
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

大阪税関 本関 京都グレインシス
テム(株)
奈良工場

1130001019513 奈良県奈良市小倉町１２
４９番地１

アマニ粒の焙煎加工 アマニ粒 4AM13

大阪税関 本関 三和澱粉工業(株)
本社工場

3150001010501 奈良県橿原市雲梯町５９
６番地、８番地

タピオカスターチの製造 タピオカでんぷん 4AM14

大阪税関 本関 太陽工業(株)
枚方工場
瑞穂工場

9120001056632 大阪府枚方市招提田近３
丁目２０番地（枚方工場）
京都府船井郡京丹波町
八田大砂利２番地６（瑞穂
工場）

テントシートの裁断、縫
製及び修理、ETFE(フッ
素樹脂）フィルムの裁断
及び溶着加工

テフロンを原料とした生
地、テープ、リボン、糸、
テントシート、ETFE（フッ
素樹脂）フィルム

4CM31
4SM31

大阪税関 本関 東洋アルミニウム
(株)
新庄製造所

8120001085434 奈良県葛城市新町２２８
番地１

アルミニウムペースト アトマイズド・アルミニウ
ム粉

4AM09

大阪税関 本関 日澱化學(株) 9120001057580 大阪府大阪市淀川区三
津屋北３丁目３番２９号

エーテル化でん粉の製
造及び混合

ハイアミロース・コーンス
ターチ

4CM30

大阪税関 本関 日新製糖(株)
今福工場

2010001142672 大阪府大阪市城東区今
福西６丁目８番１９号

グラニュー糖、上白糖、
中双糖、三温糖及び氷
砂糖の製造

粗糖 4CM12

大阪税関 本関 新田ゼラチン(株)
大阪工場

2120001039437 大阪府八尾市二俣２丁目
２２番地

調整ゼラチン ゼラチン 4AM15

大阪税関 本関 マリンフード(株)
本社工場

2120901025775 大阪府豊中市豊南町東４
町５番１号

バターの加工 バター 4CM32

大阪税関 本関 味覚糖(株)
奈良工場

2120001077560 奈良県大和郡山市今国
府町１３７番５、１２３番９、
１２３番３

キャンディ、ソフトキャン
ディ、グミキャンディ

グラニュー糖、ホエイパ
ウダー、無塩バター、全
脂加糖練乳、バターミル
クパウダー

4AM12

保税工場
令和4年1月１日現在
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保税工場
令和4年1月１日現在

大阪税関 関西空港税
関支署

(株)エイエイエス
ケータリング

6120101043995 大阪府泉南市泉州空港
南１番地

機内食用ポーションカッ
トした牛肉の調製

牛肉（ポーションカットし
たもの）

4MM11 届出工場

大阪税関 関西空港税
関支署

フェデックスエクス
プレス
グローバルリペア
センター

5040001008612 大阪府泉南市泉州空港
南９番地１
国際貨物上屋Ｇ棟１Ｆ

医療用・産業用精密機
器の検査、補修及び修
理

医療用・産業用精密機
器並びに同機器の付属
品及び部品

4MM13

大阪税関 堺税関支署 ENEOS（株）
堺製油所

4010001133876 大阪府堺市西区築港浜
寺町１番地

石油製品の製造、石油
化学製品の製造

原油、粗油、灯油、軽
油、Ｂｏｔｔｏｍ Oil、ブタン

4KM08

大阪税関 堺税関支署 コスモ石油(株)
堺製油所

3010401010164 大阪府堺市西区築港新
町３丁１６番地

石油製品 原油、粗油、石油製品 4KM05

大阪税関 堺税関支署 （株）シキボウ堺 1120101009555 大阪府堺市西区築港浜
寺西町11番地

エーテル化澱粉の混合 エーテル化澱粉 4KM19

大阪税関 堺税関支署 マリンフード（株）
泉大津工場

2120901025775 大阪府泉大津市小津島
町2番地８

プロセスチーズ及びナ
チュラルチーズ（シュレッ
ドタイプ）の製造

ナチュラルチーズ 4KM18

大阪税関 堺税関支署
岸和田出張
所

関西製糖(株) 9120101040676 大阪府泉佐野市住吉町２
５番地

グラニュー糖、上白糖、
液糖、三温糖

粗糖 4LM09

大阪税関 和歌山税関
支署

紀和化学工業(株)
貴志川工場

5170001000993 和歌山県紀の川市貴志
川町北字籠田１８４番地
１、１９３番地１、１９５番
地、１９６番地１

反射シートの製造 ガラスビーズ、プリズム
シート

4NM15
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保税工場
令和4年1月１日現在

大阪税関 和歌山税関
支署

日本製鉄（株）
関西製鉄所
和歌山地区

3010001008848 和歌山県和歌山市湊１８
５０番地、海南市船尾２６
０番地の１００

ステンレス鋼継目無鋼
管、ステンレス鋼ビレッ
ト、ニッケル合金鋼ビ
レット、ステンレス鋼鋼
塊、ニッケル合金鋼鋼塊
の製造、シムレスパイプ
（ネジ切加工品）の製造

ニッケルオキサイドシン
ター、ニッケル地金、シ
ムレスパイプ（ネジ切前
素管）

4NM04

大阪税関 和歌山税関
支署

(株)ニーフテック 4170001002470 和歌山県和歌山市小雑
賀３丁目７番７号

電解ニッケル箔及び電
解ニッケル処理銅箔の
製造

ニッケル地金 4NM14

大阪税関 和歌山税関
支署下津出
張所

(株)愛須食品 2170001009220 和歌山県日高郡みなべ町
東本庄１２８番地の１

梅干加工品 塩蔵半乾燥梅 4OM11

大阪税関 和歌山税関
支署下津出
張所

ＭＥＳ由良ドック
（株）

2170001010277 和歌山県日高郡由良町
大字網代１９３番地の１３

海底石油開発機器及び
その部分品、付属品の
修理並びに修理にとも
ない発生する鉄板等の
屑化処理、船舶の改造
及び修理、バージの改
造及び修理、改造船、修
繕船及びバージ用資材
機器、艤装品、属品及び
部品の取付け、改造船、
修繕船及びバージ工事
発生くず等の屑化処理

海底石油開発機器及び
その部分品、付属品、船
舶用資材機器、艤装
品、属品及び部品、バー
ジ用資材機器、艤装品、
属品及び部品

4OM13

大阪税関 和歌山税関
支署下津出
張所

ENEOS（株）
和歌山製油所

4010001133876 和歌山県有田市初島町
浜１０００番地

石油製品 原油、粗油、添加剤、石
油製品

4OM05

大阪税関 和歌山税関
支署下津出
張所

ENEOS和歌山石
油精製(株)

5170001005852 和歌山県海南市藤白７５
８番地

石油製品 添加剤、石油製品 4OM12
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保税工場
令和4年1月１日現在

大阪税関 京都税関支
署滋賀出張
所

東レ・オペロンテッ
クス(株)

3010001039653 滋賀県大津市園山１丁目
１番２号

ポリウレタン弾性糸の製
造

グライコ―ル 47M06

大阪税関 京都税関支
署滋賀出張
所

東洋アルミニウム
(株)
日野製造所

8120001085434 滋賀県蒲生郡日野町大
字大谷字東山３４１番地１
４

アトマイズド・アルミニウ
ム粉の分級及び詰替
え、アルミニウムインキ
の製造

アトマイズド・アルミニウ
ム粉
アトマイズド・アルミニウ
ム合金粉
アトマイズド・アルミニウ
ム混合粉

47M04

大阪税関 京都税関支
署滋賀出張
所

（株）トッパン
TOMOEGAWAオプ
ティカルフィルム
滋賀工場

6010501030506 滋賀県東近江市妙法寺
町１１０１番２０

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、ポリメタクリ
ル酸メチルフィルム

47M15

大阪税関 京都税関支
署滋賀出張
所

マリンフード（株）
長浜工場

2120901025775 滋賀県長浜市田村町１２
９１番１

チーズ及びバター並び
に乳等を主要原料とす
る食品の加工製造

ナチュラルチーズ
バター

47M14

大阪税関 舞鶴税関支
署

カルビー（株）
京都工場

8010001133757 京都府綾部市とよさか町
１２番地

シリアル食品の製造 フリーズドライいちご、フ
リーズドライりんご、オー
ツ麦

4UM03

大阪税関 舞鶴税関支
署

ジャパンマリンユ
ナイテッド(株)
舞鶴事業所

8020001076641 京都府舞鶴市字余部下１
１８０番地

船舶修理、プラント建
造・プラント用機器製造
及び修理、船舶の改造・
補強作業及び修理

１.船舶用資材、機器、ぎ
装品付属品及び部分品
2.改造用船舶 3.船舶
4.船用機械資材及び同
附属品・同部分品 5.熱
交換器製造用資材及び
同附属品・同部分品 6.
プラント用機器製造用資
材及び同附属品・同部
分品

4UM02
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保税工場
令和4年1月１日現在

大阪税関 敦賀税関支
署

東洋紡(株)
敦賀事業所

2120001059666 福井県敦賀市東洋町１０
番２４号、呉羽町１番１号

高強力ナイロン長繊維
の製造

ポリアミド６６ 4XM05

大阪税関 敦賀税関支
署福井出張
所

(株)田中化学研究
所
福井工場

2210001002377 福井県福井市白方町４５
字砂浜割５番地２、４、５、
６、７、１０、１３、１９、４番
地７
坂井市坂井町木部新保２
９字爪の跡３番地１

水酸化ニッケルの製造、
複合化合物の製造

ニッケルブリケット 4YM32

大阪税関 敦賀税関支
署福井出張
所

日信化学工業(株) 2210001011849 福井県越前市北府二丁
目１７番３３号

塩化ビニル･酢酸ビニ
ル･ビニルアルコール共
重合樹脂の製造

塩化ビニル･酢酸ビニル
共重合樹脂

4YM34

大阪税関 敦賀税関支
署福井出張
所

三星化学工業(株)
福井工場

7011401006140 福井県福井市白方町４５
字砂浜割５番地８、石新
保町２７字北割３０番地５

アセト酢酸メタキシリダイ
ドの製造

２．４キシリジン 4YM28

大阪税関 伏木税関支
署富山出張
所

(株)ウーケ
富山入善工場

5230001008072 富山県下新川郡入善町
下飯野２１８番地の１、２３
２番地の５

無菌米飯の製造 精米（タイ米） 44M08

大阪税関 伏木税関支
署富山出張
所

富士化学工業(株)
郷柿沢工場

5230001004848 富山県中新川郡上市町
郷柿沢１番地

医薬品中間体の製造、
規格外品（ＡＧ１３４３バ
グハウス品）の再精製

ＡＧ１３４６、メタンスル
フォン酸、ＡＧ１３４３

44M07
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