨物 4AWE9

大阪税関 本関 三菱倉庫(株)
大阪支店桜島営業所

8010001034947 大阪府大阪市此花区桜島３丁目８
番２４号

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

4EW30 届出蔵置場

大阪税関 本関 三菱倉庫(株)
大阪支店桜島営業所安
治川倉庫

8010001034947 大阪府大阪市港区石田２丁目３番２
号

一般輸出入貨物 4HW14 届出蔵置場

大阪税関 本関 三菱倉庫(株)
大阪支店桜島保税野積
場

8010001034947 大阪府大阪市此花区桜島３丁目 輸出入一般貨物 4EW62

大阪税関 本関 (株)メタルドゥ
１ＳＴ物流センター

7120001040563 大阪府大阪市此花区常吉１丁目１
番７６号

輸出入一般貨物 4EW61

大阪税関 本関 安田倉庫(株)
大阪営業所

6010401029771 大阪府大阪市住之江区柴谷１丁目
１番３８号

輸出入一般貨物 4AWD9

大阪税関 本関 山忠運輸(株)
摂津営業所

1120001109579 大阪府摂津市鳥飼上５丁目２番５２
号　協同組合新大阪貨物流通セン
ター内

輸出入一般貨物 4DW12

大阪税関 本関 (株)ヤマタネ
関西支店北大阪営業所

2010601007242 大阪府茨木市宮島２丁目３番１号 輸出入一般貨物 4DW11

大阪税関 本関 横浜冷凍(株)
西淀物流センター

1020001030638 大阪府大阪市西淀川区大野３丁目
７番１２３号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4CW56

大阪税関 本関 横浜冷凍（株）
北港物流センター

1020001030638 大阪府大阪市此花区北港白津１丁
目１番２２

輸出入冷凍冷蔵貨物 4EW63

大阪税関 本関 横浜冷凍(株)
舞洲物流センター

1020001030638 大阪府大阪市此花区北港白津１丁
目６番４号

輸出入冷凍冷蔵貨物 4EW45

大阪税関 本関 (株)淀川製鋼所
大阪工場

4120001077591 大阪府大阪市西淀川区百島２丁目
１番２１号

輸出入一般貨物 4CW32

大阪税関 本関 リシュモンジャパン（株）
大阪物流センター

2010001086952 大阪府大阪市港区福崎３丁目１番１
８５号

輸出入一般貨物 4AWF3

大阪税関 本関 (株)ロジスティクス・ネット
ワーク
関西物流センター

1010001108591 大阪府大阪市此花区梅町１丁目１
番２９号

輸出入冷凍冷蔵貨物 4EW19

大阪税関 本関 若松冷蔵(株) 3120001059252 大阪府大阪市淀川区三国本町２丁
目１５番１６号

輸入冷凍冷蔵貨物及
び輸入一般貨物

4CW50



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

大阪税関 南港出張所 (株)イズミ商会 2120001120428 大阪府大阪市住之江区南港東４丁
目５番１６号

輸出入一般貨物 4IWQ1

大阪税関 南港出張所 伊勢湾海運(株)
大阪港流通センター

3180001006050 大阪府大阪市住之江区南港中７丁
目３番１０９号

一般輸出入貨物 4IWD2 届出蔵置場

大阪税関 南港出張所 井上倉庫(株) 4120001030294 大阪府大阪市住之江区平林南２丁
目１１番１９号

輸出入一般貨物 4IW11

大阪税関 南港出張所 インターナショナルエクス
プレス(株)
関西支店南港物流セン
ター

8010401003337 大阪府大阪市住之江区南港東４丁
目１０番６０号

輸出入一般貨物及び
輸出入冷蔵貨物

4BW08 届出蔵置場

大阪税関 南港出張所 ＳＰＫ(株) 9120001034407 大阪府大阪市住之江区南港南２丁
目１２番１９号

輸出一般貨物 4IWL6

大阪税関 南港出張所 王子物流(株)
南港事業所

5010001039767 大阪府大阪市住之江区南港中８丁
目６番４５号

輸出入一般貨物 4IW29

大阪税関 南港出張所 王子物流(株)
南港事業所Ｑ－４

5010001039767 大阪府大阪市住之江区南港中６丁
目３番４４号

輸出入一般貨物 4IWR1

大阪税関 南港出張所 大阪運輸(株)
ロジスティクスセンター

6120001031935 大阪府大阪市住之江区南港中６丁
目５番１号

輸出入一般貨物 4IWN9

大阪税関 南港出張所 大阪中央冷蔵(株)
南港工場

5120001037009 大阪府大阪市住之江区南港南１丁
目２番２００号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4IW09

大阪税関 南港出張所 (株)上組
総合流通センター

6140001006951 大阪府大阪市住之江区南港中７丁
目４番１１０号

輸出入一般貨物 4IW03

大阪税関 南港出張所 (株)上組
南港１号倉庫

6140001006951 大阪府大阪市住之江区南港中６丁
目６番６０号

輸出入一般貨物 4IW01

大阪税関 南港出張所 (株)上組
南港Ｒ倉庫

6140001006951 大阪府大阪市住之江区南港北２丁
目１２番

輸出入一般貨物 4IWP7 届出蔵置場

大阪税関 南港出張所 (株)上組
南港コンテナーセンター

6140001006951 大阪府大阪市住之江区南港北２丁
目４番６８号

輸出入一般貨物 4IW02

大阪税関 南港出張所 関西運輸倉庫(株) 4120001030492 大阪府大阪市住之江区南港南２丁
目１２番１９号

輸出入一般貨物 4IW12

大阪税関 南港出張所 (株)カンロジ
南港カーゴセンター

1040001044669 大阪府大阪市住之江区南港東４丁
目１０番４７号

輸出入一般貨物、輸出
別送品、仮陸揚貨物及
び船用品

4BW11

大阪税関 南港出張所 近畿通関(株)
咲洲Ｑ－４物流センター

6120001028816 大阪府大阪市住之江区南港中６丁
目３番４４号

輸出入一般貨物 4IWF7



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

大阪税関 南港出張所 近畿通関(株)
夢洲物流センター

6120001028816 大阪府大阪市此花区夢洲東１丁目
２番、１丁目３番

輸出入一般貨物及び
輸出危険貨物

4IWP3

大阪税関 南港出張所 (株)合通
南港ターミナル支店

2120001201616 大阪府大阪市住之江区南港東４丁
目５番１６号

輸出入一般貨物 4IWB4

大阪税関 南港出張所 鴻池運輸(株)
鴻池総合流通センター

5120001079182 大阪府大阪市住之江区南港中７丁
目４番１１０号

輸出入一般貨物 4IW26

大阪税関 南港出張所 鴻池運輸(株)
南港Ｒ物流センター

5120001079182 大阪府大阪市住之江区南港北２丁
目３番５９号

輸出入一般貨物 4IW24

大阪税関 南港出張所 港湾冷蔵(株)
新南港工場

3140001068755 大阪府大阪市住之江区南港南５丁
目２番１００号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4IWB6

大阪税関 南港出張所 港湾冷蔵(株)
南港工場

3140001068755 大阪府大阪市住之江区南港南１丁
目２番１５０号

輸出入冷凍冷蔵貨物、
輸出入一般貨物及び
船用品

4IWB5

大阪税関 南港出張所 国際エキスプレス
大阪物流センター

7011101027536 大阪府大阪市住之江区南港北２丁
目３番３７号

輸出入一般貨物及び
船用品

4IWM3

大阪税関 南港出張所 互商産業(株)
南港物流センター

3120001063832 大阪府大阪市住之江区南港中６丁
目４番１０号

輸出一般貨物 4IW20

大阪税関 南港出張所 (株)後藤回漕店
大阪南港

1140001007681 大阪府大阪市住之江区南港東４丁
目４番

輸出入一般貨物、船用
品、機用品及び仮陸揚
貨物

4IW19 届出蔵置場

大阪税関 南港出張所 山九(株)
大阪港総合流通センター

7290801005328 大阪府大阪市住之江区南港中７丁
目３番１０９号

輸出入一般貨物 4IWB8

大阪税関 南港出張所 山九(株)
大阪南港物流センター

7290801005328 大阪府大阪市住之江区南港東９丁
目２番８７号

輸出入一般貨物 4IWJ3

大阪税関 南港出張所 山九(株)
大阪南港リテール物流セ
ンター

7290801005328 大阪府大阪市住之江区南港中６丁
目３番１５号

輸出入一般貨物 4IWQ5

大阪税関 南港出張所 三興倉庫（株）
南港サービスセンター

5120001029006 大阪府大阪市住之江区南港東９丁
目３番地

輸出入一般貨物 4IWP6

大阪税関 南港出張所 三興倉庫(株)
南港事業所Ｅ－４ヤード

5120001029006 大阪府大阪市住之江区南港南２丁
目

輸出一般貨物 4IWL1

大阪税関 南港出張所 三興倉庫(株)
南港事業所咲洲センター

5120001029006 大阪府大阪市住之江区南港中１丁
目２番９０号

輸出入一般貨物 4IWQ4

大阪税関 南港出張所 サンシャイン(株)
大阪南港物流センター

4120101028412 大阪府大阪市住之江区南港東４丁
目１０番６０号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

4IWS７

大阪税関 南港出張所 澁澤倉庫(株)
南港上屋

6010601038102 大阪府大阪市住之江区南港中８丁
目８番１６号

輸出入一般貨物 4IW18



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

大阪税関 南港出張所 商船港運(株)
南港

2140001008464 大阪府大阪市住之江区南港東７丁
目２番１７号、２番９２号

輸出入一般貨物 4IW31

大阪税関 南港出張所 新洋海運(株)
南港Ｊ埠頭商品流通セン
ター

5120101002903 大阪府大阪市住之江区南港南６丁
目７番６１号

輸出入一般貨物 4IWM1

大阪税関 南港出張所 親和スチール(株)
南港工場

7290801012233 大阪府大阪市住之江区南港南１丁
目１－１９０

輸出一般貨物 4IWN7

大阪税関 南港出張所 (株)信和
南ヤード

5120001030921 大阪府大阪市住之江区南港南１丁
目１番１７７号

輸出入一般貨物 4IWQ7

大阪税関 南港出張所 (株)住友倉庫
大阪支店南港東営業所

7120001049002 大阪府大阪市住之江区南港東４丁
目１１番５０号

輸出入一般貨物 4IWM8 届出蔵置場

大阪税関 南港出張所 (株)住友倉庫
南港Ｒ

7120001049002 大阪府大阪市住之江区南港北２丁
目３番２８号

輸出入一般貨物 4IW40 届出蔵置場

大阪税関 南港出張所 (株)住友倉庫
南港北

7120001049002 大阪府大阪市住之江区南港北２丁
目４番２９号

輸出入一般貨物 4IWS3 届出蔵置場

大阪税関 南港出張所 (株)住友倉庫
南港流通センター

7120001049002 大阪府大阪市住之江区南港中７丁
目４番１１０号

輸出入一般貨物 4IW43 届出蔵置場

大阪税関 南港出張所 住之江冷蔵(株) 3120001030980 大阪府大阪市住之江区南港南６丁
目２番２２号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4IWL4

大阪税関 南港出張所 住吉木材運輸(株)
敷津

1120001030958 大阪府大阪市住之江区平林南１丁
目１番１号、泉２丁目１番２３号

輸出入一般貨物 4IW45

大阪税関 南港出張所 住吉木材運輸(株)
平林

1120001030958 大阪府大阪市住之江区平林南１丁
目２番１１号

輸出入一般貨物 4IWH6

大阪税関 南港出張所 住吉冷蔵(株) 9120001030967 大阪府大阪市住之江区南港南６丁
目１番５０号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4IWL3

大阪税関 南港出張所 センコー（株）
南港ＰＤセンター

5120001197793 大阪府大阪市住之江区南港南３丁
目１番２号

輸出入一般貨物 4IWR8

大阪税関 南港出張所 大港運輸倉庫(株)
南港物流倉庫

2120001026534 大阪府大阪市住之江区南港南２丁
目１２番１９号

輸出入一般貨物 4IWN3

大阪税関 南港出張所 大商海運(株)
化学品センター

6120001029285 大阪府大阪市住之江区南港北３丁
目４番９９号

輸出入危険貨物 4IW52

大阪税関 南港出張所 大動梱包(株)
南港Ｇ－５倉庫

7120001031141 大阪府大阪市住之江区南港東４丁
目２番２２号

輸出入一般貨物 4IWS5

大阪税関 南港出張所 (株)大都
南港Ｇ－８

1120001029298 大阪府大阪市住之江区南港東４丁
目１番

輸出入一般貨物 4IW55

大阪税関 南港出張所 大洋(株)
南港

8120001035570 大阪府大阪市住之江区南港南２丁
目１２番１９号

輸出一般貨物 4IWL5



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

大阪税関 南港出張所 (株)タカナワ
南港外貨第一ターミナル

3290801006734 大阪府大阪市住之江区平林南２丁
目１０番７８号

輸出入一般貨物 4IWP8

大阪税関 南港出張所 (株)辰巳商会
大阪港総合流通センター

2120001029347 大阪府大阪市住之江区南港中７丁
目３番１０９号

輸出入一般貨物 4IW56

大阪税関 南港出張所 (株)辰巳商会
外貿ターミナル上屋

2120001029347 大阪府大阪市住之江区南港中８丁
目５番２４号、６番４５号

輸出入一般貨物 4IW57

大阪税関 南港出張所 (株)辰巳商会
南港ターミナル１号

2120001029347 大阪府大阪市住之江区南港東７丁
目１番２４号、１番８３号

輸出入一般貨物 4IW62

大阪税関 南港出張所 (株)辰巳商会
南港中営業所

2120001029347 大阪府大阪市住之江区南港中１丁
目３番１０５号

輸出入一般貨物 4IWJ2

大阪税関 南港出張所 中央自動車工業(株) 3120001067115 大阪府大阪市住之江区南港南２丁
目１２番１９号

輸出一般貨物 4IWL7

大阪税関 南港出張所 (株)チルコ
南港工場

4120001005841 大阪府大阪市住之江区南港南６丁
目１番３０号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4IW65

大阪税関 南港出張所 月星海運(株)
南港倉庫

1120001049016 大阪府大阪市住之江区南港中８丁
目７番５６号、９番地２

輸出入一般貨物 4IW66

大阪税関 南港出張所 中谷運輸(株)
A－１

4120001029493 大阪府大阪市住之江区南港南３丁
目１３番、１３番１７号、２４番

輸出入一般貨物 4IWH1

大阪税関 南港出張所 南港紙センター(株) 1120001031353 大阪府大阪市住之江区南港中６丁
目４番３６号

輸出入一般貨物 4IW68

大阪税関 南港出張所 (株)西芳物流
平林

2120001030742 大阪府大阪市住之江区平林南１丁
目１番１号

輸出入一般貨物 4IWK3

大阪税関 南港出張所 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス関西
大阪新南港物流センター

6120001077664 大阪府大阪市住之江区南港南６丁
目５番２７号、６番４１号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4IW83

大阪税関 南港出張所 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス関西
大阪埠頭物流センター

6120001077664 大阪府大阪市住之江区南港南２丁
目１２番６９号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4IW84

大阪税関 南港出張所 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス関西
咲洲物流センター

6120001077664 大阪府大阪市住之江区南港中８丁
目７番１２号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4IWR7

大阪税関 南港出張所 日新運輸(株)
南港物流センター

7120001026694 大阪府大阪市住之江区南港東５丁
目５番

輸出入一般貨物 4IWR4

大阪税関 南港出張所 (株)日新
南港

2020001028235 大阪府大阪市住之江区南港中６丁
目４番５８号

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

4IW75

大阪税関 南港出張所 (株)日新
南港航空貨物センター

2020001028235 大阪府大阪市住之江区南港東４丁
目１１番１６号

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

4BW04



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

大阪税関 南港出張所 (株)日新
南港製材センター

2020001028235 大阪府大阪市住之江区南港南６丁
目７番８号、６丁目１９番内

輸入一般貨物 4IW74

大阪税関 南港出張所 日東物流(株)
大阪総合物流センター

6140001010004 大阪府大阪市住之江区南港東９丁
目４番３６号

輸出入一般貨物 4IWM4

大阪税関 南港出張所 日東物流(株)
南港Ｒ物流センター

6140001010004 大阪府大阪市住之江区南港北３丁
目２番４６号

輸出入一般貨物 4IWS4

大阪税関 南港出張所 日本通運(株)
大阪航空支店南港航空
貨物センター

4010401022860 大阪府大阪市住之江区南港東４丁
目１１番１１５号

輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物及び輸出入冷
凍冷蔵貨物

4BW05
4IP01

届出蔵置場

大阪税関 南港出張所 日本通運(株)
大阪国際輸送支店南港

4010401022860 大阪府大阪市住之江区南港中８丁
目、８丁目７番２１号

輸出入一般貨物 4IW79 届出蔵置場

大阪税関 南港出張所 日本通運(株)
大阪内航海運支店南港
Ｂ－１日通

4010401022860 大阪府大阪市住之江区南港南３丁
目２１番地、９番１５号

輸出入一般貨物 4IW78 届出蔵置場

大阪税関 南港出張所 日本興運(株)
大阪支店南港

9500001014411 大阪府大阪市住之江区南港中７丁
目２番５８号、２番６７号

輸出入一般貨物 4IW81

大阪税関 南港出張所 八大運輸（株）
南港倉庫

9120001031445 大阪市住之江区南港東８丁目１番９
０号

輸出入一般貨物 4IWR9

大阪税関 南港出張所 (株)阪急阪神エクスプレ
ス
南港

6120001140538 大阪府大阪市住之江区南港東４丁
目１１番９３号

一般輸出入航空貨物
（積戻し貨物を含む。）
及び仮陸揚貨物

4BW06 届出蔵置場

大阪税関 南港出張所 兵機海運(株)
倉庫部大阪物流センター

6140001010417 大阪府大阪市住之江区南港中６丁
目３番４４号

輸出入一般貨物 4IWF6

大阪税関 南港出張所 平林港運(株)
第二

1120001031519 大阪府大阪市住之江区南港東１丁
目

輸出入一般貨物 4IWJ7

大阪税関 南港出張所 藤原運輸(株)
南港

2120001047027 大阪府大阪市住之江区南港中８丁
目９番地２

輸出入一般貨物 4IWA6

大阪税関 南港出張所 藤原運輸(株)
南港Ｊ－４

2120001047027 大阪府大阪市住之江区南港南４丁
目１番４号

輸出入一般貨物 4IWG1

大阪税関 南港出張所 藤原運輸(株)
南港Ｋ－２

2120001047027 大阪府大阪市住之江区南港南７丁
目２番

輸出入一般貨物 4IWM9

大阪税関 南港出張所 二島運輸倉庫 6120001031555 大阪府大阪市住之江区南港東４丁
目１０番２７号

輸出入一般貨物及び
船用品

4IWS6

大阪税関 南港出張所 ㈱二葉
南港冷凍物流センター

2010401026062 大阪府大阪市住之江区南港中８丁
目６番３０号

輸出入冷凍冷蔵貨物 4IWS1 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

大阪税関 南港出張所 (株)フリゴ
南港物流センター

7120001026785 大阪府大阪市住之江区南港東７丁
目２番９２号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4IWK4

大阪税関 南港出張所 (株)ベニレイ・ロジスティ
クス
大阪南港事業所

9010401044074 大阪府大阪市住之江区南港南６丁
目２番２８号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4IW99

大阪税関 南港出張所 寳船冷藏(株)
咲洲工場

4120001049005 大阪府大阪市住之江区南港南５丁
目２番１００号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4IWC4

大阪税関 南港出張所 寳船冷藏(株)
南港工場

4120001049005 大阪府大阪市住之江区南港南６丁
目５番１２号

輸出入冷凍冷蔵貨物 4IW92

大阪税関 南港出張所 間口運輸(株)
Ⅰ－１０号

9120001029051 大阪府大阪市住之江区南港東６丁
目５番４３号

輸出入一般貨物 4IWG8

大阪税関 南港出張所 間口運輸(株)
南港

9120001029051 大阪府大阪市住之江区南港南６丁
目７番８号

輸出入一般貨物 4IWH3

大阪税関 南港出張所 (株)松岡
大阪南港物流センター

7250001006345 大阪府大阪市住之江区南港南４丁
目１番４３号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4IW67

大阪税関 南港出張所 マルイ運輸（株）
関西物流センター

8340001011830 大阪府大阪市住之江区平林北２丁
目９番１３８号

輸出入冷凍冷蔵貨物 4IWL9

大阪税関 南港出張所 丸一海運(株)
化学品センター

1120001028168 大阪府大阪市住之江区南港北３丁
目４番９９号、４番１１７号

輸出入一般貨物、輸出
入工業用化学薬品及
び化学薬品充填用シリ
ンダー

4IW95

大阪税関 南港出張所 丸一海運(株)
木津川倉庫

1120001028168 大阪府大阪市住之江区平林北１丁
目１番２３号

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

4IW96 届出蔵置場

大阪税関 南港出張所 丸三冷蔵(株)
南港工場

6130001011738 大阪府大阪市住之江区南港南６丁
目１番３３号

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

4IW97

大阪税関 南港出張所 丸新港運(株)
南港Ｋ南

9120001029844 大阪府大阪市住之江区南港南７丁
目

輸出入一般貨物 4IW89

大阪税関 南港出張所 （株）マルハニチロ物流
咲洲

5010001080515 大阪府大阪市住之江区南港南４丁
目１番８２号

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

4IW06 届出蔵置場

大阪税関 南港出張所 （株）マルハニチロ物流
南港

5010001080515 大阪府大阪市住之江区南港南６丁
目２番１５号

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

4IW05 届出蔵置場

大阪税関 南港出張所 丸和運輸(株)
南港営業所第１センター

9120001036527 大阪府大阪市住之江区平林北２丁
目９番１２３号

輸出入一般貨物 4IWJ8

大阪税関 南港出張所 三井倉庫(株)
関西支社大阪南港倉庫

8010401114448 大阪府大阪市住之江区南港中１丁
目３番８７号

輸出入一般貨物 4IWF1 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

大阪税関 南港出張所 三井倉庫港運(株)
大阪支店大阪港総合流
通センター

9120001029902 大阪府大阪市住之江区南港中７丁
目４番１１０号

輸出入一般貨物 4IWA3

大阪税関 南港出張所 名鉄観光サービス(株)
大阪南港オペレーション
センター

4180001033060 大阪府大阪市住之江区南港東４丁
目１０番２７号

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

4BW13

大阪税関 南港出張所 ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン(株)
南港

1010001066641 大阪府大阪市住之江区南港東４丁
目１１番９９号

輸出入一般貨物 4IWS8

大阪税関 南港出張所 (株)ユウガ
南港営業所

3010401030154 大阪府大阪市住之江区南港東９丁
目２番３１号

輸出入一般貨物 4IWQ8

大阪税関 南港出張所 郵船港運(株)
南港物流センター

3120001030031 大阪府大阪市住之江区南港東７丁
目３番２０号

輸出入一般貨物 4IW91

大阪税関 南港出張所 横浜冷凍(株)
夢洲物流センター

1020001030638 大阪府大阪市此花区夢洲東１丁目
２番１２、２番１３、２番１４

輸出入冷凍冷蔵貨物 4IWR5

大阪税関 南港出張所 (株)ロジスティクス・ネット
ワーク
大阪埠頭物流センター

1010001108591 大阪府大阪市住之江区南港南２丁
目１２番３８号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4IWS2

大阪税関 大阪外郵出張
所

日本郵便(株)
大阪国際郵便局

1010001112577 大阪府泉南市泉州空港南１番地 輸出入郵便物 4JW01

大阪税関 関西空港税関
支署

(株)朝日エアポートサー
ビス
関西国際空港

4120001059978 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１
番地、泉佐野市泉州空港北１番地
旅客ターミナルビル内、りんくう往来
南５番１２

保税売店において販
売する貨物及び輸出
入一般貨物

4MW36

大阪税関 関西空港税関
支署

アジリティ(株)
りんくうロジスティックセン
ター

7010001019420 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番
地の２１　りんくう国際物流センター４
階

輸出一般貨物及び仮
陸揚貨物

4MW82

大阪税関 関西空港税関
支署

（株）ＡＮＡ　Ｃａｒｇｏ
関西国際空港

4010801015407 大阪府泉南市泉州空港南１番地ＡＮ
Ａ輸出貨物ビル、ＡＮＡ輸入貨物ビ
ル、くん蒸庫、ＡＮＡ　ＵＬＤ置場

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）、
別送品、託送品、機用
品及び携帯品

4MW32
4MWU1

大阪税関 関西空港税関
支署

エムオーエアロジスティッ
クス(株)
関空

1040001044801 大阪府泉南市泉州空港南１番地第
１国際貨物代理店ビル

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

4MW26 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

大阪税関 関西空港税関
支署

(株)関西エアポートエー
ジェンシー

2120101040897 大阪府泉佐野市泉州空港北１番
地、泉南郡田尻町泉州空港中１番
地、１４番地、泉南市泉州空港南１
番地

保税売店において販
売する貨物及び輸出
入一般貨物

4MW89

大阪税関 関西空港税関
支署

関西国際空港
航空機給油施設

8120101039587 大阪府泉佐野市泉州空港北１番
地、泉南郡田尻町泉州空港中１番
地、８番地、１０番地、１２番地、１３
番地、１４番地、泉南市泉州空港南
１番地、９番地

機用品（危険貨物） 4MW96

大阪税関 関西空港税関
支署

関西国際空港輸出入公
共貨物保税蔵置場
近畿通関(株)

6120001028816 大阪府泉南市泉州空港南１番地第
２国際貨物代理店ビル

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

4MW22

大阪税関 関西空港税関
支署

キューネ・アンド・ナーゲ
ル(株)
りんくう物流センター

4010601017297 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番
地の２１

輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物及び船用品

4MW67

大阪税関 関西空港税関
支署

近畿通関(株)
国際旅客通関サービス
センター

6120001028816 大阪府泉佐野市泉州空港北１番地
旅客ターミナルビル本館１階

携帯品、別送品及び託
送品

4MW24

大阪税関 関西空港税関
支署

(株)近鉄エクスプレス
関空ターミナル

3010001014251 大阪府泉南市泉州空港南１番地第
３国際貨物代理店ビル

一般輸出入航空貨物
（積戻し貨物を含む）及
び仮陸揚貨物

4MW25 届出蔵置場

大阪税関 関西空港税関
支署

(株)近鉄エクスプレス
りんくう国際物流センター

3010001014251 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番
地の２１、２番１９

一般輸出入航空貨物
(積戻し貨物を含む。)
及び仮陸揚貨物（ＵＬＤ
を含む。）

4MW55 届出蔵置場

大阪税関 関西空港税関
支署

(株)近鉄エクスプレス
りんくうターミナル

3010001014251 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番
１９

一般輸出入航空貨物
(積戻し貨物を含む。)

4MW72 届出蔵置場

大阪税関 関西空港税関
支署

(株)近鉄コスモス
りんくう梱包センター

3010001079328 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番
地の２１

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

4MW94

大阪税関 関西空港税関
支署

(株)空港専門大店
関西空港

7120001063069 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１
番地及び泉佐野市泉州空港北１番
地旅客ターミナルビル内、泉佐野市
りんくう往来南３番地の７ＫＡＢりんく
うビル内

保税売店において販
売する貨物及び輸出
入一般貨物

4MW39

大阪税関 関西空港税関
支署

(株)Kグランドサービス 8120101044166 大阪府泉南市泉州空港南１番地 機用品及び仮陸揚貨
物

4MW63



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

大阪税関 関西空港税関
支署

KIXAP
関西国際空港機用品倉
庫

2120101044155 大阪府泉南市泉州空港南１番地ＡＮ
Ａ機用品倉庫

機用品及び仮陸揚貨
物

4MW47

大阪税関 関西空港税関
支署

（株）ＫＴＬ
りんくう集配センター

5120101039251 大阪府泉佐野市りんくう往来北５番
１３

輸出入一般貨物 4MW98

大阪税関 関西空港税関
支署

航空集配サービス(株)
大阪支店

4040001014421 大阪府泉南市泉州空港南１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

4MW74

大阪税関 関西空港税関
支署

サンシャイン（株）
関空保税倉庫

4120101028412 大阪府泉南市泉州空港南１番地
第１国際貨物代理店ビル

輸出一般貨物 4MWA5

大阪税関 関西空港税関
支署

ＣＫＴＳ(株) 8120001062821 大阪府泉南市泉州空港南１番地ＣＫ
ＴＳカーゴビルディング、医薬品専用
共同定温庫

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物及び
仮陸揚貨物（ＵＬＤを含
む。）

4MW21 届出蔵置場

大阪税関 関西空港税関
支署

ＣＫＴＳ(株)　第２ターミナ
ルビル・ボンド倉庫

8120001062821 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１
４番地

携帯品、別送品及び託
送品

4MWA4

大阪税関 関西空港税関
支署

ＣＫＴＳ(株)
輸出

8120001062821 大阪府泉南市泉州空港南１番地第
１輸出貨物ビル、ＵＬＤ置場

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物、仮陸
揚貨物（ＵＬＤ貨物を含
む）及び携帯品

4MW92
4MWU8

大阪税関 関西空港税関
支署

ＪＰサンキュウグローバ
ルロジスティクス(株)
関西空港

8010001118551 大阪府泉南市泉州空港南１番地第
２国際貨物代理店ビル１階

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

4MW66

大阪税関 関西空港税関
支署

(株)松栄
りんくう本社ターミナル

4120101045952 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番
地の２０

輸出一般貨物、輸出冷
凍冷蔵貨物及び仮陸
揚貨物

4MW83

大阪税関 関西空港税関
支署

スイスポートジャパン
（株）
関西国際空港

6120101039787 大阪府泉南市泉州空港南１番地国
際貨物上屋Ａ棟、国際貨物地区第２
ＵＬＤ置場

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）、
携帯品及び機用品

4MW86
4MWU7

大阪税関 関西空港税関
支署

(株)スコア・ジャパン
関空支社

5020001076917 大阪府泉南市泉州空港南１番地第
１国際貨物代理店ビル１階

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

4MW81

大阪税関 関西空港税関
支署

西濃シェンカー(株)
りんくうロジスティクスセ
ンター

5010701019060 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番
地の２１

輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

4MW78



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

大阪税関 関西空港税関
支署

全日空商事デューティー
フリー(株)
関西支店

5040001045333 大阪府泉佐野市泉州空港北１番
地、泉南郡田尻町泉州空港中１番
地旅客ターミナル北ウイング内及び
本館内、泉州空港中１４番地

保税売店において販
売する貨物及び輸出
入一般貨物

4MW40

大阪税関 関西空港税関
支署

大韓航空
関西国際空港

6700150004988 大阪府泉南市泉州空港南１番地第
１輸出貨物ビル

輸出入一般貨物（他保
税蔵置場向運送貨
物）、仮陸揚貨物（ＵＬ
Ｄを含む）、別送品及
び携帯品

4MW33
4MWU2

大阪税関 関西空港税関
支署

(有)滝川運輸　関西空港 6170002006502 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地
国内貨物代理店ビル1Ｆ

輸出入一般貨物 4MWA2

大阪税関 関西空港税関
支署

ディー・エイチ・エル・ジャ
パン(株)
関西国際空港ゲートウェ
イ

9010701006154 大阪府泉南市泉州空港南１番地国
際貨物上屋Ｃ棟

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物（ＵＬＤを含
む）

4MW71 届出蔵置場

大阪税関 関西空港税関
支署

DFS関西空港 1360001002735 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１
番地、泉佐野市泉州空港北１番地、
りんくう往来南3番地7　KABりんくう
ビル9F

保税売店において販
売する貨物及び輸出
入一般貨物

4MWA1

大阪税関 関西空港税関
支署

デルタ航空会社 1700150005025 大阪府泉佐野市泉州空港北１番地
旅客ターミナルビル北ウイング１階

機用品 4MW50

大阪税関 関西空港税関
支署

東京航空貨物(株)
大阪支店

5010401020772 大阪府泉南市泉州空港南１番地第
１国際貨物代理店ビル

輸出一般貨物及び仮
陸揚貨物

4MW49

大阪税関 関西空港税関
支署

(株)南海エクスプレス 3120001100841 大阪府泉南市泉州空港南１番地第
３国際貨物代理店ビル

一般輸出航空貨物（積
戻し貨物を含む。）及
び仮陸揚貨物

4MW64 届出蔵置場

大阪税関 関西空港税関
支署

(株)南海エクスプレス
りんくうロジスティックセン
ター

3120001100841 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番
地の２１

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

4MW73

大阪税関 関西空港税関
支署

西日本鉄道(株)
りんくうロジスティクスセ
ンター

4290001009413 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番
１４

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

4MW70 届出蔵置場

大阪税関 関西空港税関
支署

日航関西エアカーゴ・シ
ステム(株)

2120101044329 大阪府泉南市泉州空港南１番地、１
番地１番の８、１番地１番の９、１番
地１番の３２、ULD置場、くん蒸庫

輸出入一般貨物（積戻
し貨物を含む）、機用
品、仮陸揚貨物（ＵＬＤ
を含む）及び携帯品

4MW23
4MW34

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

大阪税関 関西空港税関
支署

日本通運(株)
関西空港支店

4010401022860 大阪府泉南市泉州空港南１番地国
際貨物上屋Ｂ棟及びＤ棟

輸出入一般貨物、輸出
入冷蔵貨物及び仮陸
揚貨物

4MW29
4MP01

届出蔵置場

大阪税関 関西空港税関
支署

日本空港ビルデング(株)
大阪営業所

7010801014496 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１
番地旅客ターミナルビル内

保税売店において販
売する貨物及び輸出
入一般貨物

4MW87

大阪税関 関西空港税関
支署

(株)阪急阪神エクスプレ
ス
関空

6120001140538 大阪府泉南市泉州空港南１番地国
際貨物上屋Ｆ棟

一般輸出入航空貨物
（積戻し貨物を含む）及
び仮陸揚貨物

4MW44 届出蔵置場

大阪税関 関西空港税関
支署

フェデラルエクスプレス
コーポレーション関西空
港機用品倉庫

8700150003055 大阪府泉南市泉州空港南９番地１
国際貨物上屋G棟

輸出入一般貨物、機用
品及び仮陸揚貨物

4MW99

大阪税関 関西空港税関
支署

フェデラルエクスプレス
ジャパン合同会社

8700150003055 大阪府泉南市泉州空港南９番地１
国際貨物上屋G棟、ＵＬＤ置場

輸出入一般貨物、機用
品及び仮陸揚貨物（Ｕ
ＬＤを含む)

4MW62
4MWU3

届出蔵置場

大阪税関 関西空港税関
支署

ブランドゥブラン(株)
空港島ＰＴＢ倉庫

8140001010695 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１
番地

保税売店において販
売する貨物及び輸出
入一般貨物

4MW42

大阪税関 関西空港税関
支署

（株）ホンダロジスティク
ス
関西空港

6190001005354 大阪府泉南市泉州空港南１番地
第３国際貨物代理店ビル

輸出入一般貨物 4MWA3

大阪税関 関西空港税関
支署

三菱電機ロジスティクス
（株）
りんくう航空貨物センター

9011001025150 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番
地の２１

輸出一般貨物 4MW95

大阪税関 関西空港税関
支署

ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン(株)
りんくう

1010001066641 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番
１０

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物、別送
品及び仮陸揚貨物

4MW69

大阪税関 関西空港税関
支署

郵船ロジスティクス(株)
関西空港

4010401090222 大阪府泉南市泉州空港南１番地国
際貨物上屋Ｅ棟

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

4MW48

大阪税関 関西空港税関
支署

ユーピーエスサプライ
チェーンソリューション・
ジャパン(株)
りんくうロジスティックセン
ター

5010401014948 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番
地の２１

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

4MW65

大阪税関 関西空港税関
支署

ロイヤルインフライトケイ
タリング(株)
関西工場

8120101044042 大阪府泉南市泉州空港南１番地 輸出入一般貨物、機用
品及び仮陸揚貨物

4MW12 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

大阪税関 関西空港税関
支署

ロイヤルインフライトケイ
タリング(株)
関西工場りんくう倉庫

8120101044042 大阪府泉佐野市りんくう往来北２番
１１

輸出入一般貨物、機用
品及び仮陸揚貨物

4MW97 届出蔵置場

大阪税関 関西空港税関
支署

ワコン(株)
関空営業所

5170001003740 大阪府泉南市泉州空港南１番地国
際貨物上屋Ａ棟

輸出一般貨物、輸出冷
凍冷蔵貨物及び仮陸
揚貨物

4MW84

大阪税関 堺税関支署 朝日海運(株)
泉北５号上屋

1120101000811 大阪府泉大津市新港町３番地 輸出入一般貨物 4KWB3

大阪税関 堺税関支署 朝日海運(株)
松之浜上屋

1120101000811 大阪府泉大津市臨海町２丁目１番
地

輸出入一般貨物 4KW03

大阪税関 堺税関支署 アスト(株)
高石ターミナル

2120001048990 大阪府高石市高砂２丁目２番９ 輸出入危険貨物 4KW08

大阪税関 堺税関支署 (株)アスト中本
あゆみのロジフォレスト

5120101051314 大阪府和泉市あゆみ野３丁目２番４
８号

輸出入一般貨物 4KWR2

大阪税関 堺税関支署 (株)アスト中本
鳳営業所

5120101051314 大阪府堺市西区鶴田町２８番７号 輸出入一般貨物 4KWD9

大阪税関 堺税関支署 (株)アスト中本
第２久輸配達センター

5120101051314 大阪府堺市中区小阪西町１番１号、
９２番２４、９２番１７８、八田西町２丁
２０番１２号、１１４番３、１１４番２１

輸出入一般貨物 4KW59

大阪税関 堺税関支署 (株)アスト中本
八田営業所

5120101051314 大阪府堺市中区毛穴町２５番、４０
番、４１番１

輸出入一般貨物 4KWP6

大阪税関 堺税関支署 (株)アストライン
石津営業所

6170001000118 大阪府堺市西区築港新町２丁６番
地２７

輸出入一般貨物 4KWH5

大阪税関 堺税関支署 飯坂製粉(株)
高石埠頭サイロ

9120101041229 大阪府高石市高砂２丁目３番地９ 輸出入一般貨物 4KWB6

大阪税関 堺税関支署 岩谷液化ガスターミナル
(株)
堺事業所

2120001074814 大阪府堺市西区築港新町２丁７番
の４

輸出入危険貨物 4KW32

大阪税関 堺税関支署 (株)ＭＩＯ
和泉保税倉庫

1120101023044 大阪府和泉市国分町１６１４番1、１６
１５番、１６１６番１、１６１７番１

輸出入一般貨物 4KWQ8

大阪税関 堺税関支署 (株)大木組
本社営業所

9120101000969 大阪府堺市堺区北波止町４２番４
６、４７、５６、５９、６０、６１、６２

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

4KWP7

大阪税関 堺税関支署 大阪運輸倉庫(株)
南支店

9120001001365 大阪府堺市西区石津西町９番地 輸出入一般貨物 4KWG6



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

大阪税関 堺税関支署 大阪瓦斯(株)
泉北製造所第二工場

3120001077601 大阪府堺市西区築港浜寺西町１丁
１番地、９番地、高石市高砂３丁目１
番地

輸入危険貨物(液化天
然ガス）

4KWC3

大阪税関 堺税関支署 大阪コールドシステム
(株)

1120101021320 大阪府堺市堺区出島海岸通３丁５
番３２号

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

4KWL8

大阪税関 堺税関支署 大阪製鐵(株)
大阪事業所堺工場

1120001028390 大阪府堺市堺区築港八幡町１番地 輸出入一般貨物 4KWA6

大阪税関 堺税関支署 大阪府同和食肉事業協
同組合連合会
大阪食品流通センター

3120105000384 大阪府堺市東区八下町１丁９８番地 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4KWA7

大阪税関 堺税関支署 (株)オーナミ
堺事業所

2120001042143 大阪府堺市西区築港新町１丁５番、
８番、３丁２６番

輸出入一般貨物 4KWF2

大阪税関 堺税関支署 奥田数(株)
泉大津営業所泉大津倉
庫

1120001034496 大阪府泉大津市小津島町２番地７ 輸出入一般貨物 4KWC5

大阪税関 堺税関支署 (株)ガスケミカル物流西
日本
泉大津上屋

4120101043295 大阪府泉大津市臨海町２丁目１７番
地

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

4KWB9

大阪税関 堺税関支署 (株)上組
堺青果

6140001006951 大阪府堺市堺区築港南町１２番地 輸出入一般貨物 4KWC9

大阪税関 堺税関支署 (株)上組
堺埠頭７号上屋

6140001006951 大阪府堺市堺区築港南町２番地 輸出入一般貨物 4KWC6

大阪税関 堺税関支署 (株)上組
泉北作業所

6140001006951 大阪府泉大津市臨海町２丁目１番
地

輸出入一般貨物 4KWC7

大阪税関 堺税関支署 (株)上組
南大阪青果センター

6140001006951 大阪府泉大津市小津島町４番１ 輸出入一般貨物 4KWF1

大阪税関 堺税関支署 (株)上組
南大阪バンニングセン
ター

6140001006951 大阪府泉大津市小津島町４番１１ 輸出入一般貨物 4KWF3 届出蔵置場

大阪税関 堺税関支署 キャプソン(株)
汐見営業所

4120101001831 大阪府泉大津市汐見町１０４番地 輸出入一般貨物 4KWH9

大阪税関 堺税関支署 協同運輸(株)
堺センター

5120001027364 大阪府堺市西区築港新町１丁５番
７、５番８

輸出入一般貨物 4KWQ4

大阪税関 堺税関支署 堺ＬＮＧ(株)
堺ＬＮＧセンター

5120101009799 大阪府堺市西区築港新町３丁１番
地１０、１番地２８

輸入危険貨物（液化天
然ガス）

4KWL7



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

大阪税関 堺税関支署 （株）堺リサイクルセン
ター

7120101051130 大阪府堺市堺区大浜西町６番地 輸出入一般貨物 4KWQ5

大阪税関 堺税関支署 (株)さくらコーポレーショ
ン
泉北上屋

2120101004489 大阪府泉大津市新港町３番地 輸出入一般貨物 4KWD4

大阪税関 堺税関支署 (株)さくらコーポレーショ
ン
第二倉庫

2120101004489 大阪府泉大津市新港町１番地 輸出一般貨物 4KWQ1

大阪税関 堺税関支署 サザントランスポートサー
ビス(株)
堺

9120101004508 大阪府堺市堺区神南辺町１丁５６番
地

輸出入一般貨物 4KWA4

大阪税関 堺税関支署 山九(株)
板原

7290801005328 大阪府泉大津市板原町２丁目１番６
号

輸出入一般貨物 4KWI5

大阪税関 堺税関支署 山九(株)
助松

7290801005328 大阪府泉大津市小津島町６番７ 輸出入一般貨物 4KWJ1

大阪税関 堺税関支署 山九(株)
泉北

7290801005328 大阪府泉大津市汐見町１１１番４、１
１１番５

輸出入一般貨物 4KW99

大阪税関 堺税関支署 山九(株)
泉北第２

7290801005328 大阪府泉大津市汐見町１０８番地 輸出入一般貨物 4KWP2

大阪税関 堺税関支署 山九(株)
泉北物流センター

7290801005328 大阪府堺市西区築港新町２丁６番８
号

輸出入一般貨物 4KW97

大阪税関 堺税関支署 三興倉庫(株)
南大阪事業所泉北倉庫

5120001029006 大阪府泉大津市小津島町1番地５、
２番地１６

輸出入一般貨物 4KWK5

大阪税関 堺税関支署 (株)山水 3120101004496 大阪府堺市西区築港新町１丁５番
地３４

輸入一般貨物 4KWQ2

大阪税関 堺税関支署 商船港運(株)汐見４号岸
壁上屋

2140001008464 大阪府泉大津市汐見町１１０番地
１、１１１番地１

輸出入一般貨物 4KWQ7

大阪税関 堺税関支署 伸共運輸(株) 5120101042387 大阪府泉大津市汐見町１１６番地 輸出入一般貨物 4KW88

大阪税関 堺税関支署 伸共運輸(株)
汐見ヤード

5120101042387 大阪府泉大津市夕凪町２番地内及
び９番４、１０番３、１１番３、１８番地

輸出入一般貨物 4KWJ3

大阪税関 堺税関支署 新日鐵住金(株)
和歌山製鐵所〔堺地区〕

3010001008848 大阪府堺市堺区築港八幡町１番地 輸出入一般貨物 4KW37

大阪税関 堺税関支署 新洋海運(株) 5120101002903 大阪府堺市堺区塩浜町１番地、７番
地、８番地

輸出入一般貨物 4KW41



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

大阪税関 堺税関支署 新洋海運(株)
堺７号

5120101002903 大阪府堺市堺区築港南町２番地 輸出入一般貨物 4KW45 届出蔵置場

大阪税関 堺税関支署 (株)大運
汐見埠頭第２ストック
ヤード

4120001044831 大阪府泉大津市夕凪町１番１、３番
１、９番３、１３、１５、汐見町１１１番１

輸出入一般貨物 4KWN9

大阪税関 堺税関支署 (株)大運
バンプール

4120001044831 大阪府泉大津市新港町１番地 輸出入一般貨物 4KWI4

大阪税関 堺税関支署 ダイシン物流(株)
泉大津営業所

9120001035438 大阪府泉大津市汐見町１０４番地 輸入一般貨物 4KW17

大阪税関 堺税関支署 （株）大都 夕凪ヤード 1120001029298 大阪府泉大津市夕凪町１８番地 輸出入一般貨物 4KWR1

大阪税関 堺税関支署 (株)辰巳商会
堺営業所

2120001029347 大阪府堺市堺区築港南町２番地 輸出入一般貨物 4KW53

大阪税関 堺税関支署 (株)辰巳商会
堺ケミカルターミナル

2120001029347 大阪府堺市西区築港新町２丁８番 輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

4KW19

大阪税関 堺税関支署 (株)辰巳商会
汐見営業所

2120001029347 大阪府泉大津市汐見町１０７番地 輸出入一般貨物 4KW50

大阪税関 堺税関支署 (株)辰巳商会
汐見営業所３号倉庫

2120001029347 大阪府泉大津市汐見町１１１番地３ 輸出入一般貨物 4KWK2

大阪税関 堺税関支署 (株)辰巳商会
夕凪ストックヤード３期Ｃ
区画

2120001029347 大阪府泉大津市夕凪町３番１ 輸出入一般貨物 4KWM6

大阪税関 堺税関支署 チョーヤ梅酒(株) 1120101032268 大阪府羽曳野市駒ケ谷１２９番１、１
２９番３、１２９番４

輸入一般貨物 4KW54

大阪税関 堺税関支署 内外輸送(株)
大阪支店

2020001018319 大阪府堺市西区築港新町２丁９番、
３丁５番の１

輸出入危険貨物 4KW58

大阪税関 堺税関支署 中谷運輸(株)
助松ターミナル

4120001029493 大阪府泉大津市助松２号岸壁上屋
敷

輸出入一般貨物 4KW57

大阪税関 堺税関支署 中谷運輸(株)
泉北２号倉庫

4120001029493 大阪府泉大津市小津島町４番１０、
５番１

輸出入一般貨物 4KWE6

大阪税関 堺税関支署 中谷運輸(株)
泉北倉庫

4120001029493 大阪府泉大津市新港町３番地 輸出入一般貨物 4KW56

大阪税関 堺税関支署 （株）南海エクスプレス
堺ロジスティクスセンター

3120001100841 大阪府堺市堺区築港八幡町１番１７
１

輸出一般貨物及び輸
出冷凍冷蔵貨物

4KWQ3



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

大阪税関 堺税関支署 南海通運(株)
泉北港倉庫

7120101042518 大阪府泉大津市臨海町１丁目６番
地、８番地、２３番地

輸出入一般貨物 4KW60

大阪税関 堺税関支署 (株)日陸
大阪物流センター

8010001033932 大阪府高石市高砂３丁目３９番地２ 輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

4KWI9

大阪税関 堺税関支署 (株)日陸
高砂油槽所

8010001033932 大阪府高石市高砂２丁目２番 輸出入化学製品 4KW26

大阪税関 堺税関支署 (株)日新
堺ロジスティクスセンター

2020001028235 大阪府堺市堺区築港八幡町１３８－
３

輸出入一般貨物 4KWN4

大阪税関 堺税関支署 (株)日新
汐見埠頭倉庫

2020001028235 大阪府泉大津市汐見町１０７番地 輸出入一般貨物 4KW69

大阪税関 堺税関支署 日新製鋼(株)
堺製造所堺工場

8010001149423 大阪府堺市西区石津西町３番地１、
５番地、堺区出島西町４番１

輸出鉄鋼製品 4KW66

大阪税関 堺税関支署 日清物流(株)
堺タンクセンター

1020001037237 大阪府堺市西区築港新町３丁３７番
地

輸入危険貨物 4KWL6

大阪税関 堺税関支署 (株)日新
夕凪ストックヤード

2020001028235 大阪府泉大津市夕凪町３番１ 輸出入一般貨物 4KWM9

大阪税関 堺税関支署 日鉄住金鋼板(株)
西日本製造所〔堺地区〕

3010001139107 大阪府堺市堺区出島西町２番地 輸出一般貨物 4KWB5

大阪税関 堺税関支署 日鉄住金物流（株）
堺物流センター

1010001098619 大阪府堺市堺区出島西町１番地 輸出入一般貨物 4KWP5

大阪税関 堺税関支署 日鉄住金物流(株)
大阪物流センター

1010001098619 大阪府泉大津市臨海町３丁目２番２ 輸出入一般貨物 4KW33

大阪税関 堺税関支署 日鉄住金物流(株)
大阪物流センター第２倉
庫

1010001098619 大阪府泉大津市新港町1０番２ 輸出入一般貨物 4KWN7

大阪税関 堺税関支署 日本通運(株)
堺支店泉北港倉庫

4010401022860 大阪府泉大津市新港町３番地 輸出入一般貨物 4KW65

大阪税関 堺税関支署 日本アルキルアルミ(株)
大阪工場

7010001032836 大阪府高石市高砂１丁目５番地 輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

4KW62

大阪税関 堺税関支署 日本酢ビ・ポバール(株)
酢酸タンク

4120101003068 大阪府堺市西区築港新町３丁１１番
地１

輸出入危険貨物 4KW94

大阪税関 堺税関支署 日本トランスシティ(株)
関西支社大阪支店泉大
津営業所汐見埠頭倉庫

9190001015895 泉大津市汐見町１０７番地１、１０７
番１

輸出入一般貨物 4KW81 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

大阪税関 堺税関支署 阪南倉庫(株)
堺港倉庫

6120101005797 大阪府堺市堺区塩浜町７番地、８番
地、９番地

輸出入一般貨物 4KWJ5

大阪税関 堺税関支署 阪南冷蔵(株) 2120101006106 大阪府堺市東区八下町１丁１４８番
地

輸出入冷凍冷蔵貨物 4KW73

大阪税関 堺税関支署 阪和流通センター（株）
堺流通センター

1120101048108 大阪府堺市堺区築港八幡町１番６５ 輸出入一般貨物 4KWP4

大阪税関 堺税関支署 日立造船（株）
堺工場

3120001031541 大阪府堺市西区築港新町１丁５番１ 輸出入一般貨物 4KWN6

大阪税関 堺税関支署 (株)ヒューテックノオリン
関西支店

7010601014110 大阪府高石市高砂３丁目７番２ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

4KWB1 届出蔵置場

大阪税関 堺税関支署 (株)ヒューテックノオリン
関西支店第２センター

7010601014110 大阪府高石市高砂２丁目１番地 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

4KWM1 届出蔵置場

大阪税関 堺税関支署 藤浪倉庫(株)
泉北支店

4120001135201 大阪府泉大津市小津島町６番２ 輸出入一般貨物 4KWG5

大阪税関 堺税関支署 藤原運輸(株)
汐見１号上屋

2120001047027 大阪府泉大津市汐見町１０７番地 輸出入一般貨物 4KW75

大阪税関 堺税関支署 藤原運輸(株)
汐見３号倉庫

2120001047027 大阪府泉大津市汐見町１１１番地、
１０７番地、１１０番地

輸出入一般貨物 4KWN5

大阪税関 堺税関支署 藤原運輸(株)
汐見５号ストックヤード

2120001047027 大阪府泉大津市夕凪町３番１、汐見
町１１１番１

輸出入一般貨物 4KWM4

大阪税関 堺税関支署 藤原運輸(株)
汐見６号上屋

2120001047027 大阪府泉大津市汐見町１１６番３、４ 輸出入一般貨物 4KW77

大阪税関 堺税関支署 藤原運輸(株)
汐見ストックヤード

2120001047027 大阪府泉大津市夕凪町２番地、９番
地、１５番地、１７番地、１８番地

輸出入一般貨物 4KWJ2

大阪税関 堺税関支署 藤原運輸(株)
汐見倉庫

2120001047027 大阪府泉大津市汐見町１０７番１、１
０７番７、１０７番８

輸出入一般貨物 4KW74

大阪税関 堺税関支署 藤原運輸(株)
助松ストックヤード

2120001047027 大阪府泉大津市小津島町７番２、６
番８

輸出入一般貨物 4KWI6

大阪税関 堺税関支署 藤原運輸(株)
助松倉庫

2120001047027 大阪府泉大津市小津島町２番１３、
３番２

輸出入一般貨物 4KW83

大阪税関 堺税関支署 藤原運輸(株)
泉北倉庫

2120001047027 大阪府泉大津市新港町３番地 輸出入一般貨物 4KW76

大阪税関 堺税関支署 藤原運輸(株)
夕凪ストックヤード

2120001047027 大阪府泉大津市夕凪町１番１、３番
２

輸出入一般貨物 4KWP9



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

大阪税関 堺税関支署 ブルーエキスプレス(株)
大浜倉庫

5120101006573 大阪府堺市堺区大浜西町１０番地 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

4KWL1

大阪税関 堺税関支署 豊国石油(株)
高石工場

3120101008596 大阪府高石市高砂２丁目６番地 輸入危険貨物 4KWI1

大阪税関 堺税関支署 間口運輸(株)
第一汐見倉庫

9120001029051 大阪府泉大津市汐見町１０４番地 輸出入一般貨物 4KWH6

大阪税関 堺税関支署 丸一鋼管(株)
堺工場

5120001047593 大阪府堺市西区石津西町１６番地 輸出入一般貨物 4KW28

大阪税関 堺税関支署 丸全昭和運輸(株)
堺第二倉庫

8020001028881 大阪府堺市堺区築港八幡町１番地
１７５　ＬＦ堺４階

輸出入一般貨物 4KWR3

大阪税関 堺税関支署 丸紅エネックス(株)
堺ターミナル

5040001007201 大阪府堺市西区築港新町２丁２番
地

輸出入危険貨物 4KW29

大阪税関 堺税関支署 三井化学(株)
大阪工場

4010401052081 大阪府高石市高砂１丁目４番１、４
番４、４番５、４番７、４番８、４番１２、
４番１３、４番１４、４番１５、６番１、６
番２、７番１、７番６、２丁目１０番１

輸出入危険貨物 4KWE3

大阪税関 堺税関支署 郵船港運(株)
夕凪ストックヤード

3120001030031 大阪府泉大津市夕凪町１７番地 輸出入一般貨物 4KWQ6

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

(株)アイエキスプレス
物流センター

1120101039362 大阪府泉佐野市長滝３９７０番１号 輸出入一般貨物 4LW86

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

(株)和泉製氷冷蔵工場
泉佐野第２センター

7120101042162 大阪府泉佐野市住吉町７番２号、９
番１号

輸出入冷凍冷蔵貨物 4LW14

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

イヨスイ(株)
岸和田港

1500001015284 大阪府岸和田市臨海町２３番地 輸出入一般貨物及び
輸出入冷蔵貨物

4LW88

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

大谷煙火製造所
二色貯蔵庫

大阪府貝塚市二色中町９番３ 輸入危険貨物 4LW46

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

大豊運輸倉庫(株)
地蔵浜倉庫

5120101038229 大阪府岸和田市地蔵浜町１１番地
の１

輸出入一般貨物 4LW02

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

大豊運輸倉庫(株)
二色ノ浜物流センター

5120101038229 大阪府貝塚市二色北町１番３ 輸出入一般貨物 4LW74

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

奥本製粉(株)
奥本貝塚サイロ

5120101038014 大阪府貝塚市港１５番地、８番地、１
７番３

輸入一般貨物（小麦
（関税が無税のものに
限る））

4LW82

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

(株)上組
りんくう物流センター

6140001006951 大阪府泉佐野市りんくう往来北５番
７

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

4LW51 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

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

(株)カワサキ
新浜本社倉庫

5120101042932 大阪府泉北郡忠岡町新浜２丁目９
番１０号

輸出入一般貨物 4LW44

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

紀泉運送(株)
住吉倉庫

8120101039595 大阪府泉佐野市住吉町７番３号 輸出入一般貨物 4LW09

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

紀泉運送(株)
本社第２倉庫

8120101039595 大阪府泉佐野市住吉町５番地１２、
５番地１３、５番地１６

輸出入一般貨物 4LW07

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

キャリアラボロジスティク
ス(株)
関西空港事業所

4030001106145 大阪府泉南市樽井１丁目１０番６７
号

輸出入一般貨物 4LW93

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

近畿製粉(株)
近畿・泉佐野

5120001049508 大阪府泉佐野市住吉町２７番地４ 輸出入一般貨物（米及
び小麦（関税が無税の
ものに限る））

4LW29

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

クトク運輸倉庫(株)
岸和田倉庫

9120101036591 大阪府岸和田市木材町９番地の４、
９番地の１５

輸入一般貨物 4LW38

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

原子燃料工業(株)
熊取事業所

9010401009424 大阪府泉南郡熊取町朝代西１丁目
９５０番地

輸出入一般貨物 4LW78

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

(株)コージツ
貝塚営業所

5120101038617 大阪府貝塚市二色北町１番地１７号 輸出入一般貨物 4LW89

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

(株)コージツ
岸和田営業所

5120101038617 大阪府岸和田市新港町１０番地９
号、１０番１０

輸出入一般貨物 4LW77

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

ＪＡＬＫＡＳ
ロジスティクスセンター貝
塚

2120101044329 大阪府貝塚市二色北町１番１５号 輸出一般貨物 4LW92

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

伸共運輸(株)
岸和田保税倉庫

5120101042387 大阪府岸和田市木材町９番地の２ 輸入一般貨物 4LW84

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

瀬尾高圧工業(株)
貝塚工場

7120001044531 大阪府貝塚市二色北町１番２０号 輸出一般貨物 4LW87

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

（有）滝川運輸
　りんくう保税倉庫

6170002006502 大阪府泉佐野市湊２丁目７番３３号 輸出入一般貨物 4LW94

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

東洋冷蔵（株）
大阪支店第３工場

3010601030301 大阪府泉佐野市住吉町２７番１６、２
７番１７

輸出入冷凍冷蔵貨物 4LW90

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

(株)西村運輸倉庫 1120101037325 大阪府岸和田市地蔵浜町１１番地
の１

輸出入一般貨物 4LW63

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

(株)日新
忠岡倉庫

2020001028235 大阪府泉北郡忠岡町新浜２丁目７
番地２

輸出入一般貨物 4LW61



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

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

(株)日新
忠岡第２倉庫

2020001028235 大阪府泉北郡忠岡町新浜２丁目７
番地５、７番地８、７番３５号、７番３８
号

輸出入一般貨物 4LW62

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

日本通運(株)
堺支店貝塚２号倉庫

4010401022860 大阪府貝塚市港４４番地、４５番地、
４８番地、４９番地

輸出入一般貨物 4LW17

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

阪南港運(株)
第１号上屋

5120101037494 大阪府岸和田市新港町４番地、４番
１、３０番１、３１番１、３２番

輸出入一般貨物 4LW19

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

(株)阪南タンクターミナル 9120101040081 大阪府泉佐野市住吉町１番地の２、
２番１

輸出入一般貨物 4LW03

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

福源商事(株) 7120101045504 大阪府岸和田市内畑町２０４８ 輸出入一般貨物 4LW85

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

(株)福和楽
物流センター

3120001179851 大阪府岸和田市地蔵浜町７番地 輸入一般貨物 4LW91

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

不二製油(株)
阪南事業所

3120101053709 大阪府泉佐野市住吉町１番地 輸出入一般貨物 4LW28

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

藤浪倉庫(株)
岸和田支店

4120001135201 大阪府岸和田市小松里町１５０番地 輸出入一般貨物 4LW22

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

(株)北海鉄工所 8120101037608 大阪府岸和田市臨海町２０番地の１
８

輸出入貨物（圧力容器
用鏡板、圧力容器用鋼
板、金属加工装置及び
付帯部品類）

4LW37

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

間口運輸（株）
新貝塚埠頭３号

9120001029051 大阪府貝塚市二色北浜３番地 輸入一般貨物 4LW95

大阪税関 堺税関支署岸
和田出張所

諸星産業(株)
大阪ロジスティックスセン
ター

3021001033224 大阪府岸和田市木材町４番地１ 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

4LW73



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

大阪税関 和歌山税関支
署

浅川組運輸(株)
大浦上屋

4170001005861 和歌山県和歌山市雑賀崎字泊り新
開２００１番地の１、２００１番地の２、
２００１番地の５、２００２番地の２、２
００２番地の４、２００２番地の７、２０
０２番地の８、２００２番地の９、２００
３番地の１、２００３番地の３、２００４
番地の１、２００４番地の４、２００４番
地の５、２００５番地の１、２００６番地
の１、２００６番地の３、２００８番地の
１

輸出入一般貨物及び
輸出危険貨物

4NW14

大阪税関 和歌山税関支
署

大岩石油(株)
青岸倉庫

8170001000495 和歌山県和歌山市湊字青岸坪１３４
２番３８

輸出入危険貨物 4NW02

大阪税関 和歌山税関支
署

花王(株)
和歌山工場

4010001034760 和歌山県和歌山市湊１３３４番地 輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

4NW03

大阪税関 和歌山税関支
署

(株)新栄組
事業協同組合上屋

7170001001602 和歌山県和歌山市湊薬種畑１３３４
番地６４

輸出入一般貨物 4NW06

大阪税関 和歌山税関支
署

(株)新栄組
南港第２倉庫

7170001001602 和歌山県和歌山市西浜字中川向ノ
坪１６６０番地６０５

輸出入一般貨物 4NW26

大阪税関 和歌山税関支
署

(株)新栄組
本港倉庫

7170001001602 和歌山県和歌山市西浜字中川向ノ
坪１６６０番地３９４、１６６０番地４０４

輸出入一般貨物 4NW07

大阪税関 和歌山税関支
署

新栄陸運（株）
危険物倉庫

2170001001607 和歌山県和歌山市西浜字中川向ノ
坪１６６０番６８９

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

4NW28

大阪税関 和歌山税関支
署

住友精密工業(株)
和歌山工場

4140001049416 和歌山県和歌山市古屋字海面空地
５４６番８

輸出一般貨物 4NW18

大阪税関 和歌山税関支
署

日鉄住金スチール(株) 7170001000942 和歌山県和歌山市湊１８５０番地
日本製鉄(株)和歌山製鐵所構内

輸出一般製品 4NW19

大阪税関 和歌山税関支
署

日本通運(株)
和歌山支店南港倉庫

4010401022860 和歌山県和歌山市西浜字中川向ノ
坪１６６０番地３９０

輸出入一般貨物 4NW08

大阪税関 和歌山税関支
署

日本通運（株）
和歌山支店 和歌山港倉
庫

4010401022860 和歌山県和歌山市西浜字中川向ノ
坪１６６０番６２５

輸出入一般貨物 4NW33

大阪税関 和歌山税関支
署

ノーリツプレシジョン（株）
保税倉庫

7170001011304 和歌山県和歌山市中字八屋５５２番
地の１

輸出入一般貨物 4NW22

大阪税関 和歌山税関支
署

（株）フリゴ
和歌山第一物流センター

7120001026785 和歌山県和歌山市中１番地の３ 輸入冷凍冷蔵貨物 4NW31



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

大阪税関 和歌山税関支
署下津出張所

ＭＥＳ‐ＫＨＩ由良ドック
（株）

2170001010277 和歌山県日高郡由良町大字網代１
９３番地の１３

輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

4OW17

大阪税関 和歌山税関支
署下津出張所

紀の誉食品(株)
原料倉庫

9170001008991 和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見
１２７３番地

塩漬梅、生姜漬、しそ
漬、その他の漬物類

4OW12

大阪税関 和歌山税関支
署下津出張所

コスモ石油ルブリカンツ
(株)
下津工場

9010401010142 和歌山県海南市下津町下津２７番
地１

輸出入危険貨物 4OW08

大阪税関 和歌山税関支
署下津出張所

(有)明洋運送
朝来第２倉庫

6170002009125 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来字
上内代５６９番１

輸出入一般貨物 4OW13

大阪税関 和歌山税関支
署新宮出張所

新宮港埠頭(株)
１．２号上屋

1170001011482 和歌山県新宮市三輪崎字松原添３
０３４番地、３０３５番地

輸出入一般貨物 4RW02

大阪税関 和歌山税関支
署新宮出張所

新宮港埠頭(株)
４．６号上屋

1170001011482 和歌山県新宮市三輪崎字松原添３
０２７番地､３０３０番地

輸入一般貨物（原木） 4RW01

大阪税関 和歌山税関支
署新宮出張所

北越物流(株)
新宮港倉庫資材倉庫

1110001005028 和歌山県新宮市佐野字中地２１２２
番９

輸入一般貨物 4RW03

大阪税関 京都税関支署 (株)京都冷蔵
バイパスストック工場

9130001033341 京都府久世郡久御山町下津屋北野
１１番地の１

輸出入冷凍冷蔵貨物 4SW04

大阪税関 京都税関支署 (株)國友銃砲火薬店
神吉火薬庫

1130001017153 京都府南丹市八木町神吉星谷５０
番地、５１番地、５２番地２、６１番地

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

4SW08

大阪税関 京都税関支署 (株)ＫＳＡインターナショ
ナル
第１

8130001020679 京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮
町６３番地

輸出入一般貨物 4SW33

大阪税関 京都税関支署 京神倉庫(株)
梅小路

1130001017178 京都府京都市下京区和気町１４番
地５２

輸出入一般貨物 4SW07

大阪税関 京都税関支署 島津ロジスティクスサー
ビス(株)

9130001021073 京都府京都市右京区西院金槌町８
番地　太平工業内

輸出入一般貨物 4SW50

大阪税関 京都税関支署 大一倉庫運輸(株)
洛南営業所

9130001017815 京都府京都市南区吉祥院長田町３
２番地

輸出入一般貨物 4SW49

大阪税関 京都税関支署 宝梱包(株) 7130001014979 京都府京都市伏見区横大路六反畑
５番地の１、５番地の２、６番地の１、
６番地の５、６番地の６、５５番地の１
３、５５番地の１５

輸出入一般貨物 4SW43

大阪税関 京都税関支署 宝梱包(株)
コンテナセンター

7130001014979 京都府京都市伏見区横大路龍ヶ池
４７番５、４９番、５０番、５１番２、５８
番

輸出入一般貨物 4SW55

大阪税関 京都税関支署 (株)中央倉庫
京都支店梅小路営業所

4130001018066 京都府京都市下京区朱雀内畑町４
１番地

一般輸出入貨物 4SW15 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

大阪税関 京都税関支署 (株)中央倉庫
京都支店京都ＰＤセン
ター

4130001018066 京都府久世郡久御山町森南大内１
２０番地

輸出入一般貨物 4SW13

大阪税関 京都税関支署 (株)塚腰運送
久世橋営業所

2130001018084 京都府京都市南区吉祥院観音堂南
町１番地５５、１番地５８

輸出入一般貨物 4SW40

大阪税関 京都税関支署 (株)塚腰運送
塚腰ロジスティクスセン
ター

2130001018084 京都府京都市南区上鳥羽大物町３
９番地

輸出入一般貨物 4SW47

大阪税関 京都税関支署 東京定温冷蔵(株)
京都物流センター

4010401020807 京都府久世郡久御山町市田北浦６
５番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 4SW16

大阪税関 京都税関支署 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス関西
西大路物流センター

6120001077664 京都府京都市下京区西七条比輪田
町１０番地

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4SW21

大阪税関 京都税関支署 (株)ヒューテックノオリン
西日本営業部京都セン
ター

7010601014110 京都府京田辺市甘南備台３丁目５０
番１

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4SW56 届出蔵置場

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

淺野運輸倉庫(株) 7160001013243 滋賀県栗東市高野字北下市２５３、
字北上市２７２、２７２－２、２７３、字
下戸別当５８３－２、５８３－３、５８４
～５８９、５９０－１、５９２－１、字ドン
ド２７４－１、字トント２７４、辻字南朝
鎌下６２２、６２３、６２４、６２４-１、６
２５、６２５-１、６２６

輸出入一般貨物 47W01

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

石部運輸倉庫(株)
柑子袋倉庫

6160001004771 滋賀県湖南市柑子袋字高樋５７５番
地１

輸出入一般貨物 47W33

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

大沢運送(株)
滋賀支店

1030001070749 滋賀県東近江市池庄町１１１１番地
１、２３８９番地

輸出入一般貨物 47W17

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

(株)草津倉庫
大津営業所

2160001012778 滋賀県大津市松が丘７丁目１番１号 輸出入一般貨物 47W30

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

(株)草津倉庫
名神営業所

2160001012778 滋賀県栗東市六地蔵字笹山２３４番
地、２３４番地４

輸入冷凍冷蔵貨物及
び輸出入一般貨物

47W03

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

グリーンロジスティクス
(株)
滋賀物流センター

6160001010480 滋賀県東近江市平柳町４８０番地 輸出入一般貨物 47W23



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

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

サントリースピリッツ(株)
近江エージングセラー

4010401081444 滋賀県東近江市大森町字池谷８６３
－１

輸入原酒（ウイス
キー、ブランデー、シェ
リー）、スピリッツ類ス
ピリッツ

47W05

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

滋賀運送(株)
水口倉庫

3160001005129 滋賀県甲賀市水口町名坂８４０番地 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

47W36

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

滋賀近交運輸倉庫(株)
湖東倉庫

2160001007415 滋賀県東近江市中岸本町１８７番地
３

輸出入一般貨物 47W31

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

センコー(株)
湖東営業所湖東倉庫

5120001197793 滋賀県東近江市北花沢町字花之木
１５５６番１

輸出入一般貨物 47W42

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

(株)中央倉庫
国際梱包事業部 滋賀Ｐ
Ｄ梱包事業所

4130001018066 滋賀県栗東市下鈎１１５８－１ 輸出入一般貨物 47W41

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

(株)中央倉庫
滋賀支店湖東ＰＤセン
ター

4130001018066 滋賀県蒲生郡日野町大字大谷字東
山４８０番１

輸出入一般貨物 47W19

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

(株)中央倉庫
滋賀支店滋賀ＰＤセン
ター

4130001018066 滋賀県栗東市辻５０６ 輸出入一般貨物 47W08 届出蔵置場

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

トクデン(株)
マキノ工場

3130001013076 滋賀県高島市マキノ町寺久保字東
川８７番地

輸出入一般貨物 47W22

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

中西輸送機(株)
滋賀工場

7120001068266 滋賀県湖南市日枝町４番地 輸出一般貨物 47W11

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

日水物流(株)
大津物流センター

2010401068740 滋賀県大津市瀬田大江町３３番地３
号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

47W02

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

日通・パナソニック ロジ
スティクス(株)
滋賀センター

2120901010075 滋賀県草津市野路東２丁目６番５５
号

輸出入一般貨物 47W39 届出蔵置場

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

日本通運(株)
大津支店栗東流通セン
ター１号倉庫

4010401022860 滋賀県栗東市六地蔵七ノ坪１０７０
番地

輸出入一般貨物 47W12
47P01

届出蔵置場

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

(株)ヒガシトゥエンティワ
ン
京滋ロジネットセンター

3120001077535 滋賀県野洲市市三宅２０３７ 輸出入一般貨物 47W14

大阪税関 京都税関支署
滋賀出張所

やまや商流(株)
関西物流センター

9370001014581 滋賀県米原市西坂字三田１０２番地
１６

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

47W34



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

大阪税関 舞鶴税関支署 飯野港運(株)
いわれ新倉庫

1130001043232 京都府舞鶴市字喜多小字宮崎３１
番２２

輸出入一般貨物 4UW16

大阪税関 舞鶴税関支署 飯野港運(株)
大和製品倉庫

1130001043232 京都府舞鶴市字喜多１１０５番地４、
字喜多小字焼山１番１４、１番地１４

輸出入一般貨物 4UW17

大阪税関 舞鶴税関支署 関西電力(株)
舞鶴発電所石炭サイロ

3120001059632 京都府舞鶴市字千歳小字小島３５４
番１、小字浦入浜５６０番５、小字浦
入小島６３番３

石炭 4UW15

大阪税関 舞鶴税関支署 関西電力(株)
舞鶴発電所バイオマスサ
イロ

3120001059632 京都府舞鶴市字千歳小字浦入浜５
６０番５

木質ペレット（無税品に
限る）

4UW19

大阪税関 舞鶴税関支署 日本通運(株)
舞鶴支店ＦＡＺ倉庫

4010401022860 京都府舞鶴市字喜多１１０５番１ 輸出入一般貨物 4UW10 届出蔵置場

大阪税関 舞鶴税関支署 日本海港運(株)
内浦港１号埠頭倉庫

2210001014117 福井県大飯郡高浜町音海字港１番
地、２番地、３番地、４番地、１１番
地、田ノ浦１字田ノ浦２番地２号

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

4UW08

大阪税関 舞鶴税関支署 舞鶴倉庫(株)
西１９号、２１号倉庫

5130001043658 京都府舞鶴市字喜多１１０５番地１、
１１０５番地６１

輸出入一般貨物及び
輸出入冷蔵貨物

4UW20

大阪税関 舞鶴税関支署 舞鶴倉庫(株)
西ＦＡＺ３号倉庫

5130001043658 京都府舞鶴市字喜多１１０５番１ 輸入一般貨物 4UW12

大阪税関 舞鶴税関支署 舞鶴倉庫(株)
西埠頭５、６号倉庫

5130001043658 京都府舞鶴市大字松陰小字嶋崎１
１､１２､２３-１､無番地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷蔵貨物

4UW05

大阪税関 敦賀税関支署 敦賀海陸運輸(株)
川崎松栄

8210001010845 福井県敦賀市川崎町２６１番地、２６
２番地

輸出入一般貨物 4XW01

大阪税関 敦賀税関支署 敦賀海陸運輸(株)
新港

8210001010845 福井県敦賀市泉１７１－９ 輸出入一般貨物 4XW02

大阪税関 敦賀税関支署 敦賀海陸運輸(株)
敦賀港鞠山南ＣＦＳ

8210001010845 福井県敦賀市金ヶ崎４９番１ 輸出入一般貨物 4XW13

大阪税関 敦賀税関支署 敦賀ターミナル(株) 9210001010877 福井県敦賀市金ヶ崎町２２番１、２２
番２、泉１７３号カブト岩１－１、１－
２、１－５

輸入危険貨物 4XW09

大阪税関 敦賀税関支署 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス関西
敦賀物流センター

6120001077664 福井県敦賀市蓬莱町１番地１６ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4XW05

大阪税関 敦賀税関支署 福井県漁業協同組合連
合会
敦賀水産基地冷蔵庫

4210005001480 福井県敦賀市松栄町３６９番地 輸出入冷凍冷蔵貨物 4XW14



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

大阪税関 敦賀税関支署 福井倉庫(株)
敦賀

1210001002915 福井県敦賀市莇生野７８号粽田１番
地１、３番地、４番地、５番地１、６番
地１、１７番地

輸出入一般貨物 4XW11

大阪税関 敦賀税関支署 (株)若狭物流 5210001010831 福井県敦賀市中９号石ナ田１番、２
２番、１０号エゴダ２番、３番、１０番、
１２番、１１号下石ナ田１７番、１８号
丁田１４番地１、１５番地１、１７番
地、１９号東丁田１番地１、井川３９
号丁田２番地１

輸出入一般貨物 4XW06

大阪税関 敦賀税関支署 (株)若狭物流
敦賀倉庫

5210001010831 福井県敦賀市蓬莱町２番地１、２番
地３

輸出入一般貨物 4XW12

大阪税関 敦賀税関支署
福井出張所

ＤＫＫロジスティクス（株）
福井サイト

9180301006224 福井県福井市石橋町３０字西浜３３
番、川尻町４０字砂浜１２４番１

輸出入一般貨物 4YW22

大阪税関 鶴賀税関支署
福井出張所

織田運送(株)
片屋倉庫

1210001011528 福井県越前市片屋町５０字清水町８
番地

輸出入一般貨物 4YW23

大阪税関 敦賀税関支署
福井出張所

(株)三景 7010601037706 福井県坂井市三国町黒目２１字上
本割７番６

輸出入一般貨物 4YW12

大阪税関 敦賀税関支署
福井出張所

豊田運輸倉庫(株)
第６サービスセンター

2210001011824 福井県越前市大手町８字北原１番
地９、１番地１０、１番地２０、１番地２
６、平林町２５字北原１番地１、１番
地１０、１番地１１、１番地２２、１番地
２３、岩内町３０字東向山２番地１２、
２番地５４

輸出入一般貨物 4YW18

大阪税関 敦賀税関支署
福井出張所

日本通運(株)
福井支店ターミナル

4010401022860 福井県福井市重立町２２字山下２番
地１、５番地、６番地１、６番地２、７
番地１、７番地２

輸出入一般貨物 4YW10 届出蔵置場

大阪税関 敦賀税関支署
福井出張所

日本マイヤー(株)
本社工場

8210001002479 福井県福井市上北野１丁目２７番３
３号

輸出入一般貨物 4YW02

大阪税関 敦賀税関支署
福井出張所

福井貨物自動車(株)
福井営業所

4210001002895 福井県福井市西開発３丁目１２２番
地、２０４番地１、２０４番地２、２０４
番地３

輸出入一般貨物 4YW05

大阪税関 敦賀税関支署
福井出張所

福井国家石油備蓄基地
原油貯蔵タンク

3010401022606 福井県福井市石新保町３８字臨海１
番、石橋町４４字臨海１番、白方町４
６字臨海１番、４番、坂井市三国町
米納津５０字臨海１番、２番、４番

輸入原油 4YW15



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

大阪税関 敦賀税関支署
福井出張所

福井倉庫(株)
坂井

1210001002915 福井県坂井市坂井町宮領８字平田
３番地３、２番地２、１９字出口北割１
５番地１、１５番２、１６番地、１７番地
１

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

4YW06

大阪税関 敦賀税関支署
福井出張所

福井倉庫(株)
南江守

1210001002915 福井県福井市南江守町６１字鬼久
保２番地５、２番地４

輸出入一般貨物 4YW20

大阪税関 敦賀税関支署
福井出張所

福井埠頭(株)
１号

7210001007405 福井県坂井市三国町黒目２６字２０
の１、２４の５、２４の７、２５の３、２６
の２、２７の８、２８の３、新保７４字１
の８５、１の８６、７６字１の１、１の１
１、１の４９、７７字１の１、１の１０、７
８字１の１、８１字１の４、１の２１、１
の２３、８２字１の２９、１の３１、８３字
１の１、８４字１の１、８６字１の７

輸出入一般貨物 4YW14

大阪税関 敦賀税関支署
福井出張所

福井郵便逓送(株)
花堂倉庫

2210001003094 福井県福井市花堂北１丁目４番４２
号

輸出入一般貨物 4YW19

大阪税関 敦賀税関支署
福井出張所

福井冷蔵(株)
本社工場

5210001004016 福井県福井市高柳２丁目１９０３番
地

輸出入冷凍冷蔵貨物 4YW09

大阪税関 敦賀税関支署
福井出張所

(株)福栄倉庫
堀の宮営業所

7210001003346 福井県福井市堀の宮１丁目６０４番
地、６０５番地、６０６番地、６０７番
地、６０８番地、６１１番地、６１２番地

輸出入一般貨物 4YW16

大阪税関 金沢税関支署 石川中央魚市(株)
みなと冷蔵

8220001000985 石川県金沢市湊４丁目５番１号 輸出入冷凍冷蔵貨物 4ZW05

大阪税関 金沢税関支署 上田運輸(株)
物流センター

6220001011753 石川県小松市日末町ま７４番地１、７
４番地８、７４番地１０

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

4ZW23

大阪税関 金沢税関支署 ウロコ冷蔵(株) 6220001001309 石川県金沢市湊４丁目７番地２ 輸出入冷凍冷蔵貨物 4ZW04

大阪税関 金沢税関支署 金沢港運６号上屋 6220001002018 石川県金沢市大野町新町１番地５ 輸出入一般貨物 4ZW25

大阪税関 金沢税関支署 (株)金沢港運　東部上屋 6220001002018 石川県金沢市湊３丁目１番１ 輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物及び船用品

4ZW28

大阪税関 金沢税関支署 ＪＸＴＧエネルギー(株)
金沢油槽所

4010001133876 石川県金沢市大野町４丁目ソの部５
番地

機用品（危険貨物） 4ZW16

大阪税関 金沢税関支署 全農エネルギー(株)
金沢石油基地

9010001020608 石川県金沢市大野町４丁目レ４０番
１３７

輸入危険貨物 4ZW19



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

大阪税関 金沢税関支署 東西オイルターミナル
(株)
金沢油槽所

9010401019167 石川県金沢市大野町４丁目ソ３番 輸入危険貨物 4ZW27

大阪税関 金沢税関支署 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス関西
金沢物流センター

6120001077664 石川県金沢市割出町５６４番地２ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

4ZW03

大阪税関 金沢税関支署 日本通運(株)
金沢支店国際物流セン
ター

4010401022860 石川県金沢市湊３丁目５番地１、５
番地２

輸出入一般貨物 4ZW08 届出蔵置場

大阪税関 金沢税関支署 (株)ニホンパッケージ
金沢営業所第１倉庫

1210001002477 石川県金沢市粟崎町５丁目３５番１ 輸出入一般貨物 4ZW24

大阪税関 金沢税関支署
七尾出張所

ＥＮＥＯＳグローブガス
ターミナル(株)
七尾ガスターミナル

4010001085580 石川県七尾市三室町１５０部２９番
地

輸入危険貨物（液化石
油ガス）

41W01

大阪税関 金沢税関支署
七尾出張所

七尾海陸運送(株)
大田埠頭倉庫

2220001015428 石川県七尾市大田町１１１之部３２
番地

輸入一般貨物 41W06

大阪税関 金沢税関支署
七尾出張所

七尾海陸運送(株)
第二埠頭倉庫

2220001015428 石川県七尾市矢田新町ニ部１６８番
地

輸出入一般貨物 41W04

大阪税関 金沢税関支署
小松空港出張
所

ＡＮＡホールディングス
（株）
小松空港給油施設

6010401050876 石川県小松市浮柳町小松空港内 機用品（危険貨物） 42W06

大阪税関 金沢税関支署
小松空港出張
所

日本通運(株)
金沢航空支店

4010401022860 石川県小松市浮柳町 輸出入一般貨物 42W02
42P01
42P03

届出蔵置場

大阪税関 金沢税関支署
小松空港出張
所

日本航空（株）
小松空港

7010701007666 石川県小松市浮柳町小松空港内 輸出入一般貨物、携帯
品、別送品、託送品、
機用品及び仮陸揚貨
物（ULDを含む）

42W03

大阪税関 金沢税関支署
小松空港出張
所

北陸エアターミナルビル
(株)

5220001012380 石川県小松市浮柳町ヨ５０番地先 保税売店において販
売する貨物

42W01

大阪税関 金沢税関支署
小松空港出張
所

北陸エアターミナルビル
(株)貨物業務部

5220001012380 石川県小松市草野町ハ２６番地、ハ
３９番地

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物、機用
品、船用品、別送品、
携帯品、託送品及び仮
陸揚貨物（ＵＬＤを含
む）

42W04
42P02
42P04
42P05



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

大阪税関 伏木税関支署 (株)アイ・テック
北陸支店

9080001007508 富山県射水市新堀６番１ 輸出入一般貨物 43W51

大阪税関 伏木税関支署 伊勢湾海運(株)
富山

3180001006050 富山県射水市鷲塚１５０番の１、１５
１番の１、１５８番

輸出入一般貨物 43W03 届出蔵置場

大阪税関 伏木税関支署 出光興産(株)
伏木油槽所

9010001011318 富山県高岡市伏木磯町１番１４号 輸出入危険貨物及び
機用品（危険貨物）

43W41

大阪税関 伏木税関支署 (株)新陸運輸
福野下吉江倉庫

9230001009323 富山県南砺市下吉江３１２番地１ 輸出入一般貨物 43W52

大阪税関 伏木税関支署 高岡冷蔵(株)
小杉工場

1230001010461 富山県射水市流通センター青井谷１
丁目９番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 43W10

大阪税関 伏木税関支署 (株)富冷
小杉工場

8230001002221 富山県射水市流通センター水戸田３
丁目５番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 43W27

大阪税関 伏木税関支署 富山港湾運送(株)
富山新港流通センター

8230001002080 富山県高岡市石丸７０４番５ 輸入一般貨物（亜鉛鉱
石）

43W47

大阪税関 伏木税関支署 富山港湾運送(株)
富山中央木材新港倉庫

8230001002080 富山県高岡市堀岡又新２０番地３ 輸出入一般貨物 43W58

大阪税関 伏木税関支署 日本通運(株)
富山新港流通倉庫

4010401022860 富山県射水市奈呉の江４番１ 輸出入一般貨物 43W56

大阪税関 伏木税関支署 日本通運(株)
富山新港流通センター

4010401022860 富山県高岡市石丸７０４番地１１ 輸出入一般貨物、船用
品、別送品、託送品及
び仮陸揚貨物

43W34 届出蔵置場

大阪税関 伏木税関支署 福井貨物自動車(株)
富山営業所

4210001002895 富山県射水市小泉１７６番１、１７８
番１

輸出入一般貨物 43W54

大阪税関 伏木税関支署 伏木海陸運送(株)
ＣＦＳ

4230001010772 富山県高岡市石丸７０５番地１、７０
５番地２、７０５番地４、７０５番地５、
射水市奈呉の江１番地１、１番地２、
１番地３

輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

43W24 届出蔵置場

大阪税関 伏木税関支署 伏木海陸運送(株)
シンコー吉久倉庫

4230001010772 富山県高岡市吉久１丁目３３８－４ 輸出入一般貨物 43W32

大阪税関 伏木税関支署 伏木海陸運送(株)
第二ＣＦＳ上屋

4230001010772 富山県高岡市石丸７０４番１、７０４
番１０

輸出入一般貨物 43W31

大阪税関 伏木税関支署 伏木海陸運送(株)
伏木港左岸

4230001010772 富山県高岡市伏木錦町地先 輸出入一般貨物 43W22

大阪税関 伏木税関支署 伏木海陸運送(株)
万葉野積場

4230001010772 富山県高岡市伏木万葉埠頭５番２
号

輸出一般貨物 43W55



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

大阪税関
伏木税関支署

北陸電力（株）
富山新港火力発電所

7230001003022 富山県射水市堀江千石１１番、１４
番、１５番１、１５番２、１６番

輸入一般貨物（液化天
然ガス）

43W59

大阪税関 伏木税関支署 八嶋合名会社
三ケ新倉庫

6230003000613 富山県射水市庄西町２丁目４番１６
号

輸出入一般貨物 43W25

大阪税関 伏木税関支署 山森運輸(有)
本社冷凍倉庫

8230002013853 富山県射水市高木２６４番地、２６５
番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 43W57

大阪税関 伏木税関支署
富山出張所

新日本海重工業（株）
本社工場

3230001001203 富山県富山市西宮町１番１号 輸出入一般貨物 44W34

大阪税関 伏木税関支署
富山出張所

高岡冷蔵(株)
富山工場

1230001010461 富山県富山市西二俣９１番１ 輸出入冷凍冷蔵貨物 44W22

大阪税関 伏木税関支署
富山出張所

トナミ運輸（株）
富山流通センター

7230001012147 富山県富山市宮町３３４番１ 輸出入一般貨物 44W35

大阪税関 伏木税関支署
富山出張所

富山港湾運送(株)
１４号・１５号野積場

8230001002080 富山県富山市岩瀬諏訪町７３番１ 輸出入一般貨物 44W28

大阪税関 伏木税関支署
富山出張所

富山港湾運送(株)
６号野積場

8230001002080 富山県富山市東岩瀬町海岸通２５、
東岩瀬町６７８－１

輸出入一般貨物 44W27

大阪税関 伏木税関支署
富山出張所

富山港湾運送(株)
８号野積場

8230001002080 富山県富山市草島 輸出入一般貨物 44W31

大阪税関 伏木税関支署
富山出張所

富山港湾運送(株)
池田

8230001002080 富山県富山市岩瀬池田町８番１ 輸出入一般貨物 44W32

大阪税関 伏木税関支署
富山出張所

富山港湾運送(株)
東岩瀬野積場

8230001002080 富山県富山市東岩瀬町字海岸通り
９番地、１１番１

輸出入一般貨物 44W14

大阪税関 伏木税関支署
富山出張所

日本海石油(株) 3230001002291 富山県富山市四方北窪字前島平均
５００番地

輸入危険貨物 44W23

大阪税関 伏木税関支署
富山出張所

日本通運(株)
富山港４号、５号野積場

4010401022860 富山県富山市東岩瀬町海岸通り２
１、２３

輸出一般貨物（鉄のス
クラップ）

44W33

大阪税関 伏木税関支署
富山出張所

日本通運(株)
富山港岩瀬諏訪町

4010401022860 富山県富山市岩瀬諏訪町７３番１ 輸出入一般貨物 44W29

大阪税関 伏木税関支署
富山出張所

日本通運(株)
富山港草島６号

4010401022860 富山県富山市草島 輸出入一般貨物 44W20

大阪税関 伏木税関支署
富山出張所

日本通運(株)
富山港東岩瀬７号

4010401022860 富山県富山市東岩瀬町海岸通り 輸出入一般貨物 44W30

大阪税関 伏木税関支署
富山出張所

日本海冷蔵(株) 9230001002303 富山県富山市赤江町４番地４ 、４番
地６

輸出入冷凍冷蔵貨物 44W12



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

大阪税関 伏木税関支署
富山出張所

諸星産業(株)
富山ロジスティックスセン
ター

3021001033224 富山県富山市西大沢４３０番地 輸出入一般貨物 44W19

大阪税関 伏木税関支署
富山出張所

山口物流(株)
本社工場

3230001005690 富山県富山市婦中町萩島字土手下
３２５３番地１４

輸出入一般貨物 44W25

大阪税関 伏木税関支署
富山空港出張
所

全日本空輸(株)
富山空港

1010401099027 富山県富山市秋ケ島３０番地富山空
港貨物ビル内

輸出入一般貨物、携帯
品、別送品、託送品、
ＵＬＤ及び機用品

45W02
45WU2

大阪税関 伏木税関支署
富山空港出張
所

富山空港ターミナルビル
(株)

4230001002068 富山県富山市秋ケ島１９１番地 保税売店において販
売する貨物及び輸出
入一般貨物

45W04

大阪税関 伏木税関支署
富山空港出張
所

日本通運(株)
富山航空支店国際貨物
課

4010401022860 富山県富山市秋ケ島３０番地富山空
港貨物ビル内

輸出入一般貨物、船用
品及び別送品

45W01
45P01

届出蔵置場
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