
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

名古屋税関 本関 旭運輸(株)
稲永

2180001005978 愛知県名古屋市港区稲永三丁目８
０１番２

輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物、船用品

5CW13 届出蔵置場

名古屋税関 本関 旭運輸(株)
金城ふ頭

2180001005978 愛知県名古屋市港区金城ふ頭一丁
目１番１

輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物

5CW74 届出蔵置場

名古屋税関 本関 旭運輸(株)
１２号

2180001005978 愛知県名古屋市港区潮凪町１番２、
１番地２、１番３、1番地３

輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物、船用品、輸出
危険貨物、別送品

5CW81

名古屋税関 本関 伊勢湾海運(株)
一州町

3180001006050 愛知県名古屋市港区一州町８３ 輸出入一般貨物 5CW60 届出蔵置場

名古屋税関 本関 伊勢湾海運(株)
金城埠頭

3180001006050 愛知県名古屋市港区金城ふ頭一丁
目１番１

輸出入一般貨物、別送
品

5DW09 届出蔵置場

名古屋税関 本関 伊勢湾海運(株)
金城モータープール

3180001006050 愛知県名古屋市港区金城ふ頭三丁
目１番

輸出入一般貨物 5DW12 届出蔵置場

名古屋税関 本関 伊勢湾海運(株)
空見町

3180001006050 愛知県名古屋市港区空見町１６番、
１７番、１７番地、２３番、２６番２、２３
番地、１６番地

輸出入一般貨物 5CW15 届出蔵置場

名古屋税関 本関 伊勢湾海運(株)
十一号地

3180001006050 愛知県名古屋市港区空見町１番８、
５番１、９番３、３３番２、３、６、３３番
地２、３、６

輸出入一般貨物、別送
品

5CW16 届出蔵置場

名古屋税関 本関 伊勢湾海運(株)
東名港

3180001006050 愛知県名古屋市港区船見町３６番
地、４１番地、４３番

輸出入一般貨物 5AW64 届出蔵置場

名古屋税関 本関 伊藤忠ロジスティクス(株)
名古屋事業所小牧

6010401053796 愛知県小牧市小牧原一丁目３０１番
地、３０２番地、３０３番地、３０４番
地、３０５番地、３０１番

輸出入一般貨物 5BW74

名古屋税関 本関 ＡＩ物流(株)
第一物流

9180001108782 愛知県名古屋市港区油屋町三丁目
３４番地１、３５番地

輸出入一般貨物、船用
品

5AWL8

名古屋税関 本関 (株)ＮＲＳケミカルセン
ター

1010001204317 愛知県名古屋市港区潮見町３７番３
１

輸出入危険貨物 5AW49

名古屋税関 本関 王子物流(株)
名古屋支店名古屋倉庫

5010001039767 愛知県名古屋市港区築地町９番
地、１０番地

輸出入一般貨物 5AWH7

名古屋税関 本関 (株)ＯＣＳ
名古屋セールスセンター

5010401006994 愛知県名古屋市西区大金町一丁目
５５番地、５６番地、二丁目９番地、１
０番地

輸出入一般貨物 5AWN1

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

名古屋税関 本関 大西倉庫(株)
新名四倉庫

2180001006183 愛知県名古屋市港区十一屋二丁目
１番、１番地、１４２番、１４３番地、１
４４番、１４４番地、１４５番地、１４７
番１、１４７番地１

輸出一般貨物 5AWA2

名古屋税関 本関 大西倉庫(株)
宝神倉庫

2180001006183 愛知県名古屋市港区神宮寺一丁目
４１０番１、４１１番１、６０５番１、６０５
番２、４１１番地１、６０５番地１、６０５
番地２、６０９番地１、６０９番地２、二
丁目１６０１番、１６０２番、１６０１番
地、１６０２番地、１６０３番地

輸出入一般貨物 5AWA4

名古屋税関 本関 大西倉庫(株)
名四倉庫

2180001006183 愛知県名古屋市港区名四町１２９番
４、１３０番、１３３番、１３４番、１３５
番、１３６番、１３７番、１３７番１、１３
８番１、１３８番２、１３８番地３、１３８
番地４、１４０番地１、１４０番地２、１
４０番地３、１４０番地４、１４２番地
１、１４２番地２、１４２番地３、１４２番
地４、１４４番地、１４６番地

輸出入一般貨物 5AWA5

名古屋税関 本関 (株)大森廻漕店
空見物流センター

2140001006666 愛知県名古屋市港区空見町１番地
２０、１番２１、１番地２１、５番９、５番
地９、５番地１０、９番地１、９番２、９
番地２、４０番１、４０番地１、４０番
３、４０番地３、４１番、４１番地

輸出入一般貨物 5CW18

名古屋税関 本関 岡谷鋼機(株)
空見

7180001034964 愛知県名古屋市港区空見町２７番
地、２７番、１番地８、１番８、５番地１

輸出入一般貨物 5CW36

名古屋税関 本関 カネ幸(株)
名古屋ＴＣ

7180001019214 愛知県名古屋市中川区昭明町五丁
目１番地３

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

5AWH3

名古屋税関 本関 カネ幸(株)
新中央センター

7180001019214 愛知県名古屋市中川区福船町二丁
目１番地２先中川運河中幹線Ａ地区
第８号地

輸出入冷凍冷蔵貨物 5AWN5

名古屋税関 本関 兼松油槽(株)
名古屋油槽所

6010401007174 愛知県名古屋市港区潮見町３７番１
２

輸出入危険貨物、船用
品（危険貨物）

5AW47

名古屋税関 本関 (株)上組
稲永センター

6140001006951 愛知県名古屋市港区稲永二丁目１
３０１番、１３０２番

輸出入一般貨物 5CW73
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保税蔵置場

名古屋税関 本関 (株)上組
大手埠頭倉庫

6140001006951 愛知県名古屋市港区築地町１６番
地

輸出入一般貨物 5AWB4

名古屋税関 本関 (株)上組
九号地

6140001006951 愛知県名古屋市港区潮見町４３番、
４３番１

輸出入一般貨物 5AW48

名古屋税関 本関 (株)上組
金城一号倉庫

6140001006951 愛知県名古屋市港区金城ふ頭一丁
目１番１

輸出入一般貨物 5DW02 届出蔵置場

名古屋税関 本関 (株)上組
金城NO.2モータープール

6140001006951 愛知県名古屋市港区金城ふ頭一丁
目１番１、三丁目２番２

輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物

5DW11

名古屋税関 本関 (株)上組
小牧物流センター

6140001006951 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目１
８２番

輸出入一般貨物、輸入
危険貨物

5BW70

名古屋税関 本関 (株)上組
空見NO.1

6140001006951 愛知県名古屋市港区空見町２５番 輸出入一般貨物 5CW20 届出蔵置場

名古屋税関 本関 (株)上組
空見モータープール

6140001006951 愛知県名古屋市港区空見町３７番１ 輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物

5CW67

名古屋税関 本関 カリツー(株)
電子デバイスセンターＢ
棟

5180301012804 愛知県安城市二本木新町一丁目７
番２４、７番２５、７番地２５

輸出入一般貨物 5AWN4

名古屋税関 本関 河田フェザー(株)
藤前

6180001029924 愛知県名古屋市港区藤前二丁目２
０１番地４、２０１番４

輸出入一般貨物 5AWB5

名古屋税関 本関 川西倉庫(株)
稲永

9140001012831 愛知県名古屋市港区潮凪町６３番
地

輸出入一般貨物 5CW25

名古屋税関 本関 川西倉庫(株)
金城倉庫

9140001012831 愛知県名古屋市港区金城ふ頭一丁
目１番地１

輸出入一般貨物 5DW15 届出蔵置場

名古屋税関 本関 川西倉庫(株)
小牧営業所

9140001012831 愛知県小牧市元町三丁目２７番１、
２７番地１

輸出入一般貨物 5BW68

名古屋税関 本関 川西倉庫(株)
空見倉庫

9140001012831 愛知県名古屋市港区空見町３７番１ 輸出入一般貨物 5CW62 届出蔵置場

名古屋税関 本関 鴻池運輸(株)
名古屋定温流通センター
営業所

5120001079182 愛知県名古屋市港区藤前二丁目２
０１番地２、２０１番地３

輸入一般貨物、輸入冷
凍冷蔵貨物

5AWJ8

名古屋税関 本関 興和冷蔵(株)
中部物流センター

5180001072917 愛知県一宮市開明字愛宕北１番地
２

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

5BW67
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保税蔵置場

名古屋税関 本関 興和冷蔵(株)
名港工場

5180001072917 愛知県名古屋市港区砂美町１８５番
地

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

5AWB7

名古屋税関 本関 五洋海運(株)
１６号

3180001006430 愛知県名古屋市港区潮凪町１番２、
１番地、７番地、５５番地

輸出入一般貨物、別送
品、船用品

5CW69

名古屋税関 本関 (株)サンラックス
危険物船見

7180001014578 愛知県名古屋市港区船見町５７番１ 輸出入危険貨物 5AW06

名古屋税関 本関 (株)サンラックス
名古屋油槽所

7180001014578 愛知県名古屋市港区潮見町１１番
１、２、３、４、４８番１、２、５番、６番、
６番地

輸出入危険貨物 5AW50

名古屋税関 本関 昭和冷蔵(株)
小牧

4180001085894 愛知県小牧市大字入鹿出新田字村
東１４８番、１４８番地、１４８番１、１４
８番地１、１５１番、１５１番地

輸入冷凍冷蔵貨物 5BW41

名古屋税関 本関 (株)住友倉庫
名古屋支店中川営業所

7120001049002 愛知県名古屋市中川区玉船町四丁
目１番地、松年町五丁目１番地

輸出入一般貨物 5AWB9 届出蔵置場

名古屋税関 本関 セイノー通関(株)
愛西

6010001080324 愛知県愛西市諸桑町西浦１０５番
１、１０５番地１

輸出入一般貨物、機用
品

5AWN6

名古屋税関 本関 セントラル・タンクターミナ
ル(株)
名古屋事業所北ターミナ
ル

7010001032976 愛知県名古屋市港区潮見町１番、８
番、８番１

輸出一般貨物、輸入危
険貨物

5AW52

名古屋税関 本関 セントラル・タンクターミナ
ル(株)
名古屋事業所南ターミナ
ル

7010001032976 愛知県名古屋市港区潮見町３７番
７、３７番地７

輸出入危険貨物 5AWK1

名古屋税関 本関 全農物流(株)
中部営業部

3010001011918 愛知県名古屋市港区河口町２０５番
地、２０６番地１、２０６番地２、２０７
番地１、２０７番地２

輸出入一般貨物 5AWA1

名古屋税関 本関 大藤運輸(株)
空見

7180001006708 愛知県名古屋市港区空見町３７番１ 輸出入一般貨物 5CW51

名古屋税関 本関 大藤運輸(株)
第２空見

7180001006708 愛知県名古屋市港区空見町４１番 輸出一般貨物 5CW59
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保税蔵置場

名古屋税関 本関 (株)辰巳商会
名古屋ケミカルターミナ
ル

2120001029347 愛知県名古屋市港区潮見町３７番
地１６、３７番１６

輸入一般貨物、輸出入
危険貨物、船用品（危
険貨物）

5AW46

名古屋税関 本関 (株)築港
九号地

1140001009298 愛知県名古屋市港区潮見町１０番
２、１０番３、１０番地２、１０番地３

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5AW53 届出蔵置場

名古屋税関 本関 中越運送(株)
名古屋物流センター

2110001003294 愛知県名古屋市港区藤前五丁目４
０１番６、４０１番地６

輸出入一般貨物
船用品

5AWI8

名古屋税関 本関 中央倉庫(株) 2180001008758 愛知県名古屋市港区船見町４５番
地８、５５番地４、５６番地３、５７番
地、５６番１、５６番３、５７番１

輸出入一般貨物 5AW34

名古屋税関 本関 中京海運(株)
一州町

8180001038015 愛知県名古屋市港区一州町８３番、
８３番地先、８３番地、８７番

輸出入一般貨物 5CW49

名古屋税関 本関 中京海運(株)
中川

8180001038015 愛知県名古屋市中川区清船町三丁
目１番地１地先中川運河幹線１２号
地、１番地１地先

輸出入一般貨物 5AWC7

名古屋税関 本関 中京倉庫(株)
熱田

1180001022231 愛知県名古屋市熱田区六野二丁目
１０２番２・３・４・５・６・７・８・９、１０２
番地２・３・４・５・６・７・８・９

輸出入一般貨物 5AWI7

名古屋税関 本関 中部鋼鈑(株)
製造所

2180001020102 愛知県名古屋市中川区明徳町四丁
目１番地１、２番地１、２番地２、小碓
通四丁目１８番地、小碓通五丁目１
番地１、小碓町字十八・九ノ割１５９
番地１、１５９番地２、港区明徳町四
丁目３番地１、３番地２、３番地４

輸出一般貨物 5AWC9

名古屋税関 本関 中部水産(株)
市場冷蔵工場

3180001022262 愛知県名古屋市熱田区川並町８番
地１

輸出入一般貨物
輸出入冷凍冷蔵貨物

5AW70

名古屋税関 本関 中部水産(株)
日比野冷蔵工場

3180001022262 愛知県名古屋市熱田区比々野町３
７番地、３８番地、３８番地１、３９番
地、４４番地、４５番地、４５番地１、４
６番地、４６番地１

輸出入一般貨物
輸出入冷凍冷蔵貨物

5AW69

名古屋税関 本関 中部倉庫運輸(株) 5180001006833 愛知県名古屋市港区港陽二丁目１
０２番、港区作倉町１０１番１、１１９
番

輸出入一般貨物 5AW29
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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

名古屋税関 本関 中部第一輸送(株)
本社蟹江倉庫

1180001096829 愛知県海部郡蟹江町北新田二丁目
７０番地、６３番地、６５番地１、６５番
地２、７０番、６３番、６５番１

輸出入一般貨物 5AW68

名古屋税関 本関 中部冷蔵(株) 5180001075003 愛知県春日井市長塚町一丁目８８
番地、８９番地、９０番地、９１番地、
９２番地１、９２番地２、９３番地、９４
番地、１０１番地、１０２番地、１０３番
地、１０８番地、１０９番地

輸入冷凍冷蔵貨物 5BW13

名古屋税関 本関 東海倉庫(株)
中川

9180001083191 愛知県名古屋市中川区清船町二丁
目１番１、１番地１、２

輸出入一般貨物 5AWD2

名古屋税関 本関 東洋水産(株)
名古屋冷蔵部中部物流
センター

2010401020321 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字突
田６５番３、６５番地３

輸入一般貨物、輸入冷
凍冷蔵貨物

5BW72

名古屋税関 本関 東陽倉庫(株)
稲永

5180001031666 愛知県名古屋市港区潮凪町６３番
地、港区稲永二丁目１１０５番１、１１
０６番地

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5CW28

名古屋税関 本関 東陽倉庫(株)
稲永モータープール

5180001031666 愛知県名古屋市港区潮凪町７７番 輸出入一般貨物 5CW76 届出蔵置場

名古屋税関 本関 東陽倉庫(株)
入船

5180001031666 愛知県名古屋市港区入船一丁目１
０１番地、２０１番、１－１１地先、港
区港町

輸出入一般貨物 5AW36

名古屋税関 本関 東陽倉庫(株)
金城

5180001031666 愛知県名古屋市港区金城ふ頭一丁
目１番１

輸出入一般貨物 5DW06 届出蔵置場

名古屋税関 本関 東陽倉庫(株)
金城橋

5180001031666 愛知県名古屋市港区空見町４１ 輸出入一般貨物 5CW29 届出蔵置場

名古屋税関 本関 東陽倉庫(株)
小牧インター１号倉庫

5180001031666 愛知県小牧市大字入鹿出新田字新
道９００番８、９００番地８

輸出入一般貨物 5BW63

名古屋税関 本関 東陽倉庫(株)
名古屋港モータープール

5180001031666 愛知県名古屋市港区金城ふ頭一丁
目１番１

輸出入一般貨物 5CW77 届出蔵置場

名古屋税関 本関 杤木合同輸送(株)
空見

9180001007002 愛知県名古屋市港区空見町２０番
地

輸出入一般貨物 5CW57

名古屋税関 本関 杤木合同輸送(株)
空見鋼材センター

9180001007002 愛知県名古屋市港区空見町３１番
１、２、３、１番８、５番１、３１番地１、
２

輸出入一般貨物 5CW71



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

名古屋税関 本関 トナミ第一倉庫物流(株)
小牧

1180001076120 愛知県小牧市大字横内字郷西４７３
番地２、４７３番地３、４７４番地、４９
２番地１、４９２番地３、４９３番地、４
９４番地１、４９１番１、４９２番１、４９
２番３

輸出入冷凍冷蔵貨物 5BW75

名古屋税関 本関 トナミ第一倉庫物流(株)
港

1180001076120 愛知県名古屋市港区砂美町１２８番
１、１２８番２、１２８番地１、１２８番地
２

輸出入一般貨物 5AWC2

名古屋税関 本関 トレーディア(株)
潮凪物流センター

3140001009726 愛知県名古屋市港区潮凪町１番３
号

輸出入一般貨物 5CW31 届出蔵置場

名古屋税関 本関 中川物産(株)
名古屋第二油槽所

7180001047999 愛知県名古屋市港区空見町１番６ 輸入危険貨物 5CW61

名古屋税関 本関 名古屋埠頭(株) 8180001007085 愛知県名古屋市港区潮凪町１番２、
１番３、７０番

輸出入一般貨物 5CW23

名古屋税関 本関 名古屋冷蔵(株)
北部事業所

1180001022504 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場
字八反１９番１、２０番２、２０番６

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

5BW34

名古屋税関 本関 名古屋冷蔵(株)
本場事業所

1180001022504 愛知県名古屋市熱田区川並町２０１
番地

輸出入冷凍冷蔵貨物、
輸入一般貨物

5AW62

名古屋税関 本関 成田冷蔵(株)
新川工場

5180001007105 愛知県名古屋市港区新川町二丁目
１番地１先中川運河中幹線Ａ地区３
９号地

輸出入冷凍冷蔵貨物
機用品（冷凍冷蔵貨
物）

5AWE2

名古屋税関 本関 名古屋通関(株) 1180001020425 愛知県名古屋市中川区中川運河用
地北幹線五号地、中川運河北幹線
Ａ地区第５号地

輸出入一般貨物 5AWM7

名古屋税関 本関 日塩(株)
名古屋支店

3010401021517 愛知県名古屋市港区千鳥二丁目４
番１号

輸出入一般貨物、輸入
危険貨物

5AW61

名古屋税関 本関 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス東海
小牧物流センター

9180001022364 愛知県小牧市大字舟津字神田７６７
番地１、７６８番地１、７６９番地１、７
７０番地１、７７１番地１、７７２番地、
７７７番地１、７７８番地１、７７９番地
１、７８１番地、７８２番地１、７６７番
地１先、７７８番１、７７８番２、７７９番
１

輸出入冷凍冷蔵貨物 5BW16



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

名古屋税関 本関 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス東海
白鳥物流センター

9180001022364 愛知県名古屋市熱田区川並町２番
２２号

輸出入冷凍冷蔵貨物 5AW45

名古屋税関 本関 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス東海
名古屋埠頭物流センター

9180001022364 愛知県名古屋市港区潮凪町１番２、
１番地２、８番地、５５番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 5CW33

名古屋税関 本関 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス東海
春日物流センター

9180001022364 愛知県清須市春日中沼７番地、８番
地１、８番地２、８番地３、８番地４、１
８番地、１１１番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物、
輸入一般貨物

5AWL6

名古屋税関 本関 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス東海
名港中央物流センター

9180001022364 愛知県名古屋市港区空見町３７番
地１

輸入冷凍冷蔵貨物 5CW64

名古屋税関 本関 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス東海
名古屋みなと物流セン
ター

9180001022364 愛知県名古屋市港区稲永３丁目８０
１番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物 5AWN3

名古屋税関 本関 日清オイリオグループ
(株)
名古屋工場

1010001034887 愛知県名古屋市港区潮見町３７番１
５、３７番地１５、３７番７８

輸出入一般貨物 5AW59

名古屋税関 本関 日水物流(株)
安城物流センター

2010401068740 愛知県安城市東栄町六丁目６番地
１２

輸入一般貨物、輸出入
冷凍冷蔵貨物

5AW42

名古屋税関 本関 日本通運(株)
11号地

4010401022860 愛知県名古屋市港区空見町３７番
地、３７番１

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

5CW11 届出蔵置場

名古屋税関 本関 日本通運(株)
海外引越名古屋オペ
レーションセンター

4010401022860 愛知県名古屋市港区船見町３１番、
３１番１、３１番地、３１番地２

輸出入一般貨物、別送
品

5AWK5

名古屋税関 本関 (株)ニップン
名古屋工場入船サイロ

9011001017684 愛知県名古屋市港区入船一丁目１
番３４号

輸入一般貨物 5AWK2

名古屋税関 本関 (株)ニップン
名古屋工場千鳥サイロ

9011001017684 愛知県名古屋市港区千鳥二丁目９
番１６号

輸入一般貨物 5AWK3

名古屋税関 本関 日本トランスシティ(株)
千年

9190001015895 愛知県名古屋市港区港陽二丁目１
０２番地、港区作倉町１０１番１、１０
１番地

輸出入一般貨物 5AW73 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

名古屋税関 本関 (株)長谷川梱包交運
名古屋事業所

5010701008071 愛知県北名古屋市中之郷神明４４
番地、３９番地、４０番地、４１番地、
４２番地、４３番地１、４３番地２

輸出入一般貨物 5AWM8

名古屋税関 本関 (株)ヒューテックノオリン
中部支店

7010601014110 愛知県小牧市大字入鹿出新田字村
北９０番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

5BW73 届出蔵置場

名古屋税関 本関 フィード・ワン(株)
名古屋工場

7020001107810 愛知県名古屋市港区船見町１９番
地

輸入一般貨物 5AW74

名古屋税関 本関 福山通運(株)
名古屋西支店

1240001032736 愛知県海部郡蟹江町大字新千秋字
後東５７番、５７番地

輸出入一般貨物、船用
品

5AW81

名古屋税関 本関 福山冷蔵(株)
港頭センター

5180001040213 愛知県名古屋市港区築地町７番地
２、７番２

輸出入冷凍冷蔵貨物 5AWI9

名古屋税関 本関 福山冷蔵(株)
中央センター

5180001040213 愛知県名古屋市港区千年三丁目１
０１番地８

輸入一般貨物、輸出入
冷凍冷蔵貨物

5AWK7

名古屋税関 本関 福山冷蔵(株)
中川センター

5180001040213 愛知県名古屋市中川区福川町二丁
目１番地先中川運河中幹線Ａ地区
第３３号地

輸出入冷凍冷蔵貨物 5AWF1

名古屋税関 本関 福山冷蔵(株)
中川倉庫

5180001040213 愛知県名古屋市中川区富船町三丁
目１番地先中川運河中幹線第１８号
地

輸出入冷凍冷蔵貨物 5AWM6

名古屋税関 本関 福山冷蔵(株)
名北センター

5180001040213 愛知県名古屋市西区あし原町１番
地

輸出入冷凍冷蔵貨物 5BW17

名古屋税関 本関 フジトランスコーポレー
ション
稲永基部

4180001007287 愛知県名古屋市港区潮凪町１番２、
１番地２、５８番地

輸出入一般貨物 5CW80 届出蔵置場

名古屋税関 本関 フジトランスコーポレー
ション
金城DH

4180001007287 愛知県名古屋市港区金城ふ頭一丁
目１番１

輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物

5DW04 届出蔵置場

名古屋税関 本関 フジトランスコーポレー
ション
金城埠頭

4180001007287 愛知県名古屋市港区金城ふ頭三丁
目２番３

輸出入一般貨物 5DW03 届出蔵置場

名古屋税関 本関 フジトランスコーポレー
ション
空見埠頭

4180001007287 愛知県名古屋市港区空見町１番８、
５番１、９番３、１５番、１５番地

輸出入一般貨物 5CW07 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

名古屋税関 本関 ブラザーロジテック
シッピングセンター

2180001007339 愛知県刈谷市野田町北地蔵山1番
５、１番地５、塩田１番３、１番地３

輸出入一般貨物 5AWK4

名古屋税関 本関 ブラザーロジテック
シッピングセンター港

2180001007339 愛知県名古屋市港区港明一丁目１
０１５番地３、１０１５番３

輸出一般貨物 5AWO1

名古屋税関 本関 ボンド商会　名古屋 5140001014138 愛知県名古屋市港区入場一丁目６
０３番地１

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物、船用
品、船用品（冷凍冷蔵
貨物）

5AWM1

名古屋税関 本関 丸中興産(株)
名古屋油槽所

2180001007438 愛知県名古屋市港区潮見町３７番２
３

輸出入危険貨物
船用品（危険貨物）

5AW56

名古屋税関 本関 (株)マルハニチロ物流
築港

5010001080515 愛知県名古屋市港区築地町８番４ 輸出入一般貨物、
輸出入冷凍冷蔵貨物

5AWC8 届出蔵置場

名古屋税関 本関 (株)マルハニチロ物流
名古屋市場

5010001080515 愛知県名古屋市熱田区川並町２０１
番地

輸出入冷凍冷蔵貨物、
輸出一般貨物

5AWM2

名古屋税関 本関 (株)マルハニチロ物流
名古屋

5010001080515 愛知県名古屋市港区空見町１番４２ 輸出入冷凍冷蔵貨物、
輸出入一般貨物

5AWN7 届出蔵置場

名古屋税関 本関 丸菱商事(株) 4180001007444 愛知県名古屋市港区潮凪町６１番、
６１番地、６１番地先

輸入一般貨物 5CW50

名古屋税関 本関 三井倉庫(株)
稲永

8010401114448 愛知県名古屋市港区潮凪町６３ 輸出入一般貨物 5CW40 届出蔵置場

名古屋税関 本関 三井倉庫(株)
金城

8010401114448 愛知県名古屋市港区金城ふ頭一丁
目１番１

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

5DW10 届出蔵置場

名古屋税関 本関 三井倉庫(株)
１１号地Ｅ号

8010401114448 愛知県名古屋市港区空見町３５番、
１番８、３番４、５番１、８番

輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物

5CW72

名古屋税関 本関 三井倉庫(株)
築港

8010401114448 愛知県名古屋市港区千鳥二丁目１
番３７号、二丁目４

輸出入一般貨物 5AW41 届出蔵置場

名古屋税関 本関 三井倉庫(株)
西春

8010401114448 愛知県北名古屋市中之郷神明３０ 輸出入一般貨物 5BW05 届出蔵置場

名古屋税関 本関 三菱重工業(株)
大江工場

8010401050387 愛知県名古屋市港区大江町１０番
地

輸出入一般貨物 5AWJ4

名古屋税関 本関 三菱倉庫(株)
稲永

8010001034947 愛知県名古屋市港区潮凪町６３番
地

輸出入一般貨物 5CW55

名古屋税関 本関 三菱倉庫(株)
清川町

8010001034947 愛知県名古屋市中川区清川町五丁
目２番地１

輸出入一般貨物 5AWF7 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

名古屋税関 本関 三菱倉庫(株)
金城

8010001034947 愛知県名古屋市港区金城ふ頭一丁
目１番１

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

5DW05 届出蔵置場

名古屋税関 本関 三菱倉庫(株)
小牧

8010001034947 愛知県小牧市川西一丁目４３番地 輸出入一般貨物、輸出
入冷蔵貨物

5BW47 届出蔵置場

名古屋税関 本関 三菱倉庫(株)
空見町

8010001034947 愛知県名古屋市港区空見町３７番
１、３７番地１

輸出入一般貨物 5CW54

名古屋税関 本関 三菱倉庫(株)
本庄

8010001034947 愛知県小牧市大字本庄字樋先１２０
番１、１２０番地１、１３８番１、１３８番
地１

輸出入一般貨物 5AWN9 届出蔵置場

名古屋税関 本関 三菱電機ロジスティクス
(株)
名古屋事業所清須

9011001025150 愛知県清須市春日郷ケ島９２番地 輸出一般貨物 5AWM3

名古屋税関 本関 (株)未来堂
名古屋大高センタ－

3200001026054 愛知県名古屋市緑区大高町字坊主
山１番地１２

輸入一般貨物 5AWN2

名古屋税関 本関 武蔵野冷蔵名古屋(株) 5180001100198 愛知県名古屋市熱田区六野一丁目
３０６番地

輸入一般貨物
輸出入冷凍冷蔵貨物

5AWL2

名古屋税関 本関 名港海運(株)
一州町

6180001007509 愛知県名古屋市港区一州町８３番、
８３番地、８３番地先、稲永新田字か
６１１番１、６１１番地１

輸出入一般貨物 5CW48 届出蔵置場

名古屋税関 本関 名港海運(株)
金城埠頭B

6180001007509 愛知県名古屋市港区金城ふ頭三丁
目１番

輸出入一般貨物 5DW08

名古屋税関 本関 名港海運(株)
金城名港物流センター

6180001007509 愛知県名古屋市港区金城ふ頭一丁
目１番１、１番地１

輸出入一般貨物 5DW07 届出蔵置場

名古屋税関 本関 名港海運(株)
空見

6180001007509 愛知県名古屋市港区空見町１番１８ 輸出入一般貨物、船用
品

5CW45

名古屋税関 本関 名港海運(株)
空見B

6180001007509 愛知県名古屋市港区空見町１１番、
１２番、１１番地、１２番地

輸出入一般貨物、別送
品

5CW46 届出蔵置場

名古屋税関 本関 名港海運(株)
第一新川物流センター

6180001007509 愛知県名古屋市港区南十一番町一
丁目２番地１、２、８、１０、２番１、２、
８、１０、５番、名古屋市港区新川町
一丁目１番地１、１番１、３

輸出入一般貨物 5AWK6 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

名古屋税関 本関 名港海運(株)
藤前物流センター

6180001007509 愛知県名古屋市港区藤前二丁目２
０１番７、２０３番、２０４番、２０４番
地、２０１番地７、２０３番地、２０４番
地

輸出入一般貨物 5AWH6 届出蔵置場

名古屋税関 本関 名港海運(株)
名港海運埠頭

6180001007509 愛知県名古屋市港区築地町３番、１
３番１、１３番２、１３番３、２番地２、２
番地３、３番地、築地町３地先（桟
橋）

輸出入一般貨物、別送
品

5AWG4

名古屋税関 本関 (株)メーワ
十一屋

8180001011228 愛知県名古屋市港区十一屋二丁目
１１７番地、１６９番地、１８０番地、１
８１番地、２０７番地、１６９番

輸出入一般貨物、別送
品

5AWI3

名古屋税関 本関 (株)メーワ
藤前

8180001011228 愛知県名古屋市港区藤前一丁目８
２３番地、８２４番地、８２５番、８２５
番地、８２６番地、８２７番地

輸出入一般貨物、別送
品

5AWH9

名古屋税関 本関 (株)森吉物流倉庫
作倉

4180001083915 愛知県名古屋市港区作倉町１０１番
地、１１９番

輸出入一般貨物 5AWM9

名古屋税関 本関 (株)森吉物流倉庫
１号倉庫

4180001083915 愛知県名古屋市港区港陽一丁目１
０３番、１０４番、１０３番地

輸出入一般貨物 5AWN8

名古屋税関 本関 山本運輸(株)
名四倉庫

3180001007635 愛知県名古屋市港区本宮新町８９
番地、８９番１、９１番

輸出入一般貨物 5AWG7

名古屋税関 本関 横浜冷凍(株)
小牧物流センター

1020001030638 愛知県小牧市大字入鹿出新田字新
道８６５番地

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

5BW31

名古屋税関 本関 横浜冷凍(株)
中川物流センター

1020001030638 愛知県名古屋市中川区十一番町七
丁目１番１０、１番１１、１番１４、１番
１５、１番地１０、１番地１１、１番地１
４、１番地１５

輸出入一般貨物・輸出
入冷凍冷蔵貨物

5AWG9

名古屋税関 本関 横浜冷凍(株)
名古屋物流センター

1020001030638 愛知県名古屋市港区築三町三丁目
８番地

輸出入冷凍冷蔵貨物、
輸出入一般貨物

5AWH1

名古屋税関 本関 横浜冷凍(株)
名港物流センター

1020001030638 愛知県名古屋市港区築地町８番、８
番地

輸出入冷凍冷蔵貨物、
輸出入一般貨物

5AWM5

名古屋税関 本関 (株)ランテック
名古屋支店

9290001017403 愛知県小牧市新小木二丁目６番地 輸出入冷凍冷蔵貨物 5BW77



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

名古屋税関 本関 菱洋運輸(株)
十一屋

2180001007685 愛知県名古屋市港区十一屋二丁目
３６６番１、３６６番２、３６６番３、３６６
番４、３６７番、３６８番、３６６番地１、
３６７番地

輸出入一般貨物、船用
品

5AWH2

名古屋税関 本関
岐阜政令派出
所

(株)エスラインギフ
本社倉庫

5200001012077 岐阜県羽島郡岐南町平成五丁目１
番地、１番１

輸出入一般貨物 53W04

名古屋税関 本関
岐阜方面事務
所

(株)上組
各務原倉庫

6140001006951 岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町一丁
目４６番、５８番、５９番、６０番

輸出入一般貨物 53W12 届出蔵置場

名古屋税関 本関
岐阜政令派出
所

セイノー通関(株)
岐阜

6010001080324 岐阜県岐阜市柳津町流通センター
三丁目１番１

輸出一般貨物 53W02

名古屋税関 本関
岐阜政令派出
所

日本通運(株)
岐阜支店岐阜中央

4010401022860 岐阜県岐阜市宇佐南二丁目１番３ 輸出入一般貨物 53W11 届出蔵置場

名古屋税関 本関
岐阜政令派出
所

濃飛倉庫運輸(株)
今嶺

5200001004116 岐阜県岐阜市今嶺四丁目１７番地１ 輸出入一般貨物 53W03

名古屋税関 本関
岐阜政令派出
所

濃飛倉庫運輸(株)
しまむら関ヶ原

5200001004116 岐阜県不破郡垂井町字松島７４５番
７、７４５番地７

輸出入一般貨物 53W08

名古屋税関 諏訪出張所 下諏訪倉庫(株)
上諏訪支店

9100001018361 長野県諏訪市大字湖南字大曲２０４
番、２０４番地

輸出入一般貨物 5LW11

名古屋税関 諏訪出張所 鈴与(株)
諏訪事業所

2080001009460 長野県諏訪市大字中洲字三ッ俣５７
０９番地１６

輸出入一般貨物 5LW14

名古屋税関 諏訪出張所 諏訪倉庫(株) 3100001019571 長野県岡谷市郷田一丁目３番１号 輸出入一般貨物 5LW06

名古屋税関 諏訪出張所 トーハツ(株)
駒ヶ根工場

2011401004553 長野県駒ヶ根市下平４４９５番地９、
４４９５番９

輸出入一般貨物 5LW23



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

名古屋税関 諏訪出張所 (株)轟倉庫
上諏訪

6050001020722 長野県諏訪市大字中洲字三ツ俣５７
２３番７、５７２３番地７、字新田５４８
２番９、５４８２番地９、字松山５５０１
番７、５５０１番地７、字起シ５３３６番
地２３、５３３６番地２４

輸出一般貨物 5LW24

名古屋税関 諏訪出張所 日本通運(株)
伊那支店

4010401022860 長野県上伊那郡南箕輪村字中野原
８３０６番地１０６１・１６６２、伊那市
中の原８２２８番地１６８

輸出入一般貨物 5LW07 届出蔵置場

名古屋税関 諏訪出張所 日本通運(株)
伊那支店諏訪国際輸送
課

4010401022860 長野県諏訪市大字豊田字菖蒲阿原
１０９７番地１、１０９７番地２、１０９８
番地１、１０９８番地４、１０９７番１、１
０９７番２、１０９８番１、１０９０番１、１
０９０番２

輸出入一般貨物 5LW16 届出蔵置場

名古屋税関 諏訪出張所 丸全電産ロジステック
(株)
伊那倉庫営業所

4010701023897 長野県上伊那郡南箕輪村字北原１
６３４番１５０、長野県上伊那郡南箕
輪村字北原１６３４番地１５０

輸出一般貨物 5LW20

名古屋税関 諏訪出張所 丸全電産ロジステック
(株)
諏訪南営業所

4010701023897 長野県諏訪郡原村字御射山沢１４８
６２番２、長野県諏訪郡原村字御射
山沢１４８６２番地２、長野県諏訪郡
富士見町富士見字下原山２４８番１
０、長野県諏訪郡富士見町富士見
字下原山２４８番地１０

輸出一般貨物 5LW21

名古屋税関 諏訪出張所 丸全電産ロジステック
(株)
伊那倉庫営業所伊那倉
庫２号棟

4010701023897 長野県上伊那郡南箕輪村字北原１
６３４番３５２、１６３４番３５３、１６３４
番３５４、１６３４番地３５２

輸出一般貨物 5LW25

名古屋税関 諏訪出張所
長野地区政令
派出所

ＩＰＤロジスティクス(株) 9100001025341 長野県東御市加沢字池ノ尻８８番地
１２、８８番１２、字上川原１３８番３
１、字大長田１２２番１４

輸出入一般貨物 52W09

名古屋税関 諏訪出張所
長野地区方面
事務所

諏訪倉庫(株)
上田支店

3100001019571 長野県上田市上塩尻字丸田３８８番
１、２、３、５、字穴田４０３番１、４０３
番地１

輸出入一般貨物 52W06

名古屋税関 諏訪出張所
長野地区政令
派出所

日本通運(株)
長野支店上田物流事業
所

4010401022860 長野県上田市殿城下ノ久保１４７番
地

輸出入一般貨物 52W03 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

名古屋税関 諏訪出張所
長野地区政令
派出所

日本通運(株)
長野支店須坂

4010401022860 長野県須坂市大字井上字砂田１７０
０番地１・９

輸出入一般貨物､輸出
入冷凍冷蔵貨物

52W08 届出蔵置場

名古屋税関 南部出張所 愛知製鋼(株) 9180001094156 愛知県東海市荒尾町カノ割９番地、
新宝町３３番２、３３番地２

輸出一般貨物 5GW17

名古屋税関 南部出張所 ＥＮＥＯＳ(株)
製造部　知多事業所

4010001133876 愛知県知多市北浜町２５番地 輸出入危険貨物 5GW11

名古屋税関 南部出張所 三昭(株)
知多事業所

4010001017113 愛知県知多市北浜町２４番１・２１・２
３

輸入一般貨物 5GW32

名古屋税関 南部出張所 全農サイロ(株)
東海支店

2010001020622 愛知県知多市北浜町１６番６、１６番
地６、１６番９、１６番地９

輸出入一般貨物 5GW03

名古屋税関 南部出張所 知多ＬＮＧ共同基地
(株)ＪＥＲＡ

6010001167617 愛知県知多市南浜町２３番、２７番
１、緑浜町１番

輸入危険貨物（液化天
然ガス（関税が無税の
ものに限る。））

5GW12

名古屋税関 南部出張所 知多埠頭(株) 9180001094742 愛知県知多市北浜町２４番１、２４番
２、２４番１８、２４番２０

輸出入一般貨物 5GW04

名古屋税関 南部出張所 東洋グレーンターミナル
(株)

9180001094775 愛知県知多市北浜町１４番地９ 輸入一般貨物 5GW05

名古屋税関 南部出張所 東レ(株)
東海工場

5010001034867 愛知県東海市新宝町３１番 輸入危険貨物 5GW18

名古屋税関 南部出張所 名古屋埠頭サイロ(株)
南三区

5180001009010 愛知県知多市北浜町１３番２、１３番
地２

輸出入一般貨物 5GW30

名古屋税関 南部出張所 (株)日陸
中部物流センター東海倉
庫

8010001033932 愛知県東海市浅山一丁目２番地、３
番地、５番地、１０番地、１１番地、１
２番地、１０番、１１番、１２番

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、輸出入冷
凍冷蔵貨物

5GW29

名古屋税関 南部出張所 日清サイロ(株)
知多事業所

2010001073356 愛知県知多市北浜町１２番１、１２番
地１

輸入一般貨物 5GW06

名古屋税関 南部出張所 日鉄鋼管(株) 8050001021256 愛知県東海市東海町五丁目３番地 輸出一般貨物 5GW09

名古屋税関 南部出張所 日本製鉄(株)
名古屋製鉄所

3010001008848 愛知県東海市東海町五丁目３番
地、１０番、六丁目１１番

輸出入一般貨物 5GW20

名古屋税関 南部出張所 日本農産工業(株)
知多工場

6020001015642 愛知県知多市北浜町１３番地２、１３
番地３、１３番地７、１３番地９、１３番
地１１

輸入一般貨物 5GW08



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

名古屋税関 南部出張所 丸全昭和運輸(株)
東海倉庫

8020001028881 愛知県東海市名和町北蕨６２番地、
６３番地、６４番地、６５番地、６６番
地

輸出入一般貨物 5GW31

名古屋税関 南部出張所 三井倉庫(株)
東海倉庫

8010401114448 愛知県東海市名和町三丁目１１番、
１２番、１３番、１４番、１１番地、１２
番地、１３番地、１４番地

輸出入一般貨物 5GW26

名古屋税関 南部出張所 名港海運(株)
第二名南倉庫

6180001007509 愛知県知多市北浜町２１番１、２６番
１、２６番地１

輸入一般貨物 5GW33 届出蔵置場

名古屋税関 南部出張所 名港海運(株)
南部倉庫

6180001007509 愛知県知多市北浜町２４番８、２５、
４０、２４番地２５

輸出入一般貨物 5GW14 届出蔵置場

名古屋税関 南部出張所 名港海運(株)
名南倉庫

6180001007509 愛知県知多市北浜町９番、９番１、１
０番７、９番地、９番地１、１０番地７

輸出入一般貨物 5GW15 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 愛知海運(株)
楠倉庫

2180001005937 愛知県弥富市楠三丁目９番２、９番
地２

輸出入一般貨物 5EW14

名古屋税関 西部出張所 愛知海運(株)
飛島

2180001005937 愛知県海部郡飛島村大字新政成字
亥之切９５１番１、９５７番１、９５７番
４

輸出入一般貨物 5EW39 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 愛知海運(株)
名古屋港流通センター

2180001005937 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目１
番１０、１番地１０

輸出入一般貨物、輸出
危険貨物

5EW40 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 愛知海運(株)
西三区

2180001005937 愛知県弥富市楠三丁目１９番 輸出入一般貨物、輸出
危険貨物

5EW41 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 愛知海運(株)
湾岸ディストリビューショ
ンセンター

2180001005937 愛知県弥富市楠二丁目１番、２番、
３番、１番地、２番地、３番地

輸出入一般貨物 5EWD9 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 旭運輸(株)
飛島コンテナセンター

2180001005978 愛知県海部郡飛島村東浜三丁目４
番１

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物、輸出
入危険貨物

5EWF1 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 旭運輸(株)
名古屋港国際総合流通
センター

2180001005978 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目２
５番、２丁目２５番地

輸出入一般貨物、別送
品

5EW86 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 旭運輸(株)
名古屋港流通センター

2180001005978 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目１
番１１、１番地１１

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、別送品、
輸出入冷凍冷蔵貨物

5EW43 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

名古屋税関 西部出張所 旭運輸(株)
西３区

2180001005978 愛知県弥富市楠三丁目３２番 輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物

5EWH4 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 旭運輸(株)
弥富

2180001005978 愛知県弥富市楠二丁目７５番２ 輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物

5EWJ4 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 旭運輸(株)
名古屋港第２流通セン
ター

2180001005978 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目４
番５

輸出入一般貨物 5EWJ7 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 朝日ラインシステム(株)
西部物流センター

3180001097742 愛知県海部郡飛島村大宝七丁目３
９番、４０番、３８番地、３９番地

輸入一般貨物 5EWD5

名古屋税関 西部出張所 安藤運輸(株)
名四飛島倉庫

9180001097514 愛知県海部郡飛島村竹之郷七丁目
９２番、９２番地、９３番、９３番地、９
６番、９６番地、９７番地

輸出入一般貨物 5EW81

名古屋税関 西部出張所 伊勢湾海運(株)
名古屋港国際総合流通
センター

3180001006050 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目２
５番、２丁目２５番地

輸出入一般貨物 5EW87 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 伊勢湾海運(株)
名古屋港流通センター

3180001006050 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目１
番１２、１番地１２、１３

輸出入一般貨物 5EW70 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 伊勢湾海運(株)
西名港

3180001006050 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目６
番１、６番地１

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物、輸出
入危険貨物、別送品、
船用品

5EWD2 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 伊勢湾海運(株)
弥富物流センター

3180001006050 愛知県弥富市楠二丁目６５番８、６５
番地８、６５番１１

輸出入一般貨物 5EWF9 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 伊勢湾倉庫(株)
名古屋港

8190001014295 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目８
番３、８番地３

輸出入一般貨物 5EW21

名古屋税関 西部出張所 磯部運輸倉庫(株)
飛島営業所

1180001006052 愛知県弥富市東末広九丁目５４番、
５６番

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5EW73

名古屋税関 西部出張所 インターナショナルエクス
プレス(株)
ＩＥＣ飛島倉庫

8010401003337 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目８
番４

輸出入一般貨物 5EWE4

名古屋税関 西部出張所 (株)Ｍ３ロジ
名古屋ヤード

8013301032694 愛知県弥富市狐地二丁目４９番、５
２番、５３番

輸出入一般貨物 5EWK2

名古屋税関 西部出張所 王子物流(株)
名古屋支店飛島分室

5010001039767 愛知県海部郡飛島村西浜２７番 輸入一般貨物 5EWJ5



令和4年4月1日現在
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保税蔵置場

名古屋税関 西部出張所 (株)ＡＵＴＯ　ＬＯＧＩＳＴＩＣ
Ｓ　ＪＡＰＡＮ
名古屋ヤード

2290002028224 愛知県弥富市西末広二丁目５８番 輸出入一般貨物 5EWK1

名古屋税関 西部出張所 (株)上組
飛島西浜

6140001006951 愛知県海部郡飛島村西浜２７番２ 輸出入一般貨物 5EWJ1

名古屋税関 西部出張所 (株)上組
名古屋港国際総合流通
センター

6140001006951 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目２
５番地

輸出入一般貨物 5EW88 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 (株)上組
名古屋港流通センター

6140001006951 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目５
番４、二丁目１番２４、１番２７

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、船用品、
仮陸揚貨物、別送品

5EW60

名古屋税関 西部出張所 (株)上組
弥富物流センター

6140001006951 愛知県弥富市楠二丁目６５番５ 輸出入一般貨物 5EWF2 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 川崎重工業(株)
名古屋第一工場

1140001005719 愛知県弥富市楠三丁目２０番３、２０
番地３、２０番８、２０番地８

輸出入一般貨物 5EW67

名古屋税関 西部出張所 川西倉庫(株)
名古屋港流通センター

9140001012831 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目１
番地１１

輸出入一般貨物 5EWE9 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 喜多村工業(株)
西部物流センター

1180001021687 愛知県弥富市楠二丁目６５番２３、６
５番地２３

輸出入一般貨物 5EWE2

名古屋税関 西部出張所 キムラユニティー(株)
名港

3180001035446 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目５
番９、５番地９

輸出入一般貨物 5ES14 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 共英製鋼(株)
名古屋事業所

5120001062898 愛知県海部郡飛島村大字新政成字
未之切８０９番１、８０９番地１

輸出一般貨物 5EWB5

名古屋税関 西部出張所 ケイヒン(株)
名港西

4010401009239 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目５
番７、一丁目５番地７

輸出入一般貨物 5EW75

名古屋税関 西部出張所 高和興業(株)
木場工場

1180001097406 愛知県海部郡飛島村木場二丁目１
１６番地、１１６番

輸出一般貨物 5EWI3

名古屋税関 西部出張所 ジェイティ物流(株)
名古屋港倉庫

9011001044828 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目４
番地３、４番３

輸出入一般貨物（葉た
ばこ（関税が無税のも
のに限る））

5EW07

名古屋税関 西部出張所 (株)鈴鉦運輸
飛島物流センター

9180001082912 愛知県海部郡飛島村木場一丁目２
５番１、２５番地

輸出入一般貨物 5EWC9
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保税蔵置場

名古屋税関 西部出張所 鈴与(株)
名古屋支店新飛島物流
センター

2080001009460 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目
１３８番地、１４３番地、１４４番地、１
４７番地、１４８番地、１５３番地、１５
６番地、１５７番地、１７８番地、１７９
番地、１９２番地

輸出入一般貨物 5EWC2 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 (株)住友倉庫
名古屋支店名古屋港営
業所

7120001049002 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目１
番２５

輸出入一般貨物 5EW25 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 大源海運(株)
本社物流センター

8180001096995 愛知県弥富市楠三丁目７番２、７番
３、７番地３、７番地２

輸出入一般貨物 5EWJ8

名古屋税関 西部出張所 (株)ダイコー 3180001046360 愛知県海部郡飛島村大宝七丁目７
番、８番、７番地、８番地

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5EWI5

名古屋税関 西部出張所 大藤運輸(株)
西三区

7180001006708 愛知県弥富市楠三丁目１９番 輸出入一般貨物 5EW05

名古屋税関 西部出張所 大藤運輸(株)
西４区

7180001006708 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目８
番６、８番１８、８番１９

輸出入一般貨物 5EW44

名古屋税関 西部出張所 大洋海運(株)
飛島

2180001006729 愛知県海部郡飛島村竹之郷八丁目
１８５番

輸出入一般貨物 5EWB7

名古屋税関 西部出張所 (株)築港
中部物流センター

1140001009298 愛知県弥富市操出六丁目１０番１、
１１番１、１０番地、１１番地１

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5EW16

名古屋税関 西部出張所 (株)築港
名古屋化学品センター

1140001009298 愛知県弥富市操出十丁目３番、４
番、５番、６番、７番２、８番、９番、１
０番１、３番地、４番地、７番地２、８
番地、９番地、１０番地１

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5EWI2 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 (株)築港
名古屋化学品センター第
二倉庫

1140001009298 愛知県弥富市操出六丁目１６番１、
１７番１、１８番、２０番、２１番、１８番
地、２０番地、２１番地

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5EWJ9

名古屋税関 西部出張所 中央倉庫(株)
楠

2180001008758 愛知県弥富市楠二丁目６１番、６１
番地

輸出入一般貨物 5EW30

名古屋税関 西部出張所 中央倉庫(株)
西二区

2180001008758 愛知県海部郡飛島村木場二丁目６
０番、６０番地、６２番、６２番地、二
丁目６３番１、２、６３番地１、２

輸出入一般貨物 5ES26
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保税蔵置場

名古屋税関 西部出張所 中央倉庫(株)
西四区

2180001008758 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目８
番５、８番１１、８番１３、８番１５、８番
１６、８番１７、８番２０、８番２１、８番
地１、８番地１３、８番地２１

輸出入一般貨物 5ES25

名古屋税関 西部出張所 中京倉庫(株)
名古屋港営業所

1180001022231 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目８
番７、８番１０、８番１２、８番１４、８番
地１

輸出入一般貨物 5EW31

名古屋税関 西部出張所 中部第一輸送(株)
弥富倉庫

1180001096829 愛知県弥富市荷之上町八平裏３１９
番地１、３２０番地１、３２１番地１、３
３２番地１、３３３番地１、３３４番地
１、３３２番１

輸出入一般貨物 5EWD4

名古屋税関 西部出張所 中部木材倉庫(株)
西部第二貯木場

3180001006851 愛知県海部郡飛島村西浜、飛島村
木場一丁目地先、弥富市楠一丁目
地先

輸出入一般貨物(木
材）

5EW72

名古屋税関 西部出張所 東海協和(株)
名古屋港国際総合流通
センター

5180001006916 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目２
５番、２丁目２５番地

輸出入一般貨物 5EW85

名古屋税関 西部出張所 東海協和(株)
西浜

5180001006916 愛知県海部郡飛島村西浜２８番 輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5EWG8

名古屋税関 西部出張所 東海協和(株)
流通センター

5180001006916 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目１
番９、１番地９

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5EWA2

名古屋税関 西部出張所 東海倉庫(株)
東海団地

9180001083191 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目５
番７、５番地７

輸出入一般貨物 5EW53

名古屋税関 西部出張所 東晃鋼業(株) 7180001097417 愛知県海部郡飛島村金岡１２番１、
１２番２、１２番地１、１２番地２

輸入一般貨物 5EW47

名古屋税関 西部出張所 東陽倉庫(株)
飛島ふ頭

5180001031666 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目５
番７、５番地７

輸出入一般貨物、別送
品

5EW66

名古屋税関 西部出張所 東陽倉庫(株)
名古屋港国際総合流通
センター

5180001031666 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目２
５番地

輸出入一般貨物 5EW84 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 東陽倉庫(株)
名古屋港流通センター

5180001031666 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目１
番２２

輸出入一般貨物 5EW65 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 東陽倉庫(株)
弥富ふ頭

5180001031666 愛知県弥富市楠三丁目９番１ 輸出入一般貨物 5EW55 届出蔵置場
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保税蔵置場

名古屋税関 西部出張所 飛島物流サービス(株)
東浜

1180001097422 愛知県海部郡飛島村東浜三丁目１
番１

輸出入一般貨物 5EWE5

名古屋税関 西部出張所 豊通物流(株)
名港

8180001031746 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目５
番７、５番地７

輸出入一般貨物 5EW45

名古屋税関 西部出張所 トレーディア(株)
名四

3140001009726 愛知県海部郡飛島村大字梅之郷字
西梅１３番地、１４番地

輸出入一般貨物 5EW58 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 名古屋港木材倉庫(株)
西部第２貯木場

6180001015156 愛知県海部郡飛島村西浜８番、２８
番、飛島村木場一丁目地先

輸出入一般貨物 5EW32

名古屋税関 西部出張所 名古屋港木材倉庫(株)
飛島倉庫

6180001015156 愛知県海部郡飛島村木場一丁目１
０番８、９、１１、１２、１１番１、１０番
地８、９、１１、１１番地１

輸出入一般貨物 5EW17

名古屋税関 西部出張所 日塩(株)
西四区

3010401021517 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目４
番地９

輸出入一般貨物 5EWG4

名古屋税関 西部出張所 (株)日陸
中部物流センター

8010001033932 愛知県弥富市鍋田町六野５１番地、
５１番

輸出入一般貨物
輸出入危険貨物

5EWJ3

名古屋税関 西部出張所 ＮＸ商事(株)
名古屋ＬＳセンター富浜

1010001025515 愛知県弥富市富浜二丁目１番４、１
番地４

輸出一般貨物 5EWF3

名古屋税関 西部出張所 日本通運(株)
富浜

4010401022860 愛知県弥富市富浜二丁目１番８、１
番１３

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、別送品

5EWC8 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 日本通運(株)
西４区流通センター

4010401022860 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目１
番２１

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、別送品

5EW36 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 日本トランスシティ(株)
西四区

9190001015895 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目５
番７、５番地７

輸出入一般貨物 5EW98 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 濃飛倉庫運輸(株)
名古屋港ロジスティクス
センター

5200001004116 愛知県弥富市楠二丁目６５番２８、６
５番地２８

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5EWF6 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 濃飛倉庫運輸(株)
西四区

5200001004116 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目５
番７、５番地７、二丁目１番２８、１番
地１４

輸出入一般貨物 5EW08

名古屋税関 西部出張所 橋元運輸(株)
飛島

7180001007210 愛知県海部郡飛島村木場一丁目１
０番３、１０番地３

輸出入一般貨物 5EWC3



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

名古屋税関 西部出張所 ハヤマ運輸(株)
冷蔵部

8180001020666 愛知県海部郡飛島村竹之郷四丁目
１４２番地、１４３番地、１４４番地、１
４７番地、１４８番地、１４９番地、１５
０番地、１５１番地、１５２番地、１５３
番地、１５４番地、１５５番地、１５５番

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

5EW42

名古屋税関 西部出張所 阪和流通センター名古屋
(株)

4180001097543 愛知県海部郡飛島村金岡１３番 輸入一般貨物 5EWA7

名古屋税関 西部出張所 福玉精穀倉庫(株)
西四区

2180001081136 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目８
番４、８番地１

輸出入一般貨物 5EW23

名古屋税関 西部出張所 藤梱包物流(株)
西部

8180001026944 愛知県弥富市楠二丁目５１番、５１
番地

輸出一般貨物 5EWA8

名古屋税関 西部出張所 藤梱包物流(株)
本社

8180001026944 愛知県弥富市鍋田町八穂１３３番
１、１３３番地１

輸出一般貨物 5EWH6

名古屋税関 西部出張所 フジトランスコーポレー
ション
名古屋港国際総合流通
センター

4180001007287 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目２
５番、２丁目２５番地

輸出入一般貨物 5EW89 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 フジトランスコーポレー
ション
名古屋港流通センター

4180001007287 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目１
５番２、１５番地２、１５番８、１５番地
８

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5EW93 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 フジトランスコーポレー
ション
西三区ELK

4180001007287 愛知県弥富市楠一丁目１２０番、１２
０番地

輸出入一般貨物 5EW18 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 フジトランスコーポレー
ション
西三区モータープール

4180001007287 愛知県弥富市楠三丁目２０番４、２９
番、３２番

輸出入一般貨物 5EW20 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 フジトランスコーポレー
ション
西二区金岡

4180001007287 愛知県海部郡飛島村金岡４１番、４
１番地

輸出入一般貨物 5EWH3

名古屋税関 西部出張所 フジトランスコーポレー
ション
西浜コンテナヤード

4180001007287 愛知県海部郡飛島村西浜２７番 輸出入一般貨物 5EWC1 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

名古屋税関 西部出張所 フジトランスコーポレー
ション
西四区

4180001007287 愛知県海部郡飛島村西浜２８番、東
浜一丁目５番１０

輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物

5EW92

名古屋税関 西部出張所 (株)マブチ
名古屋工場

2020001016041 愛知県弥富市楠三丁目９番５、９番
地５

輸出一般貨物 5EWD6

名古屋税関 西部出張所 丸一鋼管(株)
名古屋工場

5120001047593 愛知県海部郡飛島村金岡１４番 輸入一般貨物 5EW49

名古屋税関 西部出張所 丸全昭和運輸(株)
名四西倉庫

8020001028881 愛知県海部郡飛島村竹之郷七丁目
１３５番地、１３６番地、１３７番地、１
３８番地、１３６番

輸出入一般貨物 5EWA9

名古屋税関 西部出張所 三井倉庫(株)
名古屋港国際総合流通
センター

8010401114448 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目２
５番、２５番地

輸出入一般貨物 5EW80

名古屋税関 西部出張所 三井倉庫(株)
名古屋港流通センター

8010401114448 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目２
３番２、２３番地２

輸出入一般貨物 5EW69 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 三井倉庫(株)
名古屋港流通センターＢ
号

8010401114448 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目２
３番４

輸出入一般貨物 5EWG9

名古屋税関 西部出張所 三菱倉庫(株)
飛島

8010001034947 愛知県海部郡飛島村木場二丁目６
７番３・４

輸出入一般貨物 5EWG3 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 三菱倉庫(株)
飛島A号

8010001034947 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目２
３番３・５

輸出入一般貨物 5EWA4 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 三菱倉庫(株)
飛島B号

8010001034947 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目４
番１

輸出入一般貨物 5EWA5 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 三菱倉庫(株)
名古屋港国際総合流通
センター

8010001034947 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目２
５番地

輸出入一般貨物 5EW79 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 三菱電機ロジスティクス
(株)
稲沢事業所弥富

9011001025150 愛知県弥富市操出六丁目４番地１、
５番地１、６番地１、７番地１、７番地
２、８番地１、８番地２、９番地１、４３
番地１

輸出一般貨物 5EWI6

名古屋税関 西部出張所 名京倉庫(株)
飛島倉庫

2180001097512 愛知県海部郡飛島村木場一丁目１
０番２、１０番７

輸出入一般貨物 5EW34



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

名古屋税関 西部出張所 名港海運(株)
西部物流センター

6180001007509 愛知県弥富市楠三丁目９番４、三丁
目９番地４

輸出入一般貨物 5EWＩ４ 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 名港海運(株)
飛島名港物流センター

6180001007509 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目５
番２０、５番地２０

輸出入一般貨物 5EWE7 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 名港海運(株)
名古屋港国際総合流通
センター

6180001007509 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目２
５番、２丁目２５番地

輸出入一般貨物 5EW78 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 名港海運(株)
西三区物流センター

6180001007509 愛知県弥富市楠二丁目６５番１８、６
５番地１８

輸出入一般貨物 5EWH2 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 名港海運(株)
西２区名港物流センター

6180001007509 愛知県海部郡飛島村木場一丁目９
４番１、９４番２、９４番３、９４番地１、
９４番地２、９４番地３

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、別送品

5EWC5

名古屋税関 西部出張所 名港海運(株)
西二区名港物流センター
南

6180001007509 愛知県海部郡飛島村木場一丁目８
０番

輸出入一般貨物 5EWJ6 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 名港海運(株)
西４区名港物流センター

6180001007509 愛知県海部郡飛島村東浜二丁目１
５番７、１５番地７

輸出入一般貨物、輸出
危険貨物

5EW50

名古屋税関 西部出張所 名港海運(株)
弥富物流センター

6180001007509 愛知県弥富市鍋田町八穂１２１番
１、１２１番地１

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5EWH5 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 名港海運(株)
弥富北物流センター

6180001007509 愛知県弥富市狐地五丁目１７８番地
２、六丁目２３９番地２

輸出入一般貨物 5EWJ2 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 名港海運(株)
湾岸弥富

6180001007509 愛知県弥富市鍋田町六野７６番１、
７７番、７８番２、７７番地、７８番地２

輸出入一般貨物 5EWF8 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 (株)ヤマセイ
弥富

7180001097623 愛知県弥富市鍋田町八穂１５５番
２、１５５番地２

輸出入一般貨物 5EWH1

名古屋税関 西部出張所 由良海運(株)
弥富

7180001007656 愛知県弥富市楠三丁目１５番２、１５
番４、１５番地２

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、船用品、
機用品、別送品

5EWI8 届出蔵置場

名古屋税関 西部出張所 由良海運(株)
由良埠頭３区

7180001007656 愛知県弥富市楠三丁目１９番、３５
番２、３５番３、３５番地２、３５番地３

輸出入一般貨物 5EWI7



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

名古屋税関 清水税関支署 (株)アイ・テック
清水工場

9080001007508 静岡県静岡市清水区三保字赤目原
３８７番６、３８７番地７、３８７番地８、
３８７番９、３８７番地９、清水区折戸
字和田３７６番地５、清水区三保字
塚間５１０番地６

輸出入一般貨物 5MWC7

名古屋税関 清水税関支署 アオキトランス(株) 8080001007533 静岡県静岡市清水区築地町２１番
地

輸出入一般貨物 5MW60

名古屋税関 清水税関支署 アオキトランス(株)
村松

8080001007533 静岡県静岡市清水区清開二丁目５
０番地２、５２番地８、９、５４番地７、
９、１０、１１４番地１７

輸出入一般貨物 5MW61

名古屋税関 清水税関支署 (株)天野回漕店
庵原東名

3080001007562 静岡県静岡市清水区庵原町字流田
１５１番地２、１５１番地３、１５１番地
４、１５１番地５、１５１番４、１５１番
５、１５１番６

輸出入一般貨物 5MW33

名古屋税関 清水税関支署 (株)天野回漕店
外浜

3080001007562 静岡県静岡市清水区袖師町字外浜
１４９６番１、１８７７番３２・３４・４２、１
４９６番地１、１８７７番地３２・３４

輸出入一般貨物 5MWF9 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署 (株)天野回漕店
築地

3080001007562 静岡県静岡市清水区日の出町１１１
番地１２、１０９番地１２

輸出入一般貨物 5MW48 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署 (株)天野回漕店
西久保

3080001007562 静岡県静岡市清水区袖師町字江川
田１２６８番２、１３０７番１、１２６８番
地２、１３０７番地１、１３０７番地１先
官有無番地、清水区西久保字松原
２４７番３、２５０番８、２４７番地７、２
４７番地３

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、船用品、
船用品（危険貨物）

5MW47 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署 (株)天野回漕店
村松

3080001007562 静岡県静岡市清水区清開二丁目３
７番地１、４５番地２、５２番地２、５４
番地１、５４番地２、５４番地３、５４番
地６、５４番地８、５４番地１４、１１４
番地４、３７番１、４５番２、５２番４、５
４番２、１１４番６

輸出入一般貨物 5MW46 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署 (株)梅久冷蔵 7080001011544 静岡県静岡市清水区七ツ新屋字奥
屋敷４３７番地３～６

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MWE7



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

名古屋税関 清水税関支署 (株)オリエンタルフーズ
宮加三工場

2080001007778 静岡県静岡市清水区宮加三字道添
３１６番８、３１６番地８、３４１番１、３
４１番地１、３４１番地２、３４７番地
１、２、３４８番４０、３４８番地４０

輸出入冷凍冷蔵貨物、
輸出一般貨物

5MWD2

名古屋税関 清水税関支署 (株)オリエンタルフーズ
長崎工場

2080001007778 静岡県静岡市清水区堀込字奥芝田
３４５番９、３４５番地９

輸出入冷凍冷蔵貨物、
輸出一般貨物

5MWG9

名古屋税関 清水税関支署 サワイリ食品(株)
エスアイ冷蔵

7080001008094 静岡県静岡市清水区袖師町字飛島
１９７４番地４４

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MW89

名古屋税関 清水税関支署 サワイリ食品(株)
エスアイ冷蔵三保

7080001008094 静岡県静岡市清水区三保字中通３
２６６番６、３２６６番地６

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MWD5

名古屋税関 清水税関支署 沢野倉庫(株) 8080001008093 静岡県静岡市清水区袖師町字井戸
尻５２７番１、５２７番地１、５３２番１、
５３２番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MW56

名古屋税関 清水税関支署 沢野倉庫(株)
飛島冷蔵庫

8080001008093 静岡県静岡市清水区袖師町字飛島
１９７４番４２、１９７４番地４２

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MW75

名古屋税関 清水税関支署 (株)Ｊ－オイルミルズ
静岡工場

6010001078021 静岡県静岡市清水区新港町１６番
地１、１６番地２、１６番１、１６番２、１
６番３、１６番４、清水区島崎町１７６
番３

輸入一般貨物 5MW18

名古屋税関 清水税関支署 (有)静岡中央魚類
飛島冷凍加工場

1080002010047 静岡県静岡市清水区袖師町字飛島
１９７４番地４３

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MW79

名古屋税関 清水税関支署 清水魚(株)
1号冷蔵倉庫

1080001008125 静岡県静岡市清水区島崎町１７９番
８、１７９番地８

輸入冷凍冷蔵貨物 5MWA3

名古屋税関 清水税関支署 清水魚(株)
飛島冷蔵工場

1080001008125 静岡県静岡市清水区袖師町字飛島
１９７４番地４１

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MW10

名古屋税関 清水税関支署 清水運送(株)
埠頭１号倉庫

3080001008123 静岡県静岡市清水区日の出町１１１
番地１７

輸出入一般貨物（米
（関税が無税のものに
限る））

5MWD3

名古屋税関 清水税関支署 清水運送(株)
本店10号倉庫

3080001008123 静岡県静岡市清水区愛染町２４番、
２７番、２９番、３１番、２４番地、２７
番地、２９番地、３１番地、３３番地

輸出入一般貨物 5MWB6

名古屋税関 清水税関支署 清水エル・エヌ・ジー(株)
袖師基地

2080001008140 静岡県静岡市清水区袖師町字日ノ
出１９００番６、字月見１９２０番１１、
字昭和１９５０番５

輸出入危険貨物（液化
天然ガス(関税が無税
のものに限る）)

5MW05



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

名古屋税関 清水税関支署 清水倉庫(株)
江尻冷蔵倉庫

3080001008164 静岡県静岡市清水区袖師町字飛島
１９７４番３、１９７４番１０、１９７４番
地１０、１９７４番地３７

輸出入冷凍冷蔵貨物、
船用品（冷凍冷蔵貨
物）、仮陸揚貨物（冷凍
冷蔵貨物）

5MWE3

名古屋税関 清水税関支署 清水倉庫(株)
清開

3080001008164 静岡県静岡市清水区清開二丁目５
４番１１、５８番１、７５番１３、５０番地
３、５４番地１１、５４番地１２、５４番
地１５、５８番地１、５８番地８、５８番
地１０、７５番地８、７５番地１３、１１４
番地２、１１４番地１１

輸出入一般貨物 5MW82

名古屋税関 清水税関支署 清水埠頭(株)
サイロ

7080001008185 静岡県静岡市清水区清開三丁目１
１０番地５７、１１０番地５９、１１５番
地６、１２２番地１、１２２番地２、１２２
番地４、１２２番地５、１２２番地６、１
２２番地７、１２２番地８、１２２番地
９、１２２番地１３、１２２番地４先官有
無番地、１２２番地６先官有無番地、
１２２番１、１２２番５、１２２番７

輸出入一般貨物 5MW07

名古屋税関 清水税関支署 清水冷販(株)
オキツ冷蔵

6080001008211 静岡県静岡市清水区谷津町二丁目
字出口１８４番地１１、１８４番地１２、
１９０番地１、１９６番地１、１８４番１、
１８４番１３

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MWF8

名古屋税関 清水税関支署 昭和冷凍(株)
第三工場

1080001008323 静岡県静岡市清水区袖師町字水神
上９３８番地１、９３７番地１、９２６番
地１、９２５番地３

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MW37

名古屋税関 清水税関支署 昭和冷凍(株)
飛島工場

1080001008323 静岡県静岡市清水区袖師町字飛島
１９７４番地１１、１９７４番地１２、１９
７４番地１３、１９７４番３

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MW38

名古屋税関 清水税関支署 昭和冷凍(株)
本社倉庫

1080001008323 静岡県静岡市清水区袖師町字内浜
１３０８番地８、１１、１３、１８、１９、２
０、２２、１３０９番地１、５

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MW90

名古屋税関 清水税関支署 鈴与(株)
E棟倉庫

2080001009460 静岡県静岡市清水区清開三丁目９
番１０号

輸出入一般貨物 5MWA9

名古屋税関 清水税関支署 鈴与(株)
円上坊

2080001009460 静岡県静岡市清水区折戸字和田３
６１番地１、３６１番地３、４３５番地１

輸出入一般貨物 5MW25



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

名古屋税関 清水税関支署 鈴与(株)
北新開

2080001009460 静岡県静岡市清水区宮加三字北新
開１番６・８・９・１０・１４、１番地４・５・
７・８、２４番３・７、２４番地１・３・５・
６・７、２５番地１・３・６・７・８、字南新
開５３６番１、５３０番地１・３・４・５

輸出入一般貨物 5MW22

名古屋税関 清水税関支署 鈴与(株)
北新開木材センター

2080001009460 静岡県静岡市清水区宮加三字北新
開１番１、１番４、１番地１、１番地４

輸出入一般貨物 5MWA4

名古屋税関 清水税関支署 鈴与(株)
回漕営業部　駒越物流セ
ンター

2080001009460 静岡県静岡市清水区駒越北町７番
地１、６番１、６番６、７番１

輸出入一般貨物 5MWG5

名古屋税関 清水税関支署 鈴与(株)
日の出新1号

2080001009460 静岡県静岡市清水区日の出町１０９
番１、１０９番１１、１１１番７

輸出入一般貨物 5MW99

名古屋税関 清水税関支署 鈴与(株)
富士見サイロ

2080001009460 静岡県静岡市清水区清開三丁目１
１０番地５６、１１０番地５７、１１０番
地５８、１１０番地５９、１１０番地６２、
１１０番地６３、１２２番地２、１２２番
地４、１２２番地４先官有無番地、１２
２番地１３、１１５番地５、１１５番地
６、１１５番地７

輸入一般貨物 5MW73

名古屋税関 清水税関支署 鈴与(株)
富士見６号

2080001009460 静岡県静岡市清水区清開一丁目１
１５番地１、１１０番地５５、１１５番地
１先

輸出入一般貨物 5MWF2

名古屋税関 清水税関支署 鈴与(株)
宮加三木材土場

2080001009460 静岡県静岡市清水区宮加三字南新
開５３６番１、５３６番５、５３６番６、５
３７番１、５３７番３

輸出入一般貨物 5MWG6

名古屋税関 清水税関支署 駿河包装(株) 3080001008429 静岡県静岡市清水区日の出町２番
２２号

輸入一般貨物 5MW53

名古屋税関 清水税関支署 清和海運(株)
宍原センター

1080001008463 静岡県静岡市清水区宍原字丸子沢
２８６７番地１６、１８、６３４番地２、
３、６、６３４番地３先、２８６５番３０、
３２、２８６７番１６、６３４番６、７、２８
６７番地１、宍原字菅谷６２８番地１
４、６２９番地４、６２９番４、宍原字小
坂６４３番地６、８、６４４番地１１、６４
７番地１

輸出入一般貨物、輸入
危険貨物

5MWA2 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

名古屋税関 清水税関支署 清和海運(株)
新清水物流センター

1080001008463 静岡県静岡市清水区宍原字神田７
９６番地１、字神田奥２８９５番地２、
２８９６番地１、２８９５番２、２８９６番
１

輸出入一般貨物 5MWG1

名古屋税関 清水税関支署 清和海運(株)
築地

1080001008463 静岡県静岡市清水区築地町７４番
地、７５番地１、７５番地１先官有無
番地、７５番地２、７６番地、７８番地
１、７８番地２、７９番地１、７９番地１
先官有無番地、７９番地２、８０番
地、７５番２、７８番１、７９番１、８０番

輸出入一般貨物 5MWB9

名古屋税関 清水税関支署 清和海運(株)
日の出１５号

1080001008463 静岡県静岡市清水区日の出町１０８
番地１、１０８番１、１０８番２、１０８番
３、１０９番２、１０９番７、１０９番８、１
０９番９、１０９番１３、１１１番４、１１１
番８

輸出入一般貨物 5MWG3

名古屋税関 清水税関支署 清和海運(株)
村松

1080001008463 静岡県静岡市清水区幸町４番２８号 輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5MW19

名古屋税関 清水税関支署 第一倉庫(株)
折戸倉庫

4080001009649 静岡県静岡市清水区折戸字円上坊
３１４番地６、３１４番６

輸出入一般貨物（米
（関税が無税のものに
限る））

5MWB8

名古屋税関 清水税関支署 第一倉庫(株)
横砂倉庫

4080001009649 静岡県静岡市清水区横砂西町１２１
４番１、１２４５番２、１２１３番地、１２
１４番地１、１２４６番地、１２４９番地

輸出入一般貨物（米
（関税が無税のものに
限る））

5MWB7

名古屋税関 清水税関支署 (株)タイコウ
三保超低温倉庫

4080001012438 静岡県静岡市清水区三保字江湖７
５１番地１、７５１番１

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MWG2

名古屋税関 清水税関支署 東洋冷蔵フード＆ロジス
ティクス(株)
第２冷蔵庫

4080001008691 静岡県静岡市清水区島崎町１６０番
地３４、１６１番地１３、１７９番３

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MWH1

名古屋税関 清水税関支署 東洋冷蔵フード＆ロジス
ティクス(株)
第５冷蔵庫

4080001008691 静岡県静岡市清水区袖師町字飛島
１９７４番地１８

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MWH3

名古屋税関 清水税関支署 東洋冷蔵フード＆ロジス
ティクス(株)
第６冷蔵庫

4080001008691 静岡県静岡市清水区袖師町字飛島
１９７４番１４、１９７４番地１４

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MWH4



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

名古屋税関 清水税関支署 東洋冷蔵フード＆ロジス
ティクス(株)
第３冷蔵庫

4080001008691 静岡県静岡市清水区袖師町字飛島
１９７４番地４０

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MWH2

名古屋税関 清水税関支署 東洋冷蔵フード＆ロジス
ティクス(株)
第４冷蔵庫

4080001008691 静岡県静岡市清水区島崎町１６０番
地１８、１６１番地１１・１３

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MWH5

名古屋税関 清水税関支署 トライ産業(株) 4080001008774 静岡県静岡市清水区清開ニ丁目２
番９号

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MW80

名古屋税関 清水税関支署 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス東海
清水物流センター

9180001022364 静岡県静岡市清水区島崎町１５０番
２、１５０番地２、１６０番１３、１６０番
地１３

輸出入冷凍冷蔵貨物、
船用品（冷凍冷蔵貨
物）、仮陸揚貨物（冷凍
冷蔵貨物）

5MW94

名古屋税関 清水税関支署 日東富士製粉(株)
静岡工場

3010001034893 静岡県静岡市清水区清開三丁目１
１２番地１、１１２番地６、１１２番地７

輸入一般貨物 5MWE6

名古屋税関 清水税関支署 柏栄トランス(株) 3080001008940 静岡県静岡市清水区築地町１０番
地２、１１番地１、１１番地４、１３番地
１、１３番地２、１４番地、１５番地、１
６番地、１７番地、１８番地、５５０番
地１、５５０番地２、１０番２、１１番１、
１１番３、１１番４、１２番３、１２番４、
１３番１、１３番２、１４番、１５番、１６
番、１８番、５５０番１、５５０番２

輸出入一般貨物 5MW40

名古屋税関 清水税関支署 柏栄トランス(株)
但沼物流センター

3080001008940 静岡県静岡市清水区但沼町字長又
３０番１、３、７、８、３１番１、３１番地
１、３２番地１、３３番地１

輸出入一般貨物 5MW26

名古屋税関 清水税関支署 ハマイチ水産(株)
飛島冷蔵倉庫

2080001010897 静岡県静岡市清水区袖師町字飛島
１９７４番地３９、１９７４番３９

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MWG8

名古屋税関 清水税関支署 (株)バンノウ水産
静岡冷蔵庫

4020001055896 静岡県静岡市清水区駒越北町３４３
番地

輸出入冷凍冷蔵貨物、
輸出入一般貨物

5MWG7

名古屋税関 清水税関支署 フジ物産(株)
第二冷蔵倉庫

3080401004630 静岡県静岡市清水区清開一丁目１
１０番地７７

輸出入冷凍冷蔵貨物、
船用品（冷凍冷蔵貨
物）、仮陸揚貨物（冷凍
冷蔵貨物）

5MW91



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

名古屋税関 清水税関支署 (株)富士ロジテック静岡
清開

5080001020183 静岡県静岡市清水区清開二丁目４
９番地、５０番地１、清水村松地先新
田１１６番地２

輸出入一般貨物 5MWF4

名古屋税関 清水税関支署 (株)富士ロジテック静岡
村松

5080001020183 静岡県静岡市清水区清開一丁目１
１０番地５、６、７、８、２３、３０、１１０
番６

輸出入一般貨物 5MW42 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署 (株)マルショウ 9080001009198 静岡県静岡市清水区折戸字円上坊
３１４番地１５、３１４番地５８、３１８番
地１４、３１８番地２９

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MWB2

名古屋税関 清水税関支署 宮本冷蔵(株) 2080001009254 静岡県静岡市清水区興津中町字大
川辺島８２３番地１、８２３番地２、８２
４番地、８２５番地１、８２６番地、８２
７番地１、８２７番地２、８２８番地１、
８３０番地、８３１番地、８３２番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MW58

名古屋税関 清水税関支署 八洲商事(株)
宍原工場

6080001009358 静岡県静岡市清水区宍原字菅谷６
２８番地１、６２８番地１６

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MWA8

名古屋税関 清水税関支署 八洲水産(株)
江尻工場

7080001009349 静岡県静岡市清水区袖師町字飛島
１９７４番３、１９７４番地１５、１９７４
番地１６

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MW20

名古屋税関 清水税関支署 八洲水産(株)
本社冷蔵庫

7080001009349 静岡県静岡市清水区蜂ヶ谷字由ノ
内１１９番地１、１２０番地１、１２０番
地２、１２１番地１、１２１番地２、１２４
番地１、１２４番地２

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MW77

名古屋税関 清水税関支署 山正冷凍(株)
飛島冷凍工場

5080001009318 静岡県静岡市清水区袖師町字飛島
１９７４番３、１９７４番２０、１９７４番
地２０、１９７４番地３６

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MW78

名古屋税関 清水税関支署 (株)山西水産
飛島冷凍工場

2080001009337 静岡県静岡市清水区袖師町字飛島
１９７４番３、１９７４番１９、１９７４番
地１９、１９７４番４２、１９７４番地４２

輸出入冷凍冷蔵貨物、
船用品（冷凍冷蔵貨
物）

5MW44

名古屋税関 清水税関支署 渡辺製氷冷蔵(株) 4080001009442 静岡県静岡市清水区袖師町字飛島
１９７４番３、１９７４番１７、１９７４番
地１７

輸出入冷凍冷蔵貨物 5MW01



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

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

アオキトランス(株)
興津

8080001007533 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３７５番１６、１３７５番１７、１３７５番
４２、１３７５番地１６、１３７５番地１
７、１３７５番地４２

輸出入一般貨物 5NW13

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

アオキトランス(株)
袖師第一埠頭

8080001007533 静岡県静岡市清水区横砂字御林脇
４０８番１８、４０８番地１８

輸出入一般貨物 5NW14 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

アオキトランス(株)
新興津国際物流センター

8080001007533 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３８７番地１

輸出入一般貨物 5NW37 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

(株)天野回漕店
興津

3080001007562 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３７５番地４０・４２・１７、１３７５番４
０・４２・１７

輸出入一般貨物、船用
品、仮陸揚貨物

5NW09 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

(株)天野回漕店
興津ＦＡＺ

3080001007562 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３７５番１６、１３７５番地１６

輸出入一般貨物、船用
品、仮陸揚貨物

5NW31

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

(株)天野回漕店
袖師第一埠頭

3080001007562 静岡県静岡市清水区横砂字御林脇
４０８番地１８、４０８番１８

輸出入一般貨物 5NW10 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

(株)天野回漕店
新興津国際物流センター

3080001007562 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３８７番地１

輸出入一般貨物 5NW34 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

合同酒精(株)
清水工場

8010001083622 静岡県静岡市清水区横砂南町２番
１号

輸出入危険貨物（粗留
アルコール（関税が無
税のものに限る））

5NW22

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

清水運送(株)
興津

3080001008123 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３７５番地４２、１３７５番４２

輸出入一般貨物 5NW12

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

清水運送(株)
興津３１号倉庫

3080001008123 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３７５番地４０

輸出入一般貨物 5NW29

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

清水港共同倉庫事業協
同組合

7080005003034 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３７５番地３６

輸出入一般貨物 5NW19

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

清水倉庫(株)
興津

3080001008164 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３７５番４２
静岡県静岡市清水区興津清見寺町

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5NW20

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

清水倉庫(株)
興津国際流通センター２
号棟

3080001008164 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３７５番地４０

輸出入一般貨物、輸入
危険貨物

5NW28

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

新興港運(株)
興津

4080001008221 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３７５番地１１０

輸出入一般貨物 5NW21



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

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

鈴与(株)
興津

2080001009460 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３７５番地３２・１１０

輸出入一般貨物 5NW03

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

鈴与(株)
興津定温

2080001009460 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３７５番地の６４・７４

輸出入一般貨物 5NW05 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

鈴与(株)
興津パルプ倉庫

2080001009460 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３７５番３４号

輸出入一般貨物 5NW25 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

鈴与(株)
興津ＦＡＺ

2080001009460 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３７５番１６、１３７５番地１６

輸出入一般貨物 5ＮＷ32 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

鈴与(株)
袖師

2080001009460 静岡県静岡市清水区横砂字御林脇
４０８番地１８

輸出入一般貨物 5NW04 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

鈴与(株)
袖師第一

2080001009460 静岡県静岡市清水区横砂字御林脇
４０８番１７

輸出入一般貨物、船用
品、仮陸揚貨物

5NW30

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

鈴与(株)
袖師第二

2080001009460 静岡県静岡市清水区横砂字若松２
２５２番２・１２・１３

輸出入危険貨物 5NW01

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

鈴与(株)
新興津国際物流センター

2080001009460 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３８７番地１

輸出入一般貨物 5NW36 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

清和海運(株)
興津国際物流センター２
号

1080001008463 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３７５番地４０

輸出入一般貨物、輸入
危険貨物

5NW27

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

清和海運(株)
興津埠頭

1080001008463 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３７５番１６、１３７５番地１６、１３７５
番地１８、１３７５番４２、１３７５番地４
２

輸出入一般貨物、輸入
危険貨物

5NW06

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

清和海運(株)
袖師第一埠頭

1080001008463 静岡県静岡市清水区横砂字御林脇
４０８番地１８、４０８番１８

輸出入一般貨物 5NW07 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

清和海運(株)
新興津国際物流センター

1080001008463 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３８７番地１

輸出入一般貨物 5NW35 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

東海埠頭(株) 8080001008754 静岡県静岡市清水区横砂字御林脇
４０８番１３

輸出入一般貨物 5NW24

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

柏栄トランス(株)
清水港梱包物流センター

3080001008940 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３７５番４８、１３７５番４９、１３７５番
５０、１３７５番地４８、１３７５番地４
９、１３７５番地５０

輸出入一般貨物 5NW33



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

名古屋税関 清水税関支署
興津出張所

(株)富士ロジテック静岡
興津

5080001020183 静岡県静岡市清水区興津清見寺町
１３７５番地４０、４２、１１８、１２０、１
３７５番４０、４２、１１８、１２０

輸出入一般貨物 5NW08 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

アオキトランス(株)
浜松

8080001007533 静岡県浜松市東区下石田町字皆敷
４５８番３、４５８番地３、東区流通元
町５１０番、５１１番、５１２番、７０９番
１、７１１番、７１２番、７１３番、５０８
番地、５０９番地、５１０番地、５１１番
地、７０８番地１、７０９番地１、７１１
番地、７１３番地

輸出入一般貨物 5RW11 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

(株)天野回漕店
浜松

3080001007562 静岡県浜松市東区流通元町８番２
号、浜松市東区下石田町字皆敷４５
８番地３、４５８番３

輸出入一般貨物 5RW08 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

(株)天野回漕店
袋井ロジスティクスセン
ター

3080001007562 静岡県袋井市小山字古深田３７１番
地１、３７１番１

輸出入一般貨物 5RW35 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

(株)天野回漕店
袋井物流センター

3080001007562 静岡県袋井市深見字唐久１５００番
地２、１５００番２

輸出入一般貨物 5RW20 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

(株)天野回漕店
流通元町１号倉庫

3080001007562 静岡県浜松市東区流通元町４番６
号

輸出入危険貨物 5RW41 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

(株)大村総業
磐田工場

3080101008279 静岡県磐田市森岡字西川田２０８番
１、２０８番地１

輸出入一般貨物 5RW38

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

清水倉庫(株)
磐田支店磐田物流セン
ター

3080001008164 静岡県磐田市岩井字海道原１８８１
番地１、１８８２番地１、１８８２番地
３、１８８１番１、１８８２番１、１８８２番
３
静岡県磐田市岩井字北原１８３６番
地１、１８３６番１
静岡県磐田市岩井字西原１９０７番
地７７０、１９０７番７７０

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5ＲＷ43

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

鈴与(株)
浜松

2080001009460 静岡県浜松市東区上石田町字皆敷
１５９１番１、１５９１番地１、下石田町
字皆敷４５８番３、４５８番地３

輸出入一般貨物 5RW02



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

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

鈴与(株)
浜松支店流通元町セン
ター

2080001009460 静岡県浜松市東区流通元町５５９番
２、５６１番２、５６３番１、６１８番１、６
２８番１

輸出入一般貨物 5RW33 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

鈴与(株)
袋井

2080001009460 静岡県袋井市新池１０７２－１、１０７
７－１、西田１００番地１

輸出入一般貨物 5RW25 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

清和海運(株)
浜松

1080001008463 静岡県浜松市東区流通元町６９１
番、６９２番、６９３番、６８５番、１８８
６番１、６８６番１、６８７番１、６８９番
１、６８８番４、６８４番３、６４１番地、
６４２番地、６５７番地、６５８番地３、
６８４番地３、６８５番地、６９０番地
１、６９１番地、６９２番地、６９３番
地、６９４番地、１８８０番地２、１８８３
番地１、１８８６番地１、下石田町字
皆敷４５８番３、４５８番地３

輸出入一般貨物 5RW03

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

清和海運(株)
米津物流センター

1080001008463 静岡県浜松市南区米津町字岡新田
２５５６番１、２５７３番、２５７５番、２５
７６番、２５５６番地１、米津町字沖新
田２６００番地、２６１６番地、２６１７
番地、２６３２番地、２６３３番地、２６
１５番地１

輸出入一般貨物 5RW34

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

(株)中央倉庫
名古屋支店浜松営業所

4130001018066 静岡県浜松市東区白鳥町字松下３
１１番地、３１２番地、３１３番地

輸出入一般貨物 5RW26

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

(株)ニチレイ・ロジスティ
クス東海
浜松物流センター

9180001022364 静岡県浜松市南区下飯田町字上新
屋５０８番地、５０９番地１、５０９番地
２、南区飯田町字蛭子１１５１番地、
１１５２番地１、１１５３番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物 5RW17

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

(株)新田梱包
磐田工場

8080401003925 静岡県磐田市掛下字中野６７８番
１、６７８番２、６７８番地２、６７８番地
３、６７８番地４

輸出一般貨物 5RW36

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

日本通運(株)
浜松航空

4010401022860 静岡県浜松市東区上石田町１０７１
番～１０７６番

輸出入一般貨物、別送
品

5RW31
5RW37

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

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

浜松委托運送(株)
つつみ流通センター

9080401004006 静岡県浜松市南区堤町字浜新９０４
番地１、９２４番地３、９２６番地、９３
０番地、９８５番地１、９９７番地、９９
８番地、１０００番地、１００１番地

輸出入一般貨物 5RW42

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

(株)富士ロジテック浜松
浜松流通センター

6080001020182 静岡県浜松市東区上石田町字下八
ツ枝９５６番地１、９５６番１

輸出入一般貨物 5RW40 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

(株)松井梱包
TL１号館

2080401017492 静岡県周智郡森町中川字桧田２０２
５番１、２０２６番１、２０２４番地１、２
０２５番地１

輸出入一般貨物 5RW30

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

ヤマト運輸(株)
浜松

1010001092605 静岡県浜松市東区流通元町１５番２
号

輸出入一般貨物 5RW18 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
浜松出張所

ヤマト運輸(株)
浜松恩地町

1010001092605 静岡県浜松市南区恩地町字七通５
２４番、５２４番地

輸出入一般貨物 5RW44

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

(株)天野回漕店
長泉

3080001007562 静岡県駿東郡長泉町南一色字向田
５３５番地、５３４番地、５３５番地２、
５３６番地１、５３８番地１、５３８番地
３、５３８番地５、５３８番地８、５３８番
地１０、５３８番地１２、５３８番地１３、
５３８番地１４、５３８番地１５、５４１番
地２、５３５番地先、５３４番、５３５番
２、５３５番４、５３５番１、５３５番３、５
３５番５、５３６番１、５３６番３、５３６
番４、５３６番５、５３８番８、５３８番
９、５３８番１０、５３８番１５

輸出入一般貨物 5TW15 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

石井配送(有)
配送センター

8080102008018 静岡県沼津市足高字尾上２８２番地
４

輸出入冷凍冷蔵貨物、
船用品(冷凍冷蔵貨物)

5TW44

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

(株)大村総業
沼津営業所

3080101008279 静岡県沼津市双葉町９番１１－１１
号

輸出入一般貨物 5TW38

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

キリンディスティラリー
(株)
御殿場工場

8080101004397 静岡県御殿場市柴怒田字西沢ノ内
ネギシ９７０番１、９７０番地１

輸出入一般貨物 5TW01

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

鈴与(株)
御殿場

2080001009460 静岡県御殿場市神場三丁目１３番
地

輸出入一般貨物 5TW33 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

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

鈴与(株)
御殿場第３物流センター

2080001009460 静岡県御殿場市神場二丁目１４番、
１４番地、１５番、１５番地

輸出入一般貨物 5TW47

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

鈴与(株)
沼津物流センター

2080001009460 静岡県沼津市足高字尾上１２６番地
５、６、７、８、２５、４２、４４、４５、６
６、１０２番地１１、１２６番７、８、２５、
６５、１０２番１４

輸出入一般貨物 5TW5１ 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

(株)ダイレイ
志下

9080101001039 静岡県沼津市志下字道添３４５番３
３、３４５番地３３

輸入冷凍冷蔵貨物 5TW26

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

東レ(株)
三島工場

5010001034867 静岡県駿東郡長泉町下土狩字仲田
２４４番１、長泉町下土狩字雷電２６
４番１、長泉町中土狩字八ツ溝１１０
１番

輸出一般貨物 5TW21

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

(株)トクラ
戸田

1080101005971 静岡県駿東郡清水町戸田字松添６
番地１

輸出入一般貨物 5TW48

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

富島運輸(株)
柿田工場

3020001027806 静岡県駿東郡清水町柿田字芝原９
４７番地１

輸出入一般貨物 5TW50

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

富島運輸(株)
沼津物流センター

3020001027806 静岡県沼津市双葉町９番１１－１０
号

輸出入一般貨物 5TW39

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

日邦工業(株) 8080101002269 静岡県裾野市茶畑字市之瀬１８３８
番、１８４５番、１８３８番地、１８４５番
地

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5TW36

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

日本通運(株)
沼津航空支店小諏訪

4010401022860 静岡県沼津市小諏訪字正改３９番
２、４０番１

輸出入一般貨物 5TW45
5TW46

届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

沼津魚仲買商協同組合 2080105000002 静岡県沼津市春日町４９番、４９番
地

輸入冷凍冷蔵貨物 5TW22

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

沼津魚仲買商協同組合
自動

2080105000002 静岡県沼津市蛇松町３２番地３ 輸入冷凍冷蔵貨物 5TW29

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

沼津我入道漁業協同組
合
外港冷蔵庫

9080105000210 静岡県沼津市本字千本１９０５番３
７、１９０５番地３７

輸入冷凍冷蔵貨物 5TW09

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

沼津魚類協同組合 8080105000038 静岡県沼津市我入道字江川１８番
１、１８番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物、
船用品（冷凍冷蔵貨
物）

5TW10



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

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

丸は羽野水産(株)
外港冷蔵庫

6080101001842 静岡県沼津市本字千本１９０５番地
３９

輸入冷凍冷蔵貨物 5TW25

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

丸は羽野水産(株)
本社工場

6080101001842 静岡県沼津市春日町７１番地１、７５
番地１、７５番地２

輸入冷凍冷蔵貨物 5TW24

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

ヤマト運輸(株)
沼津

1010001092605 静岡県沼津市大諏訪７３８－１ 輸出入一般貨物、別送
品

5TW27 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

郵船ロジスティクス(株)
沼津

4010401090222 静岡県沼津市大岡字下耕地２７３１
番１、２７３１番６、２７３１番１１、２７３
１番地１、２７３１番地６、２７３１番地
１１

輸出入一般貨物 5TW16

名古屋税関 清水税関支署
沼津出張所

横浜冷凍(株)
沼津物流センター

1020001030638 静岡県沼津市吉田町１２番１６号 輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物、船用
品（冷凍冷蔵貨物）、仮
陸揚貨物（冷凍冷蔵貨
物）

5TW28

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

(株)ＡＤＥＫＡ
富士工場

1011501009437 静岡県富士市富士岡字芝添４８６番
５、４８６番地５、比奈字小麦田３７７
番地１

輸出一般貨物、輸出危
険貨物

5SW21

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

王子物流(株)
富士臨海

5010001039767 静岡県富士市中河原字元屋敷下１
８２番３、１８２番地３、中河原字淨閑
堀添２０８番１、２０８番地１、中河原
字弥六島２５８番地３、２５８番地４、
２５８番地７、中河原字笧堀２７２番
地３、２７２番地４、２７４番地３、中河
原字西河原窪２７２番地１の１、２７２
番地１の２、２７４番地２、２７４番地２
０、中河原字中ノ島１６１番地８、中
河原字佛原境２７９番地２、中河原
新田字弥六島２７番地２、２８番地、
富士市前田字弥六島６２９番５、６２
９番地５、前田字鍋蓋５６７番３、富
士市田子字古川５番４、５番地４

輸出入一般貨物 5SW26

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

(有)オーミネ倉庫
オーミネ冷蔵

9080102016556 静岡県富士宮市山宮字拾石２１６５
番地２

輸入冷凍冷蔵貨物 5SW33



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

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

(株)大村総業
富士営業所

3080101008279 静岡県富士市五貫島字世帯割８６０
番地２、８６１番地３、８６６番地３、８
６７番地３、８６０番２、８６１番３

輸出入一般貨物 5SW52 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

(株)大村総業
富士営業所五貫島工場

3080101008279 静岡県富士市五貫島字世帯割９２０
番２、９２５番３、９２６番２、９３９番
２、９４４番、９２０番地２、９２５番地
３、９２６番地２、９３９番地２

輸出入一般貨物 5SW42

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

ジェイカムアグリ(株)
富士工場

1010001004873 静岡県富士市鮫島字向原８１番、鮫
島字木ノ内１１３番１、中丸字江川西
２４番

輸入危険貨物 5SW54

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

鈴与(株)
鈴川物流センター

2080001009460 静岡県富士市依田橋字下三条２０７
番１、２０７番２、２０８番１、２０８番
２、２０９番１、２０９番２、２１０番１、２
１４番１、２１４番２、２００番１、２００
番２、２０１番１、２０１番２、２０２番
１、２０２番２

輸出入一般貨物 5SW41 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

鈴与(株)
富士山フロント物流セン
ター

2080001009460 静岡県富士市大渕字城山２２６１番
５、２２６１番地５

輸出入一般貨物 5SW53

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

鈴与(株)
富士物流センター

2080001009460 静岡県富士市川成島字柳島下５６
番１、５６番７、５７番、５７番２、５８番
１、５８番１１、６０番２、５７番地、５７
番地２、５８番地１１、６０番地２、中
丸字往還下８０番、８０番地、８０番
２、８１番１、８０番地２、８１番地１、
鮫島字中島山道１４３番地１、１４３
番地４、１４５番地５、１４５番地６

輸出入一般貨物 5SW27 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

センコー(株)
静岡支店場内倉庫

5120001197793 静岡県富士市前田字廣町１６０番
地、１７８番地２、川成島字前田下３
番地１、９番地１、田子字伏川１６２
番地、鮫島字廣町４３番地

輸出入一般貨物 5SW49

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

田子の浦埠頭(株) 1080101008999 静岡県富士市鈴川町２番１号、１８０
番４、２５１番１

輸出入一般貨物 5SW10



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

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

田子の浦埠頭(株)
鈴川

1080101008999 静岡県富士市鈴川本町１３番１１
号、１３番１８号、１３番２２号、１３番
３１号

輸出入一般貨物 5SW11

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

田子の浦埠頭(株)
中河原

1080101008999 静岡県富士市中河原字元屋敷下１
８２番１、１８２番地１、字淨閑堀添２
０８番３、２０８番地３、２０８番地５、
字冷場２０６番２、２０６番地２、字中
ノ島１６１番地５、字弥六島２５８番地
４、中河原新田字弥六島２７番地２、
字中川原堀添４９番地７

輸入一般貨物（ウッド
パルプ（関税が無税の
ものに限る。））

5SW40

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

田子の浦埠頭(株)
富士

1080101008999 静岡県富士市前田字蒲島３７８番２
０、３７８番地２０、前田字茨島４４３
番１、４７３番１、４７３番地１

輸出入一般貨物 5SW12

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

田子の浦埠頭(株)
前田

1080101008999 静岡県富士市前田字茨島４４３番地
５、４４３番地５先

輸入一般貨物 5SW36

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

田子の浦埠頭(株)
港北

1080101008999 静岡県富士市島田町一丁目１９３番
地、１９５番地、１９６番地、１９７番
地、１９８番地、１９９番地、１９５番、
１９６番、１９７番、１９８番、１９９番

輸入一般貨物 5SW44

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

田子の浦埠頭(株)
依田橋

1080101008999 静岡県富士市依田橋字市川４２番
地１、４２番５

輸入一般貨物 5SW38

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

日本食品化工(株)
富士工場

8010001133971 静岡県富士市中河原字下道下１６７
番地４、静岡県富士市中河原字舟
附１１５番地１、静岡県富士市中河
原字下道下１６７番４、静岡県富士
市中河原字舟附１１５番１、静岡県
富士市中河原新田字家ケ尻４２番

輸入一般貨物 5SW51



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

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

日本製紙物流(株)
１号倉庫

2011501003521 静岡県富士市前田字弥六島６２９番
地、中河原字淨閑堀添２０８番地１、
２０８番地４、２０８番地６、中河原字
弥六島２５８番地、２５８番地２、２６５
番地１、２６５番地２、２６５番地４、２
６５番地６、２６５番地７、２６６番地２
５、２６７番地８、２６７番地９、中河原
新田字中川原堀添４９番地２、４９番
地３、４９番地４、４９番地５

輸入一般貨物（ウッド
パルプ（関税が無税の
ものに限る））

5SW17

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

日本製紙物流(株)
八代倉庫

2011501003521 静岡県富士市八代町１６７番地１、１
６７番地１２、１６８番地４、１６８番地
９、１６９番地１、３７６０番地１、３７６
０番地２、３７６０番地６

輸入一般貨物（ウッド
パルプ（関税が無税の
ものに限る））

5SW37

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

(株)富士ロジテック静岡
島田１号

5080001020183 静岡県富士市島田町一丁目１７５番
地、１７６番地

輸入一般貨物（ウッド
パルプ（関税が無税の
ものに限る））

5SW47

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

三菱商事ライフサイエン
ス(株)
富士工場

9010001052007 静岡県富士市中河原字中ノ島上９３
番１、９３番３７、９３番３８、９３番４
８、中河原新田字中川原１０３番２、
中河原字中川原一里塚２００番２

輸入一般貨物 5SW22

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

山一運輸倉庫(株)
島田倉庫

9080101009882 静岡県富士市島田町一丁目１５５番
地、１５６番地

輸入一般貨物（ウッド
パルプ（関税が無税の
ものに限る。））

5SW39

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

山一運輸倉庫(株)
依田橋物流センター

9080101009882 静岡県富士市依田橋字芝添３４７番
地、３４８番地、３４９番地１、３５０番
地１、３５０番地２、３５１番地

輸入一般貨物（ウッド
パルプ（関税が無税の
ものに限る。））

5SW50

名古屋税関 清水税関支署
田子の浦出張
所

(株)山清倉庫 4080101009895 静岡県富士市今泉字花ノ木６４１番
地１、２、６４２番地１、２、６４３番地１

輸入一般貨物(ウッド
パルプ（無税品に限
る）

5SW05

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

アオキトランス(株)
焼津国際物流センター

8080001007533 静岡県焼津市坂本字南田２２６番
１、２２６番地１、焼津市方ノ上字堀
合５４２番１、５４２番地１

輸出入一般貨物 5OW48



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

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

アストラックス(株)
超低温配送センター

3080001014237 静岡県榛原郡吉田町川尻字大坪１
７９７番地５・２３・２４・２９・３０・４６、
１８８６番地、１８８７番地、１８８８番
地１･２、１８８９番地、川尻字東河原
３３８４番地、３３８５番地１、３３８６番
地１・３､川尻字大坪１８８６番､川尻
字東河原３３８４番､３３８５番１

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW75

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(有)東中央
大井川工場

6080002016907 静岡県焼津市利右衛門字六軒屋１
３３４番地１

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

5OW55

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)一栄
焼津冷蔵庫

1010001182133 静岡県焼津市飯渕字中区１３３８番
地１

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OWA6

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)岩清
第三冷蔵庫

7080001014670 静岡県焼津市大島字上３２２番地、
３２３番地、３２４番地、３２４番

輸出入冷凍冷蔵貨物、
船用品（冷凍冷蔵貨
物）

5OW50

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)大長増田商店
吉田工場

3080001015862 静岡県榛原郡吉田町川尻字高畑４
５９番地１、町下１２４番地２

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OWA5

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)海伸
本社冷蔵庫

6080001016206 静岡県焼津市利右衛門字地蔵森１
６６８番地、２６０６番地１、２６０８番
地８、２６０９番地１４、２６０９番地１５

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OWA3

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)カネトモ
物流管理部

1080001014718 静岡県藤枝市平島字祢口８１１番地
１・１４、８２１番地１・７、８５９番地１・
６

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW04

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)カネヨ
団地冷蔵庫

4080001014731 静岡県焼津市田尻字和田１８５５番
２５、１８５５番地２５

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW85

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)カネヨ
団地第３冷蔵庫

4080001014731 静岡県焼津市田尻字和田２１５４番
７、２１５４番地７

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW86

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

共和食品(株)
本社工場

7080001014778 静岡県焼津市藤守字向川原２２９７
番地５・６・５２、２２９８番地８

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW10

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

共和食品(株)
田尻工場

7080001014778 静岡県焼津市田尻字和田２１５４番
１１、２１５４番地１１

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW71



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

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

極洋水産(株) 8080001014793 静岡県焼津市飯渕字中区１４４０番
地９、１４４０番地１１、１４４０番地１
２、１４４０番地１３、１４４０番地１４、
１４４０番地１５、１４４０番地１６、１４
４０番地１７、１４４０番地１９、１４４０
番地２１

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW57

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

三共食品(株) 3080001014856 静岡県焼津市惣右衛門字鍛冶島４
６２番地１、４６２番地３、４６２番３

輸入冷凍冷蔵貨物 5OW06

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

三和化成工業(株)
静岡工場

7080401016589 静岡県焼津市利右衛門字地蔵森２
６２４番８１

輸入危険貨物 5OW53

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

昭和冷凍(株)
大井川物流センター

1080001008323 静岡県焼津市下江留字中９５９番地
１、９５９番地２、９５９番地３、９６０番
地、９６１番地、９６３番地、９６４番地
１、９６４番地２、９６４番地３、９６４番
地４、９６４番地５

輸入冷凍冷蔵貨物 5OW92

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)シンガタ冷蔵
静岡超低温第三工場

7080001014209 静岡県榛原郡吉田町川尻字京田１
１１５番地１、１１１６番地、１１１７番
地、１１１８番地１、１１１８番地２、１１
１９番地、１１２０番地２、１１２１番地
４、１１２２番地１、１１２２番地３、１１
２３番地１、１１２３番地８、１１２７番
地、１１２７番地３、１１２８番地１、１１
３１番地１、１１１８番１、１１２２番１、
１１２２番３

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW70

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

鈴与(株)
焼津チルドセンター

2080001009460 静岡県焼津市越後島字越後島４６１
番１、４６２番１、４６１番地１、４６１番
地２

輸出入一般貨物 5OW49

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

スルガ東洋(株) 3080001014947 静岡県焼津市田尻字和田２３０７
番、２３０７番地、２３１３番、２３１３番
地

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW37

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

セントラル・タンクターミナ
ル(株)
大井川事業所

7010001032976 静岡県焼津市利右衛門字地蔵森２
７２６番２、２６２４番地１０２

輸入危険貨物 5OW98



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

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

第一倉庫(株)
焼津

4080001009649 静岡県焼津市中新田字中１３６７番
地１、１３５５番地、１３５６番地、１３５
４番２、１３６７番２

輸出入一般貨物 5OW67

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(有)大熊冷凍食品
第１冷蔵庫

7080002016501 静岡県焼津市藤守字高松１９２５
番、１９２７番、１９２３番地、１９２４番
地、１９２５番地、１９２６番地、１９２７
番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW76

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(有)大熊冷凍食品
第２冷蔵庫

7080002016501 静岡県焼津市石津字下島１００４番
地１・２、１００５番地、１００６番地、１
００７番地１、１００４番１、１００５番、
１００６番、石津字会下ノ島境１１２０
番１・３・４

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW73

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(有)大熊冷凍食品
第５冷蔵庫

7080002016501 静岡県焼津市藤守字向川原２２９７
番地１５

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW99

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

ＴＳ冷蔵(株) 2080001022158 静岡県榛原郡吉田町川尻字東河原
３４４４番６、３４４４番地６,３４４４番
地１０、３４４５番地１、３４４９番地２

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OWA1

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

トライ産業(株)
島田工場

4080001008774 静岡県島田市中河字八幡島新田境
８９５番地２２

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW62

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

中村水産(株)
大井川冷蔵

6080001015083 静岡県焼津市中島字中島１０３２番
地、１０３３番地、１０３４番地１、１０３
７番地２、１０３８番地２

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW31

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

日本アルコール産業(株)
磐田工場大井川作業所

2010001122204 静岡県焼津市飯渕字港区２０２８番 輸出入危険貨物(粗留
アルコール（関税が無
税のものに限る）)

5OW74

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

日本かつお・まぐろ漁業
協同(株)
焼津冷蔵庫

6010601032360 静岡県焼津市中港六丁目１２２５
番、１２２５番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW87

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

日本通運(株)
静岡支店東邦倉庫

4010401022860 静岡県藤枝市築地一丁目４８５番地
３、４、５、４８６番地、４８７番地３、４
８８番地１、４８５番９、４８５番１０、４
８５番１１、４８５番１４、４８５番１５、４
８５番１６、４８８番４

輸出入一般貨物 5OW40



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

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)バンスポート
本社

5080001015869 静岡県藤枝市大東町字南１０４４番
地１

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OWA２

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

深澤冷蔵(株)
本社冷蔵庫

5080001015159 静岡県焼津市田尻字和田１８６５番
２、１８６５番１１、１８６５番１２、１８６
５番地２、１８６５番地１１、１８６５番
地１２

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW68

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

福一漁業(株)
大井川コールドストレー
ジ

9080001015147 静岡県焼津市藤守字浜新田１６５５
番地１、１６５６番地、１６５７番地、１
６５８番地、１６５９番地１、１６７０番
地、１６７１番地、１６７２番地１、１６７
２番地２、１６７３番地１、１６７３番地
２、１６７４番地１、１６７４番地２、１６
７５番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW47

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

福一漁業(株)
西島コールドストレージ

9080001015147 静岡県焼津市西島字西島２５４番地
８、２５４番８、中島字中島２８番地

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

5OW90

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)富士冷 8080001015560 静岡県焼津市宗高字中島１２８７
番、１２８７番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW16

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)富士冷
利右衛門倉庫

8080001015560 静岡県焼津市利右衛門字天王６５２
番１４、６５２番地１４

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

5OW58

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)マリンアクセス 5010701025050 静岡県榛原郡吉田町川尻字京田１
１４２番地１、１１４２番地５、１１４３番
地２、１１４４番地２、１１５１番地１、１
１５２番地２、１１５４番地、１１５５番
地１、１１５６番地、１１５７番地、１１５
８番地、１１５９番地、１１６１番地１、
１１６７番地１、１１６７番地２、１１４２
番１、１１４２番５、１１４３番２、１１４４
番２、１１５２番２、１１５４番、１１５６
番、１１５８番、１１５９番

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW29

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)マルイリフードサプラ
イ
冷蔵庫

5080001015200 静岡県焼津市宗高字中島１４７５番
地１

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW96

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)丸川
本社工場

5080001015209 静岡県焼津市小川新町四丁目８番
３号

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW17



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

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

マルコ水産(株)
藤枝工場

7080001015215 静岡県藤枝市横内２２８７番、２２８７
番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW88

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

マルコ水産(株)
本社工場

7080001015215 静岡県焼津市越後島字越後島４４１
番、４３９番、４４０番

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OWA7

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)丸晶
立花低温倉庫

6080001016783 静岡県藤枝市立花三丁目５番６、５
番８、５番１１、５番地６、５番地８

輸出入一般貨物 5OW82

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)マルマコーポレーショ
ン
本社

2080001018172 静岡県焼津市石脇下字東阿原１３０
８番地、１３０６番地、１３０７番地８

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OWA4

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

マルミフーズ(株)
田尻工場冷蔵庫

9080001010073 静岡県焼津市田尻字和田２３６７番
１、２３６７番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW72

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)南食品
藤守冷蔵庫

7080001015272 静岡県焼津市藤守字法願寺２８２４
番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW91

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

村兼水産(株)
第三冷凍冷蔵工場

3080001015284 静岡県焼津市大島新田字虎ノ尾１６
００番地、１６００番地２

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW09

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

村兼水産(株)
第二冷凍冷蔵倉庫

3080001015284 静岡県焼津市道原字大渕下８７２番
地

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW08

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

焼津鰹節水産加工業協
同組合
外港冷蔵庫

5080005005494 静岡県焼津市中港六丁目１２２５
番、１２２５番地

輸出入一般貨物
輸出入冷凍冷蔵貨物

5OW80

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

焼津鰹節水産加工業協
同組合
大井川冷蔵庫

5080005005494 静岡県焼津市上小杉字本郷９番１、
９番地１、９番４

輸出入一般貨物
輸出入冷凍冷蔵貨物

5OW15

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

協同組合焼津共同冷蔵 6080005005527 静岡県焼津市小川字會下ノ島３３７
２番１、３３７４番、３３７８番１、３３７２
番地１、３３７３番地１、３３７３番地
３、３３７４番地、３３７９番地１、３３９
４番地４

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW81

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

焼津漁業協同組合
超低温冷蔵庫

8080005005483 静岡県焼津市新屋字新川４３８番地
９、４３８番９

輸出入冷凍冷蔵貨物、
船用品（冷凍冷蔵貨
物）、仮陸揚貨物（冷凍
冷蔵貨物）

5OW89



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

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

焼津市魚仲水産加工業
協同組合
冷凍冷蔵工場

6080005005493 静岡県焼津市小川字會下ノ島３３９
２番９

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW38

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)焼津マリンセンター
第一冷蔵庫

1080001016020 静岡県焼津市惣右衛門字新田１２８
０番２、１２８０番地２

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

5OW77

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)焼津マリンセンター
第二冷蔵庫

1080001016020 静岡県焼津市惣右衛門字新田１１２
０番１、１１２０番地１、焼津市田尻字
和田１８３７番１、１８３７番地

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

5OW78

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)焼津マリンセンター
第三冷蔵庫

1080001016020 静岡県焼津市田尻字和田２１５４番
地８

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW97

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)焼津冷凍 1080001016862 静岡県藤枝市上当間８４６番１、８４
７番、８４８番、８４７番地、８４８番
地、８４９番地、８５０番地、８５１番
地、８５２番地、８５５番地４、８５６番
地２、８５６番地３、８７６番地１、８７６
番地３

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW26

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

(株)ヤマシタ
本社

8080001014380 静岡県焼津市相川字堤外２００２番
地２、２００２番２

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW95

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

山正冷凍(株)
焼津事業部冷凍工場

5080001009318 静岡県焼津市利右衛門字六軒屋１
６２３番７、１６２３番地７、１６２３番地
１５

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW59

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

山松水産(株) 2080001015327 静岡県焼津市惣右衛門字新田１２５
０番、１２５７番、１２５８番、１２５０番
地、１２５５番地、１２５６番地、１２５７
番地、１２５８番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW23

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

山松水産(株)
大井川工場

2080001015327 静岡県焼津市利右衛門字六軒屋１
３３４番地２３

輸出入冷凍冷蔵貨物 5OW60

名古屋税関 清水税関支署
焼津出張所

横浜冷凍(株)
大井川物流センター

1020001030638 静岡県焼津市飯渕字中区１２５７番
地１、１２５８番地１、１２５９番地１、１
２６０番地１、１２６１番地１、１２６２番
地１、１２６３番地１、１２６４番地１、１
２５９番１、１２６０番１、１２６１番１、１
２６１番２、１２６２番１、１２６３番１、１
２６４番１

輸出入冷凍冷蔵貨物、
船用品（冷凍貨物）、仮
陸揚貨物（冷凍貨物）

5OW05



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

名古屋税関 清水税関支署
御前崎出張所

アオキトランス(株)
御前崎

8080001007533 静岡県御前崎市港６６２０番１９、６６
２０番地１９

輸出入一般貨物 5QW06 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
御前崎出張所

(株)天野回漕店
御前崎共同物流センター

3080001007562 静岡県御前崎市港６６２０番地３２、
６６２０番３２

輸出入一般貨物 5QW07 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
御前崎出張所

御前崎港運(株) 5080401015130 静岡県御前崎市白羽字久々生６５９
７番１

輸出入一般貨物 5QW03

名古屋税関 清水税関支署
御前崎出張所

御前崎港運(株)
西埠頭倉庫

5080401015130 静岡県御前崎市港６６２０番８０、６６
２０番地８０

輸出入一般貨物 5QW15

名古屋税関 清水税関支署
御前崎出張所

御前崎埠頭(株)
１号

3080401015132 静岡県御前崎市港６１０８番１、６１１
３番１・３・４・５、６１１５番１・３・４・５・
６・７・８、６１２１番１、６１２３番１、６１
２７番１、６１４７番、６１４９番、６１６７
番１、６１６８番１、６１６３番

輸出入一般貨物 5QW04

名古屋税関 清水税関支署
御前崎出張所

御前崎埠頭(株)
西１号

3080401015132 静岡県御前崎市港６６２０番４２、５
８、７３、７４、７６、７７、８９、９５

輸出入一般貨物 5QS03

名古屋税関 清水税関支署
御前崎出張所

(株)ギオン
掛川ステーション

6021001011763 静岡県掛川市国安字同所新田２８８
０番地

輸入一般貨物、輸入危
険貨物

5QW10

名古屋税関 清水税関支署
御前崎出張所

シェブロンジャパン(株)
御前崎事業場

3010401098506 静岡県御前崎市港６６２０番１４ 輸入危険貨物 5QW01

名古屋税関 清水税関支署
御前崎出張所

鈴与(株)
榛原物流センター

2080001009460 静岡県牧之原市坂口字マコモ沢２０
２７番地

輸出入冷凍冷蔵貨物
輸出入一般貨物

5QW13

名古屋税関 清水税関支署
御前崎出張所

鈴与(株)
御前崎共同物流センター

2080001009460 静岡県御前崎市港６６２０番地３２、
６６２０番３２

輸出入一般貨物 5QW08 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
御前崎出張所

御前崎港共同モーター
プール

2080001009460 牧之原市新庄字浜３０４３番５ 輸出入一般貨物 5QW12

名古屋税関 清水税関支署
御前崎出張所

清和海運(株)
御前崎共同物流センター

1080001008463 静岡県御前崎市港６６２０番地３２、
６６２０番３２

輸出入一般貨物 5QW09 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
御前崎出張所

清和海運(株)
掛川物流センター

1080001008463 静岡県掛川市淡陽６３番地、６３番 輸出入一般貨物 5QW11 届出蔵置場

名古屋税関 清水税関支署
御前崎出張所

清和海運(株)
菊川物流センター

1080001008463 静岡県菊川市河東字池之谷３６８２
番地６、５２６３番地６、５２６３番地
９、３６８２番６、３６８２番８、５２６３番
６

輸出入一般貨物 5QW14



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

名古屋税関 清水税関支署
静岡空港出張
所

(株)エスエーエス
静岡空港１号

4080001011480 静岡県牧之原市坂口字坂口山３３３
６番３、３３３６番地３

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

55W03

名古屋税関 清水税関支署
静岡空港出張
所

富士山静岡空港(株)
航空機給油施設

5080001014508 静岡県牧之原市坂口字高尾山１２５
０番７５・７７・７８、字坂口山３３３６番
８

機用品（危険貨物） 55W02

名古屋税関 清水税関支署
静岡空港出張
所

富士山静岡空港(株)
富士山静岡空港旅客
ターミナルビル

5080001014508 静岡県牧之原市坂口字坂口山３３３
６番地４

保税売店において販
売する貨物

55W01

名古屋税関 豊橋税関支署 愛知海運産業(株)
ＣＦＳ

8180301007636 愛知県豊橋市神野西町一丁目８番 輸出入一般貨物、船用
品、別送品、仮陸揚貨
物

5KW67

名古屋税関 豊橋税関支署 愛知海運産業(株)
神野

8180301007636 愛知県豊橋市神野ふ頭町１番１、１
番地１

輸出入一般貨物 5KW36

名古屋税関 豊橋税関支署 愛知海運産業(株)
船渡ふ頭

8180301007636 愛知県豊橋市明海町３５番 輸出一般貨物 5KW63

名古屋税関 豊橋税関支署 愛知県東部冷蔵(株) 4180301008266 愛知県豊橋市神野ふ頭町１番地８ 輸出入冷凍冷蔵貨物 5KW60

名古屋税関 豊橋税関支署 アオキトランス(株)
豊橋第二

8080001007533 愛知県豊橋市神野ふ頭町１０番２ 輸出入一般貨物（自動
車）

5KW41

名古屋税関 豊橋税関支署 明石物流(株)
神野倉庫

1180301004912 愛知県豊橋市神野ふ頭町３番１、５
番３、６番、３番地１、５番地３、６番
地

輸出入一般貨物 5KW37

名古屋税関 豊橋税関支署 伊勢湾海運(株)
豊橋

3180001006050 愛知県豊橋市明海町４番地３６ 輸出入一般貨物 5KW76

名古屋税関 豊橋税関支署 花王(株)
豊橋工場

4010001034760 愛知県豊橋市明海町４番５２ 輸入一般貨物 5KW22

名古屋税関 豊橋税関支署 (株)上組
豊橋物流センター

6140001006951 愛知県豊橋市明海町５番７４号 輸出入一般貨物 5KW26 届出蔵置場

名古屋税関 豊橋税関支署 神野臨海(株)
神野

3180301005883 愛知県豊橋市神野ふ頭町１番１、２
番１、２番２、１番地１、２番地１、２番
地２

輸出入一般貨物 5KW32



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

名古屋税関 豊橋税関支署 鈴与(株)
神野

2080001009460 愛知県豊橋市神野ふ頭町３番１、７
番地、８番地

輸出入一般貨物、船用
品

5KW34 届出蔵置場

名古屋税関 豊橋税関支署 鈴与(株)
神野西埠頭

2080001009460 愛知県豊橋市神野西町一丁目2番
地

輸入一般貨物 5KW78

名古屋税関 豊橋税関支署 (株)総合開発機構
陸上

1180301006017 愛知県豊橋市明海町５番７４、５番
地７４

輸入一般貨物 5KW23

名古屋税関 豊橋税関支署 総合埠頭(株) 5180301006021 愛知県豊橋市明海町５番２７、５番７
１、５番７３、３０番１

輸出入一般貨物（自動
車（関税が無税のもの
に限る。））

5KW59

名古屋税関 豊橋税関支署 大正冷蔵(株)
卸センター工場

9180301006059 愛知県豊橋市問屋町２４番地２ 輸入一般貨物、輸出入
冷凍冷蔵貨物

5KW15

名古屋税関 豊橋税関支署 知多産業運輸(株)
豊橋CKL危険物倉庫

9180301006224 愛知県豊橋市明海町３３番３１、３３
番地３１

輸入危険貨物 5KW50

名古屋税関 豊橋税関支署 知多産業運輸(株)
豊橋御津ＤＰ

9180301006224 愛知県豊橋市新西浜町２番１５、２
番地１５

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5KW79

名古屋税関 豊橋税関支署 東京製鐵(株)
田原工場

8010001008819 愛知県田原市白浜二号１番地３、１
番３

輸出入一般貨物 5KW74

名古屋税関 豊橋税関支署 トピー海運(株)
神野ふ頭

1180301007964 愛知県豊橋市神野ふ頭町３番１、３
番地１、９番、９番地、１０番１

輸出入一般貨物 5KW27

名古屋税関 豊橋税関支署 トピー海運(株)
西ふ頭

1180301007964 愛知県豊橋市神野西町一丁目２
番、２番地

輸出入一般貨物 5KS27

名古屋税関 豊橋税関支署 トピー海運(株)
船渡ふ頭

1180301007964 愛知県豊橋市明海町３５番 輸出一般貨物 5KW25

名古屋税関 豊橋税関支署 トピー工業(株)
豊橋製造所

2010701019419 愛知県豊橋市明海町１番、２３番、２
５番、１番地、２３番地、２４番地、２５
番地

輸出入一般貨物 5KW29

名古屋税関 豊橋税関支署 豊橋倉庫(株)
神野埠頭ＭＫ棟

1180301006586 愛知県豊橋市神野ふ頭町１番地１、
１番１

輸入一般貨物 5KW75

名古屋税関 豊橋税関支署 豊橋倉庫(株)
神野埠頭B棟

1180301006586 愛知県豊橋市神野ふ頭町１番地１、
１番１

輸出入一般貨物 5KW17

名古屋税関 豊橋税関支署 豊橋埠頭(株) 3180301006618 愛知県豊橋市神野ふ頭町１０番１、
１０番地１

輸出入一般貨物、船用
品

5KW19

名古屋税関 豊橋税関支署 豊橋埠頭(株)
西埠頭

3180301006618 愛知県豊橋市神野西町一丁目２
番、２番地

輸出入一般貨物 5KW48



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

名古屋税関 豊橋税関支署 豊橋埠頭(株)
西埠頭第２倉庫

3180301006618 愛知県豊橋市神野西町一丁目８
番、８番地

輸出入一般貨物、船用
品

5KW73

名古屋税関 豊橋税関支署 豊橋埠頭(株)
野積

3180301006618 愛知県豊橋市神野ふ頭町１番１、３
番１

輸出一般貨物 5KW51

名古屋税関 豊橋税関支署 豊橋埠頭(株)
船渡野積

3180301006618 愛知県豊橋市明海町３５番 輸出入一般貨物 5KW70

名古屋税関 豊橋税関支署 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス東海
豊橋物流センター

9180001022364 愛知県豊川市小坂井町道地８番
地、１０番地、１１番地１、１２番地１、
１８番地１

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

5KW21

名古屋税関 豊橋税関支署 日本通運(株)
神野埠頭

4010401022860 愛知県豊橋市神野ふ頭町３番１、３
番地１、４番地、５番１、５番地１、２

輸出入一般貨物、船用
品

5KW04

名古屋税関 豊橋税関支署 日本通運(株)
西埠頭

4010401022860 愛知県豊橋市神野西町一丁目２
番、２番地

輸出入一般貨物 5KW44

名古屋税関 豊橋税関支署 フォルクスワーゲング
ループジャパン(株)

4180301006914 愛知県豊橋市明海町５番４、１０、２
１、６５、６７、６８、５番地１０、６７、６
８

輸出入一般貨物（自動
車（関税が無税のもの
に限る。））

5KW07

名古屋税関 豊橋税関支署 富士フイルム和光純薬
(株)
愛知工場

7120001077597 愛知県豊橋市新西浜町２番２ 輸出一般貨物、輸出危
険貨物、輸出冷凍冷蔵
貨物

5KW77

名古屋税関 豊橋税関支署 ＰＯＳＣＯ　Ｊａｐａｎ　ＰＣ
(株)
豊橋工場

6180301008470 愛知県豊橋市神野西町一丁目６番
地６、６番７、６番地７

輸出入一般貨物 5KW69

名古屋税関 豊橋税関支署 丸ト倉庫(株)
明海サイロ

5180301007234 愛知県豊橋市明海町５番地６３、５
番６３

輸入一般貨物 5KW06

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

愛知海運(株)
亀崎

2180001005937 愛知県半田市潮干町２番１ 輸出一般貨物（関税が
無税のものに限る）

5VW52 届出蔵置場

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

愛知海運(株)
衣浦

2180001005937 愛知県半田市十一号地２５番１ 輸入一般貨物 5VW34 届出蔵置場

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

愛知海運(株)
新川

2180001005937 愛知県碧南市明石町２３番、４８番 輸入一般貨物 5VW53 届出蔵置場

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

愛知海運(株)
武豊北

2180001005937 愛知県知多郡武豊町字五号地１２
番

輸出入一般貨物 5VW48 届出蔵置場

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

愛知海運(株)
半田

2180001005937 愛知県半田市十一号地１８番１７ 輸出入一般貨物 5VW57 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

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

愛知海運(株)
東埠頭

2180001005937 愛知県碧南市玉津浦町１２番、港本
町９番

輸出入一般貨物 5VW59

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

愛知海運(株)
三河

2180001005937 愛知県碧南市港本町１番地２１、１
番１、玉津浦町１２番

輸出入一般貨物 5VW23 届出蔵置場

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

出光興産(株)
碧南LPG基地

5010401014535 愛知県碧南市港南町二丁目1番１ 輸入危険貨物（プロパ
ン、ブタン（関税が無税
のものに限る。））

5VW04

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

(株)えびせんべいの里
本社倉庫

9180001093570 愛知県知多郡美浜町大字北方字尾
木毛４４番３６、４４番３９

輸入一般貨物 5VW56

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

オートリブ(株)
愛知事業所

5020001038891 愛知県知多郡武豊町字甚田２３番
３、２３番地３、字北小松谷１番地２
９、字南小松谷３０番地３３

輸出入危険貨物、輸出
入一般貨物

5VW45

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

加藤化学(株) 1180001093025 愛知県知多郡美浜町大字浦戸字森
下３３番１、３３番２、３４番１、４６番
５、４６番６、５１番、４６番地５、４６番
地６

輸入一般貨物 5VW03

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

衣浦埠頭(株) 6180301015046 愛知県碧南市玉津浦町５番３、５番
地３

輸入一般貨物 5VW01

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

(株)向洋工産
東浜倉庫

9180001091681 愛知県半田市東浜町二丁目７２番
地１、７３番地１、７３番地２、７３番地
４、７５番地１、７７番地１、７８番地
３、９４番地１、９４番地４

輸入一般貨物 5VW61

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

三洋化成工業(株)
衣浦工場

3130001009314 愛知県半田市日東町４番４４、３番１
２、４番地４６

輸入危険貨物 5VW50

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

シーケー物流(株)
衣浦倉庫

5180001091751 愛知県半田市日東町１番３６、１番
地３６、１番地７５

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5VW41

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

ＪＦＥスチール(株)
知多製造所

1010001008668 愛知県半田市川崎町一丁目１番１、
二丁目１番１、二丁目１番地、三丁
目１番１、知多郡武豊町字七号地１
番１、字七号地１番地、字七号地２
番、字九号地１番１、字石川２２６
番、字北曲輪１番１

輸出入一般貨物 5VW26



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

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

(株)ＪＥＲＡ
碧南火力発電所

6010001167617 愛知県碧南市港南町二丁目２番 輸入危険貨物（石炭
（無税品に限る））

5VW47

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

ＪＥＲＡパワー武豊合同
会社

7180003020673 愛知県知多郡武豊町字竜宮５番地
１

輸入一般貨物、輸入危
険貨物

5VW62

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

(株)ＳＵＢＡＲＵ
半田工場

5011101019196 愛知県半田市潮干町１番２７、１番
地２７

輸出入一般貨物 5VW35

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

東海カーボン(株)
知多工場

6010401020094 愛知県知多郡武豊町字五号地１番 輸入危険貨物 5VW10

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

中日本グレーンセンター
(株)
衣浦事業所

4010401060670 愛知県碧南市玉津浦町１番、２番
５、１番地、２番地５

輸入一般貨物 5VW06

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

日油(株)
愛知事業所

1011001025967 愛知県知多郡武豊町字嶋田１７番
１、１７番３、１７番地１

輸出入危険貨物 5VW18

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

日鉄ステンレス(株)
衣浦製造所

4010001191692 愛知県碧南市浜町１番地 輸出入一般貨物 5VW58

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

日本通運(株)
衣浦倉庫

4010401022860 愛知県半田市十一号地２１番 輸出入一般貨物 5VW33

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

日本ルーブリゾール(株) 7013201006832 愛知県知多郡武豊町字五号地１番
１

輸出入危険貨物 5VW09

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

半田港運(株)
本社倉庫

9180001091946 愛知県半田市十一号地１番１５ 輸出入一般貨物 5VW37 届出蔵置場

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

(株)ヤナギ
美浜工場

7180001093085 愛知県知多郡美浜町大字豊丘字樹
木６７番７・９１・９３､６７番地７・９１・
９３・９４

輸出入冷凍冷蔵貨物 5VW43

名古屋税関 豊橋税関支署
衣浦出張所

(株)ユートランス
冷蔵事業部

6180001092286 愛知県半田市州の崎町２番１９４、２
番地１９４

輸出入冷凍冷蔵貨物 5VW46

名古屋税関 豊橋税関支署
蒲郡出張所

愛知海運(株)
蒲郡埠頭

2180001005937 愛知県蒲郡市浜町３番地、７番、８
番、２２番１、２２番地１、９９番、９９
番地

輸出入一般貨物 5JW05 届出蔵置場

名古屋税関 豊橋税関支署
蒲郡出張所

上野ロジケム(株)
蒲郡事業所

6020001128840 愛知県蒲郡市浜町３２番１ 輸入危険貨物 5JW14

名古屋税関 豊橋税関支署
蒲郡出張所

蒲郡港営施設(株)
浜町

1180301010902 愛知県蒲郡市浜町９７番 輸出入一般貨物 5JW12



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

名古屋税関 豊橋税関支署
蒲郡出張所

竹本油脂(株) 8180301011183 愛知県蒲郡市浜町４９番、５３番１ 輸出一般貨物、輸出危
険貨物

5JW11

名古屋税関 豊橋税関支署
蒲郡出張所

日本通運(株)
浜町

4010401022860 愛知県蒲郡市浜町１０番、６７番７、
６７番２４、９３番２、９３番地２、９９番

輸出入一般貨物 5JW03

名古屋税関 四日市税関支
署

石原産業(株) 9120001048976 三重県四日市市石原町２番、１番
地、２番地

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5WW43

名古屋税関 四日市税関支
署

伊勢湾倉庫(株) 8190001014295 三重県四日市市千歳町９番１、９番
１３、１８番、１８番地、２５番、３０番
地、３４番地１、３７番地

輸出入一般貨物 5WW47

名古屋税関 四日市税関支
署

伊勢湾倉庫(株)
霞北埠頭流通センター

8190001014295 三重県四日市市霞二丁目２６番１、
２６番地１

輸出入一般貨物 5WWD4

名古屋税関 四日市税関支
署

伊勢湾倉庫(株)
川越

8190001014295 三重県三重郡川越町大字当新田字
宮前６６１番地、６６８番、６６８番地

輸出入一般貨物 5WWA1

名古屋税関 四日市税関支
署

伊勢湾倉庫(株)
霞西３号

8190001014295 三重県四日市市霞二丁目１番１ 輸出入一般貨物 5WS07

名古屋税関 四日市税関支
署

伊勢湾倉庫(株)
小古曽

8190001014295 三重県四日市市小古曽東三丁目１
番７号、２番１７号、９１８番１、９２３
番１、９２４番１、９３９番１、９４０番
１、９４１番１、９４４番１、９８２番７、９
８２番８

輸出入一般貨物 5WW83

名古屋税関 四日市税関支
署

伊勢湾倉庫(株)
末広

8190001014295 三重県四日市市末広町１８番地１、
２０番地、１９番１５

輸出入一般貨物 5WW93

名古屋税関 四日市税関支
署

伊勢湾倉庫(株)
千歳

8190001014295 三重県四日市市千歳町１番地５３、
１番地６０

輸出入一般貨物 5WWD8

名古屋税関 四日市税関支
署

伊勢湾倉庫(株)
中央

8190001014295 三重県四日市市千歳町６番１、６番
２、６番地１、６番地２

輸出入一般貨物 5WW48

名古屋税関 四日市税関支
署

伊勢湾倉庫(株)
四日市港国際物流セン
ター

8190001014295 三重県四日市市霞二丁目１２番地、
１２番

輸出入一般貨物 5WW63

名古屋税関 四日市税関支
署

伊藤製油(株) 4190001014316 三重県四日市市末広町４番２ 輸出入一般貨物 5WWA7

名古屋税関 四日市税関支
署

ＳＫ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｊａｐａｎ
(株)
四日市

2190001018707 三重県四日市市河原田町字溝東１
０７７番２４、１０７７番地２４

輸出入危険貨物 5WWD7



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

名古屋税関 四日市税関支
署

極東冷蔵(株)
霞工場

4190001014712 三重県四日市市霞二丁目１番２、１
番４、１番５、１番６、１番７、１番地
２、１番地４、１番地５

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

5WW24

名古屋税関 四日市税関支
署

ＫＨネオケム(株)
午起

8010001136966 三重県四日市市大協町二丁目２番
１、３番

輸出入危険貨物 5WW32

名古屋税関 四日市税関支
署

ＫＨネオケム(株)
霞ヶ浦

8010001136966 三重県四日市市霞一丁目４番１ 輸出入危険貨物 5WW33

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 輸出危険貨物 5WWC1

名古屋税関 四日市税関支
署

山九(株)
末広倉庫

7290801005328 三重県四日市市末広町９番１６号 輸出入一般貨物 5WW75

名古屋税関 四日市税関支
署

山九(株)
北勢第２物流センター

7290801005328 三重県三重郡菰野町大字杉谷字
溜ヶ谷２２７９番地１２、２２７９番１２

輸出入危険貨物 5WW87

名古屋税関 四日市税関支
署

山九(株)
四日市物流センター

7290801005328 三重県四日市市河原田町字溝東１
０７７番１、１０７７番地１

輸出入一般貨物 5WW94

名古屋税関 四日市税関支
署

敷島スターチ(株)
鈴鹿工場

5190001005628 三重県鈴鹿市長太栄町五丁目８１８
番、８１８番地、８６２番２

輸入一般貨物 5WW07

名古屋税関 四日市税関支
署

(株)ＥＮＥＯＳマテリアル
四日市工場

9010401160144 三重県四日市市大字六呂見字南新
堀６１２番２

輸入危険貨物 5WW80

名古屋税関 四日市税関支
署

Ｊａｐａｎ Ｆｏｒｗａｒｄｉｎｇ Ａｇ
ｅｎｃｙ(株)
東海支店桑名作業所

4140001091913 三重県桑名市多度町力尾字石塚９
９番、９０番、１００番１、１０１番１、１
０１番２、１０１番３、１３８番、１３９
番、１４０番、力尾字阿越２９３番１、
２９５番

輸出入一般貨物 5WWD2

名古屋税関 四日市税関支
署

ジャパンマテリアル(株)
四日市中村

2190001015191 三重県四日市市中村町字広１９４７
番２０、１９４７番地２０、２２７１番１、
２２７１番地１、萱生町字半谷１５１７
番地１、中村町字半谷２２９３番１、２
２９３番地１

輸出入危険貨物、輸出
入一般貨物

5WWD6

名古屋税関 四日市税関支
署

センコー(株)
桑名ＰＤセンター

5120001197793 三重県三重郡川越町大字北福崎字
宮西９１番、９１番地

輸出入一般貨物 5WW85



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

名古屋税関 四日市税関支
署

(株)ダイエンフーズ 5190001015346 三重県四日市市富双二丁目１番２、
１番３、１番１５、１番２３、１番地３、１
番地４、１番地１２、１番地１５、１番
地２３

輸入冷凍冷蔵貨物 5WW95

名古屋税関 四日市税関支
署

宝酒造(株)
楠工場

5130001024146 三重県四日市市楠町南五味塚字北
堀１２５９番地１

輸入一般貨物 5WW70

名古屋税関 四日市税関支
署

谷口石油精製(株) 6190001015485 三重県三重郡川越町大字高松字鯨
松１５８１番３、４、７、１５８２番２、１５
９１番１、字葭野１５５８番１、１５６４
番１

輸出入危険貨物 5WWA9

名古屋税関 四日市税関支
署

ＴＡＮＩＸ(株)
川越営業所

5190001015486 三重県三重郡川越町大字高松字鯨
松１５８１番４４、１５８１番５０

輸入危険貨物 5WWB7

名古屋税関 四日市税関支
署

中部海運(株)
千歳町

9190001015499 三重県四日市市千歳町８番１、８番
地１

輸出入一般貨物 5WW61

名古屋税関 四日市税関支
署

中部海運(株)
四日市港国際物流セン
ター

9190001015499 三重県四日市市霞二丁目１２番、１
２番地

輸出入一般貨物 5WW65

名古屋税関 四日市税関支
署

中部海運(株)
四日市梱包センター

9190001015499 三重県四日市市采女町字清水２９４
２番１、２９４２番２、２９４２番７、２９４
５番、２９４８番、２９４９番１、２９９３
番１、２９９３番２、２９４２番地１、２９
４２番地２、２９４２番地７、２９４５番
地、２９４８番地、２９４９番地１、２９９
３番地１、２９９３番地２

輸出入一般貨物 5WWC8

名古屋税関 四日市税関支
署

(株)ＪＥＲＡ
川越火力発電所

3180001017428 三重県三重郡川越町大字亀崎新田
字町屋８６番１・３

輸入危険貨物（液化天
然ガス（関税が無税の
ものに限る。））、船用
品（危険貨物）（液化天
然ガス（関税が無税の
ものに限る。））

5WW74

名古屋税関 四日市税関支
署

四日市地区ＬＮＧ基地
(株)ＪＥＲＡ

6010001167617 三重県四日市市霞一丁目２８番、２
２番５

輸入危険貨物（液化天
然ガス（関税が無税の
ものに限る。））

5WW71

名古屋税関 四日市税関支
署

ＤＩＣ(株)
四日市工場

7011401003807 三重県四日市市霞１丁目５番 輸入危険貨物 5WW99



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

名古屋税関 四日市税関支
署

東ソー(株)
四日市事業所

5250001010002 三重県四日市市霞一丁目２番、３番
１、７番地、８番、２１番

輸出入危険貨物 5WW69

名古屋税関 四日市税関支
署

生川倉庫(株)
本社倉庫

9190001005260 三重県鈴鹿市国分町字世戸６５０
番、６５０番地、四日市市采女町字
清水３０１４番１、３０１４番地１、３０１
５番、３０１５番地、３０１６番、３０１６
番地

輸出入一般貨物 5WWC3

名古屋税関 四日市税関支
署

日本コンセプト(株)
中部支店

9010001062088 三重県四日市市高浜新町１１９４番
２

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5WWD9

名古屋税関 四日市税関支
署

日本通運(株)
末広B

4010401022860 三重県四日市市末広町１８番地３、
１８番地１４、１９番地４、１９番地７、
１９番地９、１９番地１２、１９番地１３

輸出入一般貨物 5WW11

名古屋税関 四日市税関支
署

日本通運(株)
千歳A

4010401022860 三重県四日市市千歳町５番地５、３
１番地、３４番地

輸出入一般貨物 5WW12

名古屋税関 四日市税関支
署

日本通運(株)
四日市港国際物流セン
ター

4010401022860 三重県四日市市霞２丁目１２番地 輸出入一般貨物 5WW66 届出蔵置場

名古屋税関 四日市税関支
署

日本トランスシティ(株) 9190001015895 三重県四日市市千歳町７番２、７番
地２、８番、８番地、９番地１先、９番
５、９番９、１０番３、１０番地３、１０番
１３、１０番１５、１０番２２、１０番地２
２、１０番２３、１０番地２３、１０番２
４、１０番２５、１６番５、１８番地、１９
番、３２番地、３３番、３３番地、３４番
地１

輸出入一般貨物 5WW77

名古屋税関 四日市税関支
署

日本トランスシティ(株)
朝明

9190001015895 三重県三重郡川越町大字高松字八
幡９４０番、９４０番地

輸出入一般貨物 5WW41

名古屋税関 四日市税関支
署

日本トランスシティ(株)
霞

9190001015895 三重県四日市市霞二丁目１番１、１
番４、１番地４、９番２

輸出入一般貨物 5WW52 届出蔵置場

名古屋税関 四日市税関支
署

日本トランスシティ(株)
霞北埠頭流通センター

9190001015895 三重県四日市市霞二丁目２６番１、
２６番地１

輸出入一般貨物 5WWD5

名古屋税関 四日市税関支
署

日本トランスシティ(株)
亀山

9190001015895 三重県亀山市白木町字砂子２４９番
５、２４９番地５、字鷺山３４６番１、３
４６番地１

輸出入一般貨物 5WWC9 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

名古屋税関 四日市税関支
署

日本トランスシティ(株)
川越第一

9190001015895 三重県三重郡川越町大字亀崎新田
字下新田７７番３１、７７番地３１

輸出入一般貨物 5WW46 届出蔵置場

名古屋税関 四日市税関支
署

日本トランスシティ(株)
川越第三

9190001015895 三重県三重郡川越町大字亀崎新田
字下新田７７番５４９、７７番地５４９

輸出入一般貨物 5WWC4 届出蔵置場

名古屋税関 四日市税関支
署

日本トランスシティ(株)
川越第二

9190001015895 三重県三重郡川越町大字亀崎新田
字下新田７７番５７８、７７番地５７８

輸出入一般貨物 5WWB2 届出蔵置場

名古屋税関 四日市税関支
署

日本トランスシティ(株)
河原田

9190001015895 三重県四日市市河原田町字松本１
３１５番１、１３３２番４、１３６０番１、１
３８６番１、１４０３番１１、１３１５番地
１、１３３２番地１、１３３２番地４、１３
５９番地１、１３５９番地４、１３６０番
地１、１３８６番地１、１３９５番地５、１
４０３番地６、１４０３番地１１
三重県四日市市河原田町字本田１
５４３番８、１５４３番１４、１６２２番、１
５４３番地８、１５４３番地１４、１６２２
番地
三重県四日市市河原田町字森１７３
０番９、１７３０番１０

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、輸出入冷
凍冷蔵貨物

5WW78

名古屋税関 四日市税関支
署

日本トランスシティ(株)
楠

9190001015895 三重県四日市市楠町小倉字横手１
７４４番４、１７４４番地４

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5WW68 届出蔵置場

名古屋税関 四日市税関支
署

日本トランスシティ(株)
K－１

9190001015895 三重県四日市市霞二丁目１番１ 輸出入一般貨物、輸出
危険貨物

5WW79

名古屋税関 四日市税関支
署

日本トランスシティ(株)
国分

9190001015895 三重県鈴鹿市国分町字西ノ岡６９４
番地１、６８９番地４、６９０番地４、６
８９番地３、７０７番、７０７番地

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物

5WS42 届出蔵置場

名古屋税関 四日市税関支
署

日本トランスシティ(株)
浜園

9190001015895 三重県四日市市浜園町1番1 輸出入一般貨物 5WWC6

名古屋税関 四日市税関支
署

日本トランスシティ(株)
四日市港国際物流セン
ター

9190001015895 三重県四日市市霞二丁目１２番、１
２番地

輸出入一般貨物 5WW62

名古屋税関 四日市税関支
署

ＰＯＳＣＯ　Ｊａｐａｎ　ＰＣ
(株)
四日市工場

6180301008470 三重県四日市市霞一丁目２４番地
２、３０番地、３０番

輸出入一般貨物 5WWC2



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

名古屋税関 四日市税関支
署

前田運送(株)
C棟

5190001017549 三重県三重郡川越町大字亀崎新田
字里中１４番１２、１３、１４、１５、１４
番地１１、１２、１４、１５、１７

輸入一般貨物、輸入冷
凍冷蔵貨物

5WWD1

名古屋税関 四日市税関支
署

丸全昭和運輸(株)
四日市倉庫

8020001028881 三重県四日市市天カ須賀新町１番
地３５、１番地３７、１番３５

輸出入一般貨物、輸出
危険貨物

5WWC7

名古屋税関 四日市税関支
署

三重化糧(株) 1190001016380 三重県三重郡川越町大字高松字古
里３４８番２

輸入一般貨物 5WW67

名古屋税関 四日市税関支
署

三井倉庫(株)
末広

8010401114448 三重県四日市市末広町１８番１０号 輸出入一般貨物 5WW36 届出蔵置場

名古屋税関 四日市税関支
署

三井倉庫(株)
埠頭

8010401114448 三重県四日市市千歳町９番地１、９
番地１地先、２９番地、３４番地

輸出入一般貨物 5WW37 届出蔵置場

名古屋税関 四日市税関支
署

三井倉庫(株)
四日市港国際物流セン
ター

8010401114448 三重県四日市市霞二丁目１２番地 輸出入一般貨物 5WW64 届出蔵置場

名古屋税関 四日市税関支
署

三菱ケミカル(株)
三重

6010001146760 三重県四日市市東邦町１番、２番、
大浜町３番２

輸出入危険貨物 5WWD3

名古屋税関 四日市税関支
署

名港海運(株)
四日市霞

6180001007509 三重県四日市市霞二丁目６番２、二
丁目７番１、２

輸出入一般貨物 5WW98 届出蔵置場

名古屋税関 四日市税関支
署

郵船港運(株)
関営業所

3120001030031 三重県亀山市関町会下字山神谷１
１１７番１２、１１１７番地１２

輸出一般貨物 5WWB3

名古屋税関 四日市税関支
署

四日市エルピージー基地
(株)
霞事業所

1010401030668 三重県四日市市霞一丁目２２番１、
２２番２

輸入危険貨物（液化プ
ロパン・液化ブタン）

5WW16

名古屋税関 四日市税関支
署

(株)ロイヤル
物流センター

3180001041964 三重県いなべ市藤原町藤ヶ丘８番
１、８番地１

輸出入一般貨物 5WWB4

名古屋税関 四日市税関支
署
津出張所

ヴァーレ・ジャパン(株)
松阪工場

9010401074848 三重県松阪市猟師町字新浜沖３４５
番２７、３４５番２８、３４５番２９、３４５
番３０、３４５番３２、３４５番６９、３４５
番１０８、３４５番１１０、３４６番３２、３
４６番５７

輸出入一般貨物 5XW07

名古屋税関 四日市税関支
署
津出張所

(株)ニチレイ・ロジスティ
クス東海
三重物流センター

9180001022364 三重県松阪市小舟江町字西ノ宮２３
番地、２４番地２、小舟江町字権現
前４０番地、４１番地、４２番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 5XW03
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保税蔵置場

名古屋税関 四日市税関支
署
津出張所

松阪タンクターミナル(株)
松阪事業所

9190001010748 三重県松阪市大口町字築地１８２２
番３、１８２２番４

輸出入一般貨物 5XW05

名古屋税関 四日市税関支
署
尾鷲出張所

(株)北越ペーパーテック
紀州
鵜殿

7190001004297 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿字川原
２３９番２１、字中松原４６０番１、４６
０番７、４６０番地１、４６０番地７

輸入一般貨物 5YW02


