
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

横浜税関 本関 (株)ＩＨＩ
横浜工場保税蔵置場

4010601031604 神奈川県横浜市磯子区新中原町１
番地

輸出入一般貨物 2AW01

横浜税関 本関 ＥＮＥＯＳ(株)
根岸製油所保税蔵置場

4010001133876 神奈川県横浜市磯子区鳳町５番
神奈川県横浜市中区豊浦町１番、１
３番
神奈川県横浜市中区千鳥町３番の
１、７番

輸出入危険貨物 2AW52

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蔵
置場

8020001076641 神奈川県横浜市磯子区新杉田町１
２番地

輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

2AWC3

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

ＥＮＥＯＳ(株)
仙台製油所保税蔵置場

4010001133876 宮城県仙台市宮城野区港五丁目２
３８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鰌沼
１番、湊浜字八兵衛１番

輸出入危険貨物 2YW20

横浜税関 小名浜税関支
署

ケミコン東日本(株)
福島工場保税蔵置場

7370201002512 福島県西白河郡矢吹町丸の内１８５
番地１

輸出入一般貨物 2WW60

横浜税関 小名浜税関支
署

(株)東北村田製作所
本宮工場保税蔵置場

2380001027597 福島県本宮市本宮字樋ノ口２番地１ 輸出入一般貨物 2WW59

横浜税関 鹿島税関支署 鹿島塩ビモノマー(株)
鹿島工場保税蔵置場

9050001020562 茨城県神栖市東和田２番地 輸出入危険貨物 2UW13

横浜税関 鹿島税関支署 鹿島石油(株)
鹿島製油所保税蔵置場

2010001134141 茨城県神栖市東和田４番地
茨城県神栖市北浜１４番３

輸出入危険貨物 2UW69

横浜税関 鹿島税関支署 信越化学工業(株)
鹿島工場保税蔵置場

5010001008680 茨城県神栖市東和田１番地 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2UW91

保税工場に併設された保税蔵置場



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

保税工場に併設された保税蔵置場

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蔵
置場

7010001034766 茨城県小美玉市上玉里字中道２２２
１番地

輸出入一般貨物 26W41

横浜税関 千葉税関支署 富士電機(株)
千葉工場保税蔵置場

9020001071492 千葉県市原市八幡海岸通７番地 輸出入一般貨物 2OW25

横浜税関 千葉税関支署 古河電気工業(株)
電力市原保税蔵置場

5010001008796 千葉県市原市八幡海岸通６番地、６
番地先

輸出入一般貨物 2OW94

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
保税蔵置場

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

輸出入一般貨物 2RW07

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)
保税蔵置場

9040001052417 千葉県富津市新富４２番１号、４２番
１号地先

輸出入一般貨物 2RW23

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

出光興産(株)
千葉事業所保税蔵置場

9010001011318 千葉県市原市姉崎海岸２番１ 輸出入危険貨物 2QW54

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

ＫＨネオケム(株)
千葉工場保税蔵置場

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

輸出入危険貨物 2QW18

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

コスモ石油(株)
千葉製油所保税蔵置場

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

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2QW30

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

大阪国際石油精製(株)
千葉製油所保税蔵置場

9120101029579 千葉県市原市千種海岸１番地 輸出入危険貨物 2QW49

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

富士石油(株)
袖ケ浦製油所保税蔵置
場

3010701015631 千葉県袖ケ浦市北袖１番地 輸出入危険貨物 2QW43



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

保税工場に併設された保税蔵置場

横浜税関 川崎税関支署 ＥＮＥＯＳ(株)
川崎製油所保税蔵置場

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

輸出入危険貨物 2MW75

横浜税関 川崎税関支署 ＥＮＥＯＳ(株)
川崎製油所Ｃ３保税蔵置
場

4010001133876 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

輸出入危険貨物 2MWA3

横浜税関 川崎税関支署 東亜石油(株)
京浜製油所保税蔵置場

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扇島１番３
号
神奈川県川崎市川崎区東扇島８
番、９番

輸出入危険貨物 2MW83

横浜税関 川崎税関支署 日本冶金工業(株)
川崎製造所保税蔵置場

2010001034977 神奈川県川崎市川崎区小島町４番
２号

輸出入一般貨物 2MW77

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)
横須賀保税蔵置場

3010701014501 神奈川県横須賀市夏島町１９番地 輸出入一般貨物 2KW17

横浜税関 横須賀税関支
署

日産自動車(株)
追浜専用埠頭保税蔵置
場

9020001031109 神奈川県横須賀市夏島町２番２３ 輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

2KW10

横浜税関 宇都宮出張所 中外製薬工業(株)
宇都宮工場保税蔵置場

5011501014375 栃木県宇都宮市清原工業団地１６
番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物 2IWB3

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蔵
置場

8020001076641 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁
目１番地

輸出入一般貨物及び
船用品

2BWA8



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

保税工場に併設された保税蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

東芝エネルギーシステム
ズ(株)
京浜事業所保税蔵置場

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

輸出入一般貨物 2BW65

横浜税関 本牧埠頭出張
所

日産自動車(株)
本牧保税蔵置場

9020001031109 神奈川県横浜市中区錦町８番地 輸出入一般貨物 2EW70

横浜税関 本牧埠頭出張
所

三菱重工業(株)
横浜製作所本牧工場保
税蔵置場

8010401050387 神奈川県横浜市中区錦町１２番地 輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

2EW29
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