
令和3年10月1日現在

管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 保税作業の種類
使用する外国貨物の種

類
保税地域
コード

備考

名古屋税関 本関 春日井製菓(株)
春日井工場

8180001025070 愛知県春日井市牛山町
字川脇７８０番、字実殿前
７４９番５、７５８番１、字上
田面中１１２５番２、１１２５
番２９、字弥治郎塚７０７
番５、７０９番１、７３９番、
字川脇７８０番地、字実殿
前７４９番地１、７４９番地
５、７５３番地３、７５８番地
１、７６６番地、字弥治郎
塚７０７番地５、７０９番地
１、７３９番地、字天神前６
５８番地２、６５８番地６

飴菓子の製造 精製糖（グラニュー糖） 5BM06

名古屋税関 本関 トヨタ自動車(株) 1180301018771 愛知県豊田市西新町八
丁目１番地１、１番地２、２
番地、生駒町切戸１７番
地１、上丘町京１番１、堤
町馬ノ頭１番、衣ケ原二
丁目１番、元町１番、土橋
町一丁目１番１、本田町
三光６番１、刈谷市井ケ
谷町石根１番２、田原市
緑が浜三号１番、１番地
先、１番１、１番１地先、６
番、６番１、６番１地先、７
番、７番地先、８番、東海
市新宝町２５番４、２５番４
地先、３０番３、３０番３地
先、３０番４、３０番５、３３
番３、３３番３地先、３３番
６、３３番９、５０７番１２、５
０７番３１、５０７番３２、５０
７番３３、５０７番４６、静岡
県裾野市御宿字小嵐１７
０９番１、裾野市今里字木
ノ根坂１２２１番２、御殿場
市神山字立石１５１３番２

自動車用シートの縫製、
組立て及び車体装着作
業による自動車の製造
並びに修理

シート用牛革、修理自動
車

5AM09

保税工場



令和3年10月1日現在

管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 保税作業の種類
使用する外国貨物の種

類
保税地域
コード

備考

保税工場

名古屋税関 諏訪出張所 沖電線(株)
岡谷工場

5020001069020 長野県岡谷市長地御所
二丁目５００番、５３０番
１、５００番地、５３０番地

放電加工機用電極線の
製造

黄銅線 5LM04

名古屋税関 諏訪出張所 信英蓄電器箔(株) 7100001020740 長野県上伊那郡南箕輪
村字上川原３７６８番地、
３７６９番地、３７７０番地
２、３７７１番地、３７７２番
地、３７７３番地、３７８５番
地２、３９１３番地２、３９２
２番地、３９２５番地、字東
田３９６８番地、３９７７番
１、３９７８番１、３９７８番
地１、３９７８番３、３９７８
番地３、３９７８番４、３９７
８番地４、３９７９番１、３９
７９番地１、３９８０番地１、
３９８６番地、３９９０番、３
９９０番地、３９９０番２、３
９９０番地２、３９９２番地、
箕輪町大字三日町字東
田９７６番地１・２・３、９７７
番地３、９７８番地２、９８０
番地２、９８１番地１・２、９
８２番地、９８２番地２、９８
３番地、９８４番地、９８４
番地２、９８４番地３、９８５
番地、９８５番地３・４・５、
９８６番地、９８６番地３、９
８７番地、９８８番地、９８８
番地２、９８９番地１・２・３・
５

電解コンデンサ用エッチ
ドアルミ箔の製造

アルミニウム箔
電解コンデンサ用エッチ
ドアルミ箔

5LM06

名古屋税関 諏訪出張所 ニチコン製箔(株)
大町工場

4100001025825 長野県大町市社字島８２
２４番地１

電解コンデンサ用エッチ
ドアルミ箔の製造

アルミニウム箔 5LM08

名古屋税関 諏訪出張所 ルビコン(株)
製造本部

6100001020948 長野県上伊那郡南箕輪
村字北原１６３４番１０、１
６３４番地１０、１６３４番２
４１、１６３４番地２４１

アルミ電解コンデンサの
製造

アルミ電極箔(陽極箔） 5LM07
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管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 保税作業の種類
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類
保税地域
コード

備考

保税工場

名古屋税関 諏訪出張所 ルビコン(株)ます
みヶ丘事業所

1010001092605 長野県伊那市ますみヶ丘
６９８２番地１、６９８４番地
２、６９９２番地１７、６９８２
番地６、６９７７番地７

アルミ電解コンデンサ アルミ電極箔(陽極箔） 5LM10

名古屋税関 南部出張所 出光興産(株)
愛知製油所

9010001011318 愛知県知多市南浜町１１
番地

原油及び粗油の精製、
ガソリン及びプロピレン
の製造、ジェット燃料油
の製造（灯油と添加剤の
混合）、軽油の製造（軽
油と添加剤の混合）、重
油の製造（軽油と重油の
混合）

原油及び粗油、ナフサ、
灯油、軽油、重油

5GM03

名古屋税関 南部出張所 大同特殊鋼(株) 6180001037514 愛知県東海市元浜町３９
番、３９番地、６１番、６１
番地、愛知県東海市名和
町北埋田４番地、５番地
２、１４番地、２番４、４番、
５番２、３６番１、３７番１、
愛知県名古屋市南区星
崎町字繰出６６番１２、６６
番地１２、南区神松町一
丁目４１番１、南区丹後通
二丁目１番３

特殊鋼の鋼材（４２Ni帯
鋼）の製造

フェロニッケル、メタニッ
ケル

5GM06

名古屋税関 南部出張所 東レ・デュポン(株)
東海事業場ケブ
ラー工場

2010001051551 愛知県東海市新宝町３１
番１１

アラミド繊維の製造 ポリパラフェニレンテレフ
タラミド

5GM12

名古屋税関 清水税関支署 (株)トッパンＴＯＭ
ＯＥＧＡＷＡオプ
ティカルフィルム
静岡工場

6010501030506 静岡県静岡市駿河区用
宗巴町３番１号

反射防止フィルムの製
造

トリアセチルセルロース
製フィルム

5MM18
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管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 保税作業の種類
使用する外国貨物の種

類
保税地域
コード

備考

保税工場

名古屋税関 清水税関支署 三井・ケマーズフ
ロロプロダクツ(株)
清水工場

4010001030446 静岡県静岡市清水区三
保字乾尻３５９０番１、３５
９０番地１、３６００番１、３
６００番地１、字江湖７５０
番２、７５０番地２、８１６番
１、８１６番地１

四フッ化エチレン（ＴＦ
Ｅ）、パーフルオロアルキ
ルビニルエーテル（ＰＦ
Ａ）、パーフルオロエチレ
ンプロピレン（ＦＥＰ）、デ
カフルオロペンタン（ＨＦ
Ｃ43-10）の製造

クロロジフルオロメタン
（ＨＣＦＣ－２２）、パーフ
ルオロプロピルビニル
エーテル（ＰＰＶＥ）、ヘキ
サフルオロプロピレン（Ｈ
ＦＰ）、パーフルオロエチ
ルビニルエーテル（ＰＥＶ
Ｅ）

5MM16

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

御殿場テトラパッ
ク合同会社
御殿場工場

7010003013818 静岡県御殿場市板妻字
下蟹沢５番地１、６番地、
８番地６、８番地２５、８番
地３５、８番６、６番
静岡県御殿場市神場字
上ノ原７４５番地１、７３１
番１、７４５番１

飲料用包材の製造
ロール原紙への印刷、
ポリエチレン及びアルミ
ニウム箔でのコーティン
グ、リールへの裁断、
フィルムでの梱包

アルミニウム箔 5TM01



令和3年10月1日現在

管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 保税作業の種類
使用する外国貨物の種

類
保税地域
コード

備考

保税工場

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

クミアイ化学工業
(株)
静岡工場

1010501016022 静岡県富士市中之郷字
棒ヶ谷戸下１７４６番１、１
７４８番、１７４９番２、１７５
１番２、１７５７番、１７５９
番１、１７６２番１、１７６３
番、１７６７番２、１７６８番
１、１７６８番２、１７７０番、
１７７７番、１８００番、１８０
０番地、字小池下１９１２
番２、１９１２番４、１９１４
番６、１９１４番７、１９１４
番８、１９１５番１、１９１５
番２、１９１５番３、１９１５
番４、１９１６番１、１９１６
番７、１９６４番１、１９６４
番２、１９６５番１、１９６５
番２、１９７０番１、１９７０
番２、１９７０番３、１９７１
番、１９７２番１、１９７２番
２、１９７３番１、１９７４番
１、１９７５番１、１９９８番
２、１９９９番、２００６番、２
００７番１、２００７番２、１９
１２番地１、１９１２番地１
０、１９１４番地２、１９１５
番地２、１９１６番地、１９１
６番地２、１９１９番地６、１
９６８番地、１９６８番地

①　サターン原体の製造
②　プロスルホカルブ原
体の製造

①　ジエチルアミン
②　ジプロピルアミン、塩
化ベンジル

5SM06

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

ポリプラスチックス
(株)
富士工場

1010401053834 静岡県富士市宮島字冷
島１３１０番２
静岡県富士市宮島字三
軒家１３６９番１、１３７０番
１、１３７０番２、１３７１番４
静岡県富士市五貫島字
川成新田１４１４番地

液晶ポリマーの製造 ４－ヒドロキシ安息香
酸、６－ヒドロキシ－２－
ナフトエ酸

5SM07
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管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 保税作業の種類
使用する外国貨物の種

類
保税地域
コード

備考

保税工場

名古屋税関 豊橋税関支署 日本ジュース・ター
ミナル(株)

8180301006753 愛知県豊橋市神野西町
一丁目２番、２番地

濃縮オレンジジュース
（ハイオイル）の製造

濃縮オレンジジュース、
オレンジエッセンス（オレ
ンジ精油）

5KM13

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

伊藤忠製糖(株) 1180301015042 愛知県碧南市玉津浦町３
番地、３番

精製糖、精製液糖の製
造

粗糖 5VM02

名古屋税関 四日市税関支
署

味の素(株)
東海事業所

8010001034740 三重県四日市市大字日
永字土網１７３０番、１７３
０番地、大字六呂見字沖
殿７９４番１、７９４番地１、
大字六呂見字大島８４２
番４、８４２番地４、大字馳
出字北新開８番９、鈴鹿
市国分町字上新田５１２
番１、５１２番地１、字世戸
６６１番地

アスパルテーム（アミノ
酸系甘味料）、５’－イノ
シン酸二ナトリウム

Ｌ－フェニルアラニン、イ
ノシン

5WM02

名古屋税関 四日市税関支
署

あづまフーズ(株)
本社工場

7190001017340 三重県三重郡菰野町大
字永井字南前野３０９５番
地４５

ししゃも卵加工食品（着
色・味付け）の製造

ししゃも卵 5WM31

名古屋税関 四日市税関支
署

コスモ石油(株)
四日市製油所

3010401010164 三重県四日市市大協町
一丁目１番、二丁目１番、
塩浜町１番２１

原油の精製、石油製品
（揮発油、航空機燃料
油、軽油、重油）の製造

原油、ナフサ、灯油、軽
油、減圧軽油、残渣油、
潤滑油、ガス、アルキ
レート

5WM04

名古屋税関 四日市税関支
署

コスモ石油ルブリ
カンツ(株)
四日市工場

9010401010142 三重県四日市市大協町
一丁目１番

潤滑油の製造 潤滑油基油 5WM32

名古屋税関 四日市税関支
署

昭和四日市石油
(株)
四日市製油所

5010401044391 三重県四日市市塩浜町１
番２９、１番３５、１番３６、
１番５８、１番１４７、石原
町１番３、三田町１番、楠
町小倉字松山１３５４番
１、楠町小倉字砂間１４８
７番、楠町小倉字洲之上
１１０３番１、楠町小倉字
釜越１０８７番１

原油の精製、航空燃料
油、軽油、重油、潤滑
油、揮発油、スラックワッ
クス、プロピレンの製造

原油、揮発油、灯油、軽
油、残渣油、重油

5WM07
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管轄税関 管轄官署 名　称 法人番号 所在地 保税作業の種類
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類
保税地域
コード

備考

保税工場

名古屋税関 四日市税関支
署
津出張所

ＣＭＣマテリアルズ 7190001001732 三重県津市芸濃町北神
山字谷奥１２８７番地１８、
１２８７番地１９、北神山字
風呂屋谷１４７０番地１８、
１４７０番地１９、１４７０番
地２０

電子材料用研磨剤（ＣＭ
Ｐスラリー）の製造

フュームドシリカ 5XM03

名古屋税関 四日市税関支
署
津出張所

ジャパンマリンユ
ナイテッド(株)
津事業所

8020001076641 三重県津市雲出鋼管町１
番３、１番地３、１番地３地
先

船舶建造及び修理作
業、不良資材及び不良
部品の屑化作業

船舶建造及び修理用資
材

5XM02
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