
令和4年7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回転機械エンジニ
アリング
保税蔵置場

6010601036378 神奈川県横浜市磯子区新中原町１
番地

輸出一般貨物 2AWH2

横浜税関 本関 東海運(株)
山下埠頭保税蔵置場

4010001035123 神奈川県横浜市中区山下町２７９番
の１

輸出入一般貨物 2DW60

横浜税関 本関 (株)新井清太郎商店
鳥浜倉庫保税蔵置場

4020001025271 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１２
－５７

輸出一般貨物 2AW84

横浜税関 本関 (株)イワサワ
藤沢ガスセンター保税蔵
置場

9020001022421 神奈川県藤沢市遠藤字向原２００１
番地３、２００１番地１、２００１番地２

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2AWI3

横浜税関 本関 (株)ＳＫＧトランスポート
海老名保税蔵置場

9020001028492 神奈川県海老名市中新田五丁目１
４３２番地、１４１５番地、１４１６番
地、１４１７番地、１４１８番地１、１４１
８番地２、１４１９番地１、１４２０番
地、１４２１番地、１４２２番地、１４２３
番地１、１４２３番地２、１４２７番地
１、１４２８番地、１４２９番地、１４３０
番地、１４３１番地、１４３３番地、１４
３４番地、１４３５番地、１４３６番地、
１４３７番地、１４３８番地、１４３９番
地、１４４０番地、１４４７番地、１４４９
番地、１４５０番地、１４５２番地、１４
５３番地、１４５４番地、１４５５番地、
１４５６番地、１４５７番地、１４５８番
地、１４５９番地１、１４６４番地１、１４
６５番地１、１４６６番地１、１４６７番
地１、１４３２番地先

輸出入一般貨物 2AWH9

横浜税関 本関 ＳＢＳロジコム(株)
新杉田物流センター支店
保税蔵置場

5010601031801 神奈川県横浜市磯子区杉田五丁目
２２１３番地２

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2AWG6

保税蔵置場



令和4年7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

横浜税関 本関 エヌ・ティ・ティ・ワールド
エンジニアリングマリン
(株)
保税蔵置場

7020001042504 神奈川県横浜市神奈川区出田町１
番地

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

2BW15

横浜税関 本関 (有)オーシャンエクスプレ
ス
出田町保税蔵置場

7010802017201 神奈川県横浜市神奈川区出田町３
番地

別送品及び輸出入一
般貨物

2BWC5

横浜税関 本関 大友ロジスティクスサー
ビス(株)
相模原第二倉庫保税蔵
置場

2010601027307 神奈川県相模原市中央区田名字比
羅野２８５９番地２、２８５８番地２、２
８５９番地４、２８６１番地、２９４３番
地

輸入一般貨物 2AWI2

横浜税関 本関 岡本物流(株)
岡本物流センター保税蔵
置場

4010401006178 神奈川県横浜市都筑区折本町字東
耕地３６５番１、３７３番４、３８９番４、
４１４番、４１５番１、４１５番２

輸出入一般貨物及び
別送品

2AW32 届出蔵置場

横浜税関 本関 神奈川冷凍(株)
磯子事業所保税蔵置場

2020001022683 神奈川県横浜市磯子区新磯子町５
番地

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2AW67

横浜税関 本関 (株)カネハル
相模原保税蔵置場

2021001011726 神奈川県相模原市南区麻溝台１４３
５番地１

輸出入一般貨物 2AWB0

横浜税関 本関 (株)上組
横浜支店出田町青果セ
ンター保税蔵置場

6140001006951 神奈川県横浜市神奈川区出田町２
番地２、３番地

輸出入一般貨物 2BWA1

横浜税関 本関 (株)川岸
磯子倉庫保税蔵置場

5020001022739 神奈川県横浜市磯子区新磯子町６
番地５

輸出入一般貨物及び
別送品

2AWD9

横浜税関 本関 (株)川岸
金沢保税蔵置場

5020001022739 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目
１３番３号

輸出入危険貨物、輸出
入一般貨物及び船用
品(危険貨物含む)

2AW62



令和4年7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

横浜税関 本関 (株)川岸
金沢第二倉庫保税蔵置
場

5020001022739 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目
１３番３９号

輸出入一般貨物及び
船用品

2AWC5

横浜税関 本関 共同冷蔵(株)
保税蔵置場

9021001032583 神奈川県小田原市早川一丁目９番
１号

輸入冷凍冷蔵貨物 2AW34

横浜税関 本関 共同冷蔵(株)
大井物流センター保税蔵
置場

9021001032583 茨城県稲敷市神宮寺字迎山１７５１
番
茨城県稲敷郡阿見町よしわら六丁
目２１番地２

輸入冷凍冷蔵貨物 2AWC2

横浜税関 本関 (株)キョクレイ
中井物流センター保税蔵
置場

2020001030686 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口２４
８１番地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2AW27

横浜税関 本関 ケイヒン(株)
神奈川保税蔵置場

4010401009239 神奈川県横浜市神奈川区千若町三
丁目１番地３７、１番地１１、１番地３
１、１番地３４、１番地３５

輸出入一般貨物 2BW83

横浜税関 本関 ケイヒン(株)
山下埠頭保税蔵置場

4010401009239 神奈川県横浜市中区山下町２７９番
の１

輸出入一般貨物 2DW06



令和4年7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

横浜税関　 本関 (株)向隆
綾瀬保税蔵置場

2021001027334 神奈川県綾瀬市小園字上原９２３番
地１、９２４番地１、９２６番地１、９２９
番地、９２８番地

輸出入一般貨物 2AWB7

横浜税関 本関 コクサイエアロマリン(株)
山下埠頭保税蔵置場

4010401010659 神奈川県横浜市中区山下町２７７番
地２号
神奈川県横浜市中区山下町２７９番
地１号

輸出入一般貨物及び
別送品

2DW07

横浜税関 本関 (株)国際エキスプレス
山下埠頭倉庫保税蔵置
場

7011101027536 神奈川県横浜市中区山下町２７９番
地１

輸出入一般貨物、別送
品及び船用品

2DW67

横浜税関 本関 国際ケーブル・シップ(株)
横浜海底線保管所保税
蔵置場

3010401061736 神奈川県横浜市神奈川区恵比須町
７番３

輸出入一般貨物 2BWA9

横浜税関 本関 互興運輸(株)
金沢保税蔵置場

1020001026495 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目
９番３３

輸出入一般貨物 2AW60 届出蔵置場

横浜税関 本関 相模運輸倉庫(株)
根岸保税蔵置場

9021001040388 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町７番
地２

輸出入一般貨物 2AW85

横浜税関 本関 産業振興(株)
出田町倉庫保税蔵置場

5010601022833 神奈川県横浜市神奈川区出田町１
番地

輸出入一般貨物 2BW69

横浜税関 本関 産業振興(株)
恵比須町倉庫保税蔵置
場

5010601022833 神奈川県横浜市神奈川区恵比須町
９番地

輸出入一般貨物 2BW68



令和4年7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

横浜税関 本関 三工興産(株)
鳥浜工場保税蔵置場

2020001008699 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１２
番地１０

輸出入一般貨物 2AWH8

横浜税関 本関 三昭(株)
横浜支店保税蔵置場

4010001017113 神奈川県横浜市神奈川区恵比須町
５番地

輸出入一般貨物 2BW04

横浜税関 本関 (株)サンリツ
京浜事業所保税蔵置場

5010401011846 神奈川県横浜市神奈川区恵比須町
１番地９、１番地１４

輸出一般貨物 2BWD1

横浜税関 本関 三和倉庫(株)
横浜事業所保税蔵置場

4010401011970 神奈川県横浜市緑区上山一丁目１
６番１号

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

2AW07

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 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2AW57

横浜税関 本関 ＥＮＥＯＳ(株)
横浜製造所保税蔵置場

4010001133876 神奈川県横浜市神奈川区宝町５番
地

輸入危険貨物 2BW66

横浜税関 本関 澁澤倉庫(株)
恵比須町倉庫保税蔵置
場

6010601038102 神奈川県横浜市神奈川区恵比須町
１番地

輸出入一般貨物 2BW06

横浜税関 本関 澁澤倉庫(株)
山下埠頭倉庫保税蔵置
場

6010601038102 神奈川県横浜市中区山下町２７９番
の１

輸出入一般貨物 2DW10

横浜税関 本関 湘南東洋(株)
中井冷凍工場保税蔵置
場

7021001034441 神奈川県足柄上郡中井町境７９７番
地

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2AW38

横浜税関 本関 シンオー
鳥浜保税蔵置場

5021001056702 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町６番
地３

輸出入一般貨物 2AWH6



令和4年7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

横浜税関 本関 神糧倉庫(株)
出田町埠頭保税蔵置場

6020001027043 神奈川県横浜市神奈川区出田町１
番地、３番地

別送品及び輸出入一
般貨物

2BW71

横浜税関 本関 鈴江コーポレーション(株)
新杉田埠頭保税蔵置場

7020001027166 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１１
番地３

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2AW55 届出蔵置場

横浜税関 本関 セイノースーパーエクス
プレス(株)
横浜海運保税蔵置場

9010601041061 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町３番
地８

輸出入一般貨物及び
別送品

2AWF7

横浜税関 本関 第一倉庫(株)
厚木保税蔵置場

4080001009649 神奈川県厚木市金田字御嶽１１０６
番地、１１０７番地の１

輸出入一般貨物 2AWC6

横浜税関 本関 大黒倉庫(株)
磯子埠頭営業所保税蔵
置場

3020001017848 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町２番
３号

輸出入一般貨物 2AWD1

横浜税関 本関 大和住販(株)
横浜コットンハーバー
ボートヤード保税蔵置場

8020001015285 神奈川県横浜市神奈川区橋本町二
丁目１番３０、三丁目１番２、三丁目
１番５

輸出入一般貨物 2BWD8

横浜税関 本関 玉家運輸倉庫(株)
金沢危険物倉庫保税蔵
置場

4020001010158 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目
８番１２号、１４号

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

2AW68

横浜税関 本関 中外倉庫運輸(株)
子安営業所保税蔵置場

5020001030592 神奈川県横浜市神奈川区守屋町一
丁目３番４

輸出入一般貨物 2BW41

横浜税関 本関 中外倉庫運輸(株)
冷凍営業所保税蔵置場

4020001023721 神奈川県横浜市神奈川区守屋町一
丁目１番４号

輸出入冷凍冷蔵貨物 2AWI4
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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

横浜税関 本関 千代田冷蔵(株)
磯子工場保税蔵置場

2010901007396 神奈川県横浜市磯子区新磯子町１
５番地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2AW82

横浜税関 本関 東京応化工業(株)
流通センター保税蔵置場

3020001069823 神奈川県海老名市上郷四丁目１番
１号

輸出一般貨物、輸出危
険貨物及び輸出冷凍
冷蔵貨物

2AWD5

横浜税関 本関 東京瓦斯(株)
根岸ＬＮＧ基地保税蔵置
場

6010401020516 神奈川県横浜市磯子区新磯子町３
４番地

輸出入一般貨物及び
輸入危険貨物

2AW81

横浜税関 本関 東京国際埠頭(株)
鈴繁埠頭保税蔵置場

3010401020510 神奈川県横浜市神奈川区鈴繁町４
番地、８番地

船用品、仮陸揚貨物、
輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2BW73

横浜税関 本関 東神冷凍工業(株)
保税蔵置場

7020001023826 神奈川県横浜市神奈川区栄町８９
番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 2BW74

横浜税関 本関 富島運輸(株)
横浜第２物流センター保
税蔵置場

3020001027806 神奈川県横浜市金沢区幸浦一丁目
２番地２０

輸出入一般貨物 2AW69

横浜税関 本関 富島運輸(株)
横浜物流センター保税蔵
置場

3020001027806 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１０
番４、１０番６

輸出入一般貨物及び
輸出危険貨物

2AW08 届出蔵置場

横浜税関 本関 Ｔｒａｄｅｖｏｘ Ｊａｐａｎ(同)
保税蔵置場

9020003009516 神奈川県横浜市中区蓬莱町二丁目
３番地２

輸出入一般貨物及び
船用品

2AWI6

横浜税関 本関 内外トランス・ケミカル
(株)
危険品倉庫保税蔵置場

7020001006599 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目
８番地１３号、１６号

輸出入危険貨物、輸出
入一般貨物及び仮陸
揚貨物(危険貨物)

2AW56



令和4年7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

横浜税関 本関 (株)南里製作所
冷蔵庫保税蔵置場

7010801011584 神奈川県綾瀬市吉岡字江戸道南１
６２番地外

輸出入冷凍冷蔵貨物 2AWB2

横浜税関 本関 日塩(株)
千若保税蔵置場

3010401021517 神奈川県横浜市神奈川区千若町二
丁目１番地

輸出入一般貨物 2BW75

横浜税関 本関 (株)ニチレイ・ロジスティ
クス関東
横浜南物流センター保税
蔵置場

6010001087187 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町２番
地２

輸出入冷凍冷蔵貨物 2AW04

横浜税関 本関 日絹倉庫(株)
羽沢営業所保税蔵置場

2020001028251 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町５
１８番地

輸出入一般貨物及び
別送品

2AWA7

横浜税関 本関 日産自動車(株)
相模原部品センター保税
蔵置場

9020001031109 神奈川県相模原市南区麻溝台一丁
目４番１号

輸出入一般貨物 2AWB1

横浜税関 本関 日清物流(株)
磯子事業所保税蔵置場

1020001037237 神奈川県横浜市磯子区新森町１番
地
神奈川県横浜市磯子区新磯子町３
３番１

輸出入一般貨物 2AW66

横浜税関 本関 日本通運(株)
相模原保税蔵置場

4010401022860 神奈川県相模原市南区麻溝台一丁
目７６０番地７

輸出入一般貨物 2AWG5 届出蔵置場



令和4年7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

横浜税関 本関 (株)ニップン
横浜工場保税蔵置場

9011001017684 神奈川県横浜市神奈川区千若町二
丁目１番地１、１番地２、１番地１２、
１番地１３、１番地１４、１番地１５、１
番地２４、１番地２５、１番地２７、１番
地２８、１番地３３、１番地３４、１番地
３５、１番地３８、１番地４４、１番地２
先

輸出入一般貨物 2BWB7

横浜税関 本関 日本超低温(株)
保税蔵置場

1020001003180 神奈川県横浜市磯子区新磯子町３
０番地の３

輸出入冷凍冷蔵貨物 2AW58

横浜税関 本関 日本トランスシティ(株)
大和保税蔵置場

9190001015895 神奈川県大和市下鶴間字乙四号２
４５０番地１、２４６３番地、２４６６番
地、２４７４番地、２４７６番地、２５００
番地、２５００番地９、２５１２番地
乙五号２５７７番地１、２５７７番地４、
２５７８番地２、２５７６番地１０、２６３
４番地２、２６２３番地５、２６２６番地
２、２６２６番地３、２６４４番地、２６４
９番地

輸出入一般貨物 2AWB5 届出蔵置場

横浜税関 本関 (株)ニムラロジテク
保税蔵置場

3021001013564 神奈川県相模原市南区大野台三丁
目２９４５番地、２９３８番地、２９４１
番地、２９４２番地、２９５１番地２、２
９４８番地２

輸出入一般貨物 2AWB4

横浜税関 本関 早川運輸(株)
出田町保税蔵置場

4020001028373 神奈川県横浜市神奈川区出田町１
番地の３１

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

2BW93

横浜税関 本関 早川運輸(株)
出田町ふ頭２号保税蔵
置場

4020001028373 神奈川県横浜市神奈川区出田町３
番地

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

2BWB4

横浜税関 本関 早川運輸(株)
出田町ふ頭３号保税蔵
置場

4020001028373 神奈川県横浜市神奈川区出田町３
番地

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

2BWB5



令和4年7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

横浜税関 本関 早川海陸輸送(株)
金沢保税蔵置場

3020001028374 神奈川県横浜市金沢区幸浦一丁目
７番、一丁目７番の１、一丁目１８番
の７

輸出入一般貨物 2AW76

横浜税関 本関 早川海陸輸送(株)
金沢第２保税蔵置場

3020001028374 神奈川県横浜市金沢区幸浦一丁目
５番の１、一丁目６番

輸出入一般貨物 2AWA3

横浜税関 本関 (株)バンテック
金沢保税蔵置場

6020001046191 神奈川県横浜市金沢区幸浦一丁目
３番２

輸出入一般貨物 2AW91 届出蔵置場

横浜税関 本関 (株)バンテック
ロジポート橋本保税蔵置
場

6020001046191 神奈川県相模原市緑区大山町４０３
番地１

輸出入一般貨物 2AWI1

横浜税関 本関 (株)日立物流南関東
神奈川県央物流センター
保税蔵置場

5020001028208 神奈川県高座郡寒川町倉見１３３９
番地２

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2AWH7

横浜税関 本関 (有)ピトコサービス
幸浦保税蔵置場

2020002010522 神奈川県横浜市金沢区幸浦一丁目
２番地５

輸出一般貨物 2AW88

横浜税関 本関 福岡倉庫(株)
横浜羽沢保税蔵置場

3290001003904 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町８
３番１号

別送品及び輸出入一
般貨物

2AWD2

横浜税関 本関 舟津産業(株)
横浜危険物倉庫保税蔵
置場

5020001074334 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目
８番地１２、二丁目９番地１１、１２、１
４、二丁目９番１９

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、船用品
(危険貨物を含む)及び
仮陸揚貨物(危険貨物
を含む)

2AW77



令和4年7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

横浜税関 本関 平和産業運輸(株)
金沢危険物倉庫保税蔵
置場

6020001006807 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目
８番１８、１９

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2AW90

横浜税関 本関 (株)ホウスイ
厚木物流センター保税蔵
置場

9010001034921 神奈川県伊勢原市下落合字餅田３
０３番地１４
神奈川県伊勢原市下落合字餅田３
０３番地２１

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2AW29 届出蔵置場

横浜税関 本関 丸全昭和運輸(株)
相模原物流センター保税
蔵置場

8020001028881 神奈川県相模原市中央区清新八丁
目９８番地２、９６番地１、９６番地８、
９７番地４、９７番地６

輸出入一般貨物 2AWF3

横浜税関 本関 丸全昭和運輸(株)
藤沢倉庫保税蔵置場

8020001028881 神奈川県藤沢市桐原町１５番地１ 輸出入一般貨物 2AWF4

横浜税関 本関 丸全昭和運輸(株)
輸出梱包センター保税蔵
置場

8020001028881 神奈川県横浜市金沢区幸浦１丁目
３番地１号

輸出入一般貨物及び
輸出危険貨物

2AW71 届出蔵置場

横浜税関 本関 (株)三鷹倉庫
横浜ＤＣ保税蔵置場

8120001018939 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町４番
地１２

輸出入一般貨物 2AWG8

横浜税関 本関 三井倉庫(株)
厚木保税蔵置場

8010401114448 神奈川県厚木市長沼字堤附２５０番
地１

輸出入一般貨物 2AWD7 届出蔵置場

横浜税関 本関 三井倉庫(株)
千若町保税蔵置場

8010401114448 神奈川県横浜市神奈川区千若町二
丁目１番地３

輸出入一般貨物 2BW80 届出蔵置場



令和4年7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

横浜税関 本関 南日本運輸倉庫(株)
藤沢営業所保税蔵置場

6011201005310 神奈川県藤沢市稲荷字二ツ谷４５０
番地、４５１番地、４５２番地、４５３番
地１、４５３番地２、４５４番地、４５５
番地２、４６１番地３、４６３番地、４６
４番地、４６５番地、４６６番地、４７５
番地１、４７６番地１、４７７番地１、４
７８番地１、４７９番地１、４８９番地５

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2AWI5

横浜税関 本関 (株)明治屋
横浜保税蔵置場

6020001029171 神奈川県横浜市神奈川区千若町三
丁目１番地１１、１番地３１、１番地３
４、１番地３５、１番地３７
神奈川県横浜市神奈川区出田町１
番地３、１番地５

輸出入一般貨物、船用
品(冷凍冷蔵貨物を含
む)及び仮陸揚貨物

2BWD5

横浜税関 本関 (株)明正
出田町保税蔵置場

4010001058727 神奈川県横浜市神奈川区出田町１
番地３８

輸出入一般貨物 2BW21 届出蔵置場

横浜税関 本関 (株)明正
福浦保税蔵置場

4010001058727 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目
９番地２

輸出入一般貨物、輸出
入冷蔵貨物及び輸出
入危険貨物

2AWI7

横浜税関 本関 メルシャン(株)
藤沢工場保税蔵置場

8010001034939 神奈川県藤沢市城南４丁目９番１号 輸入一般貨物 2AW30

横浜税関 本関 安田倉庫(株)
守屋町営業所保税蔵置
場

6010401029771 神奈川県横浜市神奈川区守屋町三
丁目９番地

輸出入一般貨物 2BW43 届出蔵置場

横浜税関 本関 (株)ヤマタネ
物流本部関東支店山下
埠頭営業所保税蔵置場

2010601007242 神奈川県横浜市中区山下町２７９番
地１

輸出入一般貨物及び
別送品

2DW21



令和4年7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

横浜税関 本関 (株)山安
羽根尾第二冷蔵庫保税
蔵置場

9021001033301 神奈川県小田原市羽根尾字和田５
１０番地２、５１０番地２０

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

2AWH5

横浜税関 本関 横浜航空貨物ターミナル
(株)
保税蔵置場

2020001029407 神奈川県横浜市中区山下町２７９番
１

輸出入一般貨物及び
別送品

2DW63

横浜税関 本関 横浜市場冷蔵(株)
南部事業所保税蔵置場

3020001030636 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１番
地の１

輸出入冷凍冷蔵貨物 2AW97

横浜税関 本関 横浜市場冷蔵(株)
本場事業所保税蔵置場

3020001030636 神奈川県横浜市神奈川区山内町１
番地の１

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2BW85

横浜税関 本関 横浜倉庫(株)
鈴繁埠頭営業所保税蔵
置場

9020001024748 神奈川県横浜市神奈川区鈴繁町４
番地

輸出入一般貨物 2BW76

横浜税関 本関 横浜埠頭(株)
横浜営業所出田町倉庫
保税蔵置場

5020001029528 神奈川県横浜市神奈川区千若町３
－１－９

輸出入一般貨物及び
船用品

2BW77

横浜税関 本関 横浜冷凍(株)
伊勢原物流センター保税
蔵置場

1020001030638 神奈川県伊勢原市歌川二丁目１番
地１

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物及び
船用品(冷凍冷蔵貨物)

2AWD4

横浜税関 本関 横浜冷凍(株)
山内物流センター保税蔵
置場

1020001030638 神奈川県横浜市神奈川区山内町１
１番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 2BW88



令和4年7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

横浜税関 本関 リンツ＆シュプルングリー
ジャパン(株)
愛甲ディストリビューショ
ンセンター保税蔵置場

7010001129814 神奈川県伊勢原市石田字八本木８
４番地１
神奈川県伊勢原市石田字萩原４６０
番地５
神奈川県厚木市愛甲一丁目４０２番
地１

輸入一般貨物 2AWH4

横浜税関 本関 (株)ワン・ツー・ストック
金沢危険物倉庫保税蔵
置場

7020001006987 神奈川県横浜市金沢区幸浦二丁目
８番地１９

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

2AW98

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)青葉冷凍
仙台蒲生物流センター保
税蔵置場

6370001002515 宮城県仙台市宮城野区蒲生四丁目
５番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物 2YWK7

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)青葉冷凍
仙台東物流センター保税
蔵置場

6370001002515 宮城県仙台市若林区卸町東五丁目
５番地５、５番地４

輸出入冷凍冷蔵貨物 2YW61

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)青葉冷凍
仙台港物流センター保税
蔵置場

6370001002515 宮城県仙台市宮城野区港四丁目２
番地２

輸出入冷凍冷蔵貨物 2YW62

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)アジアマリンプロダク
ツ
ＡＭＰ　ＣＯＬＤ＆ＩＣＥ保
税蔵置場

7370601000017 宮城県塩竈市新浜町三丁目５１番
地８１

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2YWE4

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)アジアマリンプロダク
ツ
ＡＭＰ　ＣＯＬＤ＆ＩＣＥ２保
税蔵置場

7370601000017 宮城県塩竈市新浜町三丁目１０９番
地１９８

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2YWG6



令和4年7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

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)イーストコア
塩釜ヤード保税蔵置場

4370601002726 宮城県塩竈市貞山通一丁目５９番
４、５９番６、５９番７、５９番１７

輸出一般貨物 2YWF2

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

出光興産(株)
塩釜油槽所保税蔵置場

9010001011318 宮城県塩竈市貞山通三丁目１番１１
号

機用品(危険貨物) 2YW63

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)ウェルネス伯養軒
名取保税蔵置場

5370001013728 宮城県名取市植松字入生３４６番地
６

機用品、仮陸揚貨物及
び輸出入一般貨物

2YWG4

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

大郷運輸(株)
危険物１号倉庫保税蔵
置場

7370601002913 宮城県塩竈市貞山通三丁目２９番
地４８

輸出入危険貨物 2YWK3

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

カイリク(株)
仙台物流センター保税蔵
置場

1370001004846 宮城県仙台市宮城野区港四丁目５
番地３

輸出入一般貨物 2YW74

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

カトーレック(株)
仙台低温物流センター保
税蔵置場

3010601029525 宮城県仙台市宮城野区扇町一丁目
３番地９

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2YWK4

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

カネヨロイヤリティワンロ
ジスティクス(株)
創水事業所保税蔵置場

2370601001077 宮城県塩竈市新浜町一丁目１０５番
地２９、１０５番地３０、１０５番地４０

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2YWC5

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

カネヨロイヤリティワンロ
ジスティクス(株)
本部事業所保税蔵置場

2370601001077 宮城県塩竈市杉の入四丁目３３番
地３５、３３番地５１、３３番地４５、３３
番地４６、３３番地３８、３３番地３７、
３３番地４０、３３番地３９、３３番地４
７、３３番地３３

輸出入冷凍冷蔵貨物、
輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物(冷凍冷蔵
貨物)

2YWF9



令和4年7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

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)上組
仙台物流センター保税蔵
置場

6140001006951 宮城県仙台市宮城野区中野五丁目
７番２１

輸出入一般貨物 2YWE7

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)キョウスイ
仙台港冷凍工場保税蔵
置場

3370601000193 宮城県仙台市宮城野区港三丁目２
番７号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2YW51

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

澤田商事(株)
仙台国際港物流センター
保税蔵置場

3370001003136 宮城県仙台市宮城野区港一丁目２
４番地１

輸出入一般貨物 2YWC6

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

澤田商事(株)
仙台団地倉庫Ｅ棟保税
蔵置場

3370001003136 宮城県仙台市若林区卸町五丁目５
番地の１

輸出入一般貨物 2YW14

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

三陸運輸(株)
仙台港事業所保税蔵置
場

4370601000333 宮城県仙台市宮城野区港四丁目６
番３号、９番４号、９番６号

輸出入一般貨物 2YWB5

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

三陸運輸(株)
仙台港物流センター保税
蔵置場

4370601000333 宮城県仙台市宮城野区港二丁目１
番地１５

輸出入一般貨物及び
輸入危険貨物

2YWH1 届出蔵置場

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

三陸運輸(株)
仙台国際貿易港物流
ターミナル保税蔵置場

4370601000333 宮城県仙台市宮城野区港一丁目２
４番地１

輸出入一般貨物、船用
品、仮陸揚貨物及び別
送品

2YWF7

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

三陸運輸(株)
貞山２号野積場保税蔵
置場

4370601000333 宮城県塩竈市貞山通一丁目４５－１
２

輸出入一般貨物 2YWB6



令和4年7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

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四丁目１
３番３、１０１番４
宮城県多賀城市栄四丁目１２５番３

輸入危険貨物(プロパ
ン及びブタン(無税品に
限る))

2YW06

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

ＪＦＥスチール(株)
仙台製造所保税蔵置場

7010401061823 宮城県仙台市宮城野区港一丁目２
番地

輸出入一般貨物 2YWJ9

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

塩釜魚市場水産加工業
協同組合
保税蔵置場

9370605000028 宮城県塩竈市新浜町三丁目２番１５
号

輸出入冷凍冷蔵貨物 2YW57

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

塩釜魚市場水産加工業
協同組合
市場前冷蔵倉庫保税蔵
置場

9370605000028 宮城県塩竈市新浜町一丁目４５番
地２、４５番地２３

輸出入冷凍冷蔵貨物 2YWH4

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

塩釜魚市場水産加工業
協同組合
団地冷蔵庫保税蔵置場

9370605000028 宮城県塩竈市新浜町三丁目１２２番
地３、１２２番地６、１２２番地２５

輸出入冷凍冷蔵貨物 2YWL0

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

ＮＸ仙台塩竈港運(株)
国際物流ターミナル保税
蔵置場

4370601000341 宮城県仙台市宮城野区港一丁目２
４番地１

輸出入一般貨物 2YWB7

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

ＮＸ仙台塩竈港運(株)
塩釜港１号保税蔵置場

4370601000341 宮城県塩竈市貞山通一丁目３番地 輸出入一般貨物 2YW32

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

ＮＸ仙台塩竈港運(株)
塩釜港２号保税蔵置場

4370601000341 宮城県塩竈市貞山通一丁目６５番
８、６６番１、６６番４、６６番５、６７番
２、６６番２

輸出一般貨物 2YWA9



令和4年7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

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

ＮＸ仙台塩竈港運(株)
仙台港１号保税蔵置場

4370601000341 宮城県仙台市宮城野区港四丁目９
番３号、８番地３

輸出入一般貨物 2YW42

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

ＮＸ仙台塩竈港運(株)
仙台港共同１号保税蔵
置場

4370601000341 宮城県仙台市宮城野区港四丁目７
番地１、８番地６

輸出入一般貨物 2YWE9

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

ＮＸ仙台塩竈港運(株)
仙台港鉄鋼倉庫２号保
税蔵置場

4370601000341 宮城県仙台市宮城野区港二丁目１
番地１２

輸出入一般貨物 2YWH5

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

ＮＸ仙台塩竈港運(株)
仙台港ロジスティクスセ
ンター保税蔵置場

4370601000341 宮城県仙台市宮城野区港二丁目１
番１４

輸出入一般貨物、船用
品及び別送品

2YWG2 届出蔵置場

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

塩竈倉庫(株)
保税蔵置場

1370601000352 宮城県塩竈市貞山通一丁目５番２
号

輸出入一般貨物(米(関
税が無税のものに限
る))

2YW15

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

塩竈倉庫(株)
仙台港物流倉庫保税蔵
置場

1370601000352 宮城県仙台市宮城野区中野五丁目
８番地１２

輸出入一般貨物(米(関
税が無税のものに限
る))

2YWH8

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

塩竈倉庫(株)
仙台団地支店保税蔵置
場

1370601000352 宮城県仙台市若林区卸町五丁目５
番３の２、８番５の４

輸出入一般貨物(米(関
税が無税のものに限
る))

2YW21

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)阿部亀商店
エース冷蔵第二保税蔵
置場

3370601000029 宮城県塩竈市新浜町三丁目１０９番
３４号

輸出入冷凍冷蔵貨物 2YW72



令和4年7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

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

塩釜地区水産加工業協
同組合
第二冷蔵庫保税蔵置場

4370605000024 宮城県塩竈市新浜町三丁目１０９番
地１７

輸出入冷凍冷蔵貨物 2YWH9

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)白石倉庫
仙台扇町営業所保税蔵
置場

6370101001342 宮城県仙台市宮城野区扇町四丁目
２番地２、２番地１０

輸出入一般貨物(米(関
税が無税のものに限
る))

2YW11

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)白石倉庫
仙台港営業所保税蔵置
場

6370101001342 宮城県仙台市宮城野区中野五丁目
４番地２５、４番地２７

輸出入一般貨物 2YWA7

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)白石倉庫
仙台港中央営業所保税
蔵置場

6370101001342 宮城県仙台市宮城野区中野五丁目
８番地２０

輸出入一般貨物 2YWJ8

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)白石倉庫
仙台団地倉庫営業所保
税蔵置場

6370101001342 宮城県仙台市若林区卸町五丁目５
番地２

輸出入一般貨物(米(関
税が無税のものに限
る))

2YWA3

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)青南商事
仙台支店塩竈工場保税
蔵置場

1420001009154 宮城県塩竈市貞山通一丁目４５番
地２０

輸出一般貨物 2YWD5

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

全国水産加工業協同組
合連合会
東北第一冷蔵庫保税蔵
置場

2010005002245 宮城県塩竈市新浜町三丁目１０９番
地２４６、１２２番地８、１２２番地１９、
１２２番地２３

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2YWE1

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

センコン物流(株)
仙台港倉庫保税蔵置場

3370801000134 宮城県仙台市宮城野区港四丁目６
番地４号

輸出入一般貨物 2YW56



令和4年7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

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

ＮＸ仙台港サイロ(株)
保税蔵置場

9370001006629 宮城県仙台市宮城野区港四丁目８
番３号

輸出入一般貨物 2YW05

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

仙台市ガス局
港工場保税蔵置場

8000020041009 宮城県仙台市宮城野区港四丁目１
３番１号

輸入危険貨物(液化天
然ガス(無税品に限る))

2YW13

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

仙台冷藏倉庫(株)
仙台港第１センター保税
蔵置場

7370001002407 宮城県仙台市宮城野区中野四丁目
３番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2YWF4

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

仙台冷藏倉庫(株)
多賀城センター保税蔵置
場

7370001002407 宮城県多賀城市明月二丁目１０５番
地４

輸出入冷凍貨物 2YWK8

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

仙都冷蔵(株)
仙台新港冷蔵庫保税蔵
置場

9370001003304 宮城県仙台市宮城野区港四丁目２
番地３

輸出入冷凍冷蔵貨物 2YW23

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

全農エネルギー(株)
仙台石油基地保税蔵置
場

9010001020608 宮城県仙台市宮城野区港四丁目１
２番１

輸入危険貨物 2YWJ7

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

第一商事(株)
仙台塩倉庫保税蔵置場

4140001008925 宮城県仙台市宮城野区蒲生字屋倉
３１番地１

輸入一般貨物(塩(無税
品に限る))

2YWE5

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

大昭倉庫(株)
塩釜営業所保税蔵置場

1080101008933 宮城県宮城郡七ケ浜町東宮浜字笠
岩１６番地１

輸出入一般貨物 2YW59



令和4年7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

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)辻󠄀󠄀野
仙台物流センター保税蔵
置場

8040001062326 宮城県仙台市宮城野区港三丁目２
番１２号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2YW24

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)トーワ冷蔵
塩釜冷蔵庫保税蔵置場

9370301000934 宮城県塩竈市新浜町三丁目５１番７
６

輸出入冷凍冷蔵貨物 2YWK5

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

東西オイルターミナル
(株)
塩釜油槽所保税蔵置場

9010401019167 宮城県塩竈市貞山通三丁目２９番１
０

機用品(危険貨物)及び
輸入危険貨物

2YWC7

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)東盛
多賀城ヤード保税蔵置
場

9370001043069 宮城県多賀城市宮内一丁目１６番、
１７番、１８番、１９番、２６番、２７番、
２７番１、２８番、２９番、３０番、３１
番、３２番、３３番、３４番、３４番地
先、３５番、３６番

輸出一般貨物 2YWK9

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

東邦運輸倉庫(株)
国際営業部保税蔵置場

6370001005666 宮城県仙台市宮城野区港一丁目２
４番地１

輸出入一般貨物 2YWB9

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

東邦運輸倉庫(株)
仙台港支店保税蔵置場

6370001005666 宮城県仙台市宮城野区港四丁目６
番地２

輸出入一般貨物 2YW44

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

東邦運輸倉庫(株)
本社５号倉庫保税蔵置
場

6370001005666 宮城県仙台市宮城野区日の出町三
丁目５番地６

輸出入一般貨物 2YW41

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

東北電力(株)
新仙台火力発電所保税
蔵置場

4370001011311 宮城県仙台市宮城野区港五丁目８
０番１８、８０番２０、８０番２１

輸入危険貨物(液化天
然ガス(無税品に限る))

2YWJ1



令和4年7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

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)東北トクスイ
塩釜工場保税蔵置場

7010001051852 宮城県塩竈市新浜町三丁目５１番７
７

輸出入冷凍冷蔵貨物 2YW76

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

東洋冷蔵(株)
東北支店保税蔵置場

3010601030301 宮城県仙台市泉区明通４丁目８番
地

輸入冷凍冷蔵貨物 2YW38

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)ニチレイ・ロジスティ
クス東北
仙台物流センター保税蔵
置場

2370001013136 宮城県仙台市宮城野区港四丁目１
番地３、１番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2YWH6

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)ニチレイ・ロジスティ
クス東北
仙台南物流センター保税
蔵置場

2370001013136 宮城県岩沼市空港南四丁目１番２
号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2YWA8

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

日水物流(株)
仙台扇町物流センター保
税蔵置場

2010401068740 宮城県仙台市宮城野区扇町七丁目
２番５号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2YW43

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

日水物流(株)
仙台港物流センター保税
蔵置場

2010401068740 宮城県仙台市宮城野区港三丁目２
番１０号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2YW64

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

日鉄建材(株)
仙台製造所保税蔵置場

9010601024974 宮城県仙台市宮城野区港一丁目２
２番地

輸出入一般貨物 2YWF8



令和4年7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

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

日本通運(株)
仙台港保税蔵置場

4010401022860 宮城県仙台市宮城野区港四丁目７
番地１

輸出入一般貨物 2YW30

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

日本通運(株)
仙台空港保税蔵置場

4010401022860 宮城県岩沼市空港南四丁目１番８
号

輸出入一般貨物 2YW96 
2YW97

届出蔵置場

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

東日本冷凍(株)
保税蔵置場

3370001003879 宮城県仙台市若林区卸町東四丁目
３番２４号

輸出入冷凍冷蔵貨物 2YW78

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

東日本冷凍(株)
扇町物流センター保税蔵
置場

3370001003879 宮城県仙台市宮城野区扇町五丁目
９番地１０、９番地２１

輸出入冷凍冷蔵貨物 2YWK1

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

東日本冷凍(株)
港物流センター保税蔵置
場

3370001003879 宮城県仙台市宮城野区港四丁目２
番地４

輸出入冷凍冷蔵貨物 2YWK2

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)ヒューテックノオリン
東北支店保税蔵置場

7010601014110 宮城県仙台市泉区明通三丁目２９
番地

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2YW34 届出蔵置場

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)ヒューテックノオリン
東北支店仙台営業所保
税蔵置場

7010601014110 宮城県仙台市若林区卸町東五丁目
６番地９

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2YWB1 届出蔵置場

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)ヒューテックノオリン
東北支店第二センター保
税蔵置場

7010601014110 宮城県仙台市泉区明通三丁目２６
番地

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2YWH3 届出蔵置場



令和4年7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

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

平和商事(株)
仙台支店保税蔵置場

2140001030006 宮城県仙台市宮城野区蒲生三丁目
８番５、８番６、８番７

輸出一般貨物 2YWJ4

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)マルハニチロ物流
塩釜保税蔵置場

5010001080515 宮城県塩竈市新浜町一丁目２２番１
０号

輸出入冷凍冷蔵貨物 2YW52 届出蔵置場

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)丸山運送
仙台港倉庫保税蔵置場

7370001006151 宮城県仙台市宮城野区港四丁目１
番地２

輸出入一般貨物及び
別送品

2YWG5

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)丸山運送
仙台港倉庫２号棟保税
蔵置場

7370001006151 宮城県仙台市宮城野区中野字掃沼
４７番地３
宮城県多賀城市宮内一丁目３７６番
地１

輸出入一般貨物 2YWH7

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

三菱倉庫(株)
仙台保税蔵置場

8010001034947 宮城県仙台市宮城野区仙台港北二
丁目５番地７

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2YW27

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

(株)港金属
本社保税蔵置場

7370001014055 宮城県仙台市宮城野区仙台港北一
丁目６番２

輸出一般貨物 2YWG3

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

守屋運輸(株)
仙台港倉庫保税蔵置場

6370801000486 宮城県仙台市宮城野区港四丁目１
０番地１

輸出入一般貨物 2YW46

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

やまや商流(株)
東北物流センター保税蔵
置場

9370001014581 宮城県黒川郡大和町松坂平八丁目
１番地

輸入冷凍冷蔵貨物及
び輸出入一般貨物

2YWD3



令和4年7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

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

横浜冷凍(株)
仙台物流センター保税蔵
置場

1020001030638 宮城県仙台市宮城野区蒲生二丁目
３１番３号

輸出入冷凍冷蔵貨物 2YW79

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

渡會冷蔵(株)
保税蔵置場

2370601000343 宮城県塩竈市新浜町一丁目１２７番
１４号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び仮陸揚貨物(冷凍
冷蔵貨物)

2YWA4

横浜税関 仙台塩釜税関
支署

渡會冷蔵(株)
第二工場保税蔵置場

2370601000343 宮城県塩竈市新浜町三丁目５１番
地３７

輸出入冷凍冷蔵貨物 2YWG8

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

石巻埠頭サイロ(株)
保税蔵置場

9370301000141 宮城県石巻市三河町６番地、２１番
地２

輸出入一般貨物 21W12 届出蔵置場

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

石巻冷蔵(株)
第２冷蔵庫保税蔵置場

5370301000145 宮城県石巻市魚町三丁目１３番地
の４

輸出入冷凍冷蔵貨物 21W40

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

奥洲物産運輸(株)
Ａ棟倉庫保税蔵置場

5370301000269 宮城県東松島市小松字明神下３０
番地１

輸入一般貨物 21W41

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

カイリク(株)
三河町保税蔵置場

1370001004846 宮城県石巻市三河町１６番１、１６番
５

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

21W25

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

カイリク(株)
三河町ヤード保税蔵置
場

1370001004846 宮城県石巻市三河町７－３ 輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

21W32



令和4年7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

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

小池産業(株)
１号冷蔵倉庫保税蔵置
場

1370301000487 宮城県石巻市魚町三丁目４番地２
１、４番地２２

輸出入冷凍冷蔵貨物 21W18

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

三昭(株)
石巻支店保税蔵置場

4010001017113 宮城県石巻市三河町５番地 輸入一般貨物 21WA3

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

サンワ冷蔵(株)
第１冷蔵倉庫保税蔵置
場

3370301000568 宮城県石巻市魚町一丁目２番地１ 輸出入冷凍冷蔵貨物 21W94

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

サンワ冷蔵(株)
第２冷蔵倉庫保税蔵置
場

3370301000568 宮城県石巻市魚町三丁目５番５号 輸出入冷凍冷蔵貨物 21W45

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

清水港飼料(株)
石巻工場保税蔵置場

5080001008146 宮城県石巻市三河町１１番地 輸入一般貨物 21W06

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

(株)スイシン
保税蔵置場

6370301000706 宮城県石巻市魚町一丁目６番地の
１

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び船用品（冷凍冷蔵
貨物）

21W37

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

(株)鈴勇商店
三河流通センター保税蔵
置場

1370301000702 宮城県石巻市三河町１３番地２ 輸出一般貨物 21WA7



令和4年7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

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

盛信冷凍庫(株)
第二冷蔵工場保税蔵置
場

1370301000719 宮城県石巻市明神町一丁目８番地
４９、８番地１、８番地９、８番地３１、
８番地４１、１３番地１、１３番地２、１
５番地９、１５番地１０、１５番地１１、
１５番地１２、１７番地１、８番地４９先
(２７街区１画地)

輸出入冷凍冷蔵貨物 21WA8

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

セイホク(株)
石巻工場保税蔵置場

8010001004116 宮城県石巻市重吉町１番地７ 輸入一般貨物 21W50

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

セイホク(株)
石巻第三工場保税蔵置
場

8010001004116 宮城県石巻市潮見町４番地４、１７
番地３

輸出入一般貨物 21WA2

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

(株)髙政
石浜工場保税蔵置場

4370301000848 宮城県牡鹿郡女川町石浜二丁目１
番地２

輸入冷凍冷蔵貨物 21WB2

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

東海カーボン(株)
石巻工場保税蔵置場

6010401020094 宮城県石巻市重吉町１番１０ 輸入危険貨物 21W27

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

(株)トーワ冷蔵
本社冷蔵庫保税蔵置場

9370301000934 宮城県石巻市明神町二丁目５７番
地

輸出入冷凍冷蔵貨物 21WA5

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

南光運輸(株)
保税蔵置場

5370301000979 宮城県石巻市中島町１７番地３ 輸出入一般貨物 21W11

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

南光運輸(株)
重吉倉庫保税蔵置場

5370301000979 宮城県石巻市重吉町８番地１４ 輸出入一般貨物 21W44



令和4年7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

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

南光運輸(株)
三河倉庫保税蔵置場

5370301000979 宮城県石巻市三河町１２番地１、１２
番地２

輸出入一般貨物 21WA9

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

日本通運(株)
仙北支店保税蔵置場

4010401022860 宮城県石巻市中島町１７番地５ 輸出入一般貨物 21W29

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

日本製紙(株)
石巻工場保税蔵置場

8011501009422 宮城県石巻市南光町二丁目２番１
号

輸出入一般貨物 21W14

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

日和冷蔵(株)
保税蔵置場

9370301001049 宮城県石巻市魚町三丁目１３番地１ 輸出入冷凍冷蔵貨物 21W08

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

フィード・ワン(株)
石巻工場保税蔵置場

7020001107810 宮城県石巻市三河町９番地 輸入一般貨物 21W26

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

(株)丸一阿部商店
本社営業所保税蔵置場

5370301001226 宮城県牡鹿郡女川町市場通り７番
地６

輸出入冷凍冷蔵貨物 21WB1

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

協業組合丸協
保税蔵置場

7370305000115 宮城県石巻市魚町二丁目８番地２、
８番地３、８番地４、８番地６

輸出入冷凍冷蔵貨物 21W38

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

宮城エキスプレス(株)
本社冷蔵倉庫保税蔵置
場

2370301001261 宮城県石巻市魚町二丁目１番地２ 輸出入冷凍冷蔵貨物 21WA6



令和4年7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

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

宮城県開発(株)
中島１号保税蔵置場

2370301002152 宮城県石巻市中島町１７０番１号 輸出入一般貨物 21W23

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

宮城県開発(株)
中島野積保税蔵置場

2370301002152 宮城県石巻市中島町１７０番１号 輸出一般貨物 21WA1

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

宮城県開発(株)
野積保税蔵置場

2370301002152 宮城県石巻市潮見町地内 輸出入一般貨物(木材
(無税品に限る))

21W17

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

宮城県開発(株)
雲雀野野積保税蔵置場

2370301002152 宮城県石巻市雲雀野町二丁目１６
番５

輸出入一般貨物(木材
(無税品に限る))

21W53

横浜税関 仙台塩釜税関
支署石巻出張
所

宮城東洋(株)
保税蔵置場

7370301000936 宮城県石巻市魚町三丁目１２番地３ 輸出入冷凍冷蔵貨物 21W55

横浜税関 仙台塩釜税関
支署気仙沼出
張所

気仙沼漁業協同組合
超低温冷蔵庫保税蔵置
場

6370505000080 宮城県気仙沼市朝日町２０番地の５ 輸出入冷凍冷蔵貨物、
船用品(冷凍冷蔵貨物)
及び仮陸揚貨物(冷凍
冷蔵貨物)

22W04

横浜税関 仙台塩釜税関
支署気仙沼出
張所

気仙沼鹿折加工協同組
合
冷蔵庫保税蔵置場

4370505000487 宮城県気仙沼市浜町二丁目３５番
地１、３１番地２、３６番地１、３８番地
１、３９番地１、４０番地１

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

22W24



令和4年7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

横浜税関 仙台塩釜税関
支署気仙沼出
張所

気仙沼冷凍水産加工業
協同組合
本部工場保税蔵置場

9370505000094 宮城県気仙沼市赤岩港１２８番地２ 輸出入冷凍冷蔵貨物、
船用品(冷凍冷蔵貨物)
及び仮陸揚貨物(冷凍
冷蔵貨物)

22W23

横浜税関 仙台塩釜税関
支署気仙沼出
張所

気仙沼冷凍水産加工業
協同組合
朝日工場保税蔵置場

9370505000094 宮城県気仙沼市朝日町２０番地２ 輸出入冷凍冷蔵貨物、
船用品(冷凍冷蔵貨物)
及び仮陸揚貨物(冷凍
冷蔵貨物)

22W05

横浜税関 仙台塩釜税関
支署気仙沼出
張所

ぜんぎょれん食品(株)
気仙沼工場保税蔵置場

2370601002686 宮城県気仙沼市波路上瀬向７７番
地２

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

22W14

横浜税関 仙台塩釜税関
支署気仙沼出
張所

高橋水産(株)
本社工場冷蔵庫保税蔵
置場

4370501000292 宮城県気仙沼市赤岩港２１番地１、
２２番地１、２２番地１先、５６番地１、
５６番地２、５７番地１、５７番地２、１
２８番地１

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

22W22

横浜税関 仙台塩釜税関
支署気仙沼出
張所

(株)超冷
気仙沼港埠頭冷蔵工場
保税蔵置場

2370501000328 宮城県気仙沼市朝日町１１番地７ 輸出入冷凍冷蔵貨物、
輸出入一般貨物、船用
品(冷凍冷蔵貨物)及び
仮陸揚貨物(冷凍冷蔵
貨物)

22W07

横浜税関 仙台塩釜税関
支署気仙沼出
張所

東和水産(株)
気仙沼工場保税蔵置場

4010001052011 宮城県気仙沼市四反田２９番地 輸出入冷凍冷蔵貨物、
船用品(冷凍冷蔵貨物)
及び仮陸揚貨物(冷凍
冷蔵貨物)

22W09



令和4年7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

横浜税関 仙台塩釜税関
支署気仙沼出
張所

(株)丸心高橋
階上工場保税蔵置場

5370501000440 宮城県気仙沼市波路上崎野６８番
地、５５番地１、６４番地１、６９番地２

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

22W20

横浜税関 仙台塩釜税関
支署気仙沼出
張所

南気仙沼水産加工事業
協同組合
超低温冷蔵庫保税蔵置
場

3370505000488 宮城県気仙沼市弁天町二丁目８３
番地３

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

22W21

横浜税関 仙台塩釜税関
支署気仙沼出
張所

村田漁業(株)
製氷冷蔵工場保税蔵置
場

6370501000290 宮城県気仙沼市魚浜町７番地 輸出入冷凍冷蔵貨物、
船用品(冷凍冷蔵貨物)
及び仮陸揚貨物(冷凍
冷蔵貨物)

22W16

横浜税関 仙台塩釜税関
支署気仙沼出
張所

横浜冷凍(株)
気仙沼営業所保税蔵置
場

1020001030638 宮城県気仙沼市朝日町８番２ 輸出入冷凍冷蔵貨物、
船用品(冷凍冷蔵貨物)
及び仮陸揚貨物(冷凍
冷蔵貨物)

22W02

横浜税関 仙台塩釜税関
支署気仙沼出
張所

(株)冷水
第２冷蔵庫保税蔵置場

8370501000792 宮城県気仙沼市岩月千岩田２７２番
地２

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

22W19

横浜税関 仙台塩釜税関
支署気仙沼出
張所

(株)冷水
本社・第３冷蔵庫保税蔵
置場

8370501000792 宮城県気仙沼市松崎中瀬３２７番地
宮城県気仙沼市松崎高谷１番地２

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

22W18



令和4年7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

横浜税関 仙台空港税関
支署

仙台国際空港(株)
航空貨物保税蔵置場

3370001038768 宮城県名取市下増田字南原無番地 輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物、機用
品及び船用品

2ZW06

横浜税関 仙台空港税関
支署

仙台国際空港(株)
免税売店保税蔵置場

3370001038768 宮城県名取市下増田字南原無番地 保税売店において販
売する貨物

2ZW01

横浜税関 仙台空港税関
支署

全日本空輸(株)
仙台空港保税蔵置場

1010401099027 宮城県名取市下増田字南原無番地
仙台空港内

輸出入一般貨物、機用
品、携帯品及び仮陸揚
貨物

2ZW05

横浜税関 仙台空港税関
支署

日本航空(株)
仙台空港保税蔵置場

7010701007666 宮城県名取市下増田字南原無番地
仙台空港内

輸出入一般貨物、仮陸
揚貨物、機用品及び携
帯品

2ZW07 届出蔵置場

横浜税関 仙台空港税関
支署

(株)パシフィック
仙台空港保税蔵置場

3370801000448 宮城県名取市下増田字南原 機用品(危険貨物) 2ZW04

横浜税関 小名浜税関支
署

(株)いわき小名浜コンテ
ナサービス
大剣コンテナターミナル
保税蔵置場

4380001012259 福島県いわき市泉町下川字大剣１９
６番地

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物、輸出
入危険貨物、船用品、
託送品及び仮陸揚貨
物

2WW07 
2WW30

横浜税関 小名浜税関支
署

いわき陸運(株)
勿来物流センター保税蔵
置場

8380001014251 福島県いわき市三沢町沼平６２番地
２６、４１番地、６２番地５、６２番地４
３

輸出入一般貨物 2WW56



令和4年7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

横浜税関 小名浜税関支
署

ＬＥシステム(株)
浪江工場保税蔵置場

6290001055075 福島県双葉郡浪江町大字川添字中
上ノ原１６４番地２、１６１番地１、１６
１番地３、１６２番地３、１６３番地、１
６４番地１、１６４番地３、１６４番地４

輸出入危険貨物 2WW63

横浜税関 小名浜税関支
署

大竹運送(株)
白河倉庫保税蔵置場

6380001010129 福島県白河市大信下新城字堀米１
５番地１、１４番地１、１６番地１、１７
番地、１８番地１、１９番地１、２０番
地１、２１番地１、２２番地、２３番地１

輸出入一般貨物 2WW50

横浜税関 小名浜税関支
署

小名浜海陸運送(株)
大剣コンテナフレートス
テーション保税蔵置場

3380001012598 福島県いわき市泉町下川字大剣一
丁目３１番地、３２番地、３７番地

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、輸出入冷
凍冷蔵貨物、船用品、
機用品、仮陸揚貨物

2WW12

横浜税関 小名浜税関支
署

小名浜石油(株)
保税蔵置場

4380001012606 福島県いわき市泉町下川字大剣１
番１、１番４

輸出入危険貨物 2WW03

横浜税関 小名浜税関支
署

(株)クールテックサガワ
郡山東冷凍倉庫保税蔵
置場

3380001005321 福島県郡山市田村町上行合字南川
田３１番地、３２番地、３３番地

輸入冷凍冷蔵貨物 2WW36

横浜税関 小名浜税関支
署

ケミコン東日本マテリア
ル(株)
保税蔵置場

7380001030828 福島県喜多方市字千苅道下８０４６
番地１
福島県喜多方市字千苅新道下８０５
８番地１

輸入一般貨物 2WW61

横浜税関 小名浜税関支
署

桑折商事倉庫(株)
上名倉支庫保税蔵置場

4380001002557 福島県福島市さくら一丁目２番地の
１０

輸出入一般貨物 2WW48



令和4年7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

横浜税関 小名浜税関支
署

桑折商事倉庫(株)
ダイユーエイト天栄ＤＣセ
ンター保税蔵置場

4380001002557 福島県岩瀬郡天栄村大字飯豊字大
山１０番地２３０

輸出入一般貨物 2WW53

横浜税関 小名浜税関支
署

郡山冷蔵製氷(株)
本宮低温流通センター保
税蔵置場

2380001005248 福島県本宮市荒井字北ノ内６０番地
１０

輸入冷凍冷蔵貨物 2WW58

横浜税関 小名浜税関支
署

郡山冷蔵製氷(株)
郡山低温物流センター保
税蔵置場

2380001005248 福島県郡山市富久山町久保田字太
郎殿前２番地４、２番地５、２番地６

輸入冷凍冷蔵貨物 2WW52

横浜税関 小名浜税関支
署

(株)須賀川東部運送
臨空国際貨物保税蔵置
場

2380001011270 福島県須賀川市田中字念仏坦３６
番地、３９番地、６０番地３、６４番
地、１０４番地７

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2WW39

横浜税関 小名浜税関支
署

センコー(株)
福島流通センター保税蔵
置場

5120001197793 福島県本宮市本宮字中野１１番地
１、１１番地５、１１番地６、１１番地７

輸入一般貨物 2WW54

横浜税関 小名浜税関支
署

滝口木材(株)
小名浜倉庫保税蔵置場

6380001013313 福島県いわき市泉町滝尻字亀石町
２番４８

輸出入一般貨物 2WW20

横浜税関 小名浜税関支
署

日本通運(株)
郡山保税蔵置場

4010401022860 福島県郡山市大槻町字向原２０１番
地

輸出入一般貨物 2WW43 
2WW47

届出蔵置場



令和4年7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

横浜税関 小名浜税関支
署

日本通運(株)
郡山支店須賀川保税蔵
置場

4010401022860 福島県須賀川市横山町１３５番地、
１３６番地

輸出入一般貨物 2WW15

横浜税関 小名浜税関支
署

日本通運(株)
郡山支店白河保税蔵置
場

4010401022860 福島県白河市関辺川前６番地１ 輸出入一般貨物 2WW57

横浜税関 小名浜税関支
署

東日本倉庫(株)
須賀川保税蔵置場

8380001006281 福島県須賀川市森宿字安積田１３０
番１、１３０番５、１３３番４

輸出入一般貨物 2WW38

横浜税関 小名浜税関支
署

福島県漁業協同組合連
合会
小名浜冷蔵庫保税蔵置
場

5380005005976 福島県いわき市小名浜下神白字綱
取１７２番１の３

輸出入冷凍冷蔵貨物、
船用品(冷凍冷蔵貨物
を含む)及び仮陸揚貨
物(冷凍冷蔵貨物を含
む)

2WW44

横浜税関 小名浜税関支
署

丸中製氷冷蔵(株)
第３冷蔵庫保税蔵置場

1380001013912 福島県いわき市永崎字馬落前１０７
番地１、５７番地、５９番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 2WW08

横浜税関 小名浜税関支
署

三井倉庫サプライチェー
ンソリューション(株)
郡山保税蔵置場

1010701024774 福島県郡山市喜久田町堀之内字向
原５番地１２

輸出入一般貨物 2WW64

横浜税関 小名浜税関支
署

三菱ケミカル(株)
小名浜工場保税蔵置場

6010001146760 福島県いわき市小名浜字高山３２７
番地

輸入危険貨物(メタノー
ル(無税品に限る))

2WW24

横浜税関 小名浜税関支
署

三菱ケミカル(株)
小名浜工場硝酸保税蔵
置場

6010001146760 福島県いわき市小名浜字高山３４番
１

輸入危険貨物 2WW62



令和4年7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

横浜税関 小名浜税関支
署

山菱水産(株)
小名浜超低温冷蔵庫保
税蔵置場

4380001014057 福島県いわき市小名浜字芳浜１１番
地５９

輸出入冷凍冷蔵貨物 2WW10

横浜税関 小名浜税関支
署相馬出張所

(株)アイ・テック
相馬工場保税蔵置場

9080001007508 福島県相馬市原釜字大津２７２番
地、２６９番地

輸出入一般貨物 2XW12

横浜税関 小名浜税関支
署相馬出張所

コクサイエアロマリン(株)
相馬営業所保税蔵置場

4010401010659 福島県相馬市大野台一丁目１番地
４

輸出入一般貨物 2XW09 届出蔵置場

横浜税関 小名浜税関支
署相馬出張所

石油資源開発(株)
相馬事業所保税蔵置場

3010001108219 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字今神
１５９番２

輸入危険貨物(液化天
然ガス(無税品に限る))

2XW11

横浜税関 小名浜税関支
署相馬出張所

相馬共同火力発電(株)
新地発電所貯炭場保税
蔵置場

4380001015963 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字今神
西１番地１

輸入一般貨物(石炭(無
税品に限る))

2XW07

横浜税関 小名浜税関支
署相馬出張所

相馬共同火力発電(株)
新地発電所バイオマス燃
料貯蔵サイロ保税蔵置
場

4380001015963 福島県相馬郡新地町駒ケ嶺字今神
１番１

輸入一般貨物(木質ペ
レット(無税品に限る))

2XW10

横浜税関 小名浜税関支
署相馬出張所

東北電力(株)
原町火力発電所保税蔵
置場

4370001011311 福島県南相馬市原町区金沢字大船
廹５４番地

輸入一般貨物(石炭(無
税品に限る))

2XW06

横浜税関 小名浜税関支
署福島空港出
張所

全日本空輸(株)
福島空港保税蔵置場

1010401099027 福島県石川郡玉川村大字北須釜字
鎺田２１番地

輸出入一般貨物、機用
品及び仮陸揚貨物

28W02



令和4年7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

横浜税関 小名浜税関支
署福島空港出
張所

福島空港ビル(株)
保税蔵置場

7380001011621 福島県石川郡玉川村大字北須釜字
鎺田２１番地

保税売店において販
売する物品

28W01

横浜税関 鹿島税関支署 青野産業(株)
神之池倉庫保税蔵置場

4050001020872 茨城県神栖市東深芝２８番地８ 輸出入一般貨物 2UW64

横浜税関 鹿島税関支署 青野産業(株)
砂山定温倉庫保税蔵置
場

4050001020872 茨城県神栖市砂山２６２６番地１４ 輸出入一般貨物 2UW74

横浜税関 鹿島税関支署 青野産業(株)
砂山物流センター保税蔵
置場

4050001020872 茨城県神栖市砂山２８３１番地３ 輸出入一般貨物 2UWA7

横浜税関 鹿島税関支署 青野産業(株)
冷蔵庫保税蔵置場

4050001020872 茨城県神栖市砂山２６２６番３２ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2UW63

横浜税関 鹿島税関支署 愛宕倉庫(株)
鹿島事業部鹿島臨海保
税蔵置場

7010401001597 茨城県神栖市東深芝２３番１８ 輸出入一般貨物 2UW01

横浜税関 鹿島税関支署 (株)ＡＤＥＫＡ
鹿島工場保税蔵置場

1011501009437 茨城県神栖市東和田２９番地 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2UW38

横浜税関 鹿島税関支署 茨城ロジスティクス(株)
本社柳川倉庫保税蔵置
場

6050001046783 茨城県神栖市柳川字若松４０９１番
地４、４０９１番地１１

輸出一般貨物及び輸
出危険貨物

2UWC1

横浜税関 鹿島税関支署 (株)上杉物産
南浜保税蔵置場

5050001020459 茨城県神栖市南浜１番地１８、１番
地２２

輸出一般貨物 2UW73



令和4年7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

横浜税関 鹿島税関支署 ＡＧＣ(株)
鹿島工場保税蔵置場

2010001008650 茨城県神栖市東和田２５番地 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2UW11

横浜税関 鹿島税関支署 (株)エスワイプロモーショ
ン
鹿島営業所第二倉庫保
税蔵置場

2010601030302 茨城県神栖市東深芝２３番地２０ 輸入一般貨物 2UWA3

横浜税関 鹿島税関支署 (株)ＥＮＥＯＳマテリアル
鹿島工場保税蔵置場

9010401160144 茨城県神栖市東和田３４番１ 輸入危険貨物 2UWA4

横浜税関 鹿島税関支署 花王(株)
鹿島工場保税蔵置場

4010001034760 茨城県神栖市東深芝２０番地 輸入危険貨物 2UW02

横浜税関 鹿島税関支署 鹿島液化ガス共同備蓄
(株)
鹿島事業所保税蔵置場

2010001040348 茨城県神栖市奥野谷字浜野６２２３
番６５
茨城県神栖市深芝字海辺３６７２番
２６
茨城県神栖市深芝字藤豊３６５４番
２５０
茨城県神栖市深芝字原芝３３４５番
３０
茨城県神栖市奥野谷字浜野６２２５
番８３２
茨城県神栖市奥野谷字浜野６２２５
番８３３

輸入危険貨物(プロパ
ン及びブタン(無税のも
のに限る))

2UW10



令和4年7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

横浜税関 鹿島税関支署 鹿島木村冷蔵(株)
保税蔵置場

2050001020924 茨城県神栖市太田字宝山２８８０番
地８、２８８０番地４２、３００２番地６
２、３４７４番地５、３４７４番地６、３４
７４番地７、３４７４番地８、３４７４番
地１７

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物及び
輸出危険貨物

2UW34

横浜税関 鹿島税関支署 鹿島サイロ(株)
保税蔵置場

7050001020580 茨城県神栖市東深芝４番４ 輸入一般貨物 2UW70

横浜税関 鹿島税関支署 鹿島飼料(株)
保税蔵置場

9050001020587 茨城県神栖市東深芝４番地２ 輸入一般貨物 2UWC3

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 輸出入危険貨物(プロ
パン及びブタン(液化し
たもの)(無税品に限
る))

2UW03

横浜税関 鹿島税関支署 鹿島タンクターミナル(株)
タンクターミナル事業所
保税蔵置場

2050001022813 茨城県神栖市東深芝１６番地２６ 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2UWA6

横浜税関 鹿島税関支署 鹿島バース(株)
保税蔵置場

7050001035298 茨城県神栖市東和田５番地 輸出入危険貨物 2UW54

横浜税関 鹿島税関支署 鹿島バルクターミナル
(株)
保税蔵置場

6050001038269 茨城県鹿嶋市大字平井字灘２２７５
番４

輸出入一般貨物(石炭
(無税品に限る))

2UWB6

横浜税関 鹿島税関支署 鹿島物流(株)
南浜倉庫保税蔵置場

6050001020929 茨城県神栖市南浜１番地１、１番地
５、１番地１９

輸出入一般貨物 2UW80



令和4年7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

横浜税関 鹿島税関支署 鹿島埠頭(株)
鹿島港外港公共埠頭保
税蔵置場

9050001020604 茨城県鹿嶋市大字平井字灘２２７５
番１

輸出入一般貨物 2UWA8

横浜税関 鹿島税関支署 鹿島埠頭(株)
鹿島港北公共埠頭保税
蔵置場

9050001020604 茨城県神栖市居切４８０番地、５００
番地、５１０番地、５５０番地、５６０番
地、５９０番地、６００番地、６２０番
地、６４０番地
茨城県鹿嶋市泉川３０２番地、３２２
番地、３２６番地、３２７番地、１１８０
番地、１２００番地、１２１０番地、１２
３０番地、１２３５番地、１２４０番地、
１２４１番地、１２５０番地、１２５５番
地、１２５６番地、１２６０番地、１２６４
番地、１２６５番地、１２６７番地、１２
７０番地、１３００番地

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

2UW88
2UW97

横浜税関 鹿島税関支署 鹿島埠頭(株)
鹿島港南公共埠頭保税
蔵置場

9050001020604 茨城県神栖市奥野谷出羽４１８６－
１９

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物、船用品及
び仮陸揚貨物

2UW48

横浜税関 鹿島税関支署 鹿島冷蔵(株)
保税蔵置場

1050001020933 茨城県神栖市太田字三番蔵３３５９
番地１

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2UW12

横浜税関 鹿島税関支署 (株)カネカ
鹿島工場保税蔵置場

8120001059628 茨城県神栖市東和田２８番地 輸出入一般貨物 2UW43

横浜税関 鹿島税関支署 (株)上組
鹿島支店保税蔵置場

6140001006951 茨城県神栖市東深芝２３番１ 輸出入一般貨物 2UW06



令和4年7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

横浜税関 鹿島税関支署 (株)上組
鹿島支店北埠頭倉庫保
税蔵置場

6140001006951 茨城県神栖市居切字堀割１９１２番
３１５、１９１２番３１６、大門９０番３、
２００番５、砂山１６００番３、砂屋敷１
５７０番８、１５７０番１１

輸出入一般貨物 2UWB1

横浜税関 鹿島税関支署 関東グレーンターミナル
(株)
保税蔵置場

3050001020502 茨城県神栖市東深芝２番地３ 輸出入一般貨物 2UW05

横浜税関 鹿島税関支署 キャリアラボロジスティク
ス(株)
鹿嶋事業所保税蔵置場

4030001106145 茨城県鹿嶋市大字長栖字蒲地２２８
８番地１４８

輸出入一般貨物 2UWB4

横浜税関 鹿島税関支署 (株)共冷
保税蔵置場

2010001041370 茨城県神栖市南浜３番地１８０ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2UW39

横浜税関 鹿島税関支署 クボタロジスティクス(株)
鹿島ＤＣ保税蔵置場

8120001038061 茨城県神栖市砂山５番地２ 輸出一般貨物 2UWB8

横浜税関 鹿島税関支署 (株)クラレ
鹿島事業所保税蔵置場

1260001013156 茨城県神栖市東和田３６番地 輸出危険貨物 2UW58

横浜税関 鹿島税関支署 山九(株)
鹿島支店山九６号保税
蔵置場

7290801005328 茨城県神栖市東深芝２８番９ 輸出入一般貨物 2UW56

横浜税関 鹿島税関支署 山九(株)
鹿島支店山九７号保税
蔵置場

7290801005328 茨城県神栖市太田３５５０番地１ 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2UW67



令和4年7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

横浜税関 鹿島税関支署 山九(株)
鹿島支店山九鹿島物流
センター保税蔵置場

7290801005328 茨城県神栖市奥野谷字浜野６１７０
番地３６、６１７０番地３７

輸出入一般貨物 2UW96

横浜税関 鹿島税関支署 (株)サンキョウ
保税蔵置場

5050001020954 茨城県神栖市居切字砂山１５４４番
地２

輸入一般貨物(米(関税
が無税のものに限る))

2UWB5

横浜税関 鹿島税関支署 ＪＦＥ条鋼(株)
鹿島製造所保税蔵置場

7010401061823 茨城県神栖市南浜７番 輸出一般貨物 2UW45

横浜税関 鹿島税関支署 昭和産業(株)
鹿島工場保税蔵置場

3010001008690 茨城県神栖市東深芝６番地 輸入一般貨物 2UW44

横浜税関 鹿島税関支署 鈴江コーポレーション(株)
神の池営業所保税蔵置
場

7020001027166 茨城県神栖市東深芝２７番３ 輸出入一般貨物 2UW36

横浜税関 鹿島税関支署 全農サイロ(株)
鹿島支店保税蔵置場

2010001020622 茨城県神栖市東深芝３番地 輸出入一般貨物及び
船用品

2UW07

横浜税関 鹿島税関支署 全農物流(株)
飼料・海運営業部飼料営
業課鹿島営業所保税蔵
置場

3010001011918 茨城県神栖市東深芝３番地１５ 輸出入一般貨物 2UWB2

横浜税関 鹿島税関支署 ダイキン工業(株)
鹿島製作所保税蔵置場

8120001059660 茨城県神栖市砂山２１番地 輸出危険貨物 2UW49

横浜税関 鹿島税関支署 竹本油脂(株)
鹿島ロジスティックセン
ター保税蔵置場

8180301011183 茨城県神栖市東深芝１４番８ 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2UWB9



令和4年7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

横浜税関 鹿島税関支署 千葉港運倉庫(株)
鹿島営業所保税蔵置場

5040001054251 茨城県神栖市東深芝２３番地８、９ 輸出入一般貨物 2UW59

横浜税関 鹿島税関支署 中国木材(株)
鹿島工場保税蔵置場

7240001026187 茨城県神栖市東深芝１番１、１番４ 輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

2UW92

横浜税関 鹿島税関支署 (株)ＤＢＳロジスティクス
第一オペレーションセン
ター保税蔵置場

9011001048647 茨城県行方市麻生字上十三岡３４４
１番地３、３４４１番地２、３４４１番地
４、３４４２番地、３４４３番地１

輸入一般貨物 2UWC4

横浜税関 鹿島税関支署 東洋埠頭(株)
鹿島支店神の池物流セ
ンター保税蔵置場

7010001034865 茨城県神栖市東深芝２８番２ 輸出入一般貨物 2UW47

横浜税関 鹿島税関支署 東洋埠頭(株)
鹿島支店波崎物流セン
ター保税蔵置場

7010001034865 茨城県神栖市砂山２６２６番地３ 輸出入一般貨物 2UW08

横浜税関 鹿島税関支署 日鉄ステンレス(株)
鹿島製造所保税蔵置場

9010001084826 茨城県神栖市大字光１番地
茨城県鹿嶋市大字光２番地、３番地

輸出入一般貨物 2UW87

横浜税関 鹿島税関支署 日鉄物流鹿島(株)
鹿島倉庫保税蔵置場

3010001076003 茨城県神栖市光１番地 輸出入一般貨物 2UW23



令和4年7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

横浜税関 鹿島税関支署 日鉄物流鹿島(株)
神之池倉庫保税蔵置場

3010001076003 茨城県神栖市東深芝２８番１ 輸出入一般貨物 2UW62

横浜税関 鹿島税関支署 日本アルコール産業(株)
アルコール事業本部鹿
島工場保税蔵置場

2010001122204 茨城県神栖市東深芝１６番５号 輸入危険貨物(粗留ア
ルコール(無税品に限
る))

2UW89

横浜税関 鹿島税関支署 日本製鉄(株)
東日本製鉄所鹿島地区
保税蔵置場

3010001008848 茨城県神栖市光１番１
茨城県鹿嶋市大字光字光２番２、３
番、５番５
茨城県鹿嶋市大字粟生字東山２６１
４番
茨城県鹿嶋市大字新浜３番２
茨城県鹿嶋市大字泉川字南前中３
７３番、４０２番、４０３番、４０５番、４
０５番１、４０７番、４０９番１、４１０
番、１０４６番３、１０５６番、１１３０
番、１１３３番、１１３６番、１１３６番
１、１１４５番、１１４５番１、１１５５番、
１１５５番１、２１１７番、２１１９番、２１
２０番、２１２５番、２１２６番、２１３０
番、２１３１番、２１３２番、２１３３番、
２１３４番

輸出入一般貨物 2UWA5

横浜税関 鹿島税関支署 日本トランスシティ(株)
鹿島保税蔵置場

9190001015895 茨城県神栖市柳川字若松４１２３番
地
茨城県神栖市砂山１０１４番地２６
０、２６６８番地９

輸出入一般貨物 2UW50

横浜税関 鹿島税関支署 日本トランスシティ(株)
神之池保税蔵置場

9190001015895 茨城県神栖市東深芝２２番９ 輸出入一般貨物 2UW22



令和4年7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

横浜税関 鹿島税関支署 日本トランスシティ(株)
砂山保税蔵置場

9190001015895 茨城県神栖市砂山２８３１番地２１ 輸出入一般貨物 2UW40

横浜税関 鹿島税関支署 日本トランスシティ(株)
南浜保税蔵置場

9190001015895 茨城県神栖市南浜３番地４７、３番
地２２１、３番２０１

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2UW57

横浜税関 鹿島税関支署 (株)藤村
保税蔵置場

5050001021036 茨城県神栖市砂山２６６８－２４ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2UW19

横浜税関 鹿島税関支署 (株)藤村
宝山定温センター保税蔵
置場

5050001021036 茨城県神栖市太田２８９１番３０、３
１、３２、３３

輸出入一般貨物 2UW68

横浜税関 鹿島税関支署 扶和産業(株)
鹿島倉庫保税蔵置場

4120001089034 茨城県神栖市神栖二丁目１２２８番
地１９３、１２２８番地１９４、１２２８番
地１９６、１２２８番地１９７、１２２８番
地１９８、１２２８番地１９９、１２２８番
地２００、１２２８番地２０１、１２２８番
地２０２

輸出入一般貨物 2UW76

横浜税関 鹿島税関支署 豊栄金属(株)
鹿島営業所保税蔵置場

8011701007119 茨城県鹿嶋市大字泉川字北本山１
５２０番地２０

輸出入一般貨物 2UWC2

横浜税関 鹿島税関支署 (株)マリノス
鹿島物流センター保税蔵
置場

3040001062470 茨城県神栖市太田字宝山３５３３番
地１、３５３３番地２

輸出入冷凍冷蔵貨物 2UWB3



令和4年7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

横浜税関 鹿島税関支署 丸全昭和運輸(株)
鹿島倉庫保税蔵置場

8020001028881 茨城県神栖市東深芝２２番地８、２８
番地３、２８番地７

輸出入一般貨物 2UW25

横浜税関 鹿島税関支署 丸全昭和運輸(株)
鹿島東深芝倉庫保税蔵
置場

8020001028881 茨城県神栖市東深芝１３番地５ 輸出入一般貨物 2UWA9

横浜税関 鹿島税関支署 丸全昭和運輸(株)
鹿島平井倉庫保税蔵置
場

8020001028881 茨城県鹿嶋市大字平井字灘２２７５
番地８

輸入一般貨物(木質ペ
レット(無税品に限る))

2UWB7

横浜税関 鹿島税関支署 丸全昭和運輸(株)
鹿島南海浜倉庫保税蔵
置場

8020001028881 茨城県神栖市南浜３－２２、３－２４
～３１、３－５２～５４、３－５９～６４、
３－６９、３－７０、３－２１８、３－２１
９、３－２２７

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2UW42

横浜税関 鹿島税関支署 (株)みうらや
宝山流通センター保税蔵
置場

4050001021053 茨城県神栖市太田字宝山３４１７番
地１、３４１５番地

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2UWA2

横浜税関 鹿島税関支署 三菱ケミカル(株)
茨城事業所保税蔵置場

6010001146760 茨城県神栖市東和田１７番地１ 輸出入危険貨物 2UW21

横浜税関 鹿島税関支署 (株)八楠
鹿島倉庫保税蔵置場

4020001029280 茨城県神栖市東深芝２８番４ 輸出入一般貨物 2UW30

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

(株)茨城ポートオーソリ
ティ
常陸那珂港区北埠頭外
貿地区保税蔵置場

8050001006125 茨城県那珂郡東海村大字照沼字渚
７６８番３０、７６８番５５

輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

2VW02
2VW43



令和4年7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

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

(株)茨城ポートオーソリ
ティ
常陸那珂港区北埠頭内
貿地区保税蔵置場

8050001006125 茨城県那珂郡東海村大字照沼字渚
７６８番２７

輸出入一般貨物、船用
品、仮陸揚貨物、別送
品及び託送品

2VW50

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

(株)茨城ポートオーソリ
ティ
常陸那珂港区中央埠頭
地区保税蔵置場

8050001006125 茨城県ひたちなか市大字長砂字渚
１６３番７９、１６３番８０、１６３番８２、
１６３番８６、２０１３番

輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

2VW51

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

(株)上組
鹿島支店常陸那珂出張
所常陸那珂港物流セン
ター保税蔵置場

6140001006951 茨城県ひたちなか市大字長砂字渚
１６３番３９

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2VW36 届出蔵置場

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

(株)上組
鹿島支店常陸那珂モー
タープール保税蔵置場

6140001006951 茨城県那珂郡東海村大字照沼字渚
７６８番２７、３６

輸出入一般貨物 2VW46

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

原子燃料工業(株)
東海事業所保税蔵置場

9010401009424 茨城県那珂郡東海村村松字平原３
１３５番４１、４２

輸出入一般貨物 2VW40

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

住友電気工業(株)
電力事業部保税蔵置場

7010401044927 茨城県日立市久慈町四丁目５８６２
番地２

輸出入一般貨物 2VW32

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

(株)ＪＥＲＡ
常陸那珂火力発電所貯
炭場保税蔵置場

6010001167617 茨城県那珂郡東海村大字照沼字渚
７６８番３２

輸入一般貨物（石炭
（無税品に限る））

2VW56

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

住友電気工業(株)
架空線事業部保税蔵置
場

5120001077450 茨城県日立市川尻町四丁目２１５５
番

輸出入一般貨物 2VW33



令和4年7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

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

(株)辰巳商会
常陸那珂営業所保税蔵
置場

2120001029347 茨城県ひたちなか市大字長砂字渚
１６３番地４３

輸出入一般貨物 2VW35

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

東京ガス(株)
日立ＬＮＧ基地保税蔵置
場

6010401020516 茨城県日立市留町字北河原２９８５
番５

輸出入一般貨物及び
輸入危険貨物

2VW49

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

東洋埠頭(株)
常陸那珂Ａ倉庫保税蔵
置場

7010001034865 茨城県那珂郡東海村大字照沼字渚
７６８番地４０、４１

輸出入一般貨物 2VW34

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

東洋埠頭(株)
常陸那珂Ｂ倉庫保税蔵
置場

7010001034865 茨城県ひたちなか市大字長砂字渚
１６３番地３２

輸出入一般貨物 2VW53

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

(株)ニチレイ・ロジスティ
クス関東
水戸物流センター保税蔵
置場

6010001087187 茨城県水戸市青柳町字小井戸４１５
１番地、４１５２番地、４１５３番地、４
１５４番地、４１５５番地

輸入一般貨物及び輸
出入冷凍冷蔵貨物

2VW01

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

日立港木材倉庫(株)
日立物流倉庫保税蔵置
場

5050001023692 茨城県日立市留町字北河原２４３５
番１０

輸出入一般貨物 2VW30

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

常陸那珂コンテナターミ
ナル(株)
常陸那珂港北ＣＴ保税蔵
置場

3050001004901 茨城県那珂郡東海村大字照沼字渚
７６８番３０、７６８番５５

輸出入一般貨物 2VW55



令和4年7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

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

(株)日立物流東日本
電線工場保税蔵置場

7050001023567 茨城県日立市助川町三丁目３５８番
地１、３５８番地２、３５９番地１、３５９
番地２

輸出入一般貨物 2VW47

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

(株)日立物流東日本
日立港区第４埠頭（Ｆ岸
壁）保税蔵置場

7050001023567 茨城県日立市久慈町四丁目５８６２
番１

輸出入一般貨物 2VW57

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

(株)日立物流東日本
ひたちなか保税蔵置場

7050001023567 茨城県ひたちなか市大字稲田字今
鹿島１１７６番地１
茨城県ひたちなか市大字稲田字カ
チ内１１３９番地９、１１４２番地１、１
１７３番地５

輸出入一般貨物 2VW52

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

日立埠頭(株)
日立港保税蔵置場

5050001023503 茨城県日立市久慈町一丁目５６３０
番４８、５６３０番５５、５６３０番７０、５
６３０番７５、５６３０番７６、５６３０番７
７、５７７３番１０
茨城県日立市みなと町５７７３番１
８、５７７３番１９、５７７４番４、５７７４
番１８、５７７４番２６

輸出入一般貨物及び
仮陸揚貨物

2VW03



令和4年7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

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

日立埠頭(株)
日立港第２保税蔵置場

5050001023503 茨城県日立市留町字北河原２７５３
番１、２７８７番１、２７８７番３、２７８７
番４、２８５６番１、２８５６番１１、２８５
６番１３、２８５６番５、２８５６番８、２８
６３番１、２８６３番４、２８７２番、２８７
２番１、２８７８番１、２８７９番１、２８７
９番２、２９１１番、２９１１番１、２９１３
番、２９３８番５、２９５５番１、２９５５
番２、２９５７番１、２９５７番２、２９５８
番１、２９５８番２、２９５８番５、２９５９
番３、２９６１番１、２９６７番７８、２９８
３番、２９８４番１、２９８６番１

輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

2VW17

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

(株)丸運
日立中央インター倉庫保
税蔵置場

5010001141787 茨城県日立市助川町字砥岫２８１０
番地１３、１４

輸出入一般貨物 2VW31

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

丸全昭和運輸(株)
常陸那珂港物流センター
保税蔵置場

8020001028881 茨城県那珂郡東海村大字照沼字渚
７６８番地２７

輸出入一般貨物 2VW28

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

丸全昭和運輸(株)
常陸那珂倉庫保税蔵置
場

8020001028881 茨城県那珂郡東海村大字照沼字渚
７６８番地４２、４３

輸出入一般貨物 2VW54

横浜税関 鹿島税関支署
日立出張所

三菱原子燃料(株)
保税蔵置場

5050001004610 茨城県那珂郡東海村大字舟石川字
権現堂６２２番１５

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2VW13

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

(株)Ｍ３ロジ
茨城ヤード保税蔵置場

8013301032694 茨城県坂東市寺久字向原１３７５
番、１３７６番、１３７８番

輸出入一般貨物 26W44

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

(株)オンダ
土浦倉庫保税蔵置場

1010501002253 茨城県土浦市上高津１７００ 輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

26W06



令和4年7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

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

(株)オンダ
出島配送センター保税蔵
置場

1010501002253 茨城県かすみがうら市西成井７４９、
２１－１、２１－２

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

26W07

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

(株)オンダ
出島配送センター第２保
税蔵置場

1010501002253 茨城県かすみがうら市上軽部３１９
－２、３２４－５、３２４－６、３２５、３２
７

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

26W24

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

泰洋エンタプライズ(株)
霞ヶ浦保税蔵置場

2050001009430 茨城県かすみがうら市牛渡５５８５番
地１

輸出入危険貨物 26W18

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

ＴＳネットワーク(株)
ＣＡＰセンター保税蔵置
場

4010501020401 茨城県つくばみらい市絹の台四丁目
４番地

輸出入一般貨物 26W46

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

日本エア・リキード(株)
筑波ノースセンター保税
蔵置場

1010401089977 茨城県つくば市和台２８番 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

26W01

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

日立建機ロジテック(株)
土浦物流センタ保税蔵置
場

3050001010065 茨城県土浦市北神立町１番８、９、１
１

輸出入一般貨物 26W26

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

日立物流ファインネクスト
(株)
首都圏ケミカルセンター
保税蔵置場

8010601040790 茨城県古河市北利根８番地１３、８
番地４、８番４

輸出危険貨物及び輸
出一般貨物

26W40



令和4年7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

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

日立物流ファインネクスト
(株)
首都圏ケミカルセンター
第２保税蔵置場

8010601040790 茨城県古河市久能字林割７３６番地
１、７３５番地３、７３８番地３、７３９番
地１、７４０番地１、７４１番地１、７４２
番地１、７４３番地１、７４４番地１

輸出危険貨物 26W48

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

マルカ(株)
出島事業所保税蔵置場

5010501013073 茨城県かすみがうら市牛渡５１１５－
１、５１１７

輸入危険貨物 26W10

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

マルカ冷蔵(株)
第３冷蔵倉庫保税蔵置
場

7011701007490 茨城県結城市大字江川新宿字中條
１９７３番地１６、１９６９番地７３、１９
７３番地３１

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

26W47

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

(株)日本橋丸玉屋
茨城事業所保税蔵置場

9010001057286 茨城県下妻市古沢字下ノ宮３３７番
地、３３８番地、３４３番地、３５０番地

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

26W29

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

みなと運送(株)
つくば支店保税蔵置場

8050001020811 茨城県つくば市谷田部字長堀４４５９
番地１２

輸出入一般貨物 26W35

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

やまや商流(株)
関東物流センター保税蔵
置場

9370001014581 茨城県猿島郡五霞町大字幸主字川
原６９５番地、６９６番地

輸出入一般貨物及び
輸入冷凍冷蔵貨物

26W27

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

郵船ロジスティクスつくば
(株)
保税蔵置場

7050001016208 茨城県つくば市谷田部字本郷３７３５
番１

輸出入一般貨物 26W36

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

雪印メグミルク(株)
阿見総合物流センター保
税蔵置場

8430001041570 茨城県稲敷郡阿見町大字星の里２
４番地１、２５番地

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

26W38



令和4年7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

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

横浜冷凍(株)
つくば物流センター保税
蔵置場

1020001030638 茨城県つくば市みどりの東８番地１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

26W42

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

吉田運送(株)
坂東コンテナターミナル
保税蔵置場

9050002018944 茨城県坂東市沓掛字遠神１１６０番 輸出入一般貨物 26W45

横浜税関 鹿島税関支署
つくば出張所

(株)リクサス
関東物流センター保税蔵
置場

8120001092075 茨城県守谷市松並青葉二丁目８番
地２、８番地３、８番地４

輸入一般貨物 26W43

横浜税関 鹿島税関支署
茨城空港出張
所

(株)永山
茨城空港免税売店保税
蔵置場

5010501016183 茨城県小美玉市与沢１６０１番地５５
号

保税売店において販
売する貨物

26W32

横浜税関 鹿島税関支署
茨城空港出張
所

三愛アビエーションサー
ビス(株)
茨城空港保税蔵置場

4300001001194 茨城県小美玉市与沢１６０２番７７、
１６０２番７９

機用品(危険貨物) 26W30

横浜税関 鹿島税関支署
茨城空港出張
所

羽田タートルサービス
(株)
茨城空港事業所保税蔵
置場

4010801009796 茨城県小美玉市与沢１６０１番地５５
号

輸出入一般貨物、携帯
品、別送品、託送品、
機用品及び仮陸揚貨
物(ＵＬＤ含む)

26W31

横浜税関 千葉税関支署 アイスコ(株)
冷蔵物流センター保税蔵
置場

2010001000137 千葉県八千代市上高野１７３７番地
８

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2OW90

横浜税関 千葉税関支署 池田貿易(株)
千葉ヤード保税蔵置場

8010001138946 千葉県市原市上高根字天狗台１５１
６番２

輸出一般貨物 2OWU2



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署 (株)ＥＣＭＳジャパン
東京ゲートウェイ保税蔵
置場

1010001173198 千葉県印西市鹿黒南五丁目３番地
１、５番地１

輸出一般貨物 2OWD4

横浜税関 千葉税関支署 宇徳トランスネット(株)
千葉物流センター保税蔵
置場

7040001054919 千葉県千葉市中央区中央港二丁目
１０番２号

輸出入一般貨物及び
船用品

2OW22

横浜税関 千葉税関支署 ＡＧＣ(株)
千葉工場千葉物流セン
ター保税蔵置場

2010001008650 千葉県市原市五井金杉二丁目２０
～２３、２５、２６、２８、２９番

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

2OWB9

横浜税関 千葉税関支署 エヌアイケミカル(株)
千葉事業所保税蔵置場

2040001000976 千葉県千葉市美浜区新港２３１番地 輸出入危険貨物 2OW01

横浜税関 千葉税関支署 厚生水産(株)
千葉北冷蔵倉庫保税蔵
置場

9040001017254 千葉県千葉市稲毛区長沼原町３６３
番地１、３６４番地２

輸入一般貨物及び輸
入冷凍冷蔵貨物

2OW33

横浜税関 千葉税関支署 相模運輸倉庫(株)
千葉埠頭保税蔵置場

9021001040388 千葉県千葉市美浜区新港２２７番地
１

輸出入一般貨物 2OW74

横浜税関 千葉税関支署 相模運輸倉庫(株)
中央埠頭保税蔵置場

9021001040388 千葉県千葉市中央区中央港一丁目
１２２番地

輸出入一般貨物 2OW75

横浜税関 千葉税関支署 山九(株)
市原八幡流通センター保
税蔵置場

7290801005328 千葉県市原市八幡海岸通１９６９番
地１、２３８８番地２０

輸出入一般貨物 2OW39

横浜税関 千葉税関支署 山九(株)
千葉流通センター保税蔵
置場

7290801005328 千葉県千葉市中央区中央港２丁目
９番１

輸出入一般貨物 2OW40



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署 山九(株)
中央埠頭倉庫保税蔵置
場

7290801005328 千葉県千葉市中央区中央港１丁目
１２２

輸出入一般貨物 2OW38

横浜税関 千葉税関支署 (有)ジャントレーディング
カンパニー
花見川ヤード保税蔵置
場

4140002022875 千葉県千葉市花見川区大日町１４６
３番２、１４７７番、１４７８番、１４７９
番、１４８０番、１４８１番、１４８３番

輸出入一般貨物 2OWV1

横浜税関 千葉税関支署 ＪＦＥケミカル(株)
東日本製造所千葉第一
保税蔵置場

4010501021746 千葉県千葉市中央区川崎町１番地 輸出入危険貨物 2OW85

横浜税関 千葉税関支署 ＪＦＥケミカル(株)
東日本製造所千葉第二
保税蔵置場

4010501021746 千葉県千葉市中央区新浜町１番地 輸出入危険貨物 2OW86

横浜税関 千葉税関支署 ＪＦＥスチール(株)
東日本製鉄所千葉保税
蔵置場

1010001008668 千葉県千葉市中央区川崎町４番１、
５番１、５番２、７番１、７番２、１０番
１、１０番３、１０番４、１０番６、１２番
１、１２番２、１３番、１４番１、１４番
２、１６番、２１番
千葉県千葉市中央区新浜町１番１

輸出入一般貨物 2OW70

横浜税関 千葉税関支署 ＪＦＥ物流(株)
生浜中継倉庫保税蔵置
場

4010001102988 千葉県千葉市中央区新浜町１番地 輸出入一般貨物 2OW34

横浜税関 千葉税関支署 (株)Ｊ－オイルミルズ
千葉工場保税蔵置場

6010001078021 千葉県千葉市美浜区新港２３０番 輸入一般貨物 2OW48



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署 澁澤倉庫(株)
千葉港倉庫保税蔵置場

6010601038102 千葉県千葉市中央区中央港２丁目
４番３号

輸出入一般貨物 2OW53 届出蔵置場

横浜税関 千葉税関支署 新興海陸運輸(株)
千葉中央港保税蔵置場

7010701012947 千葉県千葉市中央区中央港一丁目
１１６番地

輸出入一般貨物 2OW84

横浜税関 千葉税関支署 新東日本製糖(株)
保税蔵置場

8040001006340 千葉県千葉市美浜区新港３６番 輸入一般貨物 2OW15

横浜税関 千葉税関支署 (株)ダイトーコーポレー
ション
千葉支店ダイトー千葉
ポートセンター保税蔵置
場

7010401016637 千葉県千葉市中央区中央港１丁目
１１９番地

輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

2OW57

横浜税関 千葉税関支署 千葉共同サイロ(株)
保税蔵置場

4040001004645 千葉県千葉市美浜区新港１６番地、
８番の３

輸出入一般貨物 2OW51

横浜税関 千葉税関支署 千葉グレーンセンター
(株)
保税蔵置場

9040001004657 千葉県千葉市美浜区新港２２９番１ 輸入一般貨物 2OW08

横浜税関 千葉税関支署 千葉港運倉庫(株)
保税蔵置場

5040001054251 千葉県市原市八幡海岸通１１番地３
４、３５

輸出入一般貨物 2OW58

横浜税関 千葉税関支署 千葉港運倉庫(株)
中央埠頭保税蔵置場

5040001054251 千葉県千葉市中央区中央港１丁目
１１９番地

輸出入一般貨物 2OW49



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署 千葉港港湾運送事業協
同組合
保税蔵置場

9040005000479 千葉県千葉市中央区中央港２丁目
３番６８、７番、８番１、１４～１７番、６
８番１
千葉県千葉市中央区中央港１丁目
１０番、１０２番、１０５番、１１７番、１
１８番、１２２番、１２３番、１２９番、１
３３番、１３６番、１４２番地、１４９～１
５２番地、１５４番地、１６６～１６９番
地、１７１～１７６番地
千葉県千葉市中央区中央港１丁目
１番１０２、２番１１７、２番１２０、２番
１２３、２番１２５、２番１２９、２番１４
９、２番１７０

輸出入一般貨物及び
船用品

2OW52 
2OWS0 
2OWS1 
2OWS2 
2OWS3 
2OWS4 
2OWS5 
2OWS6 
2OWS7 
2OWS8 
2OWS9 
2OWT0 
2OWT1 
2OWT2 
2OWT3 
2OWT6 
2OWT7

横浜税関 千葉税関支署 千葉倉庫(株)
保税蔵置場

2040001004671 千葉県千葉市中央区出洲港１７番２
号、４７５番１号

輸出入一般貨物 2OW24

横浜税関 千葉税関支署 千葉埠頭サイロ(株)
保税蔵置場

8040001004880 千葉県千葉市美浜区新港１７番地
１、１７番地２

輸出入一般貨物(小麦
(無税品に限る))

2OWC9

横浜税関 千葉税関支署 千葉ベグオイルタンク
ターミナル(株)
保税蔵置場

1040001010431 千葉県千葉市美浜区新港３５番地１ 輸出入一般貨物 2OWB6

横浜税関 千葉税関支署 中央港荷役(株)
新港倉庫保税蔵置場

7040001004460 千葉県千葉市美浜区新港１９７番地
１２

輸出入一般貨物 2OWU4



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署 ＤＩＣ(株)
千葉工場保税蔵置場

7011401003807 千葉県市原市八幡海岸通１２番地 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2OW44

横浜税関 千葉税関支署 ティー・エム・ターミナル
(株)
市原事業所保税蔵置場

6010001114412 千葉県市原市八幡海岸通７４番地１ 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2OW02

横浜税関 千葉税関支署 (株)東西荷扱所
印西保税蔵置場

9020001027866 千葉県印西市若萩四丁目４番地 輸出入一般貨物 2OWD3

横浜税関 千葉税関支署 東洋合成工業(株)
千葉工場保税蔵置場

6040001027017 千葉県香取郡東庄町宮野台１番地
５１

輸出危険貨物及び輸
出一般貨物

2OWC7 届出蔵置場

横浜税関 千葉税関支署 東洋電化工業(株)
千葉流通センター保税蔵
置場

5490001001605 千葉県市原市八幡海岸通２番２０
号、２番２５号

輸出入一般貨物 2OW37

横浜税関 千葉税関支署 (株)日陸　
土気流通センター保税蔵
置場

8010001033932 千葉県千葉市緑区大野台一丁目４
番地５

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2OWD5

横浜税関 千葉税関支署 (株)日新
新港倉庫保税蔵置場

2020001028235 千葉県千葉市美浜区新港８８番地 輸出入一般貨物 2OW92

横浜税関 千葉税関支署 (株)日新
千葉支店保税蔵置場

2020001028235 千葉県千葉市中央区中央港１丁目
９番１号、１丁目１３６番地

輸出入一般貨物 2OW73

横浜税関 千葉税関支署 日本通運(株)
千葉中央埠頭倉庫保税
蔵置場

4010401022860 千葉県千葉市中央区中央港２丁目
１０番地４

輸出入一般貨物 2OW46



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署 日本サイロ(株)
サイロ保税蔵置場

9040001010168 千葉県千葉市美浜区新港３番地２ 輸出入一般貨物 2OW45

横浜税関 千葉税関支署 (株)ニップン
千葉工場保税蔵置場

9011001017684 千葉県千葉市美浜区新港２２９番地
４

輸入一般貨物 2OW42

横浜税関 千葉税関支署 日本タンクターミナル(株)
保税蔵置場

4040001005973 千葉県千葉市美浜区新港２番地の
１

輸出入一般貨物 2OW11

横浜税関 千葉税関支署 日本埠頭倉庫(株)
千葉事業所保税蔵置場

9020001028055 千葉県千葉市美浜区新港１３５番
１、１３５番２

輸出入一般貨物 2OW83

横浜税関 千葉税関支署 ニューポート産業(株)
保税蔵置場

5010001053883 千葉県千葉市美浜区新港５０番１、
５０番地２、５０番地３、５０番地６、５
０番地８、５２番地１、５２番地２、５２
番地３

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2OW13

横浜税関 千葉税関支署 (株)日立物流首都圏
千葉中央センター保税蔵
置場

4010601041033 千葉県千葉市稲毛区長沼町４６１番
地１、４６１番地４２、長沼原町８４６
番地１

輸入一般貨物 2OWU9

横浜税関 千葉税関支署 富士港運(株)
千葉営業所保税蔵置場

7010401026743 千葉県千葉市中央区村田町８８８番
５、８９３番５１７、８９３番５１８、８９３
番５２０、８９３番５２１、８９３番５２２、
８９３番５３５、８９７番

輸出入一般貨物 2OW81



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署 (有)フュージョン
神々廻ヤード保税蔵置
場

9040002058685 千葉県白井市神々廻字東原１９１８
番、１９１２番１

輸出入一般貨物 2OWU0

横浜税関 千葉税関支署 (有)牧野船食
保税蔵置場

6040002010731 千葉県千葉市中央区寒川町二丁目
２０２番地１

船用品 2OWB7

横浜税関 千葉税関支署 丸善(株)
柏事業所保税蔵置場

6010601007073 千葉県白井市河原子字大割２４３番
地１、２４３番地３、２４３番地４、２４４
番地６、２４５番地１、２４５番地８、２
４７番地１

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2OWD1

横浜税関 千葉税関支署 丸善(株)
柏第２事業所保税蔵置
場

6010601007073 千葉県白井市河原子字元天神３５６
番地３、３５６番地１０、３５６番地１

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2OWV0

横浜税関 千葉税関支署 丸紅エネックス(株)
千葉ターミナル保税蔵置
場

5040001007201 千葉県千葉市美浜区新港２３５番地 輸出入危険貨物及び
船用品（危険貨物）

2OW17

横浜税関 千葉税関支署 三井製糖(株)
千葉工場保税蔵置場

1010001034929 千葉県市原市八幡海岸通２番１６ 輸入一般貨物 2OW23

横浜税関 千葉税関支署 モンテ物産(株)
ｍｂ．ロジスティック保税
蔵置場

1011001025901 千葉県八街市四木字西四木１８６６
番地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2OW76



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署 (株)八楠
八幡埠頭保税蔵置場

4020001029280 千葉県市原市八幡海岸通２番地１、
２番地８～９、２番地１１、２番地１５、
２番地２４、２番地３３～３４、２番８、
２番１１～１２、２番１５、２番２４、２番
３３

輸出入一般貨物 2OW47

横浜税関 千葉税関支署 和田製糖(株)
市原事業所保税蔵置場

1010001060867 千葉県市原市八幡海岸通２番地８、
２番地１５

輸入一般貨物(粗糖(無
税品に限る))

2OW21

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

アサガミ(株)
京葉保税蔵置場

2010001035562 千葉県船橋市潮見町１７番地１、１７
番地６

輸出入一般貨物 2SWE8

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

アサガミ(株)
京葉第二保税蔵置場

2010001035562 千葉県船橋市潮見町２番地 輸出入一般貨物 2SWF4

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)アットイムサービス
船橋工場保税蔵置場

6030001013372 千葉県船橋市浜町三丁目３番地４ 輸出入冷凍冷蔵貨物 2SWG6

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

伊藤忠ロジスティクス(株)
東関東物流センター松戸
保税蔵置場

6010401053796 千葉県松戸市松飛台字中原４８３番
地２

輸出入一般貨物 2SWH5

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)エイム
西浦センター保税蔵置場

3290001011799 千葉県船橋市西浦三丁目１０番地１
７

輸出入一般貨物 2SWG9

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)エスワイプロモーショ
ン
船橋営業所保税蔵置場

2010601030302 千葉県船橋市日の出二丁目２０番２
号

輸入一般貨物 2SW48



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

ＡＥＬ(株)
船橋保税蔵置場

9010001134985 千葉県船橋市南海神一丁目１９２２
番地３

輸出入一般貨物 2SWG7

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

大阪運輸(株)
保税蔵置場

5040001025830 千葉県市川市二俣新町２２番地の２ 輸出入一般貨物 2SW66

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

小野建(株)
浦安保税蔵置場

6320001000746 千葉県浦安市港７６番６、７６番７、７
６番１３、７６番１４

輸出入一般貨物 2SWE6

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)クボタ
京葉工場流通加工セン
ター保税蔵置場

1120001037978 千葉県船橋市高瀬町３０番地、４７
番地

輸出入一般貨物 2SW99

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

京葉港港湾運送事業協
同組合
保税蔵置場

4040005002975 千葉県船橋市潮見町４４番１、４５
番、４６番、４７番１、６３番、６４番１、
６４番３、６６番、７２番、７５番

輸出入一般貨物 2SW56

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

京葉鐵鋼埠頭(株)
保税蔵置場

4040001026128 千葉県市川市高谷新町５番地３、５
番地８

輸出入一般貨物 2SWD3

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)合食
船橋物流センター保税蔵
置場

3140001012993 千葉県船橋市高瀬町３９番地３ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2SW67

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

厚生水産(株)
船橋市場冷蔵倉庫保税
蔵置場

9040001017254 千葉県船橋市市場一丁目８番１号 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2SW07



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)厚生冷蔵
保税蔵置場

5040001017258 千葉県船橋市浜町３丁目１番４号 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2SW58

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

合同酒精(株)
東京工場保税蔵置場

8010001083622 千葉県松戸市上本郷字仲原２５０番
地

輸出入一般貨物 2SW04

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

興和冷蔵(株)
船橋工場保税蔵置場

5180001072917 千葉県船橋市浜町三丁目１番５ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2SW52

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)小島
市川保税蔵置場

7011801001526 千葉県市川市二俣６５３番９、１１ 輸出入一般貨物 2SW62

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

相模運輸倉庫(株)
船橋保税蔵置場

9021001040388 千葉県船橋市潮見町１番１ 輸出入一般貨物 2SW05

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

サッポロビール(株)
京葉物流センター保税蔵
置場

4011001040690 千葉県習志野市茜浜三丁目３４番
地１

輸出入一般貨物 2SW19

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

鮫島鋼材(株)
西浦倉庫保税蔵置場

7011701003531 千葉県船橋市西浦二丁目３番地２５ 輸入一般貨物 2SWF5

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

山九(株)
船橋１号保税蔵置場

7290801005328 千葉県船橋市潮見町５番地、１０番
地

輸出入一般貨物 2SW92



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

サンフェニックス(株)
柏保税蔵置場

1020001014954 千葉県柏市高柳字宮後原２番２、２
番１６、５番

輸出一般貨物 2SWC8

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

ＪＨＳＳ(株)
市川保税蔵置場

1120001207770 千葉県市川市高谷新町６番地４ 輸出入一般貨物 2SWH7

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

芝浦物流(株)
倉庫部保税蔵置場

3010401009776 千葉県船橋市西浦一丁目２番１号 輸出入一般貨物 2SW86

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)ショウレイ
船橋工場保税蔵置場

3040001017581 千葉県船橋市日の出二丁目２０番２
号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2SW20

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

昭和産業(株)
船橋工場保税蔵置場

3010001008690 千葉県船橋市日の出二丁目８番地
１

輸入一般貨物 2SWC6

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

昭和冷蔵(株)
東ＴＯＫＹＯ－Ｄ・Ｃ保税
蔵置場

6010001110163 千葉県市川市東浜一丁目１番地５、
１番地８、１番地９

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2SW75

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)振興商事
茜浜倉庫保税蔵置場

8040001014921 千葉県習志野市茜浜一丁目６番１
号

輸入冷凍冷蔵貨物及
び輸入一般貨物

2SWA9

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

神鋼物流(株)
保税蔵置場

6140001008205 千葉県市川市二俣新町１７番地の２
０

輸出入一般貨物 2SW06



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

神鋼物流(株)
東浜保税蔵置場

6140001008205 千葉県市川市東浜一丁目１番地３ 輸出入一般貨物 2SWE9

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

住化ロジスティクス(株)
市川保税蔵置場

6040001054110 千葉県市川市千鳥町１４番１ 輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

2SW71

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

住商グローバル・ロジス
ティクス(株)
浦安センター保税蔵置場

7010001020519 千葉県浦安市港７６番地３ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2SWD2

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

センコー・フォワーディン
グ(株)
市川塩浜ロジスティクス
センター保税蔵置場

5010601056427 千葉県市川市塩浜一丁目６番地３ 輸出入一般貨物 2SWH6

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

泰星物産(株)
保税蔵置場

2020001023590 千葉県船橋市栄町二丁目７番地１１ 輸入冷凍冷蔵貨物及
び輸入一般貨物

2SWB0

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

中央港荷役(株)
船橋倉庫保税蔵置場

7040001004460 千葉県船橋市潮見町４３番８、９ 輸出入一般貨物 2SWB1

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)辻󠄀󠄀野
船橋物流センター保税蔵
置場

8040001062326 千葉県船橋市浜町３丁目２番１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2SW59

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

東海海運(株)
船橋中央埠頭保税蔵置
場

1010401020090 千葉県船橋市潮見町４３番の２ 輸出入一般貨物 2SW08



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

東京豊海冷蔵(株)
船橋物流センター保税蔵
置場

5010001061515 千葉県船橋市浜町三丁目１番地２、
１番地７、２番地２

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2SW30

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

東京納品代行(株)
市川商品センター保税蔵
置場

7010401094071 千葉県市川市二俣新町２２番地８、
２２番地１３

輸出入一般貨物 2SWE7

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)桃光
保税蔵置場

4010001052655 千葉県野田市船形字上原壱１５１２
番１

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2SWD0

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

東ソー物流(株)
船橋保税蔵置場

9250001010007 千葉県船橋市潮見町８番地１ 輸出入一般貨物及び
輸出危険貨物

2SWF8

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

東洋合成工業(株)
高浜油槽所保税蔵置場

6040001027017 千葉県市川市高浜町７番地 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2SW09 届出蔵置場

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

東洋水産(株)
習志野センター保税蔵置
場

2010401020321 千葉県習志野市茜浜一丁目７番地
２１、８番地４

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2SWH2

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

東洋冷蔵(株)
東京支社保税蔵置場

3010601030301 千葉県市川市東浜一丁目１番地１ 輸出入冷凍冷蔵貨物 2SW69

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)東冷
船橋事業所保税蔵置場

9140001002089 千葉県船橋市高瀬町６番地、７番地
１、５０番地９

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2SWH1



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

流山キッコーマン(株)
保税蔵置場

7040001039176 千葉県流山市流山三丁目３５８番地
１、９０番地１、３２４番地１、９０番地
３、９０番地８、３５９番地、３２番地９

輸出入一般貨物 2SWB7

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)日新
習志野保税蔵置場

2020001028235 千葉県習志野市茜浜２９番１、２９番
２、３４番２

輸出入一般貨物(自動
車(無税品に限る))

2SW60 届出蔵置場

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

日水物流(株)
船橋物流センター保税蔵
置場

2010401068740 千葉県船橋市浜町三丁目２番地の
４

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2SW95

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

ＮＸ・ＮＰロジスティクス
(株)
東日本グローバル物流
センター舞浜倉庫保税蔵
置場

2120901010075 千葉県浦安市千鳥１２番地１ 輸出入一般貨物 2SWF9 届出蔵置場

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

日鉄物流君津(株)
市川第一倉庫保税蔵置
場

2040001051937 千葉県市川市高谷新町７番地１ 輸出入一般貨物 2SWH4

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

日鉄鋼板(株)
東日本製造所［市川地
区］保税蔵置場

3010001139107 千葉県市川市高谷新町７番地の１ 輸出一般貨物 2SWH3

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

日東水産(株)
船橋営業所保税蔵置場

6450001008231 千葉県船橋市浜町三丁目２番地４ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2SW90

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(有)日本クオリティセン
ター
西浦保税蔵置場

9040002008979 千葉県船橋市西浦二丁目３番地６
６、３番地２１、３番地６５

輸出入一般貨物 2SWH8



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

日本通運(株)
習志野埠頭保税蔵置場

4010401022860 千葉県習志野市茜浜三丁目７番１
号

輸出入一般貨物 2SW34

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

日本サン石油(株)
市川工場保税蔵置場

6010001033190 千葉県市川市二俣新町２０番地 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2SW10

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

日本ロジステック(株)
湾岸市川センター保税蔵
置場

5010001188655 千葉県市川市千鳥町１３番地 輸出入一般貨物 2SWG4

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

ニュー浜屋冷蔵(株)
保税蔵置場

8040001019573 千葉県船橋市浜町３丁目１番６号 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2SW47

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

濃飛倉庫運輸(株)
浦安保税蔵置場

5200001004116 千葉県浦安市千鳥１０番１１ 輸出入一般貨物 2SW61

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

阪和流通センター東京
(株)
保税蔵置場

6040001014923 千葉県習志野市茜浜三丁目７番２
号

輸出入一般貨物 2SW63

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)兵食
市川冷蔵庫保税蔵置場

9140001002444 千葉県市川市東浜一丁目１番１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2SWG2



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)ファーストロジ
大井ロジスティクスセン
ター保税蔵置場

7011703002151 千葉県柏市大井字堂堀原１８９６番
地７、１８９６番地５、
１８９６番地４、１８９６番地１

輸出入一般貨物 2SWH9

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

福岡運輸(株)
船橋流通センター保税蔵
置場

2290001026352 千葉県船橋市高瀬町２４番１１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2SW23

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)富士エコー
千葉センター保税蔵置場

4040001027431 千葉県船橋市浜町三丁目２番地５ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

2SWE3

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

富士港運(株)
船橋営業所保税蔵置場

7010401026743 千葉県船橋市潮見町４３番地６、４３
番地７

輸出入一般貨物 2SW31

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

富士港運(株)
船橋営業所東浜倉庫保
税蔵置場

7010401026743 千葉県市川市東浜一丁目２番地３ 輸出入一般貨物 2SW38

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)フジタ運輸倉庫
物流倉庫保税蔵置場

6040001006607 千葉県市川市高浜町６番地１ 輸出入一般貨物 2SWD6

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)ホウスイ
市川物流センター保税蔵
置場

9010001034921 千葉県市川市高谷１９１６番２、１９１
６番７、１９１７番１、１９１８番１５、１９
１８番３４、１９４２番２、１９４２番３、１
９４６番４

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2SWF1 届出蔵置場



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)ホウスイ
船橋冷蔵庫保税蔵置場

9010001034921 千葉県船橋市浜町三丁目４番２号 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

2SW45 届出蔵置場

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)松岡
船橋物流センター保税蔵
置場

7250001006345 千葉県船橋市浜町三丁目３番地１ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2SW16

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

丸一鋼管(株)
東京工場保税蔵置場

5120001047593 千葉県市川市塩浜１丁目１１番地 輸入一般貨物 2SW37

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

丸善(株)
京葉油槽所保税蔵置場

6010601007073 千葉県市川市二俣新町１８番１、１９
番地

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2SW17

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

丸二倉庫(株)
ｉＢＬＰＬＡＺＡ保税蔵置場

8120001047640 千葉県市川市千鳥町５番地１３ 輸入一般貨物 2SWF7

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)マルハニチロ物流
船橋保税蔵置場

5010001080515 千葉県船橋市高瀬町１５番１５号 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2SW89 届出蔵置場

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

万達旅運(株)
南船橋倉庫保税蔵置場

3120001090249 千葉県船橋市浜町二丁目１番地５３ 輸出入一般貨物及び
機用品

2SWG8



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

村山鋼材(株)
浦安第一倉庫保税蔵置
場

6010801011767 千葉県浦安市鉄鋼通り２－６－１３ 輸出入一般貨物 2SW42

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

名糖運輸(株)
千葉物流センター保税蔵
置場

7012401011964 千葉県習志野市茜浜三丁目３３番
地２、３３番地１６

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2SWE2

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

ヤマト運輸(株)
船橋西浦保税蔵置場

1010001092605 千葉県船橋市西浦三丁目１０番１
３、三丁目１０番２２

輸出入一般貨物及び
別送品

2SWG5

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

結城運輸倉庫(株)
潮見スチールセンター保
税蔵置場

9010601007351 千葉県船橋市潮見町４３番地５ 輸出入一般貨物 2SWE4

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

結城運輸倉庫(株)
潮見倉庫保税蔵置場

9010601007351 千葉県船橋市潮見町３番地 輸出入一般貨物 2SW83

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)淀川製鋼所
市川工場保税蔵置場

4120001077591 千葉県市川市高谷新町５番地 輸出入一般貨物 2SW26

横浜税関 千葉税関支署
船橋市川出張
所

(株)ロジスティクス・ネット
ワーク
船橋物流センター保税蔵
置場

1010001108591 千葉県船橋市日の出二丁目１２番
地１１、１２番地１、１２番地８、１２番
地９

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2SW96

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

(株)アイ・テック
東京工場保税蔵置場

9080001007508 千葉県富津市新富３３番地３、３４番
地２

輸出入一般貨物 2RW24



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

ＥＣＬエージェンシー(株)
オーシャンヤード保税蔵
置場

4010701012181 千葉県木更津市木材港２３番４ 輸出入一般貨物 2RW42

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

ＥＣＬエージェンシー(株)
木更津ターミナル保税蔵
置場

4010701012181 千葉県木更津市新港８番１、９番１、
１０番１

輸出入一般貨物 2RW32

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

ＥＣＬエージェンシー(株)
木更津第三ヤード保税
蔵置場

4010701012181 千葉県木更津市木材港１番１、１番
３、１番４

輸出入一般貨物 2RW40

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

ＥＣＬエージェンシー(株)
木更津第二ヤード保税
蔵置場

4010701012181 千葉県木更津市新港２０番１ 輸出入一般貨物 2RW43

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

ＥＣＬエージェンシー(株)
富津ターミナル保税蔵置
場

4010701012181 千葉県富津市新富９０番、９１番１、
９２番６、１０２番、１０４番、１０５番

輸出入一般貨物 2RW39

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

エスメント関東(株)
君津エスメント工場保税
蔵置場

8040001051881 千葉県君津市君津１番地 輸出一般貨物 2RW17

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

木更津木材港団地協同
組合
保税蔵置場

6040005007873 千葉県木更津市新港１番、１番１ 輸出入一般貨物(木材
(無税品に限る))

2RW09

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

黒崎播磨(株)
木更津不定形工場保税
蔵置場

3290801009910 千葉県木更津市築地７番地の１ 輸入一般貨物 2RW16

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

(株)ＪＥＲＡ
富津火力発電所保税蔵
置場

6010001167617 千葉県富津市新富２５番地 輸入危険貨物(液化天
然ガス(無税品に限る))

2RW03



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

Ｊａｐａｎ　Ｆｏｒｗａｒｄｉｎｇ　Ａ
ｇｅｎｃｙ(株)
東京湾支店木更津作業
所保税蔵置場

4140001091913 千葉県木更津市木材港１７番４、１９
番、２０番１

輸出入一般貨物 2RW34

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

(有)大福商店
第三工場保税蔵置場

6040002100193 千葉県安房郡鋸南町下佐久間４１５
番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 2RW21

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

トーヨーカネツ(株)
千葉事業所保税蔵置場

2010601004909 千葉県木更津市築地２番１ 輸出入一般貨物 2RW01

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

日鉄物流君津(株)
ＳＢＳロジコム君津倉庫
保税蔵置場

2040001051937 千葉県君津市坂田字浜ノ作３９番地
５、３９番地１０

輸入一般貨物 2RW28

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

日鉄物流君津(株)
倉トレ倉庫保税蔵置場

2040001051937 千葉県君津市君津１番地 輸出一般貨物 2RW36

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

日鉄物流君津(株)
築地保税蔵置場

2040001051937 千葉県木更津市築地２番１ 輸出一般貨物 2RW37

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

日本コンセプト(株)
京葉臨海支店保税蔵置
場

9010001062088 千葉県富津市新富１０１番５ 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2RW47

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

日本通運(株)
キーテック保税蔵置場

4010401022860 千葉県木更津市木材港９番地 輸出入一般貨物 2RW46

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

日本通運(株)
木更津営業センター保税
蔵置場

4010401022860 千葉県木更津市木材港４番３号 輸出入一般貨物 2RW08

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

日本通運(株)
ＪＫＨＤ保税蔵置場

4010401022860 千葉県木更津市木材港２３番地１ 輸出入一般貨物 2RW45



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

(株)日本ロジスティクス
サービス
木更津保税蔵置場

1011601018222 千葉県木更津市新港１１番１、１４番
１

輸出入一般貨物 2RW35

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

(株)日吉回漕店
君津営業所保税蔵置場

8020001028601 千葉県君津市君津１番地 輸入一般貨物 2RW20

横浜税関 千葉税関支署
木更津出張所

(株)丸德
木更津港倉庫保税蔵置
場

2040001007179 千葉県木更津市新港１８番地４、木
材港７番地１

輸出入一般貨物 2RW29

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

一宮運輸(株)
関東支社物流センター市
原姉崎倉庫保税蔵置場

4500001009622 千葉県市原市姉崎海岸１２３番地、
１２７番地

輸出一般貨物 2QW80 届出蔵置場

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

一宮運輸(株)
関東支社物流センター市
原長浦倉庫保税蔵置場

4500001009622 千葉県袖ケ浦市長浦字拓壱号１番
地１７

輸出一般貨物 2QW83

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１番１、２番
１

輸出入危険貨物 2QW01

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

出光バルクターミナル
(株)
保税蔵置場

7040001050819 千葉県袖ケ浦市中袖３番地１ 輸入一般貨物(石炭及
び石油コークス(無税
品に限る))

2QW03

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

ＡＧＣ(株)
千葉工場保税蔵置場

2010001008650 千葉県市原市五井海岸１０番地 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2QW13



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

(株)ＥＮＥＯＳマテリアル
千葉工場保税蔵置場

9010401160144 千葉県市原市千種海岸５番地 輸出入危険貨物(ブタ
－１，３－ジエン(無税
品に限る))

2QW77

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

広栄化学(株)
千葉工場保税蔵置場

4120001077410 千葉県袖ケ浦市北袖２５番地 輸出一般貨物及び輸
出危険貨物

2QW17

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

山九(株)
市原流通センター保税蔵
置場

7290801005328 千葉県市原市五井南海岸４８番地２
号、７０番地

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2QW22

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

山九(株)
南袖保税蔵置場

7290801005328 千葉県袖ケ浦市南袖４５番地 輸出入一般貨物 2QW44

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

サンネット物流(株)
今津倉庫保税蔵置場

8040001055387 千葉県市原市千種一丁目１６番地１
３

輸出入一般貨物 2QW66

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

三和倉庫(株)
千葉事業所保税蔵置場

4010401011970 千葉県市原市五井南海岸１２番５７
号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2QW12

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

ＣＭアロマ(株)
千葉工場保税蔵置場

1010401057117 千葉県市原市五井南海岸２番地 輸出危険貨物(ミックス
キシレン)

2QW70

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 輸入危険貨物 2QW06

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

ＪＮＣ石油化学(株)
市原製造所保税蔵置場

7010001022977 千葉県市原市五井海岸５番地の１ 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2QW41



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

ＪＦＥ溶接鋼管(株)
姉崎保税蔵置場

5040001053880 千葉県市原市姉崎海岸７番地１ 輸出入一般貨物 2QW58

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

鈴江コーポレーション(株)
千葉支店姉ヶ崎物流セン
ター保税蔵置場

7020001027166 千葉県市原市千種海岸１６番地 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2QW26

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

鈴江コーポレーション(株)
長浦危険物倉庫保税蔵
置場

7020001027166 千葉県袖ケ浦市長浦拓１丁目１番地
２０号

輸出入危険貨物 2QW47

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

(有)鈴木安太郎商店
千葉冷蔵センター保税蔵
置場

3040002084480 千葉県袖ヶ浦市南袖４１番地 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2QW64

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

鈴与(株)
市原保税蔵置場

2080001009460 千葉県市原市姉崎海岸７番１ 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2QW82 届出蔵置場

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

住化ロジスティクス(株)
椎の森物流センター保税
蔵置場

6040001054110 千葉県袖ヶ浦市椎の森３８５番地１８ 輸出一般貨物 2QW72 届出蔵置場

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

住化ロジスティクス(株)
袖ヶ浦倉庫保税蔵置場

6040001054110 千葉県袖ケ浦市北袖３番地３ 輸出一般貨物 2QW29 届出蔵置場

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

住友化学(株)
姉崎保税蔵置場

2010001071327 千葉県市原市姉崎海岸５番地１ 輸出入危険貨物 2QW28

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

住友化学(株)
袖ケ浦保税蔵置場

2010001071327 千葉県袖ケ浦市北袖２番地１、９番
地１

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2QW08



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

(株)ダイトーコーポレー
ション
千葉支店市原事業所長
浦センター保税蔵置場

7010401016637 千葉県袖ケ浦市長浦字拓壱号１番
地２１

輸出一般貨物 2QW81

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

(株)ダイトーコーポレー
ション
千葉支店市原事業所北
袖センター保税蔵置場

7010401016637 千葉県袖ケ浦市北袖１５１番２ 輸出入一般貨物 2QW31

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

ダウ・東レ(株)
千葉工場保税蔵置場

6010701036030 千葉県市原市千種海岸２番８ 輸入危険貨物 2QW48

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

(株)築港
市原倉庫保税蔵置場

1140001009298 千葉県市原市五井南海岸７０番地 輸出入危険貨物 2QW84

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

千葉三港運輸(株)
姉崎倉庫保税蔵置場

1040001054263 千葉県市原市姉崎海岸７６番地 輸出一般貨物 2QW19

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

千葉ブタジエン工業(株)
千葉工場保税蔵置場

1010001050372 千葉県市原市五井南海岸３番地 輸出入危険貨物(ブタ
－１．３－ジエン(無税
品に限る))

2QW39

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

デンカ(株)
千葉工場保税蔵置場

3010001008757 千葉県市原市五井南海岸６番地１ 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2QW57

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

東京瓦斯(株)
袖ケ浦ＬＮＧ基地保税蔵
置場

6010401020516 千葉県袖ケ浦市中袖１番１、１番２、
２番１、２番４、１８番３、１８番４

輸出入一般貨物及び
輸入危険貨物

2QW16



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

(株)日陸
千葉物流センター市原保
税蔵置場

8010001033932 千葉県市原市千種海岸８番地３ 輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物及び輸出
入冷凍冷蔵貨物

2QW10

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

(株)日陸
千葉物流センター袖ヶ浦
保税蔵置場

8010001033932 千葉県袖ケ浦市南袖２７番地１ 輸出一般貨物、輸出危
険貨物及び輸出冷凍
冷蔵貨物

2QW79

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

日本通運(株)
千葉南支店袖ヶ浦倉庫
保税蔵置場

4010401022860 千葉県袖ケ浦市長浦字拓壱号１番
地２６

輸出一般貨物 2QW78

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

日本板硝子(株)
千葉事業所保税蔵置場

4010401054474 千葉県市原市姉崎海岸６番地 輸入一般貨物 2QW14

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

(株)日本精錬炉材工業所
袖ヶ浦保税蔵置場

5010801008970 千葉県袖ケ浦市中袖１５番１ 輸入一般貨物 2QW74

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

丸善石油化学(株)
千葉工場保税蔵置場

3010001057408 千葉県市原市五井海岸２番地、３番
地
千葉県市原市五井南海岸３番地、７
番地

輸出入危険貨物 2QW33

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

三井化学(株)
市原工場保税蔵置場

4010401052081 千葉県市原市千種海岸３番地 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2QW36

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

三井・ダウポリケミカル
(株)
千葉工場保税蔵置場

8010401052086 千葉県市原市千種海岸６番地 輸入危険貨物及び輸
出入一般貨物

2QW24



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

三井物産グローバルロジ
スティクス(株)
市原ＩＭＴ保税蔵置場

8010001142188 千葉県市原市姉崎海岸７番地１ 輸出入一般貨物 2QW73 届出蔵置場

横浜税関 千葉税関支署
姉崎出張所

源総業(株)
保税蔵置場

5040001054607 千葉県市原市玉前西一丁目５番地
２

輸出入一般貨物 2QW37

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

(株)朝日森
成田ＳＬＣ保税蔵置場

2050001020420 千葉県山武郡横芝光町長倉字南長
山野１６５１番地１、１６５１番１４

輸出入一般貨物 2TW51 届出蔵置場

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

(株)朝日森
成田ＳＬＣ２保税蔵置場

2050001020420 千葉県山武郡横芝光町長山台１番
地２

輸出入一般貨物 2TW52 届出蔵置場

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

(株)荒野商店
保税蔵置場

8040001061947 千葉県銚子市明神町一丁目１０２番
地

輸出入冷凍冷蔵貨物 2TW22

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

(株)飯田商店
第３冷蔵庫保税蔵置場

9040001061970 千葉県銚子市川口町二丁目６３４２
番地

輸出入冷凍冷蔵貨物 2TW34

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

(株)飯田商店
本社保税蔵置場

9040001061970 千葉県銚子市黒生町７４００番地２ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2TW48

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

飯田水産(株)
冷蔵倉庫保税蔵置場

7040001062863 千葉県銚子市川口町二丁目６５２９
番地３０

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2TW44

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

一政水産(株)
川口冷蔵庫保税蔵置場

5040001061999 千葉県銚子市川口町二丁目６５２９
番地２５

輸出入冷凍冷蔵貨物 2TW50



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

一松水産(株)
第三工場保税蔵置場

9040001061987 千葉県銚子市川口町二丁目６５０７
番地の１、６５１４番地、６５１２番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物 2TW05

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

(株)江戸野
川口工場保税蔵置場

7040001062013 千葉県銚子市川口町２丁目６５２９
番地１９

輸出入冷凍冷蔵貨物 2TW06

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

(株)エマック
ＫＣＳ工場保税蔵置場

2040001062018 千葉県銚子市黒生町７４００番地５ 輸出入冷凍冷蔵貨物
及び船用品（冷凍冷蔵
貨物）

2TW43

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

鹿島ロジスティックス(株)
第２冷蔵庫保税蔵置場

9040001062746 千葉県銚子市川口町二丁目６３８５
番地４６、６３８５番地４７

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2TW47

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

(株)カネジョウ大﨑
保税蔵置場

9040001062069 千葉県銚子市潮見町２番地１０、２
番地１３

輸出入冷凍冷蔵貨物 2TW49

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

金正水産(有)
保税蔵置場

2040002085364 千葉県銚子市明神町二丁目３３２番
地１

輸出入冷凍冷蔵貨物 2TW42

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

(有)鈴木安太郎商店
三川工場保税蔵置場

3040002084480 千葉県旭市三川字篠堆６１０３番地 輸出入冷凍冷蔵貨物 2TW31

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

全銚子市水産加工業協
同組合
川口工場保税蔵置場

5040005012560 千葉県銚子市川口町二丁目６３８５
番地４２１

輸出入冷凍冷蔵貨物 2TW09

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

全銚子市水産加工業協
同組合
黒生工場保税蔵置場

5040005012560 千葉県銚子市川口町二丁目６５２９
番地の４

輸出入冷凍冷蔵貨物 2TW19



令和4年7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

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

(株)大一奈村魚問屋
川口工場保税蔵置場

8040001062219 千葉県銚子市川口町２丁目６５２８
番地３７

輸出入冷凍冷蔵貨物 2TW21

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

(株)大一奈村魚問屋
潮見第１工場保税蔵置
場

8040001062219 千葉県銚子市潮見町７番地４ 輸出入冷凍冷蔵貨物 2TW15

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

(株)大一奈村魚問屋
ＢＢＮ工場保税蔵置場

8040001062219 千葉県銚子市黒生町７４００番地４、
５

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

2TW41

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

(株)大國屋
保税蔵置場

3040001061497 千葉県銚子市川口町二丁目６５２９
番地の３２

輸出入冷凍冷蔵貨物 2TW14

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

高橋水産(株)
黒生町冷凍冷蔵工場保
税蔵置場

4370501000292 千葉県銚子市黒生町７４００番地１０ 輸出入冷凍冷蔵貨物 2TW46

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

高橋水産(株)
潮見町第１冷蔵庫保税
蔵置場

4370501000292 千葉県銚子市潮見町７番地１６ 輸出入冷凍冷蔵貨物 2TW29

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

(株)辻󠄀󠄀野
第三冷蔵倉庫保税蔵置
場

8040001062326 千葉県銚子市川口町二丁目６５２８
番地の３６

輸出入冷凍冷蔵貨物 2TW02

横浜税関 千葉税関支署
銚子監視署

(株)丸裕
小浜冷蔵倉庫保税蔵置
場

9040001062564 千葉県銚子市小浜町２６４４番地の
２６

輸出入冷凍冷蔵貨物 2TW40

横浜税関 川崎税関支署 旭倉庫(株)
川崎営業所保税蔵置場

9010001035093 神奈川県川崎市川崎区東扇島２６
番４

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2NW01



令和4年7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

横浜税関 川崎税関支署 味の素(株)
川崎工場保税蔵置場

8010001034740 神奈川県川崎市川崎区鈴木町１番
１号

輸出入一般貨物 2MW61

横浜税関 川崎税関支署 五十嵐冷蔵(株)
東扇島第一物流センター
保税蔵置場

1010401002592 神奈川県川崎市川崎区東扇島３０
番地２号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NW18

横浜税関 川崎税関支署 五十嵐冷蔵(株)
東扇島第五物流センター
保税蔵置場

1010401002592 神奈川県川崎市川崎区東扇島２９
番地３

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NWD4

横浜税関 川崎税関支署 五十嵐冷蔵(株)
東扇島第二物流センター
保税蔵置場

1010401002592 神奈川県川崎市川崎区東扇島２４
番地

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NW19

横浜税関 川崎税関支署 五十嵐冷蔵(株)
東扇島ロジスティクス
サービスステーション保
税蔵置場

1010401002592 神奈川県川崎市川崎区東扇島１７
番地８号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NW85

横浜税関 川崎税関支署 エア・ウォーター・パ
フォーマンスケミカル(株)
川崎工場保税蔵置場

4020001142083 神奈川県川崎市川崎区千鳥町１番
２号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2MW05

横浜税関 川崎税関支署 (株)ＡＮＡケータリング
サービス
川崎工場保税蔵置場

2010801001342 神奈川県川崎市川崎区殿町三丁目
２６番地１

機用品及び仮陸揚貨
物

2MWB8

横浜税関 川崎税関支署 ＳＢＳ東芝ロジスティクス
(株)
南関東支店保税蔵置場

9020001089386 神奈川県川崎市川崎区池上新町三
丁目１番地１２、１番地５
ＮＲＥＧ川崎ロジスティクスセンター

輸出入一般貨物 2MWD1



令和4年7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

横浜税関 川崎税関支署 ＳＢＳロジコム(株)
川崎保税蔵置場

5010601031801 神奈川県川崎市川崎区東扇島４番
地１、６番地２９

輸出入一般貨物 2NWC0

横浜税関 川崎税関支署 ＮＸ商事(株)
川崎ＬＳセンター保税蔵
置場

1010001025515 神奈川県川崎市川崎区田辺新田２
番１号

輸出入一般貨物 2MW76

横浜税関 川崎税関支署 エヌケーケーシームレス
鋼管(株)
渡田地区保税蔵置場

6020001072898 神奈川県川崎市川崎区南渡田町１
番１号

輸出一般貨物 2MW18

横浜税関 川崎税関支署 ＥＮＥＯＳ(株)
川崎ガスターミナル保税
蔵置場

4010001133876 神奈川県川崎市川崎区水江町５番
１号

輸入危険貨物(プロパ
ン及びブタン(無税品に
限る))

2MW30

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、１７０番、２１０番１、２５０番２、４
００番１

輸入危険貨物(プロパ
ン及びブタン(無税品に
限る))

2MWC6

横浜税関 川崎税関支署 ＥＮＥＯＳ(株)
川崎製油所浮島地区保
税蔵置場

4010001133876 神奈川県川崎市川崎区浮島町１０
番６号、１０番１３号

輸出入危険貨物 2MW23

横浜税関 川崎税関支署 ＥＮＥＯＳ(株)
川崎製油所川崎地区保
税蔵置場

4010001133876 神奈川県川崎市川崎区夜光二丁目
３番１号

輸出入危険貨物 2MW24

横浜税関 川崎税関支署 ＥＮＥＯＳ(株)
千鳥事業所保税蔵置場

4010001133876 神奈川県川崎市川崎区千鳥町１１
番

輸出入危険貨物 2MWC9

横浜税関 川崎税関支署 Ｆ－ＬＩＮＥ(株)
東扇島低温物流センター
保税蔵置場

3010001068883 神奈川県川崎市川崎区東扇島１７
番１０号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

2NW63



令和4年7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

横浜税関 川崎税関支署 (株)上組
川崎港東扇島Ｈ－２１－
３保税蔵置場

6140001006951 神奈川県川崎市川崎区東扇島１０
番地１

輸出入一般貨物 2NW98

横浜税関 川崎税関支署 (株)上組
川崎港東扇島多機能物
流センター・青果センター
保税蔵置場

6140001006951 神奈川県川崎市川崎区東扇島２２
番地５

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2NW29

横浜税関 川崎税関支署 (株)上組
川崎センター保税蔵置場

6140001006951 神奈川県川崎市川崎区水江町４番
１１号

輸出入一般貨物 2MWB7

横浜税関 川崎税関支署 川崎港湾物流協同組合
千鳥町保税蔵置場

6020005008287 神奈川県川崎市川崎区千鳥町９番
１、９番８、１８番１、２０番１、２１番、
２３番、２４番２、２４番３、２５番１、２
５番３、２５番２、２５番４、２５番５

輸出入一般貨物 2MW99

横浜税関 川崎税関支署 川西倉庫(株)
京浜支店東扇島営業所
保税蔵置場

9140001012831 神奈川県川崎市川崎区東扇島２４
番地

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NWB4

横浜税関 川崎税関支署 京極運輸商事(株)
京浜支店浮島保税蔵置
場

6010001040914 神奈川県川崎市川崎区浮島町４００
番地１４

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2MWD2

横浜税関 川崎税関支署 京極運輸商事(株)
京浜支店浜川崎保税蔵
置場

6010001040914 神奈川県川崎市川崎区鋼管通四丁
目７５番地１

輸出入一般貨物 2MW07



令和4年7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

横浜税関 川崎税関支署 楠原輸送(株)
東扇島保税蔵置場

5020001030543 神奈川県川崎市川崎区東扇島１３
番２

輸出入一般貨物 2NW36 届出蔵置場

横浜税関 川崎税関支署 港栄作業(株)
千鳥町保税蔵置場

6020001026375 神奈川県川崎市川崎区千鳥町９番
地

輸出入一般貨物 2MW09

横浜税関 川崎税関支署 (株)幸栄
保税蔵置場

9020001047220 神奈川県川崎市川崎区東扇島３１
番２号

輸出入一般貨物 2NW53

横浜税関 川崎税関支署 港湾冷蔵(株)
東扇島工場保税蔵置場

3140001068755 神奈川県川崎市川崎区東扇島２４
番地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2NW13

横浜税関 川崎税関支署 コマツ物流(株)
東扇島物流センター保税
蔵置場

8020001059729 神奈川県川崎市川崎区東扇島５
番、６番３

輸出入一般貨物 2NW35

横浜税関 川崎税関支署 三和倉庫(株)
川崎事業所保税蔵置場

4010401011970 神奈川県川崎市川崎区白石町４番
地３号

輸出入危険貨物、輸出
入一般貨物及び船用
品

2MW10

横浜税関 川崎税関支署 ＪＦＥスチール(株)
東日本製鉄所京浜保税
蔵置場

1010001008668 神奈川県川崎市川崎区南渡田１番
１号
神奈川県川崎市川崎区池上町２番
１号
神奈川県川崎市川崎区水江町６番
１号
神奈川県川崎市川崎区扇島１番１
号
神奈川県横浜市鶴見区末広町一丁
目１番地
神奈川県横浜市鶴見区扇島１番１
号

輸出入一般貨物 2MW59



令和4年7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

横浜税関 川崎税関支署 ＪＦＥ物流(株)
京浜原料保税蔵置場

4010001102988 神奈川県川崎市川崎区扇島１番地
１号

輸入一般貨物 2MW93

横浜税関 川崎税関支署 ＪＦＥ物流京浜(株)
東扇島第１倉庫保税蔵
置場

2020001075632 神奈川県川崎市川崎区東扇島２９
番地１

輸出入一般貨物 2NWD0

横浜税関 川崎税関支署 ＪＦＥ物流京浜(株)
東扇島第３倉庫保税蔵
置場

2020001075632 神奈川県川崎市川崎区東扇島１３
番地１

輸出入一般貨物 2NWD1

横浜税関 川崎税関支署 ＪＦＥ物流京浜(株)
東扇島第４倉庫保税蔵
置場

2020001075632 神奈川県川崎市川崎区東扇島２６
番地６

輸出一般貨物 2NWE2

横浜税関 川崎税関支署 (株)ジェイパック
保税蔵置場

2020001017535 神奈川県川崎市川崎区東扇島１５
番地、１８番地２

輸出入一般貨物及び
別送品

2NW08

横浜税関 川崎税関支署 (株)ＪＥＲＡ
東扇島火力発電所保税
蔵置場

6010001167617 神奈川県川崎市川崎区東扇島３番
地

輸入危険貨物(液化天
然ガス(無税品に限る))

2NW46

横浜税関 川崎税関支署 昭和電工(株)
川崎事業所保税蔵置場

9010401014548 神奈川県川崎市川崎区扇町５番１
号

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

2MW45

横浜税関 川崎税関支署 昭和電工(株)
川崎事業所(千鳥)保税蔵
置場

9010401014548 神奈川県川崎市川崎区千鳥町２番
３号

輸出入危険貨物 2MW43

横浜税関 川崎税関支署 昭和物流(株)
関東事業所保税蔵置場

5020001075398 神奈川県川崎市川崎区千鳥町５番
地１

輸出入一般貨物 2MW13



令和4年7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

横浜税関 川崎税関支署 昭和冷蔵(株)
川崎Ｄ・Ｃ保税蔵置場

6010001110163 神奈川県川崎市川崎区池上町２番
２号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2MW37

横浜税関 川崎税関支署 鈴与(株)
東扇島低温物流センター
保税蔵置場

2080001009460 神奈川県川崎市川崎区東扇島２９
番地６

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NWD8

横浜税関 川崎税関支署 鈴与(株)
東扇島保税蔵置場

2080001009460 神奈川県川崎市川崎区東扇島１４
番地３

輸出入一般貨物 2NW56

横浜税関 川崎税関支署 隅田冷凍工業(株)
川崎事業所保税蔵置場

5020001075448 神奈川県川崎市川崎区水江町６番
２０号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2MW71

横浜税関 川崎税関支署 隅田冷凍工業(株)
東扇島事業所保税蔵置
場

5020001075448 神奈川県川崎市川崎区東扇島２５
番地５

輸入一般貨物及び輸
出入冷凍冷蔵貨物

2NWE3

横浜税関 川崎税関支署 清和海運(株)
東扇島保税蔵置場

1080001008463 神奈川県川崎市川崎区東扇島２９
番地５

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2NW74

横浜税関 川崎税関支署 セントラル・タンクターミナ
ル(株)
川崎事業所保税蔵置場

7010001032976 神奈川県川崎市川崎区千鳥町２番
２号

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

2MW12

横浜税関 川崎税関支署 第一冷蔵(株)
東扇島物流センター保税
蔵置場

7020001073565 神奈川県川崎市川崎区東扇島３０
番地４号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NW58

横浜税関 川崎税関支署 大陽日酸(株)
川崎水江保税蔵置場

2010701038856 神奈川県川崎市川崎区水江町３番
３号

輸出入危険貨物及び
輸出入一般貨物

2MW50



令和4年7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

横浜税関 川崎税関支署 大陽日酸(株)
京浜事業所保税蔵置場

2010701038856 神奈川県川崎市川崎区小島町６番
２号

輸出一般貨物 2MW31

横浜税関 川崎税関支署 (株)ダイワコーポレーショ
ン
川崎営業所保税蔵置場

4010701014285 神奈川県川崎市川崎区東扇島２６
番地１号

輸出入一般貨物 2NW16

横浜税関 川崎税関支署 タカセ(株)
川崎港営業所保税蔵置
場

3010401058435 神奈川県川崎市川崎区東扇島１７
番１号

輸出入一般貨物 2NW11

横浜税関 川崎税関支署 東京ガス(株)
扇島ＬＮＧ基地保税蔵置
場

6010401020516 神奈川県横浜市鶴見区扇島４番１ 輸入危険貨物及び輸
出入一般貨物

2MW22

横浜税関 川崎税関支署 東京国際埠頭(株)
Ｔ．Ｉ．Ｔ．東扇島Ｈ－１０９
号保税蔵置場

3010401020510 神奈川県川崎市川崎区東扇島６０
番地

輸出入一般貨物 2NW84

横浜税関 川崎税関支署 東京国際埠頭(株)
Ｔ．Ｉ．Ｔ．東扇島ＮＯ．２保
税蔵置場

3010401020510 神奈川県川崎市川崎区東扇島８０
番地

輸出入一般貨物 2NW88

横浜税関 川崎税関支署 東京国際埠頭(株)
東扇島流通センター保税
蔵置場

3010401020510 神奈川県川崎市川崎区東扇島２９
番地２

輸出入一般貨物 2NW48

横浜税関 川崎税関支署 東京油槽(株)
保税蔵置場

5020001073939 神奈川県川崎市川崎区千鳥町４番
１号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2MW15



令和4年7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

横浜税関 川崎税関支署 東光ターミナル(株)
保税蔵置場

3020001073965 神奈川県川崎市川崎区扇町１３番１
号

輸入一般貨物 2MW16

横浜税関 川崎税関支署 東芝エネルギーシステム
ズ(株)
浜川崎工場保税蔵置場

7020001121200 神奈川県川崎市川崎区浮島町８２
番地

輸出入一般貨物 2MWA5

横浜税関 川崎税関支署 東洋運輸倉庫(株)
東扇島保税蔵置場

2010401020288 神奈川県川崎市川崎区東扇島２２
番４号

輸出入一般貨物 2NW25

横浜税関 川崎税関支署 東洋水産(株)
東扇島第３冷蔵庫保税
蔵置場

2010401020321 神奈川県川崎市川崎区東扇島３０
番地３号

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NW26

横浜税関 川崎税関支署 東洋水産(株)
東扇島第２冷蔵庫保税
蔵置場

2010401020321 神奈川県川崎市川崎区東扇島２２
番１

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NW79

横浜税関 川崎税関支署 東洋水産(株)
東扇島冷蔵庫保税蔵置
場

2010401020321 神奈川県川崎市川崎区東扇島２５
番地３、２５番地４

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NW75

横浜税関 川崎税関支署 東洋埠頭(株)
川崎支店保税蔵置場

7010001034865 神奈川県川崎市川崎区扇町１３番１
号

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2MW17

横浜税関 川崎税関支署 東洋埠頭(株)
東扇島ＬＰ保税蔵置場

7010001034865 神奈川県川崎市川崎区東扇島１９
番地２、１９番地３、１９番地４、１９番
地５

輸出入一般貨物 2NWE1



令和4年7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

横浜税関 川崎税関支署 東洋埠頭(株)
東扇島支店保税蔵置場

7010001034865 神奈川県川崎市川崎区東扇島２７
番１号

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物及び
輸出危険貨物

2NW05

横浜税関 川崎税関支署 (株)ナカムラロジスティク
ス
浮島物流センター保税蔵
置場

6010401021191 神奈川県川崎市川崎区浮島町４００
番地１３

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2MWD3

横浜税関 川崎税関支署 (株)ナカムラロジスティク
ス
東扇島物流センター保税
蔵置場

6010401021191 神奈川県川崎市川崎区東扇島２９
番地４

輸出入一般貨物 2NWD6

横浜税関 川崎税関支署 (株)日新
川崎営業所保税蔵置場

2020001028235 神奈川県川崎市川崎区千鳥町２０
番１号、２４番地２号

輸出入一般貨物 2MWB3

横浜税関 川崎税関支署 (株)日新
川崎臨港９号倉庫保税
蔵置場

2020001028235 神奈川県川崎市川崎区千鳥町１８
番３号

輸出入一般貨物 2MWD4

横浜税関 川崎税関支署 (株)日新
東扇島倉庫保税蔵置場

2020001028235 神奈川県川崎市川崎区東扇島３０
番５

輸出入一般貨物 2NW97

横浜税関 川崎税関支署 日清サイロ(株)
鶴見事業所保税蔵置場

2010001073356 神奈川県川崎市川崎区大川町１
番、１番２、１番４、２番２、２番３４

輸入一般貨物 2MW29

横浜税関 川崎税関支署 日清製粉(株)
鶴見工場保税蔵置場

2010001074767 神奈川県川崎市川崎区大川町２番
地３４

輸出一般貨物 2MW33

横浜税関 川崎税関支署 日水物流(株)
川崎物流センター保税蔵
置場

2010401068740 神奈川県川崎市川崎区東扇島３０
番地１

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2NW62



令和4年7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

横浜税関 川崎税関支署 (株)日本触媒
川崎製造所浮島工場保
税蔵置場

9120001077620 神奈川県川崎市川崎区浮島町１０
番１０号、１２号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2MW64

横浜税関 川崎税関支署 (株)日本触媒
川崎製造所浮島工場新
保税蔵置場

9120001077620 神奈川県川崎市川崎区浮島町１０
番１０号

輸出入危険貨物 2MWB5

横浜税関 川崎税関支署 (株)日本触媒
川崎製造所千鳥工場保
税蔵置場

9120001077620 神奈川県川崎市川崎区千鳥町１４
番１号

輸出入危険貨物 2MW63

横浜税関 川崎税関支署 日本通運(株)
横浜国際輸送支店川崎
埠頭保税蔵置場

4010401022860 神奈川県川崎市川崎区小島町７番
１号

輸出入一般貨物 2MW26

横浜税関 川崎税関支署 日本通運(株)
横浜国際輸送支店東扇
島保税蔵置場

4010401022860 神奈川県川崎市川崎区東扇島２７
番地４

輸出入一般貨物及び
輸出入郵便物

2NW14

横浜税関 川崎税関支署 日本通運(株)
横浜国際輸送支店東扇
島第２保税蔵置場

4010401022860 神奈川県川崎市川崎区東扇島３０
番地５、６０番地

輸出入一般貨物 2NWC3

横浜税関 川崎税関支署 日本国際輸送(株)
川崎モーターターミナル
保税蔵置場

8020001028122 神奈川県川崎市川崎区東扇島１９
番地

輸出入一般貨物 2NWB5

横浜税関 川崎税関支署 日本物流センター(株)
東京事業所保税蔵置場

9020001076483 神奈川県川崎市川崎区浮島町４５０
番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2MW97



令和4年7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

横浜税関 川崎税関支署 (株)東扇島物流センター
保税蔵置場

7020001074290 神奈川県川崎市川崎区東扇島２８
番

輸出入一般貨物(自動
車(無税品に限る))

2NW28

横浜税関 川崎税関支署 (株)ヒューテックノオリン
東京臨海支店保税蔵置
場

7010601014110 神奈川県川崎市川崎区東扇島１７
番３、４

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NW94 届出蔵置場

横浜税関 川崎税関支署 (株)ヒューテックノオリン
東京臨海支店第二セン
ター２号棟保税蔵置場

7010601014110 神奈川県川崎市川崎区東扇島２９
番地６

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NWD9 届出蔵置場

横浜税関 川崎税関支署 (株)ヒューテックノオリン
東京臨海支店第二セン
ター保税蔵置場

7010601014110 神奈川県川崎市川崎区東扇島２９
番１

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NWA6 届出蔵置場

横浜税関 川崎税関支署 福岡運輸(株)
東扇島流通センター保税
蔵置場

2290001026352 神奈川県川崎市川崎区東扇島２２
番３号

輸入一般貨物及び輸
出入冷凍冷蔵貨物

2NW23

横浜税関 川崎税関支署 富士電機(株)
川崎工場保税蔵置場

9020001071492 神奈川県川崎市川崎区白石町６番
１号

輸出入一般貨物 2MWA1

横浜税関 川崎税関支署 富士物流(株)
京浜物流センター保税蔵
置場

8010401026833 神奈川県川崎市川崎区田辺新田１
番地１７

輸入一般貨物 2MWB9

横浜税関 川崎税関支署 (株)二葉
東扇島冷凍物流センター
保税蔵置場

2010401026062 神奈川県川崎市川崎区東扇島２２
番２、２２番７

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NW39



令和4年7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

横浜税関 川崎税関支署 ブルーエキスプレス(株)
横浜営業所保税蔵置場

5120101006573 神奈川県川崎市川崎区浮島町１２
番９号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2MWA7

横浜税関 川崎税関支署 (株)ベニレイ・ロジスティ
クス
東扇島事業所保税蔵置
場

9010401044074 神奈川県川崎市川崎区東扇島１７
番地２

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NW69

横浜税関 川崎税関支署 ＰＯＳＣＯ　Ｊａｐａｎ　ＰＣ
(株)
川崎工場保税蔵置場

6180301008470 神奈川県川崎市川崎区東扇島６番
地１１

輸出入一般貨物 2NWB1

横浜税関 川崎税関支署 (株)松岡
東京Ｃｅｎｔｒａｌ　ＤＣ保税
蔵置場

7250001006345 神奈川県川崎市川崎区東扇島８８
番地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2NWD7

横浜税関 川崎税関支署 (株)松岡
東京湾岸物流センター保
税蔵置場

7250001006345 神奈川県川崎市川崎区東扇島８８
番

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2NWC5

横浜税関 川崎税関支署 丸池海運(株)
川崎保税蔵置場

6020001028933 神奈川県川崎市川崎区千鳥町２３
番地

輸出入一般貨物 2MWC2

横浜税関 川崎税関支署 丸池海運(株)
東扇島第二保税蔵置場

6020001028933 神奈川県川崎市川崎区東扇島２３
番地

輸出入一般貨物 2NW93

横浜税関 川崎税関支署 丸一海運(株)
東京化学品センター保税
蔵置場

1120001028168 神奈川県川崎市川崎区浮島町３６０
番地６、３６０番地７

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2MWC5 届出蔵置場

横浜税関 川崎税関支署 (株)丸運
川崎ケミカルセンター保
税蔵置場

5010001141787 神奈川県川崎市川崎区池上新町三
丁目１番地３

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2MWC4



令和4年7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

横浜税関 川崎税関支署 (株)マルハニチロ物流
川崎第一保税蔵置場

5010001080515 神奈川県川崎市川崎区東扇島２５
番地１、２５番地２

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NW67 届出蔵置場

横浜税関 川崎税関支署 (株)マルハニチロ物流
川崎第二保税蔵置場

5010001080515 神奈川県川崎市川崎区東扇島１７
番地７

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NW86 届出蔵置場

横浜税関 川崎税関支署 (株)マルハニチロ物流
川崎第三保税蔵置場

5010001080515 神奈川県川崎市川崎区東扇島８６
番地

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NWD3 届出蔵置場

横浜税関 川崎税関支署 三井埠頭(株)
保税蔵置場

2020001074667 神奈川県川崎市川崎区扇町９番１
号、１０番３号

輸出入一般貨物 2MW27

横浜税関 川崎税関支署 三井埠頭(株)
浮島保税蔵置場

2020001074667 神奈川県川崎市川崎区浮島町５０７
番地

輸出入一般貨物 2MWA9

横浜税関 川崎税関支署 三井埠頭(株)
扇町ヤード保税蔵置場

2020001074667 神奈川県川崎市川崎区扇町２６番１ 輸出入一般貨物 2MWC7

横浜税関 川崎税関支署 三井埠頭(株)
千鳥町ＮＯ．２保税蔵置
場

2020001074667 神奈川県川崎市川崎区千鳥町１８
番２号、１８番４号、１８番５号、１８番
７号

輸出入一般貨物 2MW21

横浜税関 川崎税関支署 三井埠頭(株)
千鳥町ＮＯ．３保税蔵置
場

2020001074667 神奈川県川崎市川崎区千鳥町２０
番５号

輸出入一般貨物 2MWC3

横浜税関 川崎税関支署 三井埠頭(株)
千鳥町ＮＯ．１保税蔵置
場

2020001074667 神奈川県川崎市川崎区千鳥町９番
地

輸出入一般貨物 2MWC8



令和4年7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

横浜税関 川崎税関支署 三井埠頭(株)
東扇島第１保税蔵置場

2020001074667 神奈川県川崎市川崎区東扇島８４
番地

輸出入一般貨物 2NWB7

横浜税関 川崎税関支署 三菱ケミカル物流(株)
陸運事業本部川崎油槽
所保税蔵置場

3010401028735 神奈川県川崎市川崎区千鳥町１番
３号

輸出入危険貨物 2MW81

横浜税関 川崎税関支署 (株)村山商店
東扇島第３保税蔵置場

3020001074690 神奈川県川崎市川崎区東扇島８０
番地、８２番地

輸出入一般貨物 2NWA7

横浜税関 川崎税関支署 (株)明治屋
東扇島保税蔵置場

6020001029171 神奈川県川崎市川崎区東扇島１９
番地２

輸出入一般貨物 2NWC6

横浜税関 川崎税関支署 (株)明正
東扇島倉庫保税蔵置場

4010001058727 神奈川県川崎市川崎区東扇島２６
番２号

輸出入一般貨物 2NW49

横浜税関 川崎税関支署 安田倉庫(株)
東扇島営業所保税蔵置
場

6010401029771 神奈川県川崎市川崎区東扇島１３
番地６

輸出入一般貨物 2NW72 届出蔵置場

横浜税関 川崎税関支署 山手冷蔵(株)
川崎ロジスティックセン
ター保税蔵置場

4010701014509 神奈川県川崎市川崎区東扇島８６
番

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NWC8 届出蔵置場

横浜税関 川崎税関支署 (株)ヨコロジ
東扇島保税蔵置場

6020001082666 神奈川県川崎市川崎区東扇島６番
１５、６番２２

輸出入一般貨物 2NWA9



令和4年7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

横浜税関 川崎税関支署 (株)ロジスティクス・ネット
ワーク
東扇島物流センター保税
蔵置場

1010001108591 神奈川県川崎市川崎区東扇島６番
地１５

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2NWD2

横浜税関 横須賀税関支
署

オルティア食品加工(株)
長坂冷蔵倉庫保税蔵置
場

9010001039714 神奈川県横須賀市長坂四丁目７０
番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物 2KW21

横浜税関 横須賀税関支
署

海上自衛隊横須賀造修
補給所
保税蔵置場

9000012120001 神奈川県横須賀市田浦港町無番地 輸出入一般貨物 2KW08

横浜税関 横須賀税関支
署

(株)グローバル・ニューク
リア・フュエル・ジャパン
保税蔵置場

9021001042335 神奈川県横須賀市内川二丁目３番
１号

輸出入一般貨物 2KW05

横浜税関 横須賀税関支
署

相模運輸倉庫(株)
新港埠頭保税蔵置場

9021001040388 神奈川県横須賀市新港町１１番１、
１１番２

輸出一般貨物 2KW22

横浜税関 横須賀税関支
署

湘南サニーサイドマリー
ナ(株)
芦名保税蔵置場

1021001040544 神奈川県横須賀市芦名一丁目２５８
７番２

輸入一般貨物 2KW23

横浜税関 横須賀税関支
署

湘南サニーサイドマリー
ナ(株)
ウラガ保税蔵置場

1021001040544 神奈川県横須賀市東浦賀二丁目６
５番６

輸出入一般貨物 2KW24



令和4年7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

横浜税関 横須賀税関支
署

日触物流(株)
追浜保税蔵置場

7120001083372 神奈川県横須賀市夏島町２８７３番
地

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2KW14

横浜税関 横須賀税関支
署

横須賀冷蔵(株)
保税蔵置場

8021001042229 神奈川県横須賀市新港町９番地 輸出入冷凍冷蔵貨物 2KW18

横浜税関 横須賀税関支
署

リライアンス・イーエス・ク
リエーション(有)
シティマリーナヴェラシス
保税蔵置場

1020002068768 神奈川県横須賀市西浦賀四丁目１
１番５号

輸出入一般貨物 2KW25

横浜税関 横須賀税関支
署三崎監視署

(株)城ヶ島水産
保税蔵置場

2021001043587 神奈川県三浦市三崎町城ヶ島字西
山６５８番地８３、６５８番地６０、６５８
番地８２、６５８番地８４、６５８番地８
５、６５８番地８６、６５８番地１４９

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸入一般貨物

2LW09

横浜税関 横須賀税関支
署三崎監視署

三浦市超低温冷蔵(株)
保税蔵置場

5021001043510 神奈川県三浦市三崎五丁目３８０６
番地先埋立地

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

2LW03

横浜税関 横須賀税関支
署三崎監視署

三浦市超低温冷蔵(株)
魚市場冷蔵庫保税蔵置
場

5021001043510 神奈川県三浦市三崎五丁目２４５番
地９

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

2LW06



令和4年7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

横浜税関 横須賀税関支
署三崎監視署

(株)三崎恵水産
城ヶ島冷蔵庫保税蔵置
場

6021001043542 神奈川県三浦市三崎町城ヶ島字西
山６５８番地１４２

輸出入冷凍冷蔵貨物 2LW07

横浜税関 横須賀税関支
署三崎監視署

(有)脇野造船所
保税蔵置場

7021002071938 神奈川県三浦市向ケ崎町２４４６番
６

輸出入一般貨物 2LW08

横浜税関 宇都宮出張所 宇都宮製氷冷蔵(株)
保税蔵置場

3060001000635 栃木県宇都宮市川田町字草倉７７２
番地１、７７１番地５
栃木県宇都宮市川田町字二本杉８
３６番地４

輸出入冷凍冷蔵貨物 2IW01

横浜税関 宇都宮出張所 宇都宮製氷冷蔵(株)
第６上三川工場保税蔵
置場

3060001000635 栃木県河内郡上三川町大字西汗字
西赤堀１６４０番地１

輸出入冷凍冷蔵貨物 2IWB6

横浜税関 宇都宮出張所 ＡＢＣロジテム(株)
壬生物流センター保税蔵
置場

6060001000905 栃木県下都賀郡壬生町大字壬生甲
字東原３７１３番地１、３７１３番地４、
３７１７番地１

輸入冷凍冷蔵貨物 2IWA7

横浜税関 宇都宮出張所 ＡＢＣロジテム(株)
両毛物流センター保税蔵
置場

6060001000905 栃木県足利市県町２０６番地９ 輸入冷凍冷蔵貨物 2IWC5

横浜税関 宇都宮出張所 (株)オークコーポレーショ
ン
保税蔵置場

4060001009691 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台１５８番
地

輸出入一般貨物 2IW17



令和4年7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

横浜税関 宇都宮出張所 (株)オークコーポレーショ
ン
ＰＤセンター保税蔵置場

4060001009691 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台１１０番
２

輸出入一般貨物 2IW19

横浜税関 宇都宮出張所 (有)亀山商事
保税蔵置場

9060002033546 栃木県栃木市藤岡町赤麻字西大ノ
田２９４０番１、２９４４番１、２９４５番

輸入一般貨物 2IWC6

横浜税関 宇都宮出張所 久和倉庫(株)
宇都宮国際貨物ターミナ
ル保税蔵置場

8060001009572 栃木県宇都宮市下桑島町１２００番
地２０
栃木県宇都宮市下桑島町字西原１
１９９番８９、１２００番６、１２００番３
２、１２００番５５

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2IWB4

横浜税関 宇都宮出張所 久和倉庫(株)
平出営業所保税蔵置場

8060001009572 栃木県宇都宮市平出工業団地３８
番地９、３８番地１６、３８番地６７

輸出入一般貨物 2IWB7

横浜税関 宇都宮出張所 久和物流(株)
物流センター保税蔵置場

6060001001432 栃木県宇都宮市平出工業団地１９
番地５

輸出入一般貨物 2IW30

横浜税関 宇都宮出張所 サントリー(株)
梓の森工場保税蔵置場

4010401081444 栃木県栃木市仲方町字雲雀越路３
８番地の１

輸入一般貨物 2IW03

横浜税関 宇都宮出張所 澁澤倉庫(株)
栃木営業所保税蔵置場

6010601038102 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台５番地
２

輸出入一般貨物 2IW16 届出蔵置場



令和4年7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

横浜税関 宇都宮出張所 澁澤倉庫(株)
栃木営業所第二倉庫保
税蔵置場

6010601038102 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台７７－５ 輸出入一般貨物 2IW14

横浜税関 宇都宮出張所 (株)鈴与カーゴネット北関
東
宇都宮バンプール保税
蔵置場

3060001004330 栃木県宇都宮市氷室町字五味内１
８２４番１０、１８２４番１５
栃木県宇都宮市氷室町字臼内３２４
８番１

輸出入一般貨物 2IW24

横浜税関 宇都宮出張所 鈴与(株)
芳賀物流センター保税蔵
置場

2080001009460 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台７７番８ 輸出入一般貨物 2IWC3

横浜税関 宇都宮出張所 住友電気工業(株)
電子ワイヤー事業部保
税蔵置場

5120001077450 栃木県鹿沼市さつき町３番１ 輸出一般貨物 2IW20

横浜税関 宇都宮出張所 (株)Ｔ・Ｉ・Ｉ
鹿沼情報物流センター保
税蔵置場

4011501007603 栃木県鹿沼市下石川字北原７１３番
２

輸入一般貨物 2IWA4

横浜税関 宇都宮出張所 (株)ニチボ
上三川流通センター保税
蔵置場

8060001003575 栃木県河内郡上三川町多功南原２
５７１番１号

輸入一般貨物 2IWA3

横浜税関 宇都宮出張所 ニッカウヰスキー(株)
栃木工場保税蔵置場

2010401021550 栃木県さくら市早乙女１７６５番地 輸入一般貨物 2IW04



令和4年7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

横浜税関 宇都宮出張所 (株)日新
芳賀倉庫保税蔵置場

2020001028235 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台４７番４
号

輸出入一般貨物 2IW08

横浜税関 宇都宮出張所 日本通運(株)
宇都宮航空保税蔵置場

4010401022860 栃木県宇都宮市平出工業団地７番
８号

輸出入一般貨物 2IWA5
2IW32

届出蔵置場

横浜税関 宇都宮出張所 日本通運(株)
宇都宮支店平出工業団
地保税蔵置場

4010401022860 栃木県宇都宮市平出工業団地９番
地１

輸出入一般貨物 2IWD1

横浜税関 宇都宮出張所 (株)ホーエー
鬼怒ケ丘中央物流セン
ター保税蔵置場

3060001009453 栃木県真岡市鬼怒ケ丘一丁目５番
地

輸出入一般貨物 2IWB5

横浜税関 宇都宮出張所 南日本運輸倉庫(株)
佐野チルドフローズン物
流センター保税蔵置場

6011201005310 栃木県佐野市黒袴町１３０７番地５ 輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2IWC8

横浜税関 宇都宮出張所 ヤマト運輸(株)
栃木保税蔵置場

1010001092605 栃木県真岡市松山町１１番地２、１１
番地３

輸出入一般貨物 2IWB1

横浜税関 宇都宮出張所 山村ロジスティクス(株)
宇都宮保税蔵置場

3140001100047 栃木県宇都宮市清原工業団地１８
番地１

輸出入一般貨物 2IWB2

横浜税関 宇都宮出張所 (株)ユーユーワールド
保税蔵置場

5060001004592 栃木県宇都宮市平出工業団地３９
番地５、６、８、１１、１２

輸出入一般貨物 2IW23



令和4年7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

横浜税関 宇都宮出張所 (株)ユーユーワールド
サントリーモルティング倉
庫内保税蔵置場

5060001004592 栃木県宇都宮市中岡本町字並塚２
９１０番地１

輸入一般貨物 2IWC4

横浜税関 宇都宮出張所 (株)ユーユーワールド
平出総合物流センター保
税蔵置場

5060001004592 栃木県宇都宮市下平出町字台内６
３９番地１、６４２番地

輸出入一般貨物 2IWB9 届出蔵置場

横浜税関 宇都宮出張所 吉田運送(株)
佐野インランドポート保
税蔵置場

9050002018944 栃木県佐野市戸奈良町２５００番地
３

輸出入一般貨物 2IWB8

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)アイセン
大黒埠頭倉庫保税蔵置
場

8020001025020 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2HW43

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)アイセン
大黒埠頭倉庫第２保税
蔵置場

8020001025020 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地１

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2HWF5

横浜税関 大黒埠頭出張
所

アサヒロジ(株)
横浜保税蔵置場

2010801000006 神奈川県横浜市鶴見区大黒町２５
番地

輸出入一般貨物 2BWD2

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)アベ
大黒埠頭物流センター保
税蔵置場

8020001025243 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
８番地

輸出入一般貨物 2HW32

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蔵
置場

8010403015801 神奈川県横浜市鶴見区安善町二丁
目１番５

輸出入危険貨物、輸出
入一般貨物及び船用
品(危険貨物)

2BW20



令和4年7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

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)イシカワ
横浜工場保税蔵置場

1020001016661 神奈川県横浜市鶴見区大黒町１８
番２４

輸出入一般貨物 2BW09

横浜税関 大黒埠頭出張
所

乾汽船(株)
倉庫事業部大黒埠頭倉
庫保税蔵置場

7010001086980 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
番地

輸出入一般貨物 2HW01

横浜税関 大黒埠頭出張
所

上野ロジケム(株)
横浜危険物倉庫保税蔵
置場

6020001128840 神奈川県横浜市鶴見区安善町二丁
目４番地７、４番地８

輸出入危険貨物 2HWG8

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)宇徳
大黒第二物流センター保
税蔵置場

1020001025489 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
８番地

輸出入一般貨物 2HWG1 届出蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)宇徳
大黒埠頭物流センター保
税蔵置場

1020001025489 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭７
番地－１、８番地

輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

2HW63

横浜税関 大黒埠頭出張
所

Ｆ－ＬＩＮＥ(株)
大黒物流センター保税蔵
置場

3010001068883 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地１

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2HWG6 届出蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

Ｆ－ＬＩＮＥ(株)
大黒埠頭保税蔵置場

3010001068883 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
番地

輸出入一般貨物 2HW06 届出蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

Ｆ－ＬＩＮＥ(株)
鶴見物流センター保税蔵
置場

3010001068883 神奈川県横浜市鶴見区大黒町３６
番地９

輸出入一般貨物 2BW45



令和4年7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

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)小此木
大黒ふ頭倉庫営業所保
税蔵置場

6020001025740 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地

輸出入一般貨物及び
船用品

2HW02

横浜税関 大黒埠頭出張
所

神奈川倉庫事業協同組
合
大黒埠頭倉庫保税蔵置
場

3020005003225 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
番地

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2HW03

横浜税関 大黒埠頭出張
所

神奈川冷凍(株)
大黒事業所保税蔵置場

2020001022683 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2HW34

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)上組
横浜支店大黒埠頭倉庫
保税蔵置場

6140001006951 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭５
番地４、６番地、８番地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2HW25

横浜税関 大黒埠頭出張
所

川西倉庫(株)
京浜支店大黒保税蔵置
場

9140001012831 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番１

輸出入一般貨物 2HW22 届出蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)キョクレイ
大黒物流センター保税蔵
置場

2020001030686 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2HW26

横浜税関 大黒埠頭出張
所

楠原輸送(株)
大黒埠頭保税蔵置場

5020001030543 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭７
番地４、８番地、１５番地

輸出入一般貨物 2HW04 届出蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

ケイヒン(株)
大黒保税蔵置場

4010401009239 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地の２

輸出入一般貨物 2HW31



令和4年7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

横浜税関 大黒埠頭出張
所

ケイヒン(株)
大黒埠頭２２号地保税蔵
置場

4010401009239 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭２
０番

輸出入一般貨物 2HW77

横浜税関 大黒埠頭出張
所

京濱港運(株)
国際流通センター保税蔵
置場

2020001026239 神奈川県横浜市鶴見区大黒町４３
番地１４、４３番地１５

輸出入一般貨物 2BWD3

横浜税関 大黒埠頭出張
所

京濱港運(株)
大黒埠頭物流事業部保
税蔵置場

2020001026239 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭７
番の３、８番

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物及び
船用品

2HW27

横浜税関 大黒埠頭出張
所

京浜興産(株)
横浜営業所保税蔵置場

2020001022931 神奈川県横浜市鶴見区大黒町３６
番２１

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2BW57

横浜税関 大黒埠頭出張
所

京浜輸出入貨物取扱業
協同組合
ＫＹＫ保税蔵置場

4020005002275 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
９番

輸出入一般貨物 2HW44

横浜税関 大黒埠頭出張
所

港栄作業(株)
大黒保税蔵置場

6020001026375 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
９番地

輸出入一般貨物、船用
品及び仮陸揚貨物

2HW47

横浜税関 大黒埠頭出張
所

相模運輸倉庫(株)
相模大黒１号保税蔵置
場

9021001040388 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
番

輸出入一般貨物 2HWF3

横浜税関 大黒埠頭出張
所

相模運輸倉庫(株)
大黒埠頭Ｌ－７号保税蔵
置場

9021001040388 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭７
番の３、８番

輸出入一般貨物 2HW64



令和4年7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

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)佐藤商店
野積保税蔵置場

3020001026774 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
番地

輸出入一般貨物及び
別送品

2HW29

横浜税関 大黒埠頭出張
所

山九(株)
横浜支店大黒埠頭Ｌ第４
号保税蔵置場

7290801005328 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭５
番の４、６番

輸出入一般貨物 2HW39

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)三協
大黒埠頭３号保税蔵置
場

3020001026576 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭５
番地３、６番地、１５番地

輸出入一般貨物 2HW49

横浜税関 大黒埠頭出張
所

ＪＦＥエンジニアリング(株)
鶴見製作所保税蔵置場

8010001008843 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

2BW61

横浜税関 大黒埠頭出張
所

シェルルブリカンツジャパ
ン(株)
横浜事業所保税蔵置場

9010401131509 神奈川県横浜市鶴見区安善町二丁
目４番１

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2BWD9

横浜税関 大黒埠頭出張
所

澁澤倉庫(株)
大黒埠頭倉庫保税蔵置
場

6010601038102 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
番地

輸出入一般貨物 2HW36 届出蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)シンコー
大黒事業所保税蔵置場

6010801005257 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭８
番地

輸出入一般貨物 2HWG2

横浜税関 大黒埠頭出張
所

鈴江コーポレーション(株)
大黒埠頭事業所Ｌ－１保
税蔵置場

7020001027166 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭５
番地の１、６番地

輸出入一般貨物 2HW52



令和4年7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

横浜税関 大黒埠頭出張
所

鈴江コーポレーション(株)
大黒埠頭倉庫営業所保
税蔵置場

7020001027166 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
番地

輸出入一般貨物 2HW24

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)住友倉庫
横浜支店大黒埠頭保税
蔵置場

7120001049002 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭７
番２、８番、１５番地

輸出入一般貨物 2HW07 届出蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)住友倉庫
横浜支店大黒埠頭第二
保税蔵置場

7120001049002 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭６
番地

輸出入一般貨物 2HW18 届出蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)成興商会
本社倉庫保税蔵置場

1020001017767 神奈川県横浜市鶴見区尻手一丁目
１９８番地１、２１７番地１、２１７番地
３、２５４番地

輸出一般貨物 2BWD6

横浜税関 大黒埠頭出張
所

セントラル・タンクターミナ
ル(株)
横浜事業所保税蔵置場

7010001032976 神奈川県横浜市鶴見区安善町二丁
目３番地２、３番４

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2BW19

横浜税関 大黒埠頭出張
所

大黒倉庫(株)
第二構内保税蔵置場

3020001017848 神奈川県横浜市鶴見区大黒町１番
２５号、１８番３４号

輸出入一般貨物 2BW56

横浜税関 大黒埠頭出張
所

大黒倉庫(株)
鉄鋼上屋戸外保税蔵置
場

3020001017848 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
番１

輸出一般貨物 2HWH1



令和4年7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

横浜税関 大黒埠頭出張
所

大黒倉庫(株)
埠頭倉庫保税蔵置場

3020001017848 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地

輸出入一般貨物 2HW09

横浜税関 大黒埠頭出張
所

大東通商(株)
横浜油槽所保税蔵置場

1011101062340 神奈川県横浜市鶴見区大黒町４５
番５、４５番６、４５番７

輸出入危険貨物 2HWH3

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)ダイドウトランスプラ
ネット
大黒センター保税蔵置場

4020001027425 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地

輸出入一般貨物及び
輸出危険貨物

2HW30

横浜税関 大黒埠頭出張
所

太平洋製糖(株)
保税蔵置場

6020001017952 神奈川県横浜市鶴見区大黒町１３
番４６号

輸入一般貨物(粗糖(無
税品に限る))

2BW08

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)辰巳商会
大黒埠頭倉庫保税蔵置
場

2120001029347 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
番地

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2HW10

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)築港
横浜化学品センター第２
倉庫保税蔵置場

1140001009298 神奈川県横浜市鶴見区大黒町４３
番地５、４６番地２、４３番２０

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物及び船用
品(危険貨物)

2BWB9

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)築港
横浜化学品センター第１
倉庫保税蔵置場

1140001009298 神奈川県横浜市鶴見区大黒町２６
番１、２６番４、２６番５、２６番７

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物及び船用
品(危険貨物)

2BW10

横浜税関 大黒埠頭出張
所

中外倉庫運輸(株)
大黒埠頭第二営業所保
税蔵置場

5020001030592 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
８番地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2HW59



令和4年7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

横浜税関 大黒埠頭出張
所

鶴見倉庫(株)
大黒町倉庫保税蔵置場

2020001018104 神奈川県横浜市鶴見区大黒町８番
１号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2BW24

横浜税関 大黒埠頭出張
所

帝蚕倉庫(株)
大黒埠頭営業所保税蔵
置場

1020001027659 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
番地

輸出入一般貨物 2HW11

横浜税関 大黒埠頭出張
所

帝蚕倉庫(株)
横浜物流センター保税蔵
置場

1020001027659 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭６
番１

輸出入一般貨物 2HW80

横浜税関 大黒埠頭出張
所

東芝三菱電機産業シス
テム(株)
保税蔵置場

1010401041839 神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁
目４番地

輸出一般貨物 2BW33

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)巴商会
横浜ガスターミナル保税
蔵置場

4010801008518 神奈川県横浜市鶴見区大黒町１番 輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2BWC7

横浜税関 大黒埠頭出張
所

内外日東(株)
大黒物流センター保税蔵
置場

7010701007179 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地１

輸出入一般貨物 2HW21

横浜税関 大黒埠頭出張
所

内外輸送(株)
保税蔵置場

2020001018319 神奈川県横浜市鶴見区大黒町３番
１００号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2BW13 届出蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)日陸
横浜物流センター保税蔵
置場

8010001033932 神奈川県横浜市鶴見区大黒町４３
番１９

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2BWC6 届出蔵置場



令和4年7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

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)日新
新興倉庫保税蔵置場

2020001028235 神奈川県横浜市鶴見区大黒町１番
地４７

輸出入一般貨物 2BW16

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)日新
大黒車両保税蔵置場

2020001028235 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭２
番

輸出入一般貨物 2HWF6

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)日新
大黒Ｔ－９保税蔵置場

2020001028235 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭２
０番

輸出入一般貨物 2HWG9

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)日新
大黒埠頭Ｌ－２保税蔵置
場

2020001028235 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭５
番地の２、６番地、１５番地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2HW13
2HW71

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)日新
大黒埠頭Ｌ－５保税蔵置
場

2020001028235 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭７
番の１、８番

輸出入一般貨物 2HW35

横浜税関 大黒埠頭出張
所

日本通運(株)
川崎支店鶴見物流セン
ター事業所営業課保税
蔵置場

4010401022860 神奈川県横浜市鶴見区大黒町１０
番地

輸出入一般貨物、船用
品及び機用品

2BWA7

横浜税関 大黒埠頭出張
所

日本通運(株)
横浜国際輸送支店大黒
国際貨物センター保税蔵
置場

4010401022860 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭７
番地４、８番地、１５番地

輸出入一般貨物 2HW66 届出蔵置場



令和4年7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

横浜税関 大黒埠頭出張
所

日本通運(株)
横浜国際輸送支店日通
大黒Ｌ８保税蔵置場

4010401022860 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭７
番地４、８番地

輸出入一般貨物 2HWG3 届出蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

日本梱包運輸倉庫(株)
大黒営業所大黒埠頭保
税蔵置場

2010001168115 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
９番地

輸出入一般貨物 2HWF9

横浜税関 大黒埠頭出張
所

日本埠頭倉庫(株)
大黒町保税蔵置場

9020001028055 神奈川県横浜市鶴見区大黒町２３
番５、２３番６、２３番７、２３番１２、２
３番１４、２３番１６、２６番６、２２番
１、２３番２、２３番１１

輸出入一般貨物、輸出
入危険貨物及び船用
品(危険貨物を含む)

2BW18 届出蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)ニヤクコーポレーショ
ン
横浜事業所保税蔵置場

3010601042032 神奈川県横浜市鶴見区安善町二丁
目５番２７号

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2BW37

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)野口食品
流通センター保税蔵置場

4020001018507 神奈川県横浜市鶴見区大黒町３６
番１７

輸入一般貨物及び輸
入冷凍冷蔵貨物

2BW38

横浜税関 大黒埠頭出張
所

早川運輸(株)
大黒埠頭保税蔵置場

4020001028373 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
９番地

輸出入一般貨物 2HW40

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)日立物流バンテック
フォワーディング
大黒物流センター保税蔵
置場

8020001018222 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地１

輸出入一般貨物 2HW61



令和4年7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

横浜税関 大黒埠頭出張
所

フェデラルエクスプレス
ジャパン(同)
横浜保税蔵置場

5040001008612 神奈川県横浜市鶴見区生麦二丁目
２０３６番地８

輸出入一般貨物、機用
品及び別送品

2HWH2 届出蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)二葉
大黒第二冷凍物流セン
ター保税蔵置場

2010401026062 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
０番３

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2HW81 届出蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)二葉
大黒冷凍物流センター保
税蔵置場

2010401026062 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
番１

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2HW60 届出蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

保土谷ロジスティックス
(株)
横浜営業所保税蔵置場

5010401070850 神奈川県横浜市鶴見区大黒町３１
番地１、３１番地２、３１番地３、３１番
地５

輸出入一般貨物及び
輸出入危険貨物

2BWA6

横浜税関 大黒埠頭出張
所

丸全昭和運輸(株)
大黒ターミナル保税蔵置
場

8020001028881 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
番

輸出入一般貨物 2HWF2

横浜税関 大黒埠頭出張
所

丸全昭和運輸(株)
大黒定温倉庫保税蔵置
場

8020001028881 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭５
番地の２、６番地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2HW50

横浜税関 大黒埠頭出張
所

丸全昭和運輸(株)
大黒埠頭倉庫保税蔵置
場

8020001028881 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地

輸出入一般貨物 2HW57

横浜税関 大黒埠頭出張
所

三井倉庫(株)
大黒埠頭保税蔵置場

8010401114448 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭７
番地２、８番地、１５番地１

輸出入一般貨物 2HW15 届出蔵置場



令和4年7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

横浜税関 大黒埠頭出張
所

三井倉庫(株)
大黒埠頭Ｂ保税蔵置場

8010401114448 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地１

輸出入一般貨物 2HW37 届出蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

三菱ケミカル(株)
鶴見工場保税蔵置場

6010001146760 神奈川県横浜市鶴見区大黒町３５
番地１

輸出一般貨物及び輸
出危険貨物

2BWC8

横浜税関 大黒埠頭出張
所

三菱倉庫(株)
横浜支店大黒Ａ号保税
蔵置場

8010001034947 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭５
番地３、６番地１

輸出入一般貨物 2HW72

横浜税関 大黒埠頭出張
所

三菱倉庫(株)
横浜支店大黒Ｃ号保税
蔵置場

8010001034947 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭２
０番地

輸出入一般貨物 2HW33 届出蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

三菱倉庫(株)
横浜支店大黒埠頭保税
蔵置場

8010001034947 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭５
番地３、６番地１、１５番地１

輸出入一般貨物 2HW14
2HW73

届出蔵置場

横浜税関 大黒埠頭出張
所

三菱倉庫(株)
横浜支店大黒町保税蔵
置場

8010001034947 神奈川県横浜市鶴見区大黒町４３
番地１４、４３番地１５

輸出入一般貨物 2BWE1

横浜税関 大黒埠頭出張
所

安田倉庫(株)
大黒営業所保税蔵置場

6010401029771 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地１

輸出入一般貨物 2HW19

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)ヤマタネ
物流本部関東支店大黒
埠頭営業所保税蔵置場

2010601007242 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地４

輸出入一般貨物 2HW17 届出蔵置場



令和4年7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

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)ヤマタネ
物流本部関東支店大黒
埠頭営業所第３倉庫保
税蔵置場

2010601007242 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地

輸出入一般貨物 2HWF1

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)ヤマタネ
物流本部関東支店鶴見
営業所１号保税蔵置場

2010601007242 神奈川県横浜市鶴見区大黒町４番
２７号

輸出入一般貨物 2BW22

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)ユニエツクスＮＣＴ
大黒物流センター保税蔵
置場

6010701010076 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地１

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2HWF8

横浜税関 大黒埠頭出張
所

横浜共立倉庫(株)
大黒センター保税蔵置場

6020001135564 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2HW23

横浜税関 大黒埠頭出張
所

横浜共立倉庫(株)
ＤＰＬ大黒営業所保税蔵
置場

6020001135564 神奈川県横浜市鶴見区大黒町４３
番地１４、４３番地１５

輸出入一般貨物 2BWD7

横浜税関 大黒埠頭出張
所

横浜市場冷蔵(株)
大黒事業所保税蔵置場

3020001030636 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地

輸出入冷凍冷蔵貨物
及び輸出入一般貨物

2HW42

横浜税関 大黒埠頭出張
所

横浜市輸出梱包事業協
同組合
保税蔵置場

7020005002339 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
番地

輸出入一般貨物 2HW46

横浜税関 大黒埠頭出張
所

(株)横浜貿易倉庫
保税蔵置場

4020001016361 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
９番地

輸出入一般貨物及び
船用品

2HW20



令和4年7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

横浜税関 大黒埠頭出張
所

横浜冷凍(株)
大黒物流センター保税蔵
置場

1020001030638 神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭１
５番地１

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物及び
船用品(冷凍冷蔵貨物)

2HW28

横浜税関 大黒埠頭出張
所

横浜冷凍(株)
横浜物流センター保税蔵
置場

1020001030638 神奈川県横浜市鶴見区大黒町５番
３５号

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物及び
船用品(冷凍冷蔵貨物)

2BWB2

横浜税関 大黒埠頭出張
所

ＳＢＳリコーロジスティク
ス(株)
大黒保税蔵置場

7010801012582 神奈川県横浜市鶴見区大黒町２５
番地

輸出入一般貨物 2BWC3 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)アイセン
本牧埠頭倉庫保税蔵置
場

8020001025020 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番
地の１

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2EW16

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)アイトス
かもめ町倉庫保税蔵置
場

1020001025092 神奈川県横浜市中区かもめ町７番
地１

輸出入一般貨物 2EWS3

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)アベ
本牧埠頭物流センター保
税蔵置場

8020001025243 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番
地１

輸出入一般貨物 2EW35

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)石川組
保税蔵置場

6020001025451 神奈川県横浜市中区新山下三丁目
１３番１４号

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物及び
仮陸揚貨物

2DW42 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)石川組
Ｎｏ．５保税蔵置場

6020001025451 神奈川県横浜市中区新山下三丁目
５番３号

輸出入一般貨物 2DW43 届出蔵置場
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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

横浜税関 本牧埠頭出張
所

乾汽船(株)
倉庫事業部本牧埠頭倉
庫保税蔵置場

7010001086980 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番
地

輸出入一般貨物 2EW42

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)宇徳
本牧物流センター保税蔵
置場

1020001025489 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭５番
地１

輸出入一般貨物 2EWS6 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)宇徳
本牧埠頭Ａ－６ＣＦＳ保税
蔵置場

1020001025489 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭９番
地１

輸出入一般貨物 2EWT8

横浜税関 本牧埠頭出張
所

江原運輸(株)
新山下保税蔵置場

5020001025650 神奈川県横浜市中区新山下三丁目
１番２０号

輸出入一般貨物 2DW30

横浜税関 本牧埠頭出張
所

神奈川臨海鉄道(株)
横浜本牧駅保税蔵置場

1020001072440 神奈川県横浜市中区錦町１５番１ 輸出入一般貨物 2EW04

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)上組
横浜支店本牧埠頭倉庫
保税蔵置場

6140001006951 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭６番
地

輸出入一般貨物 2EW39 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)上組
横浜支店南本牧物流セ
ンター保税蔵置場

6140001006951 神奈川県横浜市中区南本牧３番１
０、１１

輸出入一般貨物 2EW01 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

川西倉庫(株)
京浜支店ベイブリッジ営
業所保税蔵置場

9140001012831 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭７番
地１７３

輸出入一般貨物 2EWT6 届出蔵置場
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保税蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

川西倉庫(株)
京浜支店本牧保税蔵置
場

9140001012831 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３番
地

輸出入一般貨物 2EW02 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

川西倉庫(株)
京浜支店本牧営業所第
二倉庫保税蔵置場

9140001012831 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３番
地１

輸出入一般貨物 2EWQ3 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)協同商会
錦町保税蔵置場

6020001026061 神奈川県横浜市中区錦町１８番の
７、２４番の１、２、３

輸出入一般貨物 2EW59

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)協同商会
本牧保税蔵置場

6020001026061 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３番
地の１

輸出入一般貨物 2EWE3

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)キョクレイ
本牧物流センター保税蔵
置場

2020001030686 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭８番
地１１０

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2EWT4 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

楠原輸送(株)
豊浦保税蔵置場

5020001030543 神奈川県横浜市中区豊浦町２番９ 輸入一般貨物（アルミ
ニウム（合金を除く）の
塊（関税が無税のもの
に限る））

2EWT2

横浜税関 本牧埠頭出張
所

楠原輸送(株)
本牧物流センター保税蔵
置場

5020001030543 神奈川県横浜市中区かもめ町１７番
地、１８番地、１９番地

輸出入一般貨物 2EW52 届出蔵置場



令和4年7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

横浜税関 本牧埠頭出張
所

クラウン・ワールドワイド
(株)
本牧保税蔵置場

9140001007311 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番
地１

輸出入一般貨物及び
別送品

2EW69

横浜税関 本牧埠頭出張
所

ケイヒン(株)
本牧コンテナセンター保
税蔵置場

4010401009239 神奈川県横浜市中区錦町１８番２３ 輸出入一般貨物及び
別送品

2EW80

横浜税関 本牧埠頭出張
所

ケイヒン(株)
本牧フレートステーション
保税蔵置場

4010401009239 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭５番
地

輸出入一般貨物 2EW12

横浜税関 本牧埠頭出張
所

京浜国際貨物輸送事業
協同組合
本牧上屋保税蔵置場

6020005002281 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番
地

輸出入一般貨物 2EW37

横浜税関 本牧埠頭出張
所

京浜地区運輸事業協同
組合
保税蔵置場

7020005002280 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番
地

輸出入一般貨物 2EW33

横浜税関 本牧埠頭出張
所

国際埠頭(株)
保税蔵置場

7020001026473 神奈川県横浜市中区豊浦町３番地 輸出入一般貨物 2EW46

横浜税関 本牧埠頭出張
所

相模運輸倉庫(株)
本牧埠頭倉庫保税蔵置
場

9021001040388 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番
地

輸出入一般貨物 2EW19

横浜税関 本牧埠頭出張
所

山九(株)
横浜支店本牧埠頭倉庫
保税蔵置場

7290801005328 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭６番
地

輸出入一般貨物 2EW36



令和4年7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

横浜税関 本牧埠頭出張
所

ジャパン・バン・ラインズ
(株)
本牧Ａ突堤営業所保税
蔵置場

9010401014457 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭６番
地

輸出入一般貨物 2EWR0

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)ジャパンロジスティク
ス
本牧保税蔵置場

6020001027076 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番
地１

輸出入一般貨物 2EW47

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(有)ジャントレーディング
カンパニー
横浜ヤード保税蔵置場

4140002022875 神奈川県横浜市中区かもめ町２２番 輸出入一般貨物 2EWT7

横浜税関 本牧埠頭出張
所

昭和船舶資材(株)
保税蔵置場

3020001026931 神奈川県横浜市中区かもめ町４５番
地１

輸出一般貨物 2EW83

横浜税関 本牧埠頭出張
所

昭和船舶資材(株)
第二工場保税蔵置場

3020001026931 神奈川県横浜市中区かもめ町３０番
地

輸出入一般貨物 2EW17

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)シンコー
横浜事業所保税蔵置場

6010801005257 神奈川県横浜市中区錦町１２番地 輸出入一般貨物 2EWS8

横浜税関 本牧埠頭出張
所

新和シッピング(株)
保税蔵置場

9020001027040 神奈川県横浜市中区かもめ町１０番
地

輸出入一般貨物、別送
品及び船用品

2EW94

横浜税関 本牧埠頭出張
所

鈴江コーポレーション(株)
本牧埠頭Ｃ突堤営業所
保税蔵置場

7020001027166 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番
地

輸出入一般貨物 2EW20

横浜税関 本牧埠頭出張
所

鈴与(株)
本牧埠頭保税蔵置場

2080001009460 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３番
地の１

輸出入一般貨物 2EW76



令和4年7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

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)住友倉庫
横浜支店新山下保税蔵
置場

7120001049002 神奈川県横浜市中区新山下３－７
－８７

輸出入一般貨物及び
別送品

2DW12 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)住友倉庫
横浜支店本牧保税蔵置
場

7120001049002 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番
地

輸出入一般貨物 2EW21 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)住友倉庫
横浜支店南本牧保税蔵
置場

7120001049002 神奈川県横浜市中区南本牧３番９ 輸出入一般貨物 2EWQ2 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)住友倉庫
横浜支店南本牧第二保
税蔵置場

7120001049002 神奈川県横浜市中区南本牧３番地
１９

輸出入一般貨物 2EWT1 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

関野運輸(株)
本牧事業所保税蔵置場

4020001027235 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３番
地

輸出入一般貨物 2EW50 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)ダイワコーポレーショ
ン
新山下営業所保税蔵置
場

4010701014285 神奈川県横浜市中区新山下三丁目
８番地８、８番地１２

輸出入一般貨物及び
別送品

2DW68

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)ダイワコーポレーショ
ン
横浜本牧営業所保税蔵
置場

4010701014285 神奈川県横浜市中区豊浦町４番地
２

輸出入一般貨物 2EWS4

横浜税関 本牧埠頭出張
所

中外倉庫運輸(株)
本牧営業所保税蔵置場

5020001030592 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３番
地

輸出入一般貨物 2EW43

横浜税関 本牧埠頭出張
所

帝蚕倉庫(株)
本牧埠頭営業所保税蔵
置場

1020001027659 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番
地

輸出入一般貨物 2EW22



令和4年7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

横浜税関 本牧埠頭出張
所

トナミ国際物流(株)
本牧物流センター保税蔵
置場

1020001028054 神奈川県横浜市中区錦町９番３ 輸出入一般貨物及び
輸入危険貨物

2EW40 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

富島運輸(株)
本牧物流センター保税蔵
置場

3020001027806 神奈川県横浜市中区かもめ町６２番
地

輸出入一般貨物 2EWR4

横浜税関 本牧埠頭出張
所

トレーディア(株)
新山下倉庫保税蔵置場

3140001009726 神奈川県横浜市中区新山下三丁目
７番地４４

輸出入一般貨物 2DW37 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

内外物流(株)
保税センター保税蔵置場

8020001037775 神奈川県横浜市中区錦町３０番１ 輸出入一般貨物 2EWR2

横浜税関 本牧埠頭出張
所

長島梱包(株)
横浜港事業所保税蔵置
場

2011001037086 神奈川県横浜市中区新山下三丁目
７番地３５、７番地７７

輸出一般貨物 2DW72

横浜税関 本牧埠頭出張
所

日塩(株)
本牧保税蔵置場

3010401021517 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３番
地

輸出入一般貨物 2EW06

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(有)日港倉運
保税蔵置場

8020002044424 神奈川県横浜市中区新山下二丁目
３番地４５

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2EWT0

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)日新
かもめ町第１保税蔵置場

2020001028235 神奈川県横浜市中区かもめ町８番
地、９番地、６０番地

輸出入一般貨物 2EW26

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)日新
本牧西倉庫保税蔵置場

2020001028235 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３番
地

輸出入一般貨物 2EW25



令和4年7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

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)日新
本牧東倉庫保税蔵置場

2020001028235 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３番
地

輸出入一般貨物 2EW07

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)日新
本牧冷蔵倉庫保税蔵置
場

2020001028235 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３番
地

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物及び
別送品

2EWR8

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)日新
横浜重量物梱包センター
保税蔵置場

2020001028235 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭８番
地１１４、９番地６２

輸出入一般貨物 2EWT5

横浜税関 本牧埠頭出張
所

日鉄物流(株)
横浜営業所保税蔵置場

1010001098619 神奈川県横浜市中区豊浦町２ 輸出入一般貨物 2EWS0

横浜税関 本牧埠頭出張
所

日本通運(株)
鉄鋼事業所保税蔵置場

4010401022860 神奈川県横浜市中区錦町１０番地 輸出入一般貨物 2EW34

横浜税関 本牧埠頭出張
所

日本通運(株)
横浜国際輸送支店錦町
倉庫保税蔵置場

4010401022860 神奈川県横浜市中区錦町１０番地 輸出入一般貨物 2EW53

横浜税関 本牧埠頭出張
所

日本通運(株)
横浜国際輸送支店本牧
埠頭Ｂ貨物センター保税
蔵置場

4010401022860 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３番
地

輸出入一般貨物及び
別送品

2EW31

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)日本運搬社
新山下保税蔵置場

3010001032872 神奈川県横浜市中区新山下三丁目
７番地７６

輸出入一般貨物 2DW13 届出蔵置場



令和4年7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

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)日本運搬社
本牧保税蔵置場

3010001032872 神奈川県横浜市中区かもめ町２１番
地

輸出入一般貨物 2EWS5 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

日本紙運輸倉庫(株)
本牧臨海保税蔵置場

8010001061875 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番
地

輸出入一般貨物 2EW79

横浜税関 本牧埠頭出張
所

日本港運協業組合
本牧保税蔵置場

5020005003636 神奈川県横浜市中区かもめ町２番
地

輸出入一般貨物 2EW45

横浜税関 本牧埠頭出張
所

日本国際輸送(株)
本牧倉庫保税蔵置場

8020001028122 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３番
地

輸出入一般貨物、船用
品、仮陸揚貨物、別送
品及び託送品

2EW99

横浜税関 本牧埠頭出張
所

日本国際輸送(株)
ロジスティクスセンター保
税蔵置場

8020001028122 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３番
地の１

輸出入一般貨物、船用
品、仮陸揚貨物、別送
品及び託送品

2EWR6

横浜税関 本牧埠頭出張
所

早川海陸輸送(株)
豊浦町保税蔵置場

3020001028374 神奈川県横浜市中区豊浦町４番１３ 輸出入一般貨物 2EW48

横浜税関 本牧埠頭出張
所

早川海陸輸送(株)
本牧保税蔵置場

3020001028374 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１８
番地

輸出入一般貨物 2EWR3

横浜税関 本牧埠頭出張
所

原田港湾(株)
本牧保税蔵置場

1020001028426 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１９
番

輸出入一般貨物 2EWQ4

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)バンテック
本牧保税蔵置場

6020001046191 神奈川県横浜市中区錦町８番地 輸出入一般貨物 2EW82



令和4年7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

横浜税関 本牧埠頭出張
所

藤木企業(株)
本牧Ａ突保税蔵置場

2020001028540 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭６番
地

輸出入一般貨物 2EW60

横浜税関 本牧埠頭出張
所

富士倉庫(株)
保税蔵置場

6020001028702 神奈川県横浜市中区新山下三丁目
１１番４１号

輸出入一般貨物 2DW18

横浜税関 本牧埠頭出張
所

富士倉庫(株)
本牧埠頭流通センター保
税蔵置場

6020001028702 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭６番
地

輸出入一般貨物 2EW38

横浜税関 本牧埠頭出張
所

富士倉庫(株)
本牧埠頭Ｂ突第１倉庫保
税蔵置場

6020001028702 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３番
３

輸出入一般貨物 2EWQ9

横浜税関 本牧埠頭出張
所

富士物流(株)
横浜保税蔵置場

3140001002409 神奈川県横浜市中区新山下三丁目
９番３号

輸出入一般貨物、輸出
入冷凍冷蔵貨物及び
船用品

2DW26

横浜税関 本牧埠頭出張
所

藤原運輸(株)
本牧物流センター保税蔵
置場

2120001047027 神奈川県横浜市中区錦町１２番地 輸出入一般貨物 2EWS9

横浜税関 本牧埠頭出張
所

ボンド商会
横浜保税蔵置場

5140001014138 神奈川県横浜市中区かもめ町６１番
地の１

輸出入一般貨物、船用
品(冷凍冷蔵貨物を含
む)

2EWE1

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)マブチ
横浜工場保税蔵置場

2020001016041 神奈川県横浜市中区錦町９番地２ 輸出入一般貨物 2EWE2

横浜税関 本牧埠頭出張
所

丸全昭和運輸(株)
本牧Ａ－３埠頭営業所保
税蔵置場

8020001028881 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭６番
地

輸出入一般貨物 2EW71
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保税蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

丸全昭和運輸(株)
本牧埠頭倉庫営業所保
税蔵置場

8020001028881 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３番
地

輸出入一般貨物 2EW08

横浜税関 本牧埠頭出張
所

三井倉庫(株)
南本牧保税蔵置場

8010401114448 神奈川県横浜市中区南本牧３番地
２０

輸出入一般貨物 2EWS7 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

三井倉庫(株)
本牧保税蔵置場

8010401114448 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番
地１

輸出入一般貨物 2EW24 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

三井倉庫(株)
本牧Ｄ突堤ＳＰ保税蔵置
場

8010401114448 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番
１０

輸出入一般貨物 2EWQ1

横浜税関 本牧埠頭出張
所

三菱倉庫(株)
横浜支店本牧倉庫保税
蔵置場

8010001034947 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番
地１

輸出入一般貨物及び
輸入冷凍冷蔵貨物

2EW10 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

三菱倉庫(株)
横浜支店南本牧ターミナ
ル保税蔵置場

8010001034947 神奈川県横浜市中区南本牧１番地 輸出入一般貨物 2EW51 届出蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

三菱倉庫(株)
横浜支店南本牧配送セ
ンター保税蔵置場

8010001034947 神奈川県横浜市中区南本牧３番地
１

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2EWT3

横浜税関 本牧埠頭出張
所

安田倉庫(株)
本牧営業所保税蔵置場

6010401029771 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭３番
地

輸出入一般貨物 2EW11

横浜税関 本牧埠頭出張
所

安田倉庫(株)
新山下営業所保税蔵置
場

6010401029771 神奈川県横浜市中区新山下三丁目
８番地１０

輸出入一般貨物 2DW70 届出蔵置場
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保税蔵置場

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)八楠
横浜事業部本牧営業所
保税蔵置場

4020001029280 神奈川県横浜市中区かもめ町１３番
地

輸出入一般貨物、船用
品及び別送品

2EW49

横浜税関 本牧埠頭出張
所

(株)横浜海陸商会
かもめ町倉庫保税蔵置
場

9020001029425 神奈川県横浜市中区かもめ町５６番
地１

輸出入一般貨物 2EW90

横浜税関 本牧埠頭出張
所

横浜共立倉庫(株)
本牧営業所保税蔵置場

6020001135564 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭５番
地

輸出入一般貨物及び
輸出入冷凍冷蔵貨物

2EW72

横浜税関 本牧埠頭出張
所

横浜港運事業協同組合
本牧ふ頭共同荷捌保税
蔵置場

1020005002476 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１番
地

輸出入一般貨物 2EW30

横浜税関 本牧埠頭出張
所

横浜新港倉庫(株)
本牧事業所保税蔵置場

7020001029492 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭１９
番地

輸入一般貨物 2EW28

横浜税関 川崎外郵出張
所

日本郵便(株)
川崎東郵便局保税蔵置
場

1010001112577 神奈川県川崎市川崎区東扇島８８
番地

輸出入郵便物 2JW02


	本関
	仙台塩釜税関支署
	石巻出張所
	気仙沼出張所

	仙台空港税関支署
	小名浜税関支署
	相馬出張所
	福島空港出張所

	鹿島税関支署
	日立出張所
	つくば出張所
	茨城空港出張所

	千葉税関支署
	船橋市川出張所
	木更津出張所
	姉崎出張所
	銚子監視署

	川崎税関支署
	横須賀税関支署
	三崎監視署

	宇都宮出張所
	大黒埠頭出張所
	本牧埠頭出張所
	川崎外郵出張所



