
令和５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

東京税関 本関 (株)青葉 2011701010029 東京都江東区新木場１－７－１８、１
－７－１９

輸出入一般貨物及び
別送品

1BWB7

東京税関 本関 アサガミ(株)
お台場国際物流センター

2010001035562 東京都江東区青海４－２４ 輸出入一般貨物 1AW70

東京税関 本関 アサガミ(株)
お台場国際物流センター
B号

2010001035562 東京都江東区青海４－５３ 輸出入一般貨物 1AW69

東京税関 本関 AsianExpressService(株)
辰巳

7010001150266 東京都江東区辰巳３－１０－１ 輸出入一般貨物 1ＡＷ98

東京税関 本関 東海運(株)
青海流通センター

4010001035123 東京都江東区青海４－４－１４ 輸出入一般貨物 1CW85 届出蔵置場

東京税関 本関 東海運(株)
お台場流通センター

4010001035123 東京都江東区青海４－２－６２、４－
１－７

輸出入一般貨物 1CW17

東京税関 本関 イイノエンタープライズ
(株)
有明倉庫

9010001010600 東京都江東区有明４－２－７ 輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

1BW33

東京税関 本関 五十嵐冷蔵(株) 1010401002592 東京都港区芝浦２－１０－５ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

1DW01

東京税関 本関 伊勢湾海運(株)
東京支店青海第２バン
プール

3180001006050 東京都江東区青海３－１－１６ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

1AW47

東京税関 本関 伊勢湾海運(株)
ワールド流通センター

3180001006050 東京都江東区青海３－２－１７ 一般輸出入貨物 1CW06 届出蔵置場

東京税関 本関 (株)内原
東京

4120101039434 東京都港区六本木７－２－７ 輸出入一般貨物 1DW30

保税蔵置場



令和５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

東京税関 本関 (株)宇徳
青海物流センター

1020001025489 東京都江東区青海４－５３ 輸出入一般貨物 1AW94

東京税関 本関 ＳＧＨグローバル・ジャパ
ン(株)
東京ロジスティクスセン
ター

2010701018750 東京都江東区新砂３－２－９ 輸出入一般貨物 1AW87

東京税関 本関 (株)エスポリア
東京

4011101074705 東京都江東区若洲２－１８ 輸出入一般貨物 1AW93

東京税関 本関 (株)ＯＣＳ 5010401006994 東京都江東区辰巳３－９－２７ 輸出入一般貨物 1BWD5 届出蔵置場

東京税関 本関 カトーレック(株)
美術品

3010601029525 東京都江東区枝川２－８－７ 輸出入一般貨物 1BW12

東京税関 本関 華南(株)
足立

3013301038259 東京都足立区南花畑４－２８－１２、
４－２８－１３、４－２８－２０

輸出入一般貨物 1AW95

東京税関 本関 (株)上組
東京多目的物流センター

6140001006951 東京都江東区海の森１－３－４ 一般輸出入貨物及び
冷凍、冷蔵貨物

1AW55 届出蔵置場

東京税関 本関 (株)上組
ワールド流通センター

6140001006951 東京都江東区青海３－２－１７ 輸出入一般貨物 1CW66 届出蔵置場

東京税関 本関 川崎陸送(株)
葛西

3010401007326 東京都江戸川区臨海町３－５－１ 輸出入一般貨物 1BW14

東京税関 本関 キャリムエンジニアリング
(株)
有明

9010601023150 東京都江東区有明３－１５—１３ 輸出入一般貨物 1AW83

東京税関 本関 キャリムエンジニアリング
(株)
東京

9010601023150 東京都江東区新木場１－１７－７４ 輸出入一般貨物 1AW74



令和５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

東京税関 本関 共栄商事(株)
葛西

2010801015879 東京都江戸川区臨海町３－５－１ 輸出入一般貨物 1BW15

東京税関 本関 楠原輸送(株)
ワールド流通センター

5020001030543 東京都江東区青海３－２－１７ 一般輸出入貨物 1CW67 届出蔵置場

東京税関 本関 栗林運輸(株)
お台場

8010401008864 東京都江東区青海４－２－４７、４－
２－３６、４－３－１５、４－３－１９、４
－４－２３

輸出入一般貨物 1CW68

東京税関 本関 京神倉庫(株)
葛西支店

1130001017178 東京都江戸川区臨海町３－５－１ 輸出入一般貨物 1BW17

東京税関 本関 ケイヒン(株)
お台場埠頭

4010401009239 東京都江東区青海４－２－３６ 輸出入一般貨物 1CW69

東京税関 本関 ケイヒン(株)
新お台場流通センター

4010401009239 東京都江東区青海４－４－１９ 輸出入一般貨物 1CW82

東京税関 本関 ケイヒン(株)
ワールド流通センター

4010401009239 東京都江東区青海３－２－１７ 輸出入一般貨物 1CW70

東京税関 本関 互興運輸(株)
ワールド流通センター

1020001026495 東京都江東区青海３－２－１７ 輸出入一般貨物 1AW56

東京税関 本関 相模運輸倉庫(株)
お台場

9021001040388 東京都江東区青海４－２－４８ 輸出入一般貨物 1AW52

東京税関 本関 山九(株)
お台場輸出入センター

7290801005328 東京都江東区青海４－２－４８、４－
３－２、４－４－１１

輸出入一般貨物 1CW34

東京税関 本関 山九(株)
ワールド流通センター

7290801005328 東京都江東区青海３－２－１７ 輸出入一般貨物 1CW72 届出蔵置場



令和５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

東京税関 本関 (株)三協
お台場

3020001026576 東京都江東区青海４－２－４７、４－
２－３５、４－６－７

輸出入一般貨物及び
別送品

1CW02

東京税関 本関 (株)三協
ワールド流通センター

3020001026576 東京都江東区青海３－２－１７ 輸出入一般貨物 1AW84

東京税関 本関 ＧＩＡTokyo合同会社 7010003017315 東京都台東区台東４－１９－９山口
ビル７

輸入一般貨物 1DW72

東京税関 本関 シノトランス・エア・ジャパ
ン(株)

5010401097266 東京都江東区塩浜２－４－５７、２－
４－６４、２－４－６５

輸出入一般貨物 1AW73

東京税関 本関 シノトランス・エア・ジャパ
ン(株)
新砂

5010401097266 東京都江東区新砂二丁目６３２番地
１１

輸出入一般貨物 1AWA1

東京税関 本関 澁澤倉庫(株)
ワールド流通センター

6010601038102 東京都江東区青海３－２－１７ 輸出入一般貨物 1CW74 届出蔵置場

東京税関 本関 (株)スコア・ジャパン
亀戸

5020001076917 東京都江東区亀戸1－1－２、３、４、
５

輸出入一般貨物 1AW97

東京税関 本関 鈴江コーポレーション(株)
お台場埠頭

7020001027166 東京都江東区青海４－２－４７、４－
３－１２

輸入一般貨物 1CW75

東京税関 本関 鈴江コーポレーション(株)
お台場流通センター

7020001027166 東京都江東区青海４－５－１２ 輸出入一般貨物 1CW86

東京税関 本関 鈴与(株)
葛西センター

2080001009460 東京都江戸川区臨海町３－５－１ 輸出入一般貨物 1BWB1

東京税関 本関 (株)住友倉庫
東京支店お台場営業所

7120001049002 東京都江東区青海４－２－１７、４－
６－１６

輸出入一般貨物及び
船用品

1CW76 届出蔵置場



令和５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

東京税関 本関 (株)住友倉庫
東京支店お台場第２倉
庫

7120001049002 東京都江東区青海４－５－１５ 輸出入一般貨物 1CW55 届出蔵置場

東京税関 本関 セイノースーパーエクス
プレス(株)
東京国際

9010601041061 東京都江戸川区臨海町４－３－１ 輸出入一般貨物 1AW71

東京税関 本関 センチュリー(株) 6010001004217 東京都文京区千駄木１－２３－６ 輸出入一般貨物 1AW57

東京税関 本関 大嘉倉庫(株) 7010001048816 東京都中央区勝どき５－９－８ 輸出入一般貨物及び
別送品

1BW30

東京税関 本関 大東倉庫(株)
葛西営業所

9010501033852 東京都江戸川区臨海町３－５－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1BW32

東京税関 本関 (株)ダイトーコーポレー
ション
お台場青果埠頭倉庫

7010401016637 東京都江東区青海４－２－６１ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

1CW41

東京税関 本関 (株)中央宝石研究所 9010501008037 東京都台東区上野５－１５－１４ミヤ
ギビル

輸入一般貨物 1DW34

東京税関 本関 (株)辻野
豊海物流センター

8040001062326 東京都中央区豊海町１０－１５ 輸出入冷凍冷蔵貨物 1BW39

東京税関 本関 ディー・アイ・ロジスティク
ス(株)
住吉

6010801015652 東京都江東区住吉１－４－７３ 輸出入一般貨物 1AW89

東京税関 本関 ディー・エイチ・エル・ジャ
パン(株)
東京ゲートウェイ

9010701006154 東京都江東区新木場２－４－３ 輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物(ULDを含
む)、船用品、別送品

1BWD2 届出蔵置場

東京税関 本関 ＤＧＬ 2010501013282 東京都台東区上野５－１８－７ 輸出入一般貨物 1DW52



令和５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

東京税関 本関 (株)東市ロジスティクス 9010001168109 東京都江東区豊洲６－５－３ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1AW80

東京税関 本関 東運ウェアハウス(株) 8010401019011 東京都港区海岸３－５－１０ 輸出入一般貨物 1DW15

東京税関 本関 東海海運(株)
有明セントラルステーショ
ン

1010401020090 東京都江東区青海４－３－７、４－３
－９、４－４－１８

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

1CW83

東京税関 本関 東京国際埠頭(株)
お台場本館

3010401020510 東京都江東区青海４－２－６２、４－
１－４、４－４－６

輸出入一般貨物 1CW79

東京税関 本関 東京国際埠頭(株)
ワールド流通センター

3010401020510 東京都江東区青海３－２－１７ 輸出入一般貨物 1CW10

東京税関 本関 東京食料センター(株) 2010601007663 東京都江東区辰巳１－５－１０ 輸入一般貨物 1BW49

東京税関 本関 東京水産冷蔵(株)
豊海工場

8010001061396 東京都中央区豊海町１１－１、１１－
２

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

1BW50

東京税関 本関 東京豊海冷蔵(株)
豊海物流センター

5010001061515 東京都中央区豊海町１３－９ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

1BW52

東京税関 本関 東京木材埠頭(株)
１５号地木材専門埠頭

9010601019644 東京都江東区若洲１－５－８ 輸出入一般貨物 1BW88

東京税関 本関 東都冷蔵(株) 2011801010374 東京都足立区千住橋戸町９６ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

1BW53

東京税関 本関 東洋運輸倉庫(株)
若洲

2010401020288 東京都江東区若洲２－２－３ 輸出入一般貨物 1BW89



令和５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

東京税関 本関 東洋埠頭(株)
東京支店青海倉庫

7010001034865 東京都江東区青海３－２－１７ 輸出入一般貨物 1AW81

東京税関 本関 東洋埠頭(株)
東京支店足立営業所

7010001034865 東京都足立区入谷６－２－１１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1BWB5 届出蔵置場

東京税関 本関 東洋埠頭(株)
豊洲営業所

7010001034865 東京都江東区海の森１－２－２ 輸出入一般貨物 1CW89

東京税関 本関 (株)東市ロジスティクス
豊海事業所

9010001168109 東京都中央区豊海町１２－６ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

1AW92

東京税関 本関 (株)ＴＯＰ
一之江

7010001173762 東京都江戸川区西瑞江５－７－４、
５－７－５

輸入一般貨物 1AW96

東京税関 本関 豊海東都水産冷蔵(株) 5010001052126 東京都中央区豊海町１３－５、１１－
９

輸出入冷凍冷蔵貨物 1BW59

東京税関 本関 豊通物流(株)
東京物流センター

8180001031746 東京都江東区辰巳２－４－２０ 輸出入一般貨物 1BW24

東京税関 本関 (株)南海エクスプレス
葛西ロジスティクスセン
ター

3120001100841 東京都江戸川区臨海町４－３ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1AW86

東京税関 本関 (株)日新
東京ロジスティクスセン
ター

2020001028235 東京都江東区青海３－４－１９ 輸出入一般貨物 1AW72

東京税関 本関 (株)日新
冷蔵倉庫営業所

2020001028235 東京都江東区辰巳２－３－１５ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出一般貨物

1BW64

東京税関 本関 (株)日新
ワールド流通センター

2020001028235 東京都江東区青海３－２－１７ 輸出入一般貨物 1CW11



令和５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

東京税関 本関 日塩(株)
芝浦

3010401021517 東京都港区海岸３－１９－８ 輸出入一般貨物 1DW16

東京税関 本関 ＮＸ商事(株)
深川ＬＳセンター

1010001025515 東京都江東区深川２－２－２５ 輸出入一般貨物 1BW65

東京税関 本関 日本紙運輸倉庫(株)
ワールド流通センター

8010001061875 東京都江東区青海３－２－１７ 輸出入一般貨物 1AW51

東京税関 本関 日本通運(株)
関東美術品支店

4010401022860 東京都中央区新川１－１－５ 輸出入一般貨物 1DW26

東京税関 本関 日本通運(株)
台場ロジスティクスセン
ター第１線倉庫

4010401022860 東京都江東区青海４－２－２２ 輸出入一般貨物 1AW65

東京税関 本関 日本通運(株)
台場ロジスティクスセン
ター第３線倉庫

4010401022860 東京都江東区青海４－６－１４、４－
５－１５

一般貨物 1CW56 届出蔵置場

東京税関 本関 日本通運(株)
台場ロジスティクスセン
ターワールド流通倉庫

4010401022860 東京都江東区青海３－２－１７ 輸出入一般貨物及び
別送品

1CW80 届出蔵置場

東京税関 本関 日本ロジステック(株)
若洲センター

5010001188655 東京都江東区若洲２－５－１１ 輸出入一般貨物 1BWC6

東京税関 本関 フェデラルエクスプレス
ジャパン合同会社
新砂

5040001008612 東京都江東区新砂３－４－１１ 輸出入一般貨物 1BWD4 届出蔵置場

東京税関 本関 フェラーリ・ロジスティク
ス・ジャパン(株)
東京・京橋

3010401104247 東京都中央区京橋三丁目９番地５、
９番地６

輸出入一般貨物 1AWA2

東京税関 本関 富士港運(株)
お台場営業所

7010401026743 東京都江東区青海４－２－６２ 輸出入一般貨物及び
別送品

1AW48



令和５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

東京税関 本関 富士倉庫運輸(株)
芝浦

2010601028164 東京都港区海岸３－３１－１ 輸出入一般貨物 1DW07

東京税関 本関 芙蓉エアカーゴ(株)
芝浦

9010401086918 東京都港区海岸３－３－８ 輸出入一般貨物 1AW78

東京税関 本関 ブリンクスジャパン(株)
本社

2010501012771 東京都港区新橋５－１３－１ 輸出入一般貨物 1DW76

東京税関 本関 (株)ホウスイ
豊洲冷蔵庫

9010001034921 東京都江東区豊洲６－９－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1AW79

東京税関 本関 (株)ホウスイ
豊海第一冷蔵庫

9010001034921 東京都中央区豊海町１２－１ 冷凍貨物及び輸入一
般貨物

1BW35 届出蔵置場

東京税関 本関 (株)ホウスイ
豊海第二冷蔵庫

9010001034921 東京都中央区豊海町９ 冷凍貨物及び輸入一
般貨物

1BW36 届出蔵置場

東京税関 本関 (株)ホウスイ
豊海第三冷蔵庫

9010001034921 東京都中央区豊海町８－１５、８－１
９

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

1BW57

東京税関 本関 (株)丸運
東雲

5010001141787 東京都江東区東雲２－５－２５ 輸出入一般貨物 1BW78

東京税関 本関 マルカ・アミットジャパン
(株)

8010501025066 東京都台東区上野５－１５－１４ 輸出入一般貨物 1DW64

東京税関 本関 丸全昭和運輸(株)
ワールド流通センター

8020001028881 東京都江東区青海３－２－１７ 輸出入一般貨物 1CW48

東京税関 本関 (株)マルハニチロ物流
豊海

5010001080515 東京都中央区豊海町１５－１４、１４
－１７、１４－２５

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

1BW97



令和５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

東京税関 本関 (株)ミキモト
豊洲本社商品部

3010001058323 東京都江東区豊洲５－５－１３ 輸入一般貨物 1AW85

東京税関 本関 三井倉庫(株)
辰巳

8010401114448 東京都江東区辰巳３－９－２ 輸出入一般貨物 1BWC8

東京税関 本関 三井倉庫(株)
東京港

8010401114448 東京都江東区青海４－２－１７、４－
６－２１、４－５－１５

一般貨物 1CW04 届出蔵置場

東京税関 本関 三井倉庫(株)
ワールド流通センター

8010401114448 東京都江東区青海３－２－１７ 一般輸出入貨物 1CW12 届出蔵置場

東京税関 本関 三菱倉庫(株)
お台場

8010001034947 東京都江東区青海４－６－１、４－５
－１

一般輸出入貨物及び
別送品

1CW03 届出蔵置場

東京税関 本関 ＭＩＹＵＫＩ６７２ＳＡＬＯＮＥ 4010001058537 東京都中央区銀座６－１０５－１５、
１６

輸出入一般貨物 1AW88

東京税関 本関 望月海運(株)
お台場

2010601036002 東京都江東区青海４－２－２２、４－
６－１１

輸出入一般貨物 1CW05

東京税関 本関 ヤマト運輸(株)
有明ＴＳＳ

1010001092605 東京都江東区有明４－３－４ 輸出入一般貨物及び
別送品

1AW99

東京税関 本関 ヤマト運輸(株)
美術品

1010001092605 東京都江東区東雲２－２－３ 輸出入一般貨物 1AW76

東京税関 本関 ユーピーエス・ジャパン
(株)
新木場

3010401059929 東京都江東区新木場１－１２－１０ 輸出入一般貨物 1BWD7

東京税関 本関 横浜倉庫(株)
墨田営業所

9020001024748 東京都墨田区堤通１－２－８、１－９
－１５、１－９－１６

輸出入一般貨物 1BW85



令和５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

東京税関 本関 (株)ロッテ免税店ＪＡＰＡ
Ｎ

2010401113281 東京都中央区銀座５－１０２－１他９
筆
千葉県成田市南三里塚字宮原７８
－８、７８－１１、７８－１８

保税売店において販
売する貨物

1DW77
1MWH8

東京税関 本関 和田製糖(株)
江戸川工場

1010001060867 東京都江戸川区中央３－５３１、５３
２

輸入一般貨物 1BW87

東京税関 本関 (株)アストライン
しまむら東松山

6170001000118 埼玉県東松山市坂東山４ 輸入一般貨物 14W59

東京税関 本関 大沢運送(株)
埼玉支店

1030001070749 埼玉県東松山市大字新郷５５３－
１、５５４－２、５５５－２

輸出入一般貨物 14W51

東京税関 本関 川崎陸送(株)
坂戸

3010401007326 埼玉県坂戸市にっさい花みず木１－
４－２

輸出入一般貨物 14W44

東京税関 本関 川西倉庫(株)
京浜支店関東物流セン
ター加須営業所

9140001012831 埼玉県加須市芋茎字芋郷１２４８－
１１

輸出入一般貨物 14W56 届出蔵置場

東京税関 本関 川西倉庫(株)
京浜支店関東物流セン
ター杉戸営業所

9140001012831 埼玉県北葛飾郡杉戸町深輪１００－
１

輸出入一般貨物 14W68 届出蔵置場

東京税関 本関 京葉流通倉庫(株)
白岡第１営業所

6030001020212 埼玉県白岡市下大崎字下端７０２－
1、７０２－２、７０７－２、７１６－２、７
２１－２、７２１－３
埼玉県白岡市下大崎字円明７７－１

輸出入一般貨物 14W66

東京税関 本関 (株)埼玉県魚市場 1030001003411 埼玉県さいたま市北区吉野町２－１
３、２－１４

輸出入冷凍冷蔵貨物 14W19

東京税関 本関 埼北東洋(株)
加須

5030001032547 埼玉県加須市古川１－１－２ 輸入冷凍貨物及び輸
入一般貨物

14W03



令和５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

東京税関 本関 埼北東洋(株)
埼玉杉戸物流センター

5030001032547 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字屏風２
００－８

輸入冷凍貨物 14W67

東京税関 本関 純正化学(株)
埼玉工場

5010001047332 埼玉県越谷市大間野町１－６ 輸出危険貨物及び輸
出一般貨物

14W20

東京税関 本関 昭和冷蔵(株)
戸田橋D・C

6010001110163 埼玉県戸田市喜沢南１－５－２８ 輸出入冷凍冷蔵貨物 14W04

東京税関 本関 鈴与(株)
加須物流センター

2080001009460 埼玉県加須市北大桑字宮下５１６－
３

輸出入一般貨物 14W71

東京税関 本関 鈴与(株)
坂戸

2080001009460 埼玉県坂戸市にっさい花みず木６－
２４－２

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

14W49 届出蔵置場

東京税関 本関 鈴与(株)
川島第二物流センター

2080001009460 埼玉県比企郡川島町かわじま２－３ 輸出入一般貨物 14W65

東京税関 本関 第一倉庫冷蔵(株)
埼玉支店岩槻２号冷蔵
倉庫

9020001027362 埼玉県さいたま市岩槻区大字柏崎５
３６－１

輸出入冷凍貨物及び
輸入一般貨物

14W48

東京税関 本関 第一倉庫冷蔵(株)
埼玉支店戸田冷蔵庫

9020001027362 埼玉県戸田市早瀬１－９－３２ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

14W06

東京税関 本関 第一倉庫冷蔵(株)
埼玉支店戸田２５号倉庫
Ｂ棟

9020001027362 埼玉県戸田市美女木東１－５ 輸出入一般貨物 14W54

東京税関 本関 第一倉庫冷蔵(株)
埼玉支店戸田６号冷蔵
倉庫

9020001027362 埼玉県戸田市氷川町３－６７１３、３
－６７１４、３－６７１８、３－６７１９、３
－６７２０

輸出入冷凍貨物及び
輸入一般貨物

14W62

東京税関 本関 (株)拓洋
八潮

4030001036169 埼玉県八潮市南後谷６５２－１ 輸出入一般貨物 14W28



令和５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

東京税関 本関 日本液炭(株)
関東総合ガスセンター

7010401072267 埼玉県久喜市清久町１－２ 輸出危険貨物 14W09

東京税関 本関 日本通運(株)
東日本医薬品センター事
業所

4010401022860 埼玉県久喜市江面２６５－１、３６２
－２

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

14W70

東京税関 本関 (株)ヒューテックノオリン
関東支店

7010601014110 埼玉県越谷市流通団地２－２－６ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

14W10 届出蔵置場

東京税関 本関 (株)ヒューテックノオリン
関東中央支店

7010601014110 埼玉県白岡市下大崎６７８－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

14W35 届出蔵置場

東京税関 本関 (株)ヒューテックノオリン
埼玉支店

7010601014110 埼玉県さいたま市岩槻区大字長宮
字ギラ１５４４－１

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

14W63 届出蔵置場

東京税関 本関 (株)ヒューテックノオリン
戸田支店

7010601014110 埼玉県戸田市新曽南３－２－１７ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

14W11 届出蔵置場

東京税関 本関 富士フイルムワコーロジ
スティックス(株)
東部配送センター

6120001092671 埼玉県川越市大字的場１６３３富士
フイルム和光純薬(株)東京工場内

輸出一般貨物、輸出危
険貨物及び輸出冷凍
冷蔵貨物

14W24

東京税関 本関 ブリンクスジャパン(株)
東京オペレーションセン
ター

2010501012771 東京都荒川区町屋１－１７９３－１ 輸出入一般貨物 14W60

東京税関 本関 (株)ホウスイ
川島物流センター

9010001034921 埼玉県比企郡川島町大字戸守字荒
神前５００－１、５０１－１

輸入冷凍貨物及び輸
入一般貨物

14W69

東京税関 本関 三橋産業(株)
三郷配送センター

4011501011241 埼玉県三郷市戸ヶ崎３－６９４、３－
６８４－１、３－７４３

輸入冷凍冷蔵貨物 14W27

東京税関 本関 安田倉庫(株)
板橋営業所

6010401029771 東京都板橋区高島平６－１－７ 一般貨物 14W31 届出蔵置場



令和５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

東京税関 本関 横浜冷凍(株)
加須第二物流センター

1020001030638 埼玉県加須市鴻茎３２０２－３ 輸出入冷凍冷蔵貨物、
輸出入一般貨物及び
輸出危険貨物

14W53

東京税関 本関 横浜冷凍(株)
加須物流センター

1020001030638 埼玉県加須市鴻茎３２０５－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

14W32

東京税関 本関 横浜冷凍(株)
幸手物流センター

1020001030638 埼玉県幸手市大字平須賀２４８０－
１２

輸入冷凍冷蔵貨物及
び輸入一般貨物

14W64

東京税関 本関 (株)ロジスティクス・ネット
ワーク
大宮物流センター

1010001108591 埼玉県さいたま市北区吉野町２－２
４５

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

14W72

東京税関 本関 (株)ロジスティクス・ネット
ワーク
杉戸物流センター

1010001108591 埼玉県北葛飾郡杉戸町大字深輪３
９８－１２

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

14W46 届出蔵置場

東京税関 本関 サントリー(株)
白州蒸溜所

4010401081444 山梨県北杜市白州町鳥原字向林２
９１３－１

輸入一般貨物 1YW28

東京税関 本関 (株)シャトレーゼベル
フォーレワイナリー

2090001004568 山梨県甲斐市下今井１９５４ 輸入一般貨物 1YW16

東京税関 本関 清和海運(株)
南部町物流センター

1080001008463 山梨県南巨摩郡南部町中野２７４５
－１、南部町中野字荒谷２７４５－
１、南部町中野字古林２８９５－５

輸出入一般貨物 1YW29 届出蔵置場

東京税関 本関 マンズワイン(株)
勝沼ワイナリー

1010401032458 山梨県甲州市勝沼町山字南田中４
００－１

輸入一般貨物 1YW14

東京税関 本関
山梨政令派出
所

新光梱包フォワーディン
グ(株)
甲府支店

8140001020257 山梨県甲府市下曽根町１３６６－１ 輸出入一般貨物 1YW22

東京税関 本関
山梨政令派出
所

日本通運(株)
山梨

4010401022860 山梨県中央市中楯７６９ 一般貨物 1YW25 届出蔵置場



令和５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

東京税関 酒田税関支署 エイエスエムトランスポー
ト(株)
第４冷凍冷蔵倉庫

1390001006089 山形県酒田市京田２－１－４ 輸入冷凍冷蔵貨物 1TW25

東京税関 酒田税関支署 酒田海陸運送(株)
定温倉庫

3390001006211 山形県酒田市宮海字明治２７３－５ 輸出入一般貨物 1TW17

東京税関 酒田税関支署 酒田木材工業団地協同
組合
古湊

9390005002960 山形県酒田市宮海字明治２７３－８ 輸出入一般貨物 1TW21

東京税関 酒田税関支署 全国漁業協同組合連合
会
酒田油槽所

5010005002234 山形県酒田市下瀬１－１、１－４ 輸入危険貨物 1TW04

東京税関 酒田税関支署 東北冷蔵製氷(株) 7390001007734 山形県鶴岡市宝田３－２－４６ 輸入冷凍冷蔵貨物 1TW15

東京税関 酒田税関支署 日本通運(株)
酒田支店大浜

4010401022860 山形県酒田市大浜１－１８５ 輸入一般貨物 1TW24

東京税関 酒田税関支署
山形出張所

川西倉庫(株)
京浜支店上山蔵王営業
所

9140001012831 山形県上山市金谷字金谷神８６８－
１
山形県上山市金谷字吉原清水１５３
７－１

輸出入一般貨物 1UW32

東京税関 酒田税関支署
山形出張所

川西倉庫(株)
京浜支店上山事業所

9140001012831 山形県上山市蔵王の森５ 輸出入一般貨物 1UW12

東京税関 酒田税関支署
山形出張所

第一貨物(株)
山形

2390001001089 山形県山形市大字十文字字矢萩段
１１２５－１

輸出入一般貨物 1UW05

東京税関 酒田税関支署
山形出張所

(株)ニチレイ・ロジスティ
クス東北
山形物流センター

2370001013136 山形県山形市流通センター４－１－
１３

輸出入冷凍冷蔵貨物 1UW08

東京税関 酒田税関支署
山形出張所

日通ＮＥＣロジスティクス
(株)
米沢片子

5020001075142 山形県米沢市万世町片子字下片子
東５００９－１

輸出入一般貨物 1UW23



令和５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

東京税関 酒田税関支署
山形出張所

日本通運(株)
天童

4010401022860 山形県天童市清池東２－７－２０ 輸出一般貨物 1UW24

東京税関 酒田税関支署
山形出張所

日本通運(株)
立谷川

4010401022860 山形県山形市大字十文字字大原７
９９、８０６、８０７-２、８０９、８０９先、
８１４、８１４先、８１５、２２７５
山形県山形市大字十文字字追散２
０２２
山形県山形市大字十文字字天神東
３５００-１

輸出入一般貨物 1UW06

東京税関 酒田税関支署
山形出張所

日本通運(株)
寒河江

4010401022860 山形県寒河江市大字寒河江字鶴田
４

輸出入一般貨物 1UW30

東京税関 酒田税関支署
山形出張所

ミドリオートレザー(株) 2390001001709 山形県山形市三社５７－１ 輸出入一般貨物 1UW04

東京税関 酒田税関支署
山形出張所

(株)山形ごぼう商會 4390001012076 山形県寒河江市中央工業団地１６７
－４

輸出入一般貨物及び
輸入冷凍冷蔵貨物

1UW29

東京税関 酒田税関支署
山形出張所

郵船ロジスティクス東北
(株)
山形

3390001002276 山形県山形市漆山字大段１８５０－
２３、１８５０－２４、１８５０－２９、１８
４６－３、１８５０－１９、１８５０－２０、
１８５０－２１、１８５０－２５

輸出入一般貨物 1UW31

東京税関 羽田税関支署 インターナショナル・カー
ゴ・サービス(株)
羽田

2010801001012 東京都大田区羽田空港３－６－７、
３－５－４

輸出入一般貨物、機用
品及び仮陸揚貨物

1HW12

東京税関 羽田税関支署 インターナショナル・カー
ゴ・サービス(株)
東京

2010801001012 東京都大田区羽田空港１－６－５ 機用品及び仮陸揚貨
物

1HW34

東京税関 羽田税関支署 ＡＮＡエアポートサービス
(株)
東京国際空港

5010801003914 東京都大田区羽田空港２－６－５ 機用品及び仮陸揚貨
物

1HW22



令和５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

東京税関 羽田税関支署 (株)ＡＮＡＣａｒｇｏ
東京国際空港国際貨物

4010801015407 東京都大田区羽田空港２－６－３、
３－６－３

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

1HW20
1HWU4

東京税関 羽田税関支署 コスモ企業(株)
羽田

6040001042858 東京都大田区羽田空港１－８－８ 機用品(含む冷凍冷蔵
貨物)、仮陸揚貨物

1HW23

東京税関 羽田税関支署 ジャルロイヤルケータリ
ング(株)
羽田

9040001042921 東京都大田区羽田空港３－５－７ 機用品及び仮陸揚貨
物

1HW32

東京税関 羽田税関支署 ＪＣＧ羽田ディストリ
ビューションセンター

8040001043152 東京都大田区羽田旭町１０－１１ 輸出入一般貨物 1HW36

東京税関 羽田税関支署 三愛オブリ(株) 2010701003604 東京都大田区羽田空港３－７－１、
２(エプロン内)、３(エプロン内)

機用品(危険貨物) 1HW07

東京税関 羽田税関支署 全日本空輸(株)
ＡＮＡ東京空港手荷物

1010401099027 東京都大田区羽田空港２－６－５東
京国際空港第３旅客ターミナルビル
東京都大田区羽田空港３－４－２東
京国際空港第２旅客ターミナルビル

携帯品 1HW21

東京税関 羽田税関支署 (株)ティエフケー
羽田支店

9040001043044 東京都大田区羽田空港３－２－６、
３－２－８

機用品及び仮陸揚貨
物

1HW06 届出蔵置場

東京税関 羽田税関支署 デルタ航空会社
機用品羽田

1700150005025 東京都大田区羽田空港２－６－５ 機用品、仮陸揚貨物 1HW25

東京税関 羽田税関支署 東京国際エアカーゴター
ミナル(株)
東京国際空港

6010801020727 東京都大田区羽田空港２－６－３ 輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物、輸出
入危険貨物、仮陸揚貨
物、機用品、別送品

1HW13
1HW14
1HWU3
1HWU5



令和５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

東京税関 羽田税関支署 東京国際空港ターミナル
(株)

5010801020752 東京都大田区羽田空港２－６－５東
京国際空港第３旅客ターミナルビル
東京都大田区羽田空港３－４－２東
京国際空港第２旅客ターミナルビル

保税売店において販
売する貨物

1HW15

東京税関 羽田税関支署 東京国際空港ターミナル
(株)
ＤＵＴＹＦＲＥＥＰＩＣＫＵＰ

5010801020752 東京都大田区羽田空港２－６－５東
京国際空港第３旅客ターミナルビル
東京都大田区羽田空港３－４－２東
京国際空港第２旅客ターミナルビル

市中保税売店におい
て販売した貨物

1HW33

東京税関 羽田税関支署 日本空港テクノ(株)
東京国際空港国際線旅
客ターミナル

7010801008903 東京都大田区羽田空港２－６－５東
京国際空港第３旅客ターミナルビル
東京都大田区羽田空港３－４－２東
京国際空港第２旅客ターミナルビル

携帯品、輸出入一般貨
物及び機用品

1HW16

東京税関 羽田税関支署 (株)日本空港ロジテム
羽田空港

9010801002912 東京都大田区羽田空港３－１ 輸出入一般貨物 1HW38

東京税関 羽田税関支署 日本航空(株)
ＪＡＬ機用品プリパレー
ションセンター羽田

7010701007666 東京都大田区羽田空港３－６－９ 機用品 1HW37

東京税関 羽田税関支署 日本航空(株)
羽田

7010701007666 東京都大田区羽田空港３－１－１、
３－２－１

輸出入航空貨物、機用
品、携帯品、別送品、
託送品及び航空貨物
輸送用機材(ＵＬＤ)

1HW09
1HWU2

届出蔵置場

東京税関 羽田税関支署 日本通運(株)
羽田空港

4010401022860 東京都大田区羽田空港２－６－３ 輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物(ＵＬＤを含む)、
別送品

1HW17
1HW18

届出蔵置場

東京税関 羽田税関支署 ヤマト運輸(株)
羽田

1010001092605 東京都大田区羽田旭町１１－１ 一般貨物、冷凍冷蔵貨
物及び別送品

1HW29 届出蔵置場

東京税関 新潟税関支署 エムオーエアロジスティッ
クス(株)
新潟

1040001044801 新潟県見附市新幸町９－５ 一般貨物(輸出入) 13W06 届出蔵置場



令和５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

東京税関 新潟税関支署 出光興産(株)
新潟石油製品輸入基地

9010001011318 新潟県新潟市東区平和町４－１
新潟県新潟市東区東臨港町１－１
新潟県新潟市東区臨港町３－４９１
４－４６５、３－４９１４－４７９、３－４
９１４－５２９、３－４９１４－５６０、３
－４９１４－５７７、２－４９１４、２－４
９１４－５０６、２－４９１４－５０７

輸入危険貨物 1NW21

東京税関 新潟税関支署 ツバメロジス(株)
第３物流センター

9110001015754 新潟県燕市吉田下中野字土手外２
９６０－５
新潟県燕市吉田西太田字横田郷屋
３５８３－２

輸出入一般貨物 13W07

東京税関 新潟税関支署 新潟漁業協同組合
冷凍工場

5110005003032 新潟県新潟市東区竹尾前沢６７３－
４
新潟県新潟市東区竹尾前沢６７４－
３

輸入冷凍貨物 1NW01

東京税関 新潟税関支署 (株)新潟食品運輸
ＮＣＬ第２センター

6110001003902 新潟県新潟市江南区丸山ノ内善之
丞組１１４８、１１４９

輸入冷凍貨物 1NW22

東京税関 新潟税関支署 新潟東洋埠頭(株) 3110001003995 新潟県新潟市中央区竜が島１－９
－４、１－９－５

輸出入一般貨物 1NW02

東京税関 新潟税関支署 新潟冷蔵(株) 4110001004167 新潟県新潟市中央区入船町４－３７
７６

輸入冷凍貨物 1NW03

東京税関 新潟税関支署 日精サービス(株)
物流センター

6110001023231 新潟県長岡市十二潟町１８８－２ 輸出入一般貨物 1NW25 届出蔵置場

東京税関 新潟税関支署 日本通運(株)
新潟海運支店西港

4010401022860 新潟県新潟市中央区竜が島１－６
－４、１－６－５、１－７－１０、１－７
－１２、１－１２

輸出入一般貨物 1NW14

東京税関 新潟税関支署 富士運輸(株) 9110001004773 新潟県新潟市中央区新潟港南埠頭
地内
新潟県新潟市中央区竜が島１－６
－１

輸出入一般貨物 1NW15



令和５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

東京税関 新潟税関支署 美峰酒類(株)
新潟支社

1070001010949 新潟県長岡市十日町字小島１９１９ 輸入一般貨物 1NW06

東京税関 新潟税関支署 ヤマツサービス(株) 4110002006807 新潟県新潟市東区津島屋７－２１２ 輸入冷凍冷蔵貨物 1NW28

東京税関 新潟税関支署 (株)リンコーコーポレー
ション

3110001005876 新潟県新潟市東区臨港町２－４９１
４－５０５、２－４９１４－５０６、２－４
９１４－５０７、２－４９１４－４６３、３
－４９１４－２

輸出入一般貨物 1NW19

東京税関 新潟税関支署 歴世礦油(株)
新潟西港オイルターミナ
ル

9110001005920 新潟県新潟市東区臨港町３－４９１
４－２、２２、２９、３３、３５、３７、５４、
５５、１２０、３０６、３９３、４７９、５６
０、５９２
新潟県新潟市東区臨港町２－４９１
４－３７６、３８９、３９０、４０９、５０６、
５０７

輸入危険貨物 1NW23

東京税関 新潟税関支署 (株)ロジスティクス・ネット
ワーク
新潟物流センター

1010001108591 新潟県新潟市中央区竜が島１－３
－４

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1NW29

東京税関 新潟税関支署
三条・燕政令派
出所

中越運送(株)
三条燕

2110001003294 新潟県三条市大字柳川新田９８７－
１

輸出入一般貨物 13W04

東京税関 新潟税関支署
三条・燕政令派
出所

新潟運輸(株)
県央

9110001003701 新潟県燕市物流センター１－５ 輸出入一般貨物 13W05

東京税関 新潟税関支署
三条・燕政令派
出所

日本通運(株)
三条支店

4010401022860 新潟県三条市大字猪子場新田字樋
口１０９７

一般貨物 13W03 届出蔵置場

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

旭カーボン(株)
東港油槽所

9110001000293 新潟県新潟市北区太郎代字浜辺２
８８１－１１、２８８１－１８、２８８１－４
７

輸入危険貨物 1OW72



令和５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

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

(株)イチマサ冷蔵
東港

2110001001307 新潟県新潟市北区白勢町字上大曲
９７－４、９７－８
新潟県新潟市北区白勢町字焼谷内
２５０－２

輸出入冷凍冷蔵貨物 1OW05

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

出光興産(株)
新潟油槽所

9010001011318 新潟県新潟市北区太郎代字浜辺２
８８１－２４、２８８１－２６、２８８１－２
７、２８８１－２８、２８８１－３０、２８８
１－３２、２８８１－３３、２８８１－３５
新潟県新潟市北区太郎代字浜辺地
先

輸入危険貨物 1OW30

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

ENEOSグローブガスター
ミナル(株)
新潟ガスターミナル

4010001085580 新潟県北蒲原郡聖籠町東港２－１６
２４－２

輸入危険貨物(プロパ
ン及びブタンで無税の
ものに限る)

1OW79

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

片倉コープアグリ(株)
関越支店新潟事業所新
潟工場

4010001008665 新潟県新潟市北区太郎代字山中１
４４８－３
新潟県新潟市北区太郎代字柏木山
１４４１－３、１０７７－５

輸入一般貨物 1OW84

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

(株)上組
新潟支店新潟東港倉庫

6140001006951 新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟字
横道下５３２２－３、５３２２－１１、５５
０６－２、８４２８－３
新潟県北蒲原郡聖籠町東港６－１９
２３－２３

輸出入一般貨物 1OW31

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

(株)クラレ
新潟事業所

1260001013156 新潟県胎内市倉敷町２－２８ 輸出一般貨物 1OW68

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

(株)セイヒョー
豊栄工場

3110001002790 新潟県新潟市北区木崎下山１７８２
－１

輸出入冷凍冷蔵貨物 1OW42

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

センコン物流(株)
新潟営業所

3370801000134 新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟字
横道下５３２２－１５、５３２２－２７

輸出入一般貨物 1OW55

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

全農エネルギー(株)
新潟石油基地

9010001020608 新潟県北蒲原郡聖籠町東港１－１
－２１７、１－１－２１６、１－１－１５
６、１地内

輸入危険貨物 1OW75



令和５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

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

全農サイロ(株)
新潟支店

2010001020622 新潟県北蒲原郡聖籠町東港３－６９
８０、３－６９８１、３－６９８２－１、３
－６９８３、３－６９８４、３－６９８６、３
－６９８７、３－６９８９－１、３－６９８
９－２、３－６９９０、３－７００３－５、
３－６９６２－１、３－６９６２－２、３－
６９７３－３、３－６９７４－１、３－６９
７４－２、３－６９７５、３－６９７５－
２、３－６７７９－６、３－６８０５、３－
６８１５－７、３－６９４８－１、３－６９
６５－２、３－７００３－４

輸出入一般貨物 1OW01

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

中越運送(株)
東港

2110001003294 新潟県新潟市北区笹山東１９ 輸出入一般貨物 1OW71

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

中越運送(株)
東港第二

2110001003294 新潟県新潟市北区木崎字切尾山３
７４９番地１

輸出入一般貨物 1OW85

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

東西オイルターミナル
(株)
東新潟油槽所

9010401019167 新潟県新潟市北区太郎代字浜辺２
８８１－２１、２８８１－２２、２８８１－２
３、２８８１－５８

輸入危険貨物 1OW43

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

東部運送(株)
東港物流営業所

6110001007234 新潟県北蒲原郡聖籠町東港５－１９
２３－１

輸出入一般貨物 1OW70

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

(株)ニイガタキャリイ
東港

4110001012806 新潟県北蒲原郡聖籠町位守町１６０
－５０

輸出入冷凍冷蔵貨物 1OW59

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

(株)新潟食品運輸
東港物流倉庫

6110001003902 新潟県新潟市北区浜浦字古川３３４
２－６
新潟県新潟市北区横土居字新川前
２１９９－３

輸出入一般貨物 1OW37



令和５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

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

新潟石油共同備蓄(株) 9110001013758 新潟県新潟市北区太郎代字浜辺２
８８１－２、２８８１－６、２８８１－４２、
２８８１－４４、１－９６、１－７４７、１
－７９２、１－１０５１、１－１０５４、１
－１０８６、１－１１０６
新潟県北蒲原郡聖籠町東港１－１
－１４０、１－１－１５６、１－１－１６
６、１－１－１６９、１－１－１７０、１－
１－１７３、１－１－１７４、１－１－１７
５、１－１－１７６、１－１－１７７、１－
１－１７８、１－１－１８２、１－１－１８
５、１－１－１８９、１－１－１９１、１－
１－２０２、１－１－２２１、１－２９０８

輸入危険貨物 1OW02

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

新潟木材倉庫(株)
新潟東港木材野積場

5110001004125 新潟県北蒲原郡聖籠町東港４－８１
２２他１７筆

輸出入一般貨物 1OW17

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

日軽物流(株)
新潟東港

1010001053160 新潟県新潟市北区白勢町字上大曲
６９－１２

輸出入一般貨物 1OW73



令和５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

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

日本海エル・エヌ・ジー
(株)

6110001012837 新潟県北蒲原郡聖籠町東港１地
先、１－１－１７１、１－１－１７４、１
－１－１７５、１－１－１８０、１－１－
１８１、１－１－２２６、１－１６１２－１
７、１－１６１２－１８、１－１６１２－１
９、１－１６１２－３２、１－１６１２－３
３、１－１６１２－３４、１－１６１２－２
９、１－１６１２－２２、１－１６１２－１
４１、１－１６１２－１２７、１－１６１２
－１４３、１－１６１２－１２１、１－１６
１２－１２２、１－１６１２－１２３、１－
１６１２－１１４、１－１６１２－１２、１
－１６１２－１１２、１－１６１２－１１
０、１－１６１２－１１６、１－１６１２－
１０９、１－１６１２－１１５、１－１７６４
－６、１９９０－８、１９９０－７、１７６４
－５、１７６４－４、１７６４－３、１９９０
－３、１９９０－２、２０９８－４

輸入危険貨物(液化天
然ガスに限る)

1OW38

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

日本梱包運輸倉庫(株)
新潟東港出張所

2010001168115 新潟県北蒲原郡聖籠町大字網代浜
字川跡３１２０－１３６
新潟県北蒲原郡聖籠町大字網代浜
字向札ノ木３１０３－５
新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟字
古堤８３９４-１２４
新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟字
丑ヶ曽根５０２９-３
新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟字
横道下５３２２-１９

輸出入一般貨物 1OW83

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

日本通運(株)
新潟海運支店東港

4010401022860 新潟県北蒲原郡聖籠町東港３－４３
２－１６、３－３５３－７

輸出入一般貨物 1OW21

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

富士運輸(株)
東港支店

9110001004773 新潟県北蒲原郡聖籠町東港６－１９
２３－１１

輸出入一般貨物 1OW24



令和５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

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

北越物流(株)
東港ＨＥＣ

1110001005028 新潟県北蒲原郡聖籠町東港７－５８
４０－１３

輸入一般貨物 1OW57

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

北越物流(株)
東港チップ

1110001005028 新潟県北蒲原郡聖籠町東港２－１
－２２６、２－１－２２８、２－１地内中
央埠頭東

輸入一般貨物(木材
チップに限る)

1OW48

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

巻運送(株)
豊浦

7110001016093 新潟県新発田市大字荒町字家ノ裏
甲１２０９－５

輸入一般貨物 1OW60

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

(株)丸運
新潟物流センター

5010001141787 新潟県胎内市清水９－１０６ 輸出入一般貨物 1OW61

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

(株)マルハコーポレーショ
ン
東港営業所

2110001005357 新潟県北蒲原郡聖籠町東港７－１５
－１６

輸入一般貨物 1OW77

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

三菱瓦斯化学(株)
新潟工場

9010001008768 新潟県新潟市北区太郎代字浜辺２
８８１－１８、２８８１－２４、２８８１－２
６、２８８１－２７、２８８１－３０、２８８
１－３２、２８８１－３３、２８８１－３５、
１－１１０４

輸出入危険貨物 1OW03

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

山ス流通サービス(株)
髙助Ｃ＆Ｆセンター

7110001023073 新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟字
横道下５３２２－１３、５３２２－１４

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1OW81

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

山ス流通サービス(株)
東港定温庫

7110001023073 新潟県新潟市北区横土居字六本山
２０１５、２０１６、２０２５、２０３２、２０
３３、２０３４

輸出入一般貨物 1OW82

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

(株)リンコーコーポレー
ション
第３ＣＦＳ

3110001005876 新潟県新潟市北区横土居字六本山
２０７０

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、船用品及
び仮陸揚貨物

1OW78

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

(株)リンコーコーポレー
ション
東港ＮＳ

3110001005876 新潟県北蒲原郡聖籠町東港３－７５
－１１

輸出入一般貨物 1OW80



令和５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

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

(株)リンコーコーポレー
ション
東港ターミナル

3110001005876 新潟県北蒲原郡聖籠町東港３－１７
０、３５３－１、３５３－６、３５３－９、３
５３－１４、４３２－１１、４３２－１３、４
３２－１４、９３７－１２、６５４５－２２、
６５４５－２４、６５４５－２７、６５４５－
２８、６５５２－１

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

1OW40

東京税関 新潟税関支署
東港出張所

(株)リンコーコーポレー
ション
東港中央東２号

3110001005876 新潟県北蒲原郡聖籠町東港２地内 輸出一般貨物 1OW69

東京税関 新潟税関支署
新潟空港出張
所

全日本空輸(株)
新潟空港

1010401099027 新潟県新潟市東区松浜町３６６３ 輸入一般貨物 1QW10

東京税関 新潟税関支署
新潟空港出張
所

新潟空港ビルディング
(株)

1110001003717 新潟県新潟市東区松浜町３７１０ 保税売店において販
売する貨物

1QW01

東京税関 新潟税関支署
新潟空港出張
所

新潟空港ビルディング
(株)
貨物地区

1110001003717 新潟県新潟市東区松浜町３６５６ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1QW12

東京税関 新潟税関支署
新潟空港出張
所

日本航空(株)
新潟空港

7010701007666 新潟県新潟市東区松浜町３６６３ 一般貨物(仮陸揚貨
物、携帯品及び機用品
を含む)

1QW08
1QWU1

届出蔵置場

東京税関 新潟税関支署
直江津出張所

(株)ＩＮＰＥＸ
直江津ＬＮＧ基地

7010401078520 新潟県上越市八千浦１２、１２地先 輸入危険貨物(液化天
然ガス及び液化石油
ガスに限る)

1RW33

東京税関 新潟税関支署
直江津出張所

昭和瀝青工業(株)
上越油槽所

3140001059457 新潟県上越市大字黒井字添２９０５ 輸入危険貨物(メタノー
ルに限る)

1RW22

東京税関 新潟税関支署
直江津出張所

信越化学工業(株)
直江津工場工業塩

5010001008680 新潟県上越市大字黒井字添２８８９
－３

輸入一般貨物(工業塩
に限る)

1RW34

東京税関 新潟税関支署
直江津出張所

(株)ＪＥＲＡ
上越火力発電所

6010001167617 新潟県上越市八千浦２ 輸入危険貨物(液化天
然ガスに限る)

1RW32



令和５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

東京税関 新潟税関支署
直江津出張所

直江津海陸運送(株) 8110001019269 新潟県上越市大字直江津字名古浦
４４０－１８

輸入一般貨物 1RW14

東京税関 新潟税関支署
直江津出張所

直江津海陸運送(株)
コンテナ・フレート・ステー
ション

8110001019269 新潟県上越市大字直江津字名古浦
４４０－４１
新潟県上越市大字黒井字添２９１
６、２９２２

輸出入一般貨物 1RW21

東京税関 新潟税関支署
直江津出張所

直江津海陸運送(株)
コンテナヤード

8110001019269 新潟県上越市大字黒井字添２８８９
－２、２８８９－４

輸出入一般貨物 1RW20

東京税関 新潟税関支署
直江津出張所

日本通運(株)
高田支店

4010401022860 新潟県上越市大字直江津字名古ノ
浦４４０－１、４４０－４１
新潟県上越市大字黒井字添２９２
３、２９２４

輸出入一般貨物 1RW07

東京税関 新潟税関支署
直江津出張所

日本通運(株)
高田支店コンテナ

4010401022860 新潟県上越市大字黒井字添２３３０
－１、２３３０－３、２３３８、２３３９、２
３４０、２３４１、２３４２、２３４３、２３４
４、２３４５、２３４６、２３４７、２９１６、
２９１８、２９２２

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、輸出入冷
凍冷蔵貨物、その他輸
出入特殊貨物(船用品)

1RW13 届出蔵置場

東京税関 新潟税関支署
直江津出張所

日本通運(株)
高田支店中央埠頭２号

4010401022860 新潟県上越市大字直江津字名古ノ
浦４４０－４０

一般貨物 1RW17 届出蔵置場

東京税関 新潟税関支署
直江津出張所

日本通運(株)
高田支店東６号コンテナ

4010401022860 新潟県上越市大字黒井字添２８８
６、２８８７、２８８９－１、２８８９－２

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、輸出入冷
凍冷蔵貨物、その他輸
出入特殊貨物(仮陸揚
貨物)

1RW19 届出蔵置場

東京税関 新潟税関支署
直江津出張所

(株)ボルテックスセイグン
上越物流センター

9070001010074 新潟県上越市頸城区西福島４４０－
１０

輸出一般貨物及び輸
出危険貨物

1RW16



令和５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

東京税関 新潟税関支署
直江津出張所

(株)ボルテックスセイグン
上越物流センター福橋倉
庫

9070001010074 新潟県上越市大字下真砂字西袋６
４－５

輸出入一般貨物 1RW26

東京税関 前橋出張所 大友ロジスティクスサー
ビス(株)
伊勢崎営業所

2010601027307 群馬県伊勢崎市下蓮町１５７７－８ 輸出入一般貨物 1JW76

東京税関 前橋出張所 関東電化工業(株)
渋川工場

8010001013769 群馬県渋川市渋川１４９７ 輸出一般貨物及び輸
出危険貨物

1JW61

東京税関 前橋出張所 久保田運輸倉庫(株)
本社倉庫

7070001015892 群馬県みどり市笠懸町久宮７０－
４、７０－３６

輸出入一般貨物 1JW58

東京税関 前橋出張所 サンデン(株)
八斗島事業所製品倉庫

5070001013386 群馬県伊勢崎市八斗島町字東七分
川３５０－１－１

輸出入一般貨物 1JW82

東京税関 前橋出張所 サンデン(株)
児玉倉庫

5070001013386 埼玉県児玉郡神川町大字元原字豊
原３００－１８

輸出入一般貨物 1JW81

東京税関 前橋出張所 サンデン・ロジスティクス
＆リユース(株)
赤城物流センター倉庫

7070001013392 群馬県前橋市粕川町中之沢７－２ 輸出入一般貨物 1JW67

東京税関 前橋出張所 サンデン・ロジスティクス
＆リユース(株)
センヨシ倉庫

7070001013392 群馬県伊勢崎市下触町１６１－１ 輸出入一般貨物 1JW77

東京税関 前橋出張所 日本運輸(株)
館林営業所

8070001019926 群馬県邑楽郡千代田町大字鍋谷字
地蔵橋６５６－１

輸出入一般貨物 1JW66

東京税関 前橋出張所 日本通運(株)
群馬支店玉村

4010401022860 群馬県佐波郡玉村町箱石４０５ 輸出入一般貨物 1JW71

東京税関 前橋出張所 日本通運(株)
群馬支店前橋

4010401022860 群馬県前橋市粕川町深津１８２０－
１

輸出入一般貨物 1JW79



令和５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

東京税関 前橋出張所 (株)富士興
春日丘ケミカルセンター

1030001085524 埼玉県深谷市白草台２９０９－１６ 輸出危険貨物 1JW53

東京税関 前橋出張所 (株)ボルテックスセイグン
中野谷危険物倉庫

9070001010074 群馬県安中市中野谷字明戸２４６１
－１

輸出入危険貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物及び
輸出入一般貨物

1JW73 届出蔵置場

東京税関 前橋出張所 (株)ボルテックスセイグン
人見物流センター

9070001010074 群馬県安中市中野谷字人見境７－
１
群馬県安中市松井田町人見１９４６

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

1JW37 届出蔵置場

東京税関 前橋出張所 (株)ボルテックスセイグン
本社物流センター

9070001010074 群馬県安中市原市８８ 一般貨物及び冷凍貨
物並びに危険物貨物

1JW33 届出蔵置場

東京税関 前橋出張所 前橋南部運送(株)
上武大国

2070001004578 群馬県伊勢崎市境下渕名２９８６－
１

輸出入一般貨物 1JW49

東京税関 前橋出張所 (株)ユーユーワールド
太田総合物流センター太
田

5060001004592 群馬県太田市東金井１３１８ 輸出入一般貨物 1JW70 届出蔵置場

東京税関 前橋出張所 東海運(株)
関東事業部太田流通セ
ンターＢ棟・Ｃ棟・Ｆ棟・Ｇ
棟

4010001035123 群馬県太田市東新町１３６－２、１３
７－１、１３７－２、１３７－３、１３８－
１、１５５－１、１５６－１、１５７、１６
０、１６１－２、１６６、１７４－１

輸出入一般貨物 1JW69

東京税関 前橋出張所
太田政令派出
所

(株)太田国際貨物ターミ
ナル

3070001018841 群馬県太田市清原町１２－１ 輸出入一般貨物 1JW42

東京税関 前橋出張所
太田政令派出
所

(株)太田国際貨物ターミ
ナル
海上コンテナターミナル

3070001018841 群馬県太田市緑町８１－１２、８１－
１３、８１－１４

輸出入一般貨物 1JW75

東京税関 前橋出張所
太田政令派出
所

日本通運(株)
太田清原町

4010401022860 群馬県太田市清原町８－４ 一般貨物 1JW18 届出蔵置場



令和５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

東京税関 東京航空貨物
出張所

(株)近鉄エクスプレス
第４原木ターミナル

3010001014251 千葉県市川市原木２５２６－２５ 一般貨物 1KW06 届出蔵置場

東京税関 東京航空貨物
出張所

コクサイエアロマリン(株)
原木営業所

4010401010659 千葉県市川市原木２５２６－８、２５２
６－２７、２５２６－７２

輸出入一般貨物 1KW01 届出蔵置場

東京税関 東京航空貨物
出張所

西鉄原木ロジスティクス
センター

4290001009413 千葉県市川市原木２５２６－４０ 輸出入一般貨物 1KW07

東京税関 東京航空貨物
出張所

日本航運(株)
原木

8040001032535 千葉県市川市原木３－１７－２９ 輸入一般貨物 1KW03

東京税関 東京航空貨物
出張所

(株)バンテック
市川物流センター

6020001046191 千葉県市川市原木３０２９、３０３０ 輸出入一般貨物 1KW16

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)朝日森
成田ＥＬＣ

2050001020420 千葉県成田市多良貝２４５－１１３、
２４５－１１４、２４５－１３５１、２４５－
１６１２、２４５－２５９０

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物及び
輸出入危険貨物

1MWH3 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)アルプス物流
成田営業所第二

9020001019401 千葉県山武郡芝山町菱田１１１６－
１

輸出入一般貨物 1MWK1 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)アルプス物流
輸出入センター成田営業
所

9020001019401 千葉県山武郡芝山町大台字宝永作
３１５５－６５

輸出入一般貨物、輸出
入危険品貨物

16W05 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

インターナショナル・カー
ゴ・サービス(株)
成田

2010801001012 千葉県山武郡芝山町岩山１４８－１
５

輸出入一般貨物及び
機用品

1MWC8

東京税関 成田航空貨物
出張所

インターナショナル・カー
ゴ・サービス(株)
成田第２

2010801001012 千葉県成田市南三里塚字宮原７８
－１０

輸出入一般貨物及び
機用品

1MWK4

東京税関 成田航空貨物
出張所

インターナショナル・カー
ゴ・サービス(株)
成田ハンガー

2010801001012 千葉県成田市三里塚字御料牧場１
－１

仮陸揚貨物及び機用
品

1MWK3



令和５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

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ＡＮＡＣａｒｇｏ
成田空港

4010801015407 千葉県成田市駒井野字台ノ田１９４
２－１(第７貨物ビル前・脇スペー
ス)、１９９０(第７貨物ビル上屋棟)、２
０２２－１(第７貨物事務棟)、２０７１
(第４貨物ビル)、千葉県成田市駒井
野字天並野２１３１(第１貨物ビル)、
千葉県成田市駒井野字新田１７５９
(Ａ滑走路西側ＵＬＤ置場)

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

1MW64
1MWU2

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ＡＮＡケータリング
サービス
成田工場

2010801001342 千葉県成田市堀之内字辺田ノ下１２
－４

機用品 1MWA6

東京税関 成田航空貨物
出張所

ANA成田エアポートサー
ビス(株)
機用品

2040001042944 千葉県成田市三里塚字御料牧場１
－２

機用品 16W26

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ＮＡＡリテイリング 7040001044663 千葉県成田市三里塚字御料牧場１
－１成田国際空港第１旅客ターミナ
ルビル
千葉県成田市吉岡字久茂富７０９－
９コスモケータリング大栄サテライト
第２ビル内
千葉県成田市古込字古込１－１成
田国際空港第２旅客ターミナルビル
千葉県成田市取香字上人塚１４８－
１成田国際空港第３旅客ターミナル
ビル

保税売店において販
売する貨物及び輸出
入一般貨物

1MWD6

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ＮＡＡリテイリング
DUTYFREEPICKUP

7040001044663 千葉県成田市三里塚字御料牧場１
－１成田国際空港第１旅客ターミナ
ルビル
千葉県成田市古込字古込１－１成
田国際空港第２旅客ターミナルビル
千葉県成田市取香字上人塚１４８－
１成田国際空港第３旅客ターミナル
ビル

市中保税売店におい
て販売した貨物

1MWH9

東京税関 成田航空貨物
出張所

ＳＧＨグローバル・ジャパ
ン(株)
成田ロジスティクスセン
ター

2010701018750 千葉県成田市南三里塚７８－７ 輸出入一般貨物 16W09



令和５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

東京税関 成田航空貨物
出張所

エムオーエアロジスティッ
クス(株)
成田

1040001044801 千葉県成田市南三里塚字宮原７８
－７

一般貨物(輸出入)、冷
凍冷蔵貨物、携帯品、
別送品及び仮陸揚貨
物

16W03 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

ＬＸＰＡＮＴＯＳＪＡＰＡＮ
(株)
成田ロジスティクスセン
ター

9010401047597 千葉県成田市古込字込前１５４－４
第１貨物代理店ビル

輸出入一般貨物 1MWG6

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ＯＣＳ
成田ゲートウェイ

5010401006994 千葉県成田市古込字込前１５４－４ 輸入一般貨物 1MWK7

東京税関 成田航空貨物
出張所

キューネ・アンド・ナーゲ
ル(株)
成田物流センター

4010601017297 千葉県山武郡芝山町山田１０３３－
１

輸出入一般貨物 16W11

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)近鉄エクスプレス
成田ディストリビューショ
ンセンター

3010001014251 千葉県山武郡芝山町大里字鴻之巣
１５７－１

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

1MW82 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)近鉄コスモス
成田物流センター

3010001079328 千葉県山武郡芝山町香山新田字水
端台５７－２、５７－３、５８－１、５８
－２、５８－３、５８－４

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物

1MWJ4

東京税関 成田航空貨物
出張所

ゲートグルメジャパン(有)
成田

1040002059006 千葉県成田市三里塚字御料牧場１
－７２０

機用品 16W21

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)コイケ
成田

2010701003109 千葉県成田市十余三字四本木１１１
－７４

輸出入一般貨物 1MWE5 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

鴻池運輸(株)
成田カーゴセンター

5120001079182 千葉県香取郡多古町一鍬田字甚兵
エ山４７２－４２、４７２－１０４

輸出一般貨物 1MWE8

東京税関 成田航空貨物
出張所

(有)高谷梱包工業
成田営業所

7011002007728 千葉県山武郡芝山町宝馬字出口向
１７２－１、１７２－２

輸出入一般貨物 1MWJ8



令和５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

東京税関 成田航空貨物
出張所

航空集配サービス(株)
成田ロジスティクス

4040001014421 千葉県山武郡芝山町岩山１４８－１
５

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物、仮陸
揚貨物、機用品、船用
品

1MWC3 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

コクサイエアロマリン(株)
成田第一営業所

4010401010659 千葉県成田市三里塚字御料牧場１
－１日本航空(株)成田センターストア
ビル及びＡハンガー

輸出入一般貨物、輸出
危険貨物及び仮陸揚
貨物

1MWE6 届出蔵置場



令和５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

東京税関 成田航空貨物
出張所

国際空港上屋(株)
成田

4010001034562 輸出入冷凍冷蔵貨物、
仮陸揚貨物及び輸出
入一般貨物

1MW40
1MWUJ

東京税関 成田航空貨物
出張所

国際空港上屋(株)
成田物流センター

4010001034562 千葉県山武郡芝山町岩山字井森戸
１１４－７

輸出入航空貨物 16W14 届出蔵置場

千葉県成田市駒井野字天並野２１２
１成田国際空港内輸入共同上屋、
千葉県成田市駒井野字台ノ田２０７
１成田国際空港内第４貨物ビル、第
４貨物ビル前トラックドック、千葉県
成田市駒井野字天並野２１２７成田
国際空港内輸入共同上屋ビル前ト
ラックドック、千葉県成田市取香字馬
洗７２成田国際空港内第４貨物ビル
１階東端部、千葉県成田市駒井野
字天並野２１１６成田国際空港内第
６貨物ビルＣブロック、千葉県成田市
駒井野字台ノ田２０８８成田国際空
港内Ｄブロック、千葉県成田市駒井
野字台ノ田２０８７成田国際空港内
輸入共同上屋ビル前保税作業エリ
ア、千葉県成田市駒井野字台ノ田２
０７２－４成田国際空港内燻蒸庫、
千葉県成田市駒井野字天並野２１１
６成田国際空港内第６貨物ビル、千
葉県成田市駒井野字天並野２１３１
成田国際空港内第１貨物ビル、千葉
県成田市駒井野字天並野２１６２成
田国際空港内第２貨物ビル、千葉県
成田市駒井野字台ノ田２０７０－１成
田国際空港内エプロン連絡橋下Ｃ１
ブロックＣ２ブロックＢブロックＡブロッ
ク、千葉県成田市駒井野字新田１７
５９成田国際空港内所在Ａ滑走路西
側ＵＬＤ置場、千葉県成田市駒井野
字広田８８１－１成田国際空港天浪
地区貨物ULD置場



令和５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

東京税関 成田航空貨物
出張所

コスモ企業(株) 6040001042858 千葉県成田市古込１６４ 機用品 1MW10

東京税関 成田航空貨物
出張所

コスモ企業(株)
大栄

6040001042858 千葉県成田市吉岡７０９－９ 機用品 1MW30

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)サンリツ
成田事業所第１倉庫

5010401011846 千葉県成田市新泉２４ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

1MW86

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)サンリツ
成田事業所第２倉庫

5010401011846 千葉県成田市十余三字瓜生池３７ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

1MWE1 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)サンリツ
成田事業所第３倉庫

5010401011846 千葉県山武郡芝山町岩山字大宿１
３４０－１０

輸出入一般貨物 1MWL1

東京税関 成田航空貨物
出張所

ＪＨＳＳ（株）
成田

1120001207770 千葉県山武郡芝山町岩山字根木田
１２５－３

輸出入一般貨物 1MWL7

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ＪａｐａｎＤｕｔｙＦｒｅｅＦａ
-Ｓｏ-Ｌａ三越伊勢丹

6010001163236 千葉県山武郡芝山町岩山字大宿１
３４０－１１、東京都中央区銀座４－
１－３他３３筆

保税売店において販
売する貨物及び輸出
入一般貨物

1MWH7
1DW75

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ＪＡＬカーゴサービス
成田ＳＰ

8040001043152 千葉県成田市駒井野字台ノ田２０７
１第４貨物ビル

輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物、輸出入郵便物

1MWF5
1MWUK



令和５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

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ＪＡＬカーゴサービス
成田空港

8040001043152 千葉県成田市駒井野字天並野２１３
９－１日航貨物ビル、２１３１第１貨
物ビル、千葉県成田市駒井野字台ノ
田２０７１第３貨物ビル、第４貨物ビ
ル、千葉県成田市取香原野台２４８
－２第５貨物ビル、千葉県成田市天
神峰字南台４２-２、５６-１、千葉県
成田市駒井野字新田１７５９、千葉
県成田市東三里塚字中之台１１１、
千葉県成田市東三里塚字宮台８２
－４、千葉県成田市古込字込前１５
４－４

輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物、機用品、輸出
入郵便物、輸出入冷凍
冷蔵貨物

1MW53
1MWG2
1MWU8
1MWU9

届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ＪＡＬカーゴサービス
成田市場

8040001043152 千葉県成田市天神峰８０番地１ 輸出一般貨物及び輸
出冷凍冷蔵貨物

1MWM1 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ＪＡＬカーゴサービス
成田郵便物

8040001043152 千葉県成田市駒井野字台ノ田２０７
１第４貨物ビル

輸出入郵便物 1MWG7

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ＪＡＬグランドサービス
日本航空成田機用品庫

9010801003217 千葉県山武郡芝山町岩山字根木田
１２５－３

機用品 1MWJ5

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ＪＡＬ－ＤＦＳ
成田

6040001042916 千葉県成田市古込字古込１－１成
田国際空港第２旅客ターミナルビル
内
千葉県山武郡芝山町山田字平三畑
６１４－１新開トランスポートシステム
ズ

保税売店において販
売する物品

1MW37

東京税関 成田航空貨物
出張所

ジャルロイヤルケータリ
ング(株)

9040001042921 千葉県成田市三里塚字御料牧場１
－７２０

機用品 1MW60

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)新開トランスポートシ
ステムズ
成田

5010601039191 千葉県山武郡芝山町山田字平三畑
６１４－１

輸出入一般貨物 1MWB9



令和５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

東京税関 成田航空貨物
出張所

スイスポートジャパン(株)
成田国際空港

6120101039787 千葉県成田市東三里塚字中之台１
１９－１
千葉県成田市東三里塚字岩之台１
２３－４

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物、輸出
入危険貨物、仮陸揚貨
物、機用品及び別送品

16W28
16WUA

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)スコア・ジャパン
成田

5020001076917 千葉県山武郡芝山町香山新田字矢
志ヶ谷４９－３

輸出入一般貨物 16W15

東京税関 成田航空貨物
出張所

西濃シェンカー(株)
成田ロジスティクスセン
ター

5010701019060 千葉県山武郡芝山町岩山１３４０－
１３

輸出入一般貨物 16W24

東京税関 成田航空貨物
出張所

セイノー通関(株)
成田

6010001080324 千葉県成田市三里塚字御料牧場１
－１成田国際空港第１旅客ターミナ
ルビル内
千葉県成田市古込字古込１－１成
田国際空港第２旅客ターミナルビル
内
千葉県成田市取香字上人塚１４８－
１成田国際空港第３旅客ターミナル
ビル内

携帯品及び輸出入一
般貨物

1MW71

東京税関 成田航空貨物
出張所

センチュリー
成田

6010001004217 千葉県成田市駒井野字台ノ田２０９
１

輸出入一般貨物 1MWK9

東京税関 成田航空貨物
出張所

全日空商事デューティー
フリー(株)

5040001045333 千葉県成田市三里塚字御料牧場１
－１成田国際空港第１旅客ターミナ
ルビル内
千葉県成田市古込字古込１－１成
田国際空港第２旅客ターミナルビル
内
千葉県山武郡芝山町岩山１４８－１
５成田エアポート物流ビジネスセン
ター

保税売店において販
売する物品

1MW77

東京税関 成田航空貨物
出張所

全日本空輸(株)
ＡＮＡ成田空港手荷物

1010401099027 千葉県成田市三里塚字御料牧場１
－１成田国際空港第１旅客ターミナ
ルビル

携帯品 1MWE2



令和５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

東京税関 成田航空貨物
出張所

大韓航空 6700150004988 千葉県成田市駒井野字台ノ田２０７
１第３貨物ビル
千葉県成田市駒井野字新田１７５９

仮陸揚貨物、機用品及
び輸出入一般貨物

1MW47
1MWUA

東京税関 成田航空貨物
出張所

ディー・エイチ・エル・ジャ
パン(株)
成田ゲートウェイ

9010701006154 千葉県成田市駒井野字天並野２１３
１

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物(ＵＬＤを含
む)

1MWK6 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ティエフケー
芝山工場

9040001043044 千葉県山武郡芝山町岩山字大宿１
３４０－９

機用品、仮陸揚貨物及
び輸入一般貨物

1MW98 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ティエフケー
成田

9040001043044 千葉県成田市古込１４１ 機用品及び仮陸揚貨
物

1MW13 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

デルタ航空会社
機用品

1700150005025 千葉県成田市三里塚字御料牧場１
－１デルタ航空会社成田テクニカル
オペレーションセンター

機用品及び仮陸揚貨
物

1MW21

東京税関 成田航空貨物
出張所

ＳＢＳ東芝ロジスティクス
(株)
成田エアーカーゴセン
ター

9020001089386 千葉県山武郡芝山町岩山字根木田
１２５－３

輸出入一般貨物 1MWH2

東京税関 成田航空貨物
出張所

ＮＡＸＪＡＰＡＮ(株)
成田市場センター

7010401035769 千葉県成田市天神峰字道場８０－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1MWL2

東京税関 成田航空貨物
出張所

成田国際空港(株)
航空機給油施設

9040001044645 千葉県成田市三里塚字御料牧場１
－１第１給油センター及びエプロン
千葉県成田市十余三稲荷峰１５１－
４８第２給油センター
千葉県千葉市美浜区新港２３３、２３
４千葉港頭石油ターミナル及び両所
を結ぶパイプライン

機用品(危険貨物) 1MW41



令和５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

東京税関 成田航空貨物
出張所

西鉄成田ロジスティクス
センター

4290001009413 千葉県山武郡芝山町岩山１３４０－
４８

一般航空輸出入貨物
(積戻し貨物、仮陸揚
げ貨物を含む)

1MW81 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

西鉄物流（株）
成田梱包営業所

4040001027225 千葉県山武郡芝山町菱田字下三堀
１１３９－１、１１３９－２、１１４０－２、
１１５５－１、１１５５－２

輸出冷凍冷蔵貨物及
び輸出一般貨物

1MWL8

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)日祥物流
成田ターミナル

3040001027250 千葉県成田市多良貝２４５－３０３
１、２４５－３４５、２４５－２３６０、２４
５－３０４３、２４５－１５４０、２４５－３
０４１

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)

1MWC6

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)日新
日新航空成田ロジスティ
クスセンター

2020001028235 千葉県山武郡芝山町岩山字井森戸
１１４－８

輸出入一般貨物、輸出
入冷蔵貨物及びその
他特殊貨物(機用品)

16W13 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

日本貨物航空(株) 5010401051099 千葉県成田市三里塚御料牧場１－
１NCAライン整備ハンガー
千葉県成田市東三里塚字岩之台１
２１－２南部第３貨物ビル、第５貨物
ビル、第６貨物ビル、南部第５・６貨
物ビル事務所棟トラック待機場
千葉県山武郡芝山町大里字大門２
３－４南部第４貨物ビル
千葉県成田市東三里塚字岩之台１
２３－４南部貨物地区ＵＬＤ置場、南
部第３・４貨物ビル事務棟西側トラッ
ク待機場
千葉県成田市東三里塚字岩之台１
１６－１南部第２貨物ビル

輸出入一般貨物、仮陸
揚げ貨物(ＵＬＤを含
む)、機用品

1MW65
1MWUB

届出蔵置場



令和５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

東京税関 成田航空貨物
出張所

日本空港ビルデング(株)
成田

7010801014496 千葉県成田市古込字古込１－１成
田国際空港第２旅客ターミナルビル
内
千葉県成田市三里塚字御料牧場１
－１成田国際空港第１旅客ターミナ
ルビル北ウイング
千葉県成田市吉岡７０９－９コスモ
ケータリング大栄サテライトユニット
内

保税売店において販
売する貨物及び輸出
入一般貨物

1MW34

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)日本空港ロジテム
成田

9010801002912 千葉県山武郡芝山町岩山字大宿１
３４０－１１

輸入一般貨物 1MWH6

東京税関 成田航空貨物
出張所

日本航空(株)
手荷物

7010701007666 千葉県成田市古込字古込１－１成
田国際空港第２旅客ターミナルビル
内
千葉県成田市三里塚字御料牧場１
－１成田国際空港第１旅客ターミナ
ルビル第１サテライトフィンガー棟

携帯品 1MW66

東京税関 成田航空貨物
出張所

日本通運(株)
成田空港物流センター

4010401022860 千葉県成田市東和泉字境前４４３－
５０、千葉県成田市新泉３０

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物
並びに別送品

1MW80
1MWF4
1MWF7
1MWF8

届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

日本通運(株)
成田空港第二物流セン
ター

4010401022860 千葉県成田市新泉３６－２ 輸出入一般貨物 1MWH5
1MWK2

届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

日本通運(株)
成田空港支店

4010401022860 千葉県成田市駒井野字天並野２１６
２第２貨物ビル

輸出(積戻しを含む)の
許可を受けた航空貨
物、仮陸揚貨物、輸出
入航空小口急送貨物
及び一般輸入航空貨
物

1MW55
1MWF6

届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ネクスト・コーポレー
ション
ネクスト成田

9040001063001 千葉県山武郡芝山町香山新田字矢
志ヶ谷４９－３

輸出入一般貨物 16W17



令和５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

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)原伸梱包物流
芝山

5011701010109 千葉県山武郡芝山町宝馬字新山３
－１

輸出一般貨物及び輸
出冷凍冷蔵貨物

16W02

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)阪急阪神エクスプレ
ス
成田国際ロジスティクス
センター

6120001140538 千葉県成田市南三里塚字宮園２１
－９、２２、２４、２７－１、３２、３３－
１、３４、３５－１、３６、３７

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物、船用
品、機用品、仮陸揚貨
物

1MWK5 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

（株）平野ロジスティクス
成田臨空

3140001020187 千葉県成田市三里塚光ケ丘１番地４
３４、１番地１３０５、１番４３４

輸出一般貨物 1MWL9

東京税関 成田航空貨物
出張所

フェデラルエクスプレス
コーポレーション
成田空港機用品

8700150003055 千葉県成田市駒井野字台ノ田２０７
１第３貨物ビル

機用品、仮陸揚貨物 1MWJ6

東京税関 成田航空貨物
出張所

フェデラルエクスプレス
ジャパン合同会社

5040001008612 千葉県成田市駒井野字台ノ田２０７
１第３貨物ビル、千葉県成田市駒井
野字新田１７５９、千葉県成田市古
込字込前１５４－４

輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物及び機用品

1MW22
1MWU7

届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

フェラーリ・ロジスティク
ス・ジャパン(株)
成田空港

3010401104247 千葉県成田市駒井野字台ノ田２０９
１

輸出入一般貨物 1MWL3

東京税関 成田航空貨物
出張所

福山通運(株)
成田流通センター

1240001032736 千葉県山武郡芝山町岩山字大宿１
３４０－１５

輸出入一般貨物 1MW96 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

ブリンクスジャパン(株)
成田

2010501012771 千葉県成田市駒井野字台ノ田２０９
１第２貨物代理店ビル１０６－Ａ、１０
６－Ｂ

輸出入一般貨物 1MWF1

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ホンダロジスティクス
成田

6190001005354 千葉県山武郡芝山町菱田字千部塚
１１１６－１、１１０７－１、１１０８－１、
１１０９－１、１１１５－２、１１１６－４

輸出入一般貨物及び
輸出冷凍冷蔵貨物

1MWG9 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

マネージ(株)
成田

4040001044699 千葉県成田市南三里塚字宮原７８
－７

輸出入一般貨物 1MWL5



令和５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

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)丸運
成田

5010001141787 千葉県成田市川上２４５－１７８ 輸出入一般貨物 1MWJ3

東京税関 成田航空貨物
出張所

丸全昭和運輸(株)
成田倉庫

8020001028881 千葉県山武郡芝山町岩山字三ノ久
保２３１５－２３他１９筆

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

1MW83 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)マルハニチロ物流
成田

5010001080515 千葉県成田市飯仲４６－４ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1MWD3

東京税関 成田航空貨物
出張所

三菱倉庫(株)
成田

8010001034947 千葉県山武郡芝山町岩山字根木田
１２５－３

輸出入一般貨物及び
機用品

1MWH4

東京税関 成田航空貨物
出張所

名鉄ワールドトランス
ポート(株)
成田クリアランスセンター

9010001225636 千葉県山武郡芝山町岩山１４８－１
４

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物及び
機用品

1MWD2

東京税関 成田航空貨物
出張所

郵船ロジスティクス(株)
成田第二ロジスティクス
センター

4010401090222 千葉県山武郡芝山町香山新田字横
宮後２８－１､２８－３
千葉県山武郡芝山町香山新田字橋
松３６－２、３６－３､３７－１、３８－２

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

1MWL6 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

郵船ロジスティクス(株)
成田ロジスティクスセン
ター

4010401090222 千葉県山武郡芝山町岩山字大宿１
３４０－４９、１３４０－５、１３４０－６

輸出入一般貨物 1MW94 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

ユナイテッド航空会社
第１

3700150005378 千葉県成田市三里塚字御料牧場１
－１成田国際空港第１旅客ターミナ
ルビルディング第３サテライト

機用品 1MW24

東京税関 成田航空貨物
出張所

ロジスティードエクスプレ
ス(株)
成田航空センター

8020001018222 千葉県山武郡芝山町山田１０３３－
１

輸出入航空貨物 16W30 届出蔵置場

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ロジ・レックス
成田

9010801009305 千葉県山武郡芝山町山田字平三畑
６１４－１

輸出入一般貨物、機用
品及び別送品

1MWJ1



令和５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

東京税関 成田航空貨物
出張所

(株)ＹＤＨ・ジャパン
成田ロジスティクスセン
ター

2010001106891 千葉県山武郡芝山町岩山字大宿１
４８－１５

輸出入一般貨物 1MWJ2

東京税関 成田航空貨物
出張所

ワコン(株)
成田ロジスティクスセン
ター

5170001003740 千葉県山武郡芝山町大字宝馬字出
口向２１０－１

輸出一般貨物及び輸
出冷凍冷蔵貨物

1MWH1

東京税関 東京外郵出張
所

日本郵便(株)
東京国際郵便局

1010001112577 東京都江東区新砂３－２４５８－１７ 輸出入郵便物 1LW01

東京税関 大井出張所 Ｉ．Ｅ．Ｃ．大井海貨２号 8010401003337 東京都大田区東海５－１－２ 輸出入一般貨物 1FW01

東京税関 大井出張所 アサヒロジ(株)
品川

2010801000006 東京都品川区八潮３－２－３８ 輸出入一般貨物 1FWT1

東京税関 大井出張所 アサヒロジ(株)
平和島

2010801000006 東京都大田区平和島５－６－１ 輸出入一般貨物 1FWM4

東京税関 大井出張所 AsianExpressService(株)
東海

7010001150266 東京都大田区東海１－３－６ 輸出入一般貨物 1FWX3

東京税関 大井出張所 東海運(株)
大井流通センター

4010001035123 東京都大田区東海４－８－１５ 輸出入一般貨物 1FW02

東京税関 大井出張所 アルフア冷蔵(株)
城南島冷蔵庫

6010801000712 東京都大田区城南島５－１－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物 1FWS6

東京税関 大井出張所 アルフア冷蔵(株)
平和島冷蔵庫

6010801000712 東京都大田区平和島６－２－１ 輸出入冷凍貨物 1FWU6

東京税関 大井出張所 (株)アルプス物流
輸出入センター大井営業
所

9020001019401 東京都大田区東海４－９－１２ 輸出入一般貨物 1FW34
1FWR7

届出蔵置場



令和５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

東京税関 大井出張所 五十嵐冷蔵(株)
大井物流センター

1010401002592 東京都大田区東海５－３－４ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

1FW35

東京税関 大井出張所 五十嵐冷蔵(株)
京浜第一物流センター

1010401002592 東京都大田区平和島６－２－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWU7

東京税関 大井出張所 五十嵐冷蔵(株)
京浜第二物流センター

1010401002592 東京都大田区平和島６－４－１５、６
－４－１０

輸入冷凍冷蔵貨物、輸
出冷凍貨物及び輸出
入一般貨物

1GW69

東京税関 大井出張所 五十嵐冷蔵(株)
城南島物流センター

1010401002592 東京都大田区城南島５－１－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物 1FWC4

東京税関 大井出張所 伊藤忠ロジスティクス(株)
大井埠頭出張所

6010401053796 東京都大田区東海４－８－１９ 輸出入一般貨物 1FW03

東京税関 大井出張所 インターナショナルエクス
プレス(株)
大井物流センター

8010401003337 東京都大田区東海４－９－１２ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FW04

東京税関 大井出張所 (株)宇徳
大井第一物流センター

1020001025489 東京都品川区八潮２－９ 一般貨物 1FWT3 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 (株)宇徳
大井第二物流センター

1020001025489 東京都大田区東海５－４－１ 一般貨物 1FWG5 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 (株)宇徳
東京フレートセンター

1020001025489 東京都品川区八潮２－８－１ 輸出入一般貨物 1FWC7

東京税関 大井出張所 (株)エクシング
京浜島

7120001054027 東京都大田区京浜島３－２－１０ 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

1FWK9

東京税関 大井出張所 ＳＢＳロジコム(株)
城南島支店

5010601031801 東京都大田区城南島７－３－２ 輸入一般貨物 1FWW8



令和５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

東京税関 大井出張所 (株)エースロジコム
東京倉庫

7010401130719 東京都大田区東海１－３－６ 輸出入一般貨物 1FWT5

東京税関 大井出張所 (株)大森廻漕店
大井

2140001006666 東京都大田区東海５－５－１８ 輸出入一般貨物 1FW06

東京税関 大井出張所 兼松食品(株)
城南島冷蔵庫

4010401055118 東京都大田区城南島５－１－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWC8

東京税関 大井出張所 兼松食品(株)
平和島冷蔵庫

4010401055118 東京都大田区平和島６－３－２ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWV3

東京税関 大井出張所 (株)上組
大井物流センター

6140001006951 東京都大田区東海４－８－８ 輸出入一般貨物 1FW07

東京税関 大井出張所 川西倉庫(株)
京浜支店大井営業所

9140001012831 東京都大田区東海４－７－１８ 輸出入一般貨物 1FW08 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 共栄商事(株)
平和島

2010801015879 東京都大田区平和島３－５－１ 輸出入一般貨物 1GW91

東京税関 大井出張所 協同組合東京海貨セン
ター

5010805000544 東京都大田区東海４－３－１ 輸出入一般貨物 1FW69

東京税関 大井出張所 (株)協冷平和島センター 4010801003130 東京都大田区平和島６－２－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWU5

東京税関 大井出張所 キョクヨー秋津冷蔵(株)
城南島事業所

9120001028813 東京都大田区城南島２－６－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWS4

東京税関 大井出張所 キョクヨー秋津冷蔵(株)
東京事業所

9120001028813 東京都大田区東海５－３－１、５－３
－５

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

1FW42



令和５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

東京税関 大井出張所 ケイヒン(株)
大井８号流通センター

4010401009239 東京都品川区八潮２－６－４ 輸出入一般貨物 1FW27

東京税関 大井出張所 ケイヒン(株)
大井輸出入センター

4010401009239 東京都大田区東海４－９－８ 別送品及び輸出入一
般貨物

1FW09

東京税関 大井出張所 (株)コイケ 2010701003109 東京都大田区東海４－２－８ 輸出入一般貨物 1FWC9 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 鴻池運輸(株)
大井物流センター

5120001079182 東京都大田区東海４－７－７ 輸出入一般貨物 1FW10

東京税関 大井出張所 コクサイエアロマリン(株)
大井

4010401010659 東京都大田区東海４－２－１０ 輸出入一般貨物 1FW46

東京税関 大井出張所 (株)国際エキスプレス
大井

7011101027536 東京都大田区東海５－１－１ 別送品、船用品及び輸
出入一般貨物

1FWM5

東京税関 大井出張所 (株)国際エキスプレス
東京航空

7011101027536 東京都大田区東海４－６－８ 輸出入一般貨物 1FWW6

東京税関 大井出張所 櫻井倉庫(株)
平和島営業所

6010001017326 東京都大田区平和島３－４－１ 輸出入一般貨物 1FWL3

東京税関 大井出張所 山九(株)
大井物流センター

7290801005328 東京都大田区東海４－７－４ 輸出入一般貨物 1FWR1 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 (株)三協
大井海貨４号

3020001026576 東京都大田区東海５－５－９ 輸出入一般貨物 1FW11

東京税関 大井出張所 (株)三協
大井冷蔵倉庫

3020001026576 東京都大田区東海５－３－５ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FW49



令和５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

東京税関 大井出張所 三信倉庫(株)
城南島流通センター

1010001044457 東京都大田区城南島７－２－２ 輸出入一般貨物 1FWH4

東京税関 大井出張所 ＪＨＳＳ（株）
東京大田

1120001207770 東京都大田区東海１－１１－１ 輸出入一般貨物 1FWX6

東京税関 大井出張所 芝海(株)
大井海貨４号

7010401013469 東京都大田区東海５－５－９ 輸出入一般貨物 1FW53

東京税関 大井出張所 澁澤倉庫(株)
大井埠頭

6010601038102 東京都大田区東海４－８－１８ 輸出入一般貨物 1FW12 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 (株)新開トランスポートシ
ステムズ
東京

5010601039191 東京都大田区東海４－６－８ 輸出入一般貨物 1FWX5

東京税関 大井出張所 神興運輸(株)
平和島営業所

6010701004301 東京都大田区平和島３－６－１ 輸出入一般貨物 1FWM8

東京税関 大井出張所 新興海陸運輸(株)
大井

7010701012947 東京都品川区八潮２－１６－１ 一般貨物 1FWJ5 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 新興海陸運輸(株)
海貨一号

7010701012947 東京都大田区東海５－１－１ 一般貨物 1FW14 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 新興海陸運輸(株)
海貨四号

7010701012947 東京都大田区東海５－５－９ 一般貨物 1FW13 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 (株)シンコー 6010801005257 東京都大田区東海４－２－５ 輸出入一般貨物 1FWD5

東京税関 大井出張所 鈴江コーポレーション(株)
大井臨海倉庫

7020001027166 東京都大田区東海４－７－１３ 輸出入一般貨物 1FW15



令和５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

東京税関 大井出張所 鈴与(株)
大井センター

2080001009460 東京都大田区東海４－９－３ 輸出入一般貨物 1FW16

東京税関 大井出張所 鈴与(株)
大井海貨３号物流セン
ター

2080001009460 東京都大田区東海５－５－１８ 輸出入一般貨物及び
機用品

1FWR9

東京税関 大井出張所 鈴与(株)
平和島センター

2080001009460 東京都大田区平和島３－６－１ 輸出入一般貨物 1FWK6

東京税関 大井出張所 鈴与シンワ物流(株)
大井ジャパン

5010401096540 東京都品川区八潮２－６－４ 輸出入一般貨物 1FWR2

東京税関 大井出張所 スターゼンロジスティクス
(株)

9020001080295 東京都港区港南５－１－３０ 輸入冷凍冷蔵貨物 1AW25

東京税関 大井出張所 隅田冷凍工業(株)
京浜島事業所

5020001075448 東京都大田区京浜島３－３－３ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

1FW60

東京税関 大井出張所 (株)住友倉庫
東京支店大井倉庫

7120001049002 東京都大田区東海４－５－１８ 輸出入一般貨物 1FW18 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 第一港運(株)
大井

1010601003738 東京都大田区東海５－１－１ 輸出入一般貨物 1FWQ1

東京税関 大井出張所 第一倉庫(株)
大井保税倉庫

7010601003749 東京都大田区東海５－４－１ 輸出入一般貨物 1FWN7

東京税関 大井出張所 第一冷蔵(株)
平和島冷凍物流センター

7020001073565 東京都大田区平和島６－５－２４ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWK2 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 (株)泰運商会
泰運大井海貨２号

2010001113822 東京都大田区東海５－１－２ 輸出入一般貨物 1FW62



令和５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

東京税関 大井出張所 大同冷蔵(株)
城南島工場

2010001049067 東京都大田区城南島２－６－８ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

1FWD7

東京税関 大井出張所 (株)ダイトーコーポレー
ション
大井物流センター

7010401016637 東京都大田区東海４－１０－８ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FW20

東京税関 大井出張所 (株)ダイワコーポレーショ
ン
東京城南営業所

4010701014285 東京都大田区城南島２－９－１５ 輸出入一般貨物 1FWC1

東京税関 大井出張所 (株)ダイワコーポレーショ
ン
平和島営業所

4010701014285 東京都大田区平和島３－６－１ 輸出入一般貨物 1FWK7

東京税関 大井出張所 タカセ(株)
東京港営業所

3010401058435 東京都大田区東海４－９－１７ 一般輸出入貨物 1FW22 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 中外海運倉庫(株)
東京物流センター

3140001009346 東京都大田区東海１－１１－１ 輸出入一般貨物 1FWV8

東京税関 大井出張所 月島倉庫(株)
大井営業所

6010001050582 東京都大田区東海５－４－１ 輸出入一般貨物 1FWM9

東京税関 大井出張所 DHLサプライチェーン(株)
東京物流センター

2010701001665 東京都品川区八潮３－１－３ 輸入一般貨物 1FWT6

東京税関 大井出張所 ＴＳネットワーク(株)
大井

4010501020401 東京都品川区八潮２－６－４、２－６
－１２

輸出入一般貨物 1FW96

東京税関 大井出張所 帝蚕倉庫(株)
東京営業所大井

1020001027659 東京都品川区八潮２－２－６ 輸出入一般貨物 1FWH5



令和５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

東京税関 大井出張所 (株)テトラ城南
城南島工場

3010801005391 東京都大田区城南島５－１－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWL8

東京税関 大井出張所 寺田倉庫(株)
品川

8010701006378 東京都品川区東品川２－６－１０ 輸出入一般貨物 1DW73

東京税関 大井出張所 寺田倉庫(株)
東品川

8010701006378 東京都品川区東品川１－１８、１－１
９

輸出入一般貨物 1FWX4

東京税関 大井出張所 東京港港湾運送事業協
同組合
大井その２

6010405002106 東京都大田区東海６地先 輸出入一般貨物及び
輸入冷凍冷蔵貨物

1FWJ4

東京税関 大井出張所 東京港港湾運送事業協
同組合
城南島

6010405002106 東京都大田区東海６－１８ 輸入冷凍冷蔵貨物及
び輸出入一般貨物

1FP02 1FP04

東京税関 大井出張所 東京港港湾運送事業協
同組合
都営大井食品上屋(第２
号)

6010405002106 東京都大田区東海６－３－２ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

1FWH7

東京税関 大井出張所 東京水産ターミナル(株) 7010801007789 東京都大田区東海５－３－１、５－３
－２、５－３－３

輸入冷凍冷蔵貨物及
び輸入一般貨物

1FW71

東京税関 大井出張所 東京水産冷蔵(株)
城南島物流センター

8010001061396 東京都大田区城南島２－６－８ 輸入冷凍冷蔵貨物 1FWR3

東京税関 大井出張所 東京青果冷蔵(株)
城南倉庫

1010801007786 東京都大田区城南島５－１－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物 1FWE2

東京税関 大井出張所 東京定温冷蔵(株)
大井物流センター

4010401020807 東京都大田区東海５－３－４ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

1FW72



令和５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

東京税関 大井出張所 東京定温冷蔵(株)
品川物流センター

4010401020807 東京都港区港南５－１－４１、５－１
－３８

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1AW23 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 東京定温冷蔵(株)
団地物流センター

4010401020807 東京都大田区平和島６－２－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWU4

東京税関 大井出張所 東京豊海冷蔵(株)
平和島物流センター

5010001061515 東京都大田区平和島６－２－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWU3

東京税関 大井出張所 東京冷凍(株)
京浜島冷蔵物流センター

6010601005473 東京都大田区京浜島１－３－７、１
－３－９

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

1FWE3

東京税関 大井出張所 東新物流(株) 6010801008219 東京都大田区東海４－２－１ 輸出一般貨物 1FWJ7

東京税関 大井出張所 東洋水産(株)
大井埠頭冷蔵庫

2010401020321 東京都大田区東海４－１－１２ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

1FWL4

東京税関 大井出張所 東洋水産(株)
城南島冷蔵庫

2010401020321 東京都大田区城南島６－１－３ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

1FW75

東京税関 大井出張所 東洋水産(株)
平和島冷蔵庫

2010401020321 東京都大田区平和島６－３－２ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWV1

東京税関 大井出張所 東洋埠頭(株)
大井事業所

7010001034865 東京都大田区東海６－１－５ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

1FWJ8

東京税関 大井出張所 都南運送(株)
城南島営業所

5010801008491 東京都大田区城南島２－９－１４ 輸出一般貨物 1FWJ9

東京税関 大井出張所 トレーディア(株)
大井海貨２号

3140001009726 東京都大田区東海５－１－２ 一般貨物 1FW21 届出蔵置場



令和５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

東京税関 大井出張所 トレーディア(株)
城南島倉庫

3140001009726 東京都大田区城南島７－２－２ 輸出入一般貨物及び
船用品

1FWN4 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 内外日東(株)
大井物流センター

7010701007179 東京都大田区東海４－５－２ 輸出入一般貨物 1FWE4

東京税関 大井出張所 長島梱包(株) 2011001037086 東京都大田区東海４－２－４ 輸出入一般貨物 1FWE5

東京税関 大井出張所 (株)ナカムラロジスティク
ス
大井物流センター

6010401021191 東京都大田区東海５－３－３ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

1FW79

東京税関 大井出張所 ＮＡＸＪＡＰＡＮ(株)
平和島センター

7010401035769 東京都大田区平和島６－９－５ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWT7

東京税関 大井出張所 (株)日新
大井倉庫

2020001028235 東京都大田区東海４－２－１５ 輸出入一般貨物 1FW23

東京税関 大井出張所 (株)日新
平和島倉庫

2020001028235 東京都大田区平和島３－５－１ 輸出入一般貨物及び
輸入危険貨物

1FWK5

東京税関 大井出張所 (株)日新
平和島冷蔵物流センター

2020001028235 東京都大田区平和島３－１５、３－２
０

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWW9

東京税関 大井出張所 日通ＮＥＣロジスティクス
(株)
大井

5020001075142 東京都品川区八潮３－２－２８ 輸出入一般貨物 1FWP3
1FWQ4

東京税関 大井出張所 日東富士製粉(株)
東京工場

3010001034893 東京都大田区東海６－２－１ 輸入一般貨物 1FWN8

東京税関 大井出張所 トナミ国際物流(株)
大井

1020001028054 東京都大田区東海５－５－９ 輸出入一般貨物 1FW86



令和５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

東京税関 大井出張所 日水物流(株)
大井物流センター

2010401068740 東京都大田区東海５－３－１、５－３
－５

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FW91

東京税関 大井出張所 日水物流(株)
東京物流センター

2010401068740 東京都大田区東海６－１－２ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWJ1

東京税関 大井出張所 日水物流(株)
平和島物流センター

2010401068740 東京都大田区平和島６－２－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWU8

東京税関 大井出張所 (株)日本空港ロジテム
平和島

9010801002912 東京都大田区平和島６－９－５ 輸入一般貨物 1FWW1

東京税関 大井出張所 日本国際輸送(株)
城南島倉庫

8020001028122 東京都大田区城南島２－８－５ 輸出入一般貨物 1FWK3

東京税関 大井出張所 日本通運(株)
大井ロジスティクスセン
ター

4010401022860 東京都大田区東海４－２－２２ 一般貨物 1FWF1 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 日本通運(株)
大井ＣＦＳセンター

4010401022860 東京都品川区八潮２－６－２ 輸入冷凍冷蔵貨物、別
送品及び輸出入一般
貨物

1FW93

東京税関 大井出張所 日本通運(株)
海外引越

4010401022860 東京都品川区東品川５－７－２８ 別送品及び輸出入一
般貨物

1AW35

東京税関 大井出張所 日本通運(株)
東京食品ターミナル事業
所

4010401022860 東京都大田区東海６－３－２ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

1FWF2

東京税関 大井出張所 日本通運(株)
南東京事業所

4010401022860 東京都品川区八潮３－１－３ 輸出入一般貨物 1FWV9

東京税関 大井出張所 日本埠頭倉庫(株)
平和島事業所

9020001028055 東京都大田区平和島６－４－８ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1GW18



令和５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

東京税関 大井出張所 日本フレートライナー(株)
国際事業部東京ＩＣＤ事
業所

8010701023621 東京都品川区八潮３－３－２２ 輸出入一般貨物 1FWP6

東京税関 大井出張所 濃飛倉庫運輸(株)
京浜

5200001004116 東京都大田区平和島３－５－１ 輸出入一般貨物 1GW78
1FWQ6

東京税関 大井出張所 早川海陸輸送(株)
大井

3020001028374 東京都大田区東海４－９－７ 輸出入一般貨物及び
輸入冷凍冷蔵貨物

1FW26

東京税関 大井出張所 冨士運輸(株)
大井

9013201016474 東京都大田区東海４－９－１３ 輸出入一般貨物 1FWR8

東京税関 大井出張所 富士港運(株)
大井海貨２号

7010401026743 東京都大田区東海５－１－２ 輸出入一般貨物 1FW97

東京税関 大井出張所 (株)二葉
大井ふ頭定温物流セン
ター

2010401026062 東京都大田区東海４－６－１ 輸出入一般貨物 1FWP8

東京税関 大井出張所 (株)二葉
大井冷凍物流センター

2010401026062 東京都大田区東海５－３－５ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FW98

東京税関 大井出張所 (株)二葉
平和島冷凍物流センター

2010401026062 東京都大田区平和島６－４－１ 輸出入冷凍貨物及び
輸出入一般貨物

1GW59 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 (株)ブルーウイング
品川センター

8010801010544 東京都品川区八潮３－２－３４ 輸出入一般貨物 1FWS5

東京税関 大井出張所 (株)ペガサスグローバル
エクスプレス
大井青果センター

2010601040739 東京都大田区東海６－３－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWS3

東京税関 大井出張所 (株)ベニレイ・ロジスティ
クス
城南島事業所

9010401044074 東京都大田区城南島５－１－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

1FWF8



令和５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

東京税関 大井出張所 (株)ベニレイ・ロジスティ
クス
平和島事業所

9010401044074 東京都大田区平和島６－２－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWU9

東京税関 大井出張所 (株)ホウスイ
大井冷蔵庫

9010001034921 東京都大田区東海５－３－４ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

1FW65

東京税関 大井出張所 松岡冷蔵(株)
品川冷蔵庫

7010401028013 東京都港区港南５－３－２３ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1AW36

東京税関 大井出張所 松岡冷蔵(株)
東京団地冷蔵庫

7010401028013 東京都大田区平和島６－３－２ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWV2

東京税関 大井出張所 (株)丸運
羽田京浜物流センター

5010001141787 東京都大田区京浜島２－６－１ 輸出入一般貨物 1FWR4

東京税関 大井出張所 丸全昭和運輸(株)
大井海貨上屋営業所

8020001028881 東京都大田区東海５－５－１８ 輸出入一般貨物 1FWF5

東京税関 大井出張所 丸全昭和運輸(株)
大井流通センター

8020001028881 東京都大田区東海４－５－１２ 輸出入一般貨物 1FWF6

東京税関 大井出張所 (株)マルハニチロ物流
大井第一

5010001080515 東京都大田区東海５－３－３、５－３
－４

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

1FWH3

東京税関 大井出張所 (株)マルハニチロ物流
大井第二

5010001080515 東京都大田区東海５－３－２ 冷凍貨物及び一般貨
物

1FWF7 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 (株)マルハニチロ物流
城南島

5010001080515 東京都大田区城南島６－１－４ 冷凍貨物及び一般貨
物

1FW58 届出蔵置場



令和５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

東京税関 大井出張所 (株)マルハニチロ物流
平和島

5010001080515 東京都大田区平和島６－３－２ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWV4

東京税関 大井出張所 (株)後藤回漕店
大井事業所

1140001007681 東京都大田区東海５－１－１ 一般貨物 1FWW4 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 三井倉庫(株)
大井

8010401114448 東京都大田区東海４－３－８ 輸出入一般貨物、輸出
冷凍冷蔵貨物、輸出入
その他特殊貨物、別送
品

1FWA7
1FPA7

届出蔵置場

東京税関 大井出張所 三菱倉庫(株)
大井

8010001034947 東京都大田区東海４－３－１０ 一般貨物 1FW30 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 三菱倉庫(株)
大井ＣＹ

8010001034947 東京都品川区八潮２－６ 一般貨物及び冷凍貨
物(いずれもコンテナ貨
物に限る)

1FWA8 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 三菱倉庫(株)
大井冷蔵

8010001034947 東京都品川区八潮２－７－１０ 冷凍貨物及び一般貨
物

1FWH9
1FWS7

届出蔵置場

東京税関 大井出張所 (株)明正
大井

4010001058727 東京都大田区東海４－７－１１ 輸出入一般貨物 1FWA9

東京税関 大井出張所 (株)明正
大井海貨５号

4010001058727 東京都大田区東海５－４－１ 輸出入一般貨物 1FWG8 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 安田倉庫(株)
大井営業所

6010401029771 東京都大田区東海４－５－８ 一般貨物 1FWB1 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 安田倉庫(株)
大井埠頭営業所

6010401029771 東京都大田区東海５－４－１ 輸出入一般貨物 1FWG9

東京税関 大井出張所 安田倉庫(株)
平和島営業所

6010401029771 東京都大田区平和島３－６－１ 輸出入一般貨物 1FWP5



令和５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

東京税関 大井出張所 (株)安田造船所 1010801019154 東京都大田区京浜島３－４地先 輸入一般貨物 1FWW5

東京税関 大井出張所 (株)ヤマタネ
物流本部関東支店大井
埠頭営業所

2010601007242 東京都大田区東海４－３－１８ 一般貨物 1FW31 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 (株)ヤマタネ
物流本部関東支店平和
島営業所

2010601007242 東京都大田区平和島３－５－１ 一般貨物 1FWJ6 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 山手冷蔵(株)
京浜ロジスティックセン
ター

4010701014509 東京都大田区京浜島１－２－３ 冷凍貨物及び輸入一
般貨物

1FWF9 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 山手冷蔵(株)
城南ロジスティックセン
ター

4010701014509 東京都大田区城南島５－１－１ 冷凍貨物及び一般貨
物

1FWG1 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 山手冷蔵(株)
東京ロジスティックセン
ター

4010701014509 東京都大田区平和島５－５－５ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

1GW86 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 山手冷蔵(株)
平和島ロジスティックセン
ター

4010701014509 東京都大田区平和島６－２－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWU2 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 ヤマト運輸(株)
京浜島美術品

1010001092605 東京都大田区京浜島１－９－1、１－
９－２

輸出入一般貨物 1FWW3

東京税関 大井出張所 ヤマト運輸(株)
東京グローバルロジゲー
ト

1010001092605 東京都大田区京浜島１－９－1、１－
９－２

輸出入一般貨物及び
別送品

1FWW2

東京税関 大井出張所 ヤマト運輸(株)
京浜島流通トリニティー
センター

1010001092605 東京都大田区京浜島１－３－５ 輸出入一般貨物 1FWX1

東京税関 大井出張所 郵船ロジスティクス(株)
東京ロジスティクスセン
ター

4010401090222 東京都大田区平和島６－５－１ 輸出入一般貨物 1FWS8 届出蔵置場



令和５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

東京税関 大井出張所 (株)ユニエツクスＮＣＴ
大井第一

6010701010076 東京都品川区八潮２－７－８ 一般貨物 1FWB6 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 (株)ユニエツクスＮＣＴ
大井物流センター

6010701010076 東京都大田区東海４－４－１２ 一般貨物 1FW32 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 (株)ユニエツクスＮＣＴ
大井冷蔵倉庫

6010701010076 東京都大田区東海５－３－３ 冷凍貨物及び一般貨
物

1FWG2 届出蔵置場

東京税関 大井出張所 横浜倉庫(株)
品川埠頭営業所

9020001024748 東京都港区港南５－４－１２ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1AW38

東京税関 大井出張所 横浜冷凍(株)
東京第二物流センター

1020001030638 東京都品川区八潮２－２－６ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

1FWH6

東京税関 大井出張所 横浜冷凍(株)
東京羽田物流センター

1020001030638 東京都大田区京浜島１－６ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWT9

東京税関 大井出張所 横浜冷凍(株)
東京物流センター

1020001030638 東京都大田区東海６－１－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

1FWG3

東京税関 大井出張所 (株)ロジスティクス・ネット
ワーク
大井物流センター

1010001108591 東京都大田区東海５－２－７、５－３
－５

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWX7

東京税関 大井出張所 (株)ロジスティクス・ネット
ワーク
品川物流センター

1010001108591 東京都港区港南５－３－３４ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1AW30

東京税関 大井出張所 (株)ロジスティクス・ネット
ワーク
東京物流センター

1010001108591 東京都大田区平和島５－２－２８ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWX8



令和５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

東京税関 大井出張所 (株)ロジスティクス・ネット
ワーク
平和島物流センター

1010001108591 東京都大田区平和島６－２－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1FWX9

東京税関 大井出張所 和田運輸(株)
城南島

3030001014596 東京都大田区城南島７－３－２ 輸出入一般貨物 1FWX2

東京税関 立川出張所 五十嵐冷蔵(株)
日高ロジスティクスサー
ビスステーション

1010401002592 埼玉県日高市大字大谷沢６８２－４
３

輸入冷凍冷蔵貨物及
び輸入一般貨物

1IW31

東京税関 立川出張所 航空集配サービス(株)
多摩ロジスティクス

4040001014421 東京都国立市泉２－１０－１６、２－
１０－１７、２－１０－２８

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物、仮陸
揚貨物、機用品、船用
品

1IW40 届出蔵置場

東京税関 立川出張所 (株)新開トランスポートシ
ステムズ
西東京

5010601039191 東京都八王子市石川町２９６９－１６ 輸入一般貨物 1ＩＷ41

東京税関 立川出張所 鈴与(株)
日高物流センター

2080001009460 埼玉県日高市大字高萩字南中沢甲
９９３－７、９９３－８、９９３－９
埼玉県日高市大字大谷沢字藤塚１
５－５、１５－６

輸出入一般貨物 1IW38

東京税関 立川出張所 第一倉庫冷蔵(株)
埼玉支店所沢２号冷蔵
倉庫

9020001027362 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東１５
－２

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1IW29

東京税関 立川出張所 日水物流(株)
八王子物流センター

2010401068740 東京都八王子市北野町５５９－６ 輸出入冷凍冷蔵貨物 1IW06

東京税関 立川出張所 日本通運(株)
日野

4010401022860 東京都日野市旭が丘３－１－１ 輸出入一般貨物 1IW39 届出蔵置場

東京税関 立川出張所 (株)ヒューテックノオリン
東京支店

7010601014110 東京都八王子市石川町２９６９－１８ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1IW35 届出蔵置場



令和５年４月１日現在
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保税蔵置場

東京税関 立川出張所 (株)ヒューテックノオリン
東京第二支店

7010601014110 東京都立川市泉町９３５－１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1IW21 届出蔵置場

東京税関 立川出張所 細谷火工(株) 5013101001167 東京都あきる野市菅生１８４７ 輸出入危険貨物 1IW14

東京税関 立川出張所 (株)マブチ
多摩工場

2020001016041 東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－３
－１１

輸出入一般貨物 1IW32

東京税関 立川出張所 (株)丸運
新座流通センター

5010001141787 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢字
通西１８－１、２１－１

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1IW24

東京税関 立川出張所 横浜冷凍(株)
鶴ヶ島物流センター

1020001030638 埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町１－２－
４

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

1IW26

東京税関 立川出張所 (株)ロジスティクス・ネット
ワーク
入間物流センター

1010001108591 埼玉県入間市宮寺字宮ノ台４１０２
－３５

輸入冷凍冷蔵貨物及
び輸入一般貨物

1IW18

東京税関 立川出張所 (株)ロジスティクス・ネット
ワーク
東村山物流センター

1010001108591 東京都東村山市久米川町１－５２－
１０

輸入冷凍冷蔵貨物及
び輸入一般貨物

1IW09


