
令和３年１０月１日現在

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

類
保税地域
コード

備考

横浜税関 本関 (株)ＩＨＩ
横浜工場保税工
場

4010601031604 神奈川県横浜市磯子区
新中原町１番地

プレス機械の製作、製鉄
用各種機械の製作、ゴ
ム・プラスチック機械の
製作、製紙機械の製作、
運搬機械の製作、原子
炉圧力容器及び格納容
器の製作、格納容器外
核燃料貯蔵タンクの製
作、化学プラント用各種
圧力容器の製作、工業
用各種炉の製作、セメン
トキルンの製作、前記機
器付属装置用部品並び
に資材の製作、金型に
よるプレス加工品の製
作、海洋構造物の組立・
製作

プレス機械、製鉄用各種
機械、ゴム・プラスチック
機械、製紙機械、運搬機
械、原子炉圧力容器、原
子炉格納容器、格納容
器外核燃料貯蔵タンク、
化学プラント用各種圧力
容器、工業用各種炉及
びセメントキルンの部
品・資材、前記の付属装
置用部品並びに資材、
プレス加工製品の資材、
海洋構造物の製造部
品・資材

2AM08

横浜税関 本関 (株)エス・ディー・
エスバイオテック
横浜工場保税工
場

7010001092764 神奈川県横浜市神奈川
区恵比須町２番地１、２番
地５、２番地９

農薬の製造 ダコニール原体 2AMB4

横浜税関 本関 (株)エンビジョンＡ
ＥＳＣジャパン
相模原工場保税
工場

2021001030024 神奈川県相模原市中央
区下九沢字中ノ原１１２０
番地

電極の製造 正極部材、銅箔 2AMB5

横浜税関 本関 (株)加藤美蜂園本
舗
横浜保税工場

6021001040135 神奈川県横浜市金沢区
福浦２丁目１番地８号

脱蛋白蜂蜜の製造 天然蜂蜜 2AM01

保税工場



令和３年１０月１日現在

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

類
保税地域
コード

備考

保税工場

横浜税関 本関 ＥＮＥＯＳ(株)
根岸製油所保税
工場

4010001133876 神奈川県横浜市磯子区
鳳町２番１号、２番３号、５
番
神奈川県横浜市中区豊
浦町１番、１３番
神奈川県横浜市中区千
鳥町３番の１、７番

原油精製作業（常圧蒸
留装置）、粗油精製作業
（常圧蒸留装置）、常圧
残油または重質油の精
製作業（減圧蒸留装
置）、潤滑油と添加剤の
混合作業、潤滑油ドラム
充填作業、石油製品（揮
発油、灯油、航空機燃
料、軽油、重油）の混合
作業、揮発油とＥＴＢＥの
混合作業、アルキレート
ガソリンの製造作業、重
質油の分解作業

原油、粗油、潤滑油、添
加剤、石油製品（ガス、
揮発油、灯油、軽油、重
油）、ＥＴＢＥ

2AM05

横浜税関 本関 ジャパン　マリンユ
ナイテッド(株)
横浜事業所磯子
保税工場

8020001076641 神奈川県横浜市磯子区
新杉田町１２番地

船舶の新造、修理及び
改装、船舶部品の艤装、
修理及び加工

船舶修理・改装用資材、
船舶用部品及びその修
理・加工資材、船舶

2AM80

横浜税関 本関 東邦チタニウム
(株)
茅ヶ崎工場保税工
場

7021001007190 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎
三丁目８１８番１

超微粉ニッケルの製造 ニッケル地金 2AMB2

横浜税関 仙台塩釜税
関支署

サンドビックツーリ
ングサプライジャ
パン(株)
瀬峰工場保税工
場

6370201003313 宮城県栗原市瀬峰新田
沢２４番地

切削工具スローアウェイ
チップの製造

金属炭化物と金属粘結
剤との混合物

2YM05



令和３年１０月１日現在

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

類
保税地域
コード

備考

保税工場

横浜税関 仙台塩釜税
関支署

ＥＮＥＯＳ(株)
仙台製油所保税
工場

4010001133876 宮城県仙台市宮城野区
港五丁目２３８番１
宮城県多賀城市大代一
丁目３２１番１、栄四丁目
１２５番１
宮城県宮城郡七ヶ浜町湊
浜字砂場１番４、湊浜字
砂山４６番２、湊浜字南〆
切１番、湊浜字北〆切１
番１、湊浜字鰌沼１番、湊
浜字八兵衛１番、湊浜字
上の流１番１、湊浜字正
監６番２、湊浜字深川１番
１

原油、粗油の精製作業、
常圧残油の精製作業、
石油製品(揮発油、灯
油、航空機燃料、軽油、
重油、トルエン)の混合
作業、重質油の分解作
業、プロピレンの製造作
業、アルキレートガソリン
の製造作業、トルエンの
製造作業

原油、粗油
留出油(揮発油、灯油、
軽油、重油)

2YM04

横浜税関 小名浜税関
支署

ケミコン東日本
(株)
福島工場保税工
場

7370201002512 福島県西白河郡矢吹町
丸の内１８５番地１

アルミニウム電解コンデ
ンサの製造

アルミニウム電極箔(陽
極箔)

2WM14

横浜税関 小名浜税関
支署

(株)東北村田製作
所
本宮工場保税工
場

2380001027597 福島県本宮市本宮字樋ノ
口２番地１
福島県本宮市本宮字中
野９番地１

リチウムイオン電池用電
極材の製造

リチウムマンガン複合酸
化物、コバルト化合物、
炭素、銅箔、天然黒鉛、
人造黒鉛

2WM13

横浜税関 小名浜税関
支署

ニプロファーマ(株)
鏡石工場保税工
場

3120001087781 福島県岩瀬郡鏡石町岡ノ
内４２８番地、４２８番地
２、４２８番地５

医薬品の製造 医薬品原薬 2WM12



令和３年１０月１日現在

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

類
保税地域
コード

備考

保税工場

横浜税関 小名浜税関
支署

ルビコン(株)
福島事業所保税
工場

6100001020948 福島県二本松市戸沢字
井田久４０番地、４１番
地、４２番地、４３番地、４
４番地、４５番地、４９番
地、５０番地、１５９番地、
１６０番地
福島県二本松市戸沢字
六角１９番地、２０番地、２
１番地、２７番地、２８番
地、２９番地、３０番地、３
１番地、３２番地、３４番
地、４０番地、４１番地、４
２番地

アルミ電解コンデンサの
製造

アルミ電解コンデンサ用
陽極箔

2WM15

横浜税関 小名浜税関
支署相馬出
張所

三星化学工業(株)
相馬工場保税工
場

7011401006140 福島県相馬市蒲庭孫目２
８０番地

パラトルイジンメタスル
フォン酸(製品名「４Ｂ
酸」、「４Ｂ酸テクニカ
ル」）の製造、アセト酢酸
パラトルイダイド(製品名
「ＡＡＰＴ」)の製造、５－ア
セトアセチルアミノ　ベン
ズイミダゾロン(製品名
「ＡＡＢＩ」)の製造、アセト
酢酸－２，５－ジメトキシ
－４－クロロアニライド
（製品名「ＡＡ２５４Ａ」）の
製造

パラトルイジン、オルソ
フェニレンジアミン、モノ
クロジメハイ

2XM01

横浜税関 鹿島税関支
署

鹿島塩ビモノマー
(株)
鹿島工場保税工
場

9050001020562 茨城県神栖市東和田２番
地

塩化ビニルモノマーの製
造

ニ塩化エタン 2UM01



令和３年１０月１日現在

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

類
保税地域
コード

備考

保税工場

横浜税関 鹿島税関支
署

鹿島石油(株)
鹿島製油所保税
工場

2010001134141 茨城県神栖市東和田４番
地
茨城県神栖市北浜１４番
１、１４番３

原油及び粗油の精製、
灯油（ジェット燃料油含）
と添加剤の混合、軽油と
重油の混合、軽油と灯
油の混合、揮発油の改
質、重質油の分解、揮発
油の混合

原油、粗油、灯油、軽
油、重油、ジェット燃料
油、留出油（揮発油、灯
油、軽油、重油）

2UM02

横浜税関 鹿島税関支
署

信越化学工業(株)
鹿島工場保税工
場

5010001008680 茨城県神栖市東和田１番
地

塩化ビニルモノマーよ
り、塩化ビニル樹脂(ポリ
マー)を製造

塩化ビニルモノマー 2UM05

横浜税関 鹿島税関支
署

ネスレ日本(株)
霞ヶ浦工場保税工
場

4140001033865 茨城県稲敷市神宮寺字
迎山１７５１番

脱脂粉乳等を使用した
食品原料の製造

脱脂粉乳(乳脂肪１％以
下のもの)、デキストリン

2UM19

横浜税関 鹿島税関支
署

三菱瓦斯化学(株)
鹿島工場保税工
場

9010001008768 茨城県神栖市東和田３５
番地１、３５番地３

ポリカーボネート樹脂の
製造

ビスフェノールＡ 2UM21

横浜税関 鹿島税関支
署日立出張
所

ＪＸ金属(株)
磯原工場保税工
場

2010001133878 茨城県北茨城市華川町
臼場字駒木１８７番４

スパッタリングターゲット
の製造

インジウム地金 2VM20

横浜税関 鹿島税関支
署つくば出
張所

旭化成ワッカーシ
リコーン(株)
つくば事業所保税
工場

2010001085896 茨城県筑西市向上野字
北原１５００番地３

熱硬化型シリコーンゴム
の製造

シリコーン、二酸化ケイ
素

26M06

横浜税関 鹿島税関支
署つくば出
張所

(株)クレハ
樹脂加工事業所
保税工場

7010001034766 茨城県小美玉市上玉里
字中道２２２１番地

ポリグリコール酸素形材
の製造及び加工

ポリグリコール酸樹脂 26M07



令和３年１０月１日現在

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

類
保税地域
コード

備考

保税工場

横浜税関 千葉税関支
署

ジェイフィルム(株)
成田工場保税工
場

5010001032615 千葉県香取市岩部字矢
沢１６５、１７９番９３、５３６
０番３、５３６０番４
千葉県香取市西田部字
宇通１２７２番地２、１２７３
番１、１２７３番２、１２７３
番地３
千葉県香取市西田部字
遠堀１２４５番２、１２４６
番、１２４７番地、１２４８番
１、１２４９番、１２５１番地
１、１２５１番２
千葉県香取市西田部字
長山１３０４番１１、１３０４
番地７８、１３０４番８２、１
３０４番８３、１３０４番地１
３２、１３０４番地１３３、１３
０４番地１３５、１３０４番１
３７、１３０４番１６３、１３０
４番地１６４

ラミネートフィルムの製
造

ＯＰＰフィルム（オリエン
テッドポリプロピレンフィ
ルム）

2OM24

横浜税関 千葉税関支
署

(株)常磐植物化学
研究所
保税工場

4040001046976 千葉県佐倉市神門字諏
訪１９０番地、１８９番地
１、１９２番地１
千葉県佐倉市神門字城ノ
内２１５番地１、２１５番地
２

グリチルリチン酸及びそ
の誘導体の製造

グリチルリチン酸及びそ
の誘導体

2OM26

横浜税関 千葉税関支
署

富士電機(株)
千葉工場保税工
場

9020001071492 千葉県市原市八幡海岸
通７番地

変圧器及びリアクトルの
製造

紙巻平角導体(銅線、ア
ルミ線)

2OM20



令和３年１０月１日現在

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

類
保税地域
コード

備考

保税工場

横浜税関 千葉税関支
署

古河電気工業(株)
電力市原保税工
場

5010001008796 千葉県市原市八幡海岸
通６番地、６番地先

被覆電線の製造 エナメル線(電気絶縁し
た銅線)、ポリエチレンペ
レット(カーボン含有のも
の)

2OM23

横浜税関 千葉税関支
署船橋市川
出張所

三共油化工業(株)
保税工場

5040001026341 千葉県市川市広尾二丁
目６番１号

原油及び粗油の精製、
潤滑油の製造及び混合

原油及び粗油 2SM03

横浜税関 千葉税関支
署船橋市川
出張所

東洋合成工業(株)
市川工場保税工
場

6040001027017 千葉県市川市上妙典１６
０２番１、１６０２番３、１６０
２番４、１６０３番１、１６０３
番３
千葉県市川市田尻１０２６
番１、１０２６番４

アルデヒドの製造及びア
ルコール添加による粗ア
ルデヒドの蒸留精製、粗
アルデヒドの蒸留精製

高級アルコール(ｎ－ヘ
キサノール、ｎ－デカ
ノール、ｎ－ウンデカノー
ル、ｎ－ドデカノール)、
粗アルデヒド(ｎ－ノナ
ナール、ｎ－ヘキサナー
ル、ｎ－デカナール、ｎ－
ウンデカナール、ｎ－ド
デカナール)

2SM16

横浜税関 千葉税関支
署船橋市川
出張所

日本サン石油(株)
市川工場保税工
場

6010001033190 千葉県市川市二俣新町２
０番地

潤滑油の混合、潤滑油
と添加剤の混合、潤滑
油の加工、潤滑油と調
整潤滑剤及び添加剤の
混合、調整潤滑剤と添
加剤の混合

潤滑油、調整潤滑剤 2SM09



令和３年１０月１日現在

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

類
保税地域
コード

備考

保税工場

横浜税関 千葉税関支
署木更津出
張所

日本製鉄(株)
東日本製鉄所君
津地区保税工場

3010001008848 千葉県君津市君津１番、
１１番、１２番、１６番、１８
番、２０番、２１番
千葉県木更津市築地１番
１、１０番

低炭素フェロクロムを添
加した鉄鋼製品の製造

低炭素フェロクロム 2RM04

横浜税関 千葉税関支
署木更津出
張所

日本ハイボルテー
ジケーブル(株)
保税工場

9040001052417 千葉県富津市新富４２番
１号、４２番１号地先

被覆電線の製造、被覆
電線の接続作業

金属化紙、ポリエチレン
ペレット、半導電ポリエス
テルバインディングテー
プ、ポリプロピレンスピ
リッツヤーン、亜鉛メッキ
鉄線、鉛合金、プラス
チックコートポリエステル
テープ、亜鉛メッキ鋼
帯、被覆電線

2RM01

横浜税関 千葉税関支
署姉崎出張
所

出光興産(株)
千葉事業所保税
工場

9010001011318 千葉県市原市姉崎海岸２
番１

原油、粗油の精製
灯油と添加剤の混合、
軽油と添加剤の混合、
重油と軽油の混合、潤
滑油基油の製造

原油、粗油
灯油、軽油、重油、留出
油（灯油、軽油、重油）

2QM02

横浜税関 千葉税関支
署姉崎出張
所

京葉モノマー(株)
保税工場

2040001053859 千葉県市原市五井南海
岸１１番地６

塩化ビニルモノマーの製
造

二塩化エチレン 2QM01



令和３年１０月１日現在

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

類
保税地域
コード

備考

保税工場

横浜税関 千葉税関支
署姉崎出張
所

ＫＨネオケム(株)
千葉工場保税工
場

8010001136966 千葉県市原市五井南海
岸９番地、１１番地１、１１
番地３

粗オクテンの精製、高級
アルコールの製造

粗オクテン、精オクテン、
トリプロピレン、ドデセン

2QM12

横浜税関 千葉税関支
署姉崎出張
所

コスモ石油(株)
千葉製油所保税
工場

3010401010164 千葉県市原市五井海岸２
番地
千葉県市原市五井南海
岸２番地、７番地

(精製保税作業)原油の
精製、粗油の精製
(混合保税作業)重油の
混合、揮発油と灯油の
混合、軽油と重油の混
合、揮発油の混合、灯
油、軽油と重油の混合、
ジェット燃料、灯油と添
加剤の混合、軽油と灯
油の混合、揮発油とガス
の混合

原油、粗油
重油、揮発油、ガス、灯
油、軽油、溜出油(重油、
揮発油、灯油、軽油)

2QM05

横浜税関 千葉税関支
署姉崎出張
所

大阪国際石油精
製(株)
千葉製油所保税
工場

9120101029579 千葉県市原市千種海岸１
番地

原油及び粗油の精製、
常圧残渣油及び輸入重
油の精製、灯油又は軽
油と重油の混合、重油
の混合、灯油と添加剤
の混合、揮発油と添加
剤の混合、軽油と添加
剤の混合、重質油の分
解作業

原油、粗油、灯油、重
油、留出油（揮発油、灯
油、軽油、重油）、揮発
油、軽油

2QM04

横浜税関 千葉税関支
署姉崎出張
所

富士石油(株)
袖ケ浦製油所保
税工場

3010701015631 千葉県袖ケ浦市北袖１番
地
千葉県袖ケ浦市中袖１９
番地

原油、粗油の精製
重油と軽油の混合、灯
油と添加剤の混合、軽
油と添加剤の混合、脱
硫・重質油の分解作業

原油、粗油
灯油、重油、溜出油（灯
油、軽油、重油）

2QM10



令和３年１０月１日現在

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

類
保税地域
コード

備考

保税工場

横浜税関 川崎税関支
署

ＥＮＥＯＳ(株)
川崎製油所保税
工場

4010001133876 神奈川県川崎市川崎区
浮島町９５番、１００番、１
７０番、２１０番１号、３２０
番２号、３２０番５号、４００
番１号、１０番１０号、１０
番１３号、１１番４号

原油・粗油の精製、重
油・航空機燃料・軽油及
び揮発油の混合作業、
灯油の製造、プロピレン
の製造、軽質油の改質
作業、重質油の分解作
業、ＭＥＫの製造

原油、留出油（ＬＰＧ、揮
発油、灯油、軽油、重
油）、プロピレン留分、Ｃ
4留分

2MM13

横浜税関 川崎税関支
署

ＥＮＥＯＳ(株)
川崎製油所Ｃ３保
税工場

4010001133876 神奈川県川崎市川崎区
夜光二丁目３番１号
神奈川県川崎市川崎区
千鳥町１３番１号
神奈川県川崎市川崎区
浮島町１０番１０号

プロピレンの製造（２９０
１項に相当するもの）

プロピレン（２７１１項に
相当するものに限る）

2MM41

横浜税関 川崎税関支
署

東亜石油(株)
京浜製油所保税
工場

2020001073982 神奈川県川崎市川崎区
水江町１番１号、３番４
号、５番２号
神奈川県川崎市川崎区
東扇島８番、９番

原油・粗油の精製、重
油・航空燃料油・軽油の
製造、留出油（重油）の
精製作業、プロピレンの
製造

原油、粗油、留出油（揮
発油、灯油、重油、軽
油）

2MM11

横浜税関 川崎税関支
署

日本冶金工業(株)
川崎製造所保税
工場

2010001034977 神奈川県川崎市川崎区
小島町４番２号

ステンレス鋼（熱帯、冷
板帯、厚板）、ニッケル
鋼（ＮＬＣＰ）（冷帯、冷
板、厚板）、鉄ニッケル
合金（鋼塊、熱帯、冷板
帯、厚板）及びニッケル
合金（熱帯、冷板帯、厚
板）の製造

ニッケル塊、フェロクロ
ム、純マンガン

2MM30



令和３年１０月１日現在

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

類
保税地域
コード

備考

保税工場

横浜税関 横須賀税関
支署

住友重機械マリン
エンジニアリング
(株)
横須賀保税工場

3010701014501 神奈川県横須賀市夏島
町１９番地

船舶・各種浚渫船・各種
バージの製造、改造及
び修理並びに関連装
置、部品の製造、改造及
び修理

船舶、船舶建造・修理・
改造用諸資材、船体ぎ
装品、浚渫船建造・修
理・改造用諸材料、バー
ジ、バージ建造・修理・
改造用諸材料

2KM04

横浜税関 宇都宮出張
所

アサヒグループ食
品(株)
栃木さくら工場保
税工場

2010601048204 栃木県さくら市富野岡字
東原２８６番地１、２４５番
地１、２４６番地２、２４７番
地２、２４７番地４、２４８番
地４、２７０番地１、２７１番
地１、２７１番地４、２７１番
地５、２７２番地１、２７２番
地２、２７２番地４、２７３番
地、２７３番地２、２７６番
地４、６５７番地
栃木県さくら市富野岡字
東代４３６番地１
栃木県さくら市押上字土
渕２０１７番地１、２０１７番
地２、２０１７番地３、２０１
８番地１、２０１８番地２

乳幼児用調製粉乳及び
妊婦授乳婦用調製粉乳
の製造

ホエイ及び脱脂粉乳 2IM29

横浜税関 宇都宮出張
所

エーアイシーテッ
ク(株)
芳賀保税工場

8060001032293 栃木県真岡市久下田１０
６５番地

アルミ電解コンデンサの
製造

アルミ電解コンデンサ用
電極箔

2IM31



令和３年１０月１日現在

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

類
保税地域
コード

備考

保税工場

横浜税関 宇都宮出張
所

ＳＨＰＰジャパン
(同)
真岡事業所保税
工場

9010003015408 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘２
番地２
栃木県真岡市亀山字大
野１５７９番地１３
栃木県真岡市亀山２０５４
番、２０５５番１、２０５５番
２、２０５６番１、２０５６番
２、２０５７番１、２０５７番
２、２０７５番１
栃木県真岡市下籠谷字
南原３４６３番、３４６４番、
３４６５番、３４６６番、３４７
２番、３６２６番２

合成樹脂の製造 ポリフェニレンオキサイド 2IM24

横浜税関 宇都宮出張
所

中外製薬工業(株)
宇都宮工場保税
工場

5011501014375 栃木県宇都宮市清原工
業団地１６番地１

医薬品用原薬の調製及
びバイアル充填

トシリズマブ（遺伝子組
換え）

2IM27

横浜税関 宇都宮出張
所

デュポン(株)
宇都宮事業所保
税工場

6010001087831 栃木県宇都宮市清原工
業団地１８番地１
栃木県宇都宮市清原工
業団地１９番地２
栃木県芳賀郡芳賀町芳
賀台５番地２号

合成樹脂の製造及び加
工

熱可塑性樹脂、難燃剤 2IM23

横浜税関 大黒埠頭出
張所

ＥＭＧルブリカンツ
(同)
鶴見潤滑油工場
保税工場

8010403015801 神奈川県横浜市鶴見区
安善町二丁目１番５

潤滑油の製造（基油に
添加剤を調合し潤滑油
を製造）

基油 2BM17

横浜税関 大黒埠頭出
張所

ジャパン　マリンユ
ナイテッド(株)
横浜事業所鶴見
保税工場

8020001076641 神奈川県横浜市鶴見区
末広町二丁目１番地

船舶の建造、改造、修
理、不良資材等の屑化

船舶建造及び修理用資
材、船舶用部品

2BM19



令和３年１０月１日現在

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

類
保税地域
コード

備考

保税工場

横浜税関 大黒埠頭出
張所

大東タンクターミナ
ル(株)
横浜油槽所保税
工場

8020001017959 神奈川県横浜市鶴見区
大黒町４５番７

農林漁業用Ａ重油の製
造

軽油 2HM01

横浜税関 大黒埠頭出
張所

太平洋製糖(株)
保税工場

6020001017952 神奈川県横浜市鶴見区
大黒町１３番４６号

粗糖の精製、精製液糖
の製造、上白糖の製造、
グラニュ糖の製造、三温
糖の製造

粗糖 2BM04

横浜税関 大黒埠頭出
張所

東芝エネルギーシ
ステムズ(株)
京浜事業所保税
工場

7020001121200 神奈川県横浜市鶴見区
末広町二丁目４番１、４番
５、４番６
神奈川県横浜市鶴見区
末広町一丁目９番１、９番
４

電動機及び発電機（含
む部品）ならびに高出力
型電動機用冷凍機構を
有する機械（含む部品及
び付属品）の製造修理、
組立取付、試験、調整、
原子炉炉心構造物（含
む部品）及び原子炉周
辺機器の試験および製
造修理、水車（含む部
品）の製造修理、配電装
置、制御装置と発電機と
の組み合わせ試験、核
融合装置（含む部品）の
製造及び試験、蒸気
タービン（含む部品）の
加工、修理および製造、
ガスタービン（含む部品）
の加工、修理および製
造、原子力タービン（含
む部品）の加工、修理お
よび製造

ニッケル合金板、珪素鋼
板、伸銅品、電線、絶縁
油及び電動機、発電機、
水車（含むこれらの部品
並びに付属品）並びに原
子炉炉心構造物（含む
部品、付属品）及び原子
炉周辺機器、配電装置、
制御装置用機器、蒸気
タービン、ガスタービン、
原子力タービン及びそれ
らの部品、冷凍機構を有
する機械（含む部品及び
付属品）

2BM05



令和３年１０月１日現在

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

類
保税地域
コード

備考

保税工場

横浜税関 本牧埠頭出
張所

日産自動車(株)
本牧工場、追浜工
場、栃木工場保税
工場

9020001031109 神奈川県横浜市中区錦
町８番地
神奈川県横須賀市夏島
町１番
神奈川県横須賀市夏島
町２番２３
栃木県河内郡上三川町
上蒲生２５００番地

自動車シートの製造、自
動車への取付及び分離
作業

自動車シート用牛革部
品、自動車シート用牛革
製トリムカバー

2EM01 
2EM06

横浜税関 本牧埠頭出
張所

三菱重工業(株)
横浜製作所保税
工場

8010401050387 神奈川県横浜市中区錦
町１２番地

船舶の建造（含む修
理）、船舶用部品及びそ
の部品の製造、加工及
び修理、廃材の屑化

船舶建造（含む修理）用
材料及びその部品、船
舶用部品及びその部
品、塗料、修繕船・改造
船から発生する廃材

2EM07
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