
平成27年度 
北陸地域国際物流戦略チーム 

第2回 広域バックアップ専門部会 

 
参考資料  

 

 

平成27年12月９日 

 

北陸地域国際物流戦略チーム事務局 



平成27年度 
北陸地域国際物流戦略チーム 

第2回 広域バックアップ専門部会 

 
各種検討条件  

 

 

平成27年12月９日 

 

北陸地域国際物流戦略チーム事務局 

参考－１ 



代替輸送ルートの混雑度の設定 

2.00 以上  慢性的な混雑状況となる。昼間12時間のうち混雑する時間帯が約 70％
に達する。 

1.75～2.00 慢性的な混雑状況となる。昼間12時間のうち混雑する時間帯が約 50％
に達する。 

1.25～1.75 ピーク時間帯はもとより、ピーク時間を中心として混雑する時間帯が加
速度的に増加する可能性が高い状態。 

1.00～1.25 昼間12時間のうち、道路が混雑する可能性のある時間帯が１～２時 間
（ピーク時間）ある。何時間も混雑が連続する可能性は小さい。  

1.00 未満  昼間12時間を通して、道路が混雑することなく、円滑に走行できる。 

■代替輸送ルートの混雑状況（新潟港の例） 

・国道17号や国道8号における埼玉県上
尾市・桶川市、新潟県魚沼市等の市街
地を通過する区間において混雑度1.25
～1.75の区間があり、ピーク時を中心
として混雑することが想定される。 

・国道17号にて混雑度2.00以上の非常
に混雑している区間が存在しているが、
伊勢崎市周辺では上武道路、渋川市周
辺では渋川西バイパスの４車線化整備
や延長等が実施・計画されており、渋
滞対策が行われている。 

凡例 

出典：平成22年度道路交通センサス 

上武道路 
・H26.3に一部区間が４車線化 
・事業中（4車線化・延伸）区間有り 

渋川西バイパス 
・H25.12に一部区間が４車線開通 
・事業中（延伸）区間有り 

■使用データ 

・平成２２年度道路交通センサスより各
区間の混雑度を設定 
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コンテナ仮置き場の必要面積の設定 
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・災害時の増加貨物量は平常時の４０％とし、２０ｆｔコンテナでの本数を設定 

・コンテナ仮置き場では、大型重機（荷役機械）は通常のＣＹで使用されているため、使用
できないことを想定し、平置きと設定 

・１週間での貨物の払い出しを想定 

■検討条件  

コンテナ仮置き場の面積 
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■コンテナ仮置きイメージ  

20ｆｔコンテナ 

横幅(6.0m) 
 

縦幅 
（7.0m） 

縦幅 
（2.4m） 

フォーク長 
（2.5m） 

車両長 
（3.0m） 

通路幅 
（1.5m） 

■仮置き場の想定コンテナ数

TEU 日数 Total

20ftコンテナ 81 7 567 A=TEU×日数

■1TEUあたりに必要な面積

縦（m） 横（m） 面積（㎡）

20ftコンテナ 2.438 6.058 14.8 B＝縦×横
フォークリフトスペース 7.000 6.058 42.4 C＝縦※×横（コンテナの横幅）

1TEUに必要な面積（㎡） 57.2 D=B+C

※フォークリフトスペース縦幅→フォーク長2.5m+車両長3.0m+通路幅（余裕幅）1.5m

仮置き場必要面積（㎡） 32,432 A×D
ヘクタール換算（ｈａ） 3.2

■計算例（伏木富山港）  ※日間のコンテナ取扱個数は資料-１p.8参照  

※ 



工業用地・倉庫・保税蔵置場リスト

参考-２ 



Ｎｏ． 県 団地名 市町村 住所 代表地点
分譲可能
総面積(ha)

1 新潟県 新潟県東部産業団地 阿賀野市 新潟県阿賀野市かがやき 新潟県阿賀野市かがやき5911 33.3
2 新潟県 新潟県中部産業団地 見附市 見附市新幸町 新潟県見附市新幸町５−１ 5.1
3 新潟県 新潟県南部産業団地 上越市 上越市石橋新田、頸城区上吉、下吉、西福島 新潟県上越市頸城区下吉７５−１２ 24.4
4 新潟県 新潟東港工業地帯 新潟市聖籠町 新潟市北区白勢町、聖籠町東港 新潟県北蒲原郡聖籠町東港３丁目６５７６−８ 11.9
5 新潟県 新潟中条中核工業団地 胎内市 胎内市鴻ノ巣、笹口浜 胎内市清水9番125、胎内市松波1013番37 28.4
6 新潟県 柏崎フロンティアパーク 柏崎市 柏崎市大字軽井川 新潟県柏崎市軽井川９３１−２１ 8.6
7 新潟県 山北工業団地 村上市 村上市府屋 新潟県村上市府屋１１４−８ 0.9
8 新潟県 神林工業団地 村上市 村上市松沢、宿田 新潟県村上市松沢４０−８ 1.1
9 新潟県 坂井工業団地 胎内市 胎内市坂井 新潟県胎内市坂井２６３２−５５ 2.0
10 新潟県 新発田市西部工業団地 新発田市 新発田市佐々木 新潟県新発田市佐々木２４０１−２ 0.2
11 新潟県 新潟市東港工業団地 新潟市 新潟市北区島見町  新潟県新潟市北区島見町２３８６−８ 0.4
12 新潟県 白根北部第２工業団地 新潟市 新潟市南区北田中 新潟県新潟市南区北田中４９７−１８ 1.0
13 新潟県 漆山企業団地 新潟市 新潟市西蒲区漆山 新潟県新潟市西蒲区漆山８５７１−１－５ 8.2
14 新潟県 阿賀町第二工業団地 阿賀町 阿賀町津川 新潟県東蒲原郡阿賀町津川２２６０−４ 2.8
15 新潟県 村松工業団地 五泉市 五泉市村松工業団地 新潟県五泉市村松工業団地１丁目２−５ 3.4
16 新潟県 本田上工業団地 田上町 田上町大字田上 新潟県南蒲原郡田上町大字田上125−15 6.4
17 新潟県 保内工業団地 三条市 三条市下保内 新潟県新潟市南区北田中４９７−１０ 1.6
18 新潟県 川通工業団地 三条市 三条市川通中町 新潟県三条市川通中町４７７ 1.5
19 新潟県 西部丘陵東地区 長岡市 長岡市高頭町 新潟県長岡市高頭町甲１０５８ 15.3
20 新潟県 長岡オフィス・アルカディア 長岡市 長岡市新陽 新潟県長岡市新陽２丁目１ 5.0
21 新潟県 北荷頃工業団地 長岡市 長岡市北荷頃 新潟県長岡市北荷頃５−２１ 1.2
22 新潟県 西部工業団地 小千谷市 小千谷市鴻巣町 新潟県小千谷市鴻巣町１２６０ 1.3
23 新潟県 水の郷工業団地 魚沼市 魚沼市十日町 新潟県魚沼市十日町１６８７−１６ 21.0
24 新潟県 大潟工業団地 上越市 上越市大潟区土底浜他 新潟県上越市大潟区上小船津浜３６１−４ 37.0
25 新潟県 三和西部産業団地 上越市 上越市三和区稲原ほか 新潟県上越市三和区稲原１３３−２０ 1.4
26 新潟県 今曽根工業団地 上越市 上越市清里区今曽根 新潟県上越市清里区今曽根１１１８−４ 0.4
27 新潟県 板倉北部工業団地 上越市 上越市板倉区稲増 新潟県上越市板倉区稲増１７８−５ 3.3
28 新潟県 流通業務団地 上越市 上越市大字上源入他 新潟県上越市上源入（大字）１５３−２３ 1.1
29 新潟県 和田第二企業団地 上越市 上越市大字石沢他 新潟県上越市中箱井４７−１ 0.2
30 新潟県 新井東部工場団地 妙高市 妙高市東陽町 新潟県妙高市東陽町１−１ 1.8
31 新潟県 能生地域産業団地 糸魚川市 糸魚川市大字小見 新潟県糸魚川市小見２９６ 2.4
32 新潟県 姫川産業団地 糸魚川市 糸魚川市上刈 新潟県糸魚川市上刈７丁目１−１ 19.8
33 新潟県 青海地域産業団地 糸魚川市 糸魚川市大字田海 新潟県糸魚川市田海６０３８ 3.5
34 福井県 テクノパーク福井（福井市中央工業団地） 福井市 福井県福井市三尾野町 福井市三尾野町29-2-22 0.2
35 福井県 福井県商工業団地（御油田工業適地） 坂井市 福井県坂井市坂井町御油田 福井県坂井市坂井町御油田３９−１０２ 1.2
36 福井県 敦賀市産業団地 敦賀市 福井県敦賀市莇生野 福井県敦賀市莇生野６２−５６－２ 4.2
37 福井県 テクノポート福井 福井市・坂井市 福井市、坂井市 福井県坂井市三国町米納津４８−１１３－３ 8.9
38 福井県 今立工業団地 越前市 越前市粟田部町 福井県越前市粟田部町６２−１５－１ 0.8
39 福井県 竜前企業団地 小浜市 小浜市宮の前地係 福井県小浜市宮の前１−１７ 1.8
40 福井県 中野工業団地 大野市 福井県大野市中野 福井県大野市中野２０−１８－１ 0.5
41 福井県 三十三産業団地 若狭町 福井県三方上中郡若狭町 福井県三方上中郡若狭町上野３ 1.9
42 福井県 古屋石塚テクノパーク あわら市 福井県あわら市古屋石塚地係 福井県あわら市古屋石塚２２−１０５－１ 1.7
43 福井県 松原産業団地 美浜町 福井県美方郡美浜町松原 福井県三方郡美浜町松原１−３－３ 0.9
44 福井県 春日野工業団地 大野市 福井県大野市南春日野 福井県大野市南春日野３０−１６－４ 1.9
45 石川県 輪島市臨空産業団地 輪島市 輪島市三井町三洲穂 石川県輪島市三井町三洲穂ろ−１−５ 9.0
46 石川県 漆谷 七尾市 七尾市中島町中島 石川県七尾市中島町中島ニ−１ 11.4
47 石川県 中島中央 七尾市 七尾市中島町上町 石川県七尾市中島町上町ラ−1 4.5
48 石川県 吉田 七尾市 七尾市吉田町 石川県七尾市吉田町ア−５８−１ 3.4
49 石川県 舟尾 七尾市 七尾市舟尾町 石川県七尾市舟尾町ラ−８７ 4.4
50 石川県 七尾港大田工業用地 七尾市 七尾市大田町 石川県七尾市大田町１１２−７－１２ 2.3
51 石川県 七尾市南部工業団地 七尾市 七尾市下町 石川県七尾市下町丁１２−６ 1.7
52 石川県 上後山 中能登町 鹿島郡中能登町上後山 石川県鹿島郡中能登町上後山ホ−４ 5.4
53 石川県 新庄 中能登町 鹿島郡中能登町新庄 石川県鹿島郡中能登町大槻イ６５ 1.1
54 石川県 能登中核工業団地 志賀町 羽咋郡志賀町若葉台 石川県羽咋郡志賀町若葉台１９−３ 4.0
55 石川県 堀松工場団地 志賀町 志賀町梨谷小山 石川県羽咋郡志賀町梨谷小山ハ−５ 21.0
56 石川県 羽咋北部 羽咋市 石川県羽咋市柳田町外 石川県羽咋市柳田町７０−１５０－１ 27.5
57 石川県 柳瀬 宝達志水町 羽咋郡宝達志水町柳瀬 石川県羽咋郡宝達志水町柳瀬ネ−14 11.9
58 石川県 南吉田 宝達志水町 石川県羽咋郡宝達志水町南吉田 2.3
59 石川県 笠島 かほく市 石川県かほく市笠島 石川県かほく市笠島ト−1−1 10.7
60 石川県 富田工業団地 津幡町 河北郡津幡町字富田 石川県河北郡津幡町富田１９１−１５ 0.3
61 石川県 旭山工業団地 津幡町 河北郡津幡町字旭山 石川県河北郡津幡町旭山１ 1.6
62 石川県 金沢テクノパーク 金沢市 金沢市北陽台 石川県金沢市北陽台３丁目５ 8.5
63 石川県 金沢森本インター工業団地 金沢市 河原市町地内 金沢市河原市町ロ１３９−１ 2.9
64 石川県 かたつ工業団地 金沢市 金沢市かたつ 石川県金沢市かたつ３ 1.3
65 石川県 金沢港東部工業団地 金沢市 金沢市湊3丁目・近岡町・御供田町 石川県金沢市湊３丁目３−２ 8.3
66 石川県 安原異業種工業団地 金沢市 打木町東地内 石川県金沢市打木町東１４４１ 0.1
67 石川県 いなほ工業団地 金沢市 いなほ1丁目、いなほ2丁目 石川県金沢市いなほ１丁目４ 0.3
68 石川県 石川工業団地 白山市 福留地区、水島地区 石川県白山市水島町８６０−１ 5.9
69 石川県 山島工業団地 白山市 白山市矢頃島町・向島町 石川県白山市矢頃島町７８６−６ 4.7
70 石川県 舟場島工業団地 川北町 能美郡川北町字舟場島 石川県能美郡川北町田子島ヌ−５７−７ 2.8
71 石川県 橘 川北町 能美郡川北町字橘 石川県能美郡川北町橘２１４−７ 9.4
72 石川県 山田先出 川北町 石川県能美郡川北町字山田先出 石川県能美郡川北町山田先出２６−２ 9.0
73 石川県 山口町 能美市 石川県能美市山口町地内 石川県能美市山口町ヨ−１５ 7.4
74 石川県 能美工業団地 能美市 石川県能美市能美1丁目～3丁目 石川県能美市能美１丁目１ 4.4
75 石川県 上清水・出口 能美市 石川県能美市上清水町・北市町他 石川県能美市北市町リ−1 6.3
76 石川県 岩内工業団地 能美市 能美市岩内町 石川県能美市岩内町ヤ−１ 0.9
77 石川県 いしかわサイエンスパーク 能美市 石川県能美市旭台 石川県能美市旭台２丁目５−３ 26.9
78 石川県 小松インター西 小松市 石川県小松市長崎町 石川県小松市長崎町４丁目１１６−１ 3.2
79 富山県 入膳 入善町 富山県下新川郡入善町田中 富山県下新川郡入善町入膳５６０ 9.0
80 富山県 石田企業団地 黒部市 富山県黒部市石田及び犬山地内 富山県黒部市石田６７４−１６ 0.5
81 富山県 利田（立山イノベーションパーク） 立山町 富山県中新川郡立山町利田・鉾木 富山県中新川郡立山町鉾木２２０ 2.6
82 富山県 塚越（立山イノベーションパーク） 立山町 富山県中新川郡立山町塚越 富山県中新川郡立山町塚越３９８−１７６ 6.0
83 富山県 富山八尾中核工業団地 富山市 富山市八尾町保内地内 富山県富山市八尾町保内２丁目 21.1
84 富山県 呉羽南部企業団地 富山市 富山市境野新・北押川・池多地内 富山市境野新29-4 4.6
85 富山県 富山新港臨海工業用地 射水市 富山県射水市奈呉の江 富山県射水市奈呉の江１０−２ 11.1
86 富山県 七美工業団地 射水市 射水市七美  富山県射水市七美１３７−３ 2.3
87 富山県 稲積リバーサイドパーク 射水市 射水市稲積 富山県射水市稲積５２−２７ 3.7
88 富山県 小杉インターパーク 射水市 射水市上野 富山県射水市小杉インターパーク土地区画整理事業地内1街区1番（富山県射水市上野１１９１） 6.9
89 富山県 大島企業団地 射水市 射水市北高木 富山県射水市北高木１４−１４ 2.5
90 富山県 岩坪工業団地 高岡市 高岡市岩坪 富山県高岡市岩坪23番25 6.2
91 富山県 四日市工業団地 高岡市 高岡市四日市地内 富山県高岡市四日市１２３−１３ 3.6
92 富山県 大滝工業団地 高岡市 高岡市福岡町大滝・開馞地内 富山県高岡市福岡町大滝952-1 0.8
93 富山県 小矢部フロンティアパーク 小矢部市 富山県小矢部市フロンティアパーク 富山県小矢部市フロンティアパーク１５ 12.7
94 富山県 東般若工場適地 砺波市 富山県砺波市権正寺 富山県砺波市権正寺90−1 2.5
95 富山県 青島工場適地 砺波市 富山県砺波市庄川町青島 富山県砺波市庄川町青島３２５５ 4.3
96 富山県 梅原南工業団地 南砺市 富山県南砺市梅原8766番地外 富山県南砺市梅原8765 1.5
97 富山県 高岡オフィスパーク 高岡市 富山県高岡市オフィスパーク  富山県高岡市オフィスパーク９−２ 1.6



石川県　倉庫協会会員情報

名称 住所 TEL/FAX

赤帽石川県軽自動車運送協同組合（赤帽石川県本部）920-0362　金沢市古府３－１５０－２ (076)240-7121 / (076)240-7122

上田運輸㈱ 923-0994　小松市工業団地１－６８ (0761)21-8271 / (0761)24-6857

沖津運輸㈱ 929-1175　かほく市秋浜ニ１９－１ (076)283-1000 / (076)283-2133

カツラ運輸㈱ 920-0209　金沢市東蚊爪町１－８ (076)238-5288 / (076)238-7538

㈱金沢港運 920-0211　金沢市湊４－１１ (076)268-1811 / (076)268-1816

金沢製粉㈱ 921-8044　金沢市米泉町７－５４ (076)241-3141 / (076)247-7149

㈱川北産業 929-0217　白山市湊町レ３７－７３ (076)278-3470 / (076)278-6398

㈱金港倉庫 920-0334　金沢市桂町イ５３ (076)268-1323 / (076)268-1324

小松精練㈱ 929-0124　能美市浜町ヌ１６７ (0761)55-1111 / (0761)55-8090

コマツ物流㈱　中部物流部 923-0302　小松市符津町ツ２３ (0761)43-4300 / (0761)43-1146

是則北陸運輸㈱ 929-1717　石川県鹿島郡中能登町良川よ部４９－２ (0767)74-1145 / (0767)74-2272

㈲サクセス 920-0356　金沢市専光寺町そ９３ (076)225-7072 / (076)225-7073

㈱新開トランスポートシステムズ　金沢営業所 920-0217　金沢市近岡町３７６－１ (076)238-5222 / (076)238-5805

㈱ジャストロジスティクス 920-0376　金沢市福増町南１１４－１３ (076)274-7171 / 

城西物流倉庫㈱ 920-0211　金沢市湊４－７０ (076)238-7500 / (076)237-1545

㈱鈴木商館　中部支店加賀営業所 923-1224　石川県能美市和気町ウ１６－１ (0761)51-5731 / (0761)51-5220

センコー㈱　北陸支店 924-0032　白山市村井町５７０－１ (076)275-8201 / (076)275-8577

㈱ソーコ流通サービス 920-0363　金沢市古府町南４５９ (076)249-6911 / (076)249-7377

大協運送㈱ 929-0122　能美市大浜町マ７９－３ (0761)55-0321 / (0761)55-0320

㈱中央倉庫　北陸支店 920-0013　金沢市沖町イ８９ (076)251-2165 / (076)252-9679

帝商産業㈱　北陸事業部金沢営業所 920-0377　金沢市打木町西２３６－１ (076)240-1245 / (076)240-1229

東礪倉庫㈱　石川営業所 923-1237　能美市上清水町レの３２ (0761)51-4341 / (0761)51-7670

㈱ナカノ物流 924-0021　白山市竹松町３１０７ (076)277-6671 / (076)277-6672

七尾海陸運送㈱ 926-0015　七尾市矢田新町地先埋立地 (0767)53-1250 / (0767)52-7120

日本通運㈱　小松支店 923-0803　小松市宝町６２ (0761)22-0921 / (0761)22-0926

日本通運㈱　金沢支店 920-0356　金沢市専光寺町ヨ8番地 (076)266-4561 / (076)266-4566

能登部運送㈱ 929-1573　羽咋市四柳町と１２ (0767)26-3115 / (0767)26-3117

㈱日立物流　石川営業所 920-2131　白山市森島町う１４０－１３ (076)273-5880 / (076)273-5881

枚方梱包㈱　粟津工場 922-0401　加賀市新保町ロ１－１ (0761)43-1200 / (0761)43-1256

福井倉庫㈱　根上営業所 929-0126　能美市山口町ホ７５ (0761)21-2433 / (0761)22-1357

福玉精穀倉庫㈱　金沢営業所 920-3134　金沢市金市町ニ－２８－１ (076)258-2400 / (076)258-2010

(有)フロントライン 920-0356　金沢市専光寺町そ８８番地 (076)267-8484 / (076)267-8434

北陸倉庫㈱ 923-0811　小松市白江町ト１００ (0761)21-1261 / (0761)21-1375

北陸綜合警備保障㈱ 920-0364　金沢市松島１－４１ (076)269-8686 / (076)269-2103

北陸通運㈱ 920-0005　金沢市高柳町１－１ (076)251-9011 / (076)251-1167

丸倉倉庫運輸㈱ 923-0001　小松市大島町タ６４ (0761)22-8225 / (0761)24-6756

三谷産業㈱　情報システム事業部 923-1211　能美市旭台２－６ (0761)51-0880 / (0761)51-0886

㈱ミツノリ　金沢支店 920-0365　金沢市神野町東８９ (076)249-0088 / (076)249-5427

ヤマト運輸㈱　金沢主管支店 921-8801　野々市市御経塚３－２５ (076)249-7479 / (076)249-5598

ユニベール㈱　ロジス事業部 920-0211　金沢市湊１－１５－２ (076)237-4311 / (076)237-5266

良川織物運輸㈱ 929-1811　石川県鹿島郡中能登町二宮１部１４番地 (0767)76-1334 / (0767)76-1336

㈱吉田倉庫 921-8044　金沢市米泉町７－２８ (076)241-3181 / (076)241-3925

吉美商事㈱ 929-0122　能美市大浜町ウ８５－１ (0761)55-0819 / (0761)55-4443

若松梱包運輸倉庫㈱ 920-0376　金沢市福増町８５５ (076)249-7077 / (076)240-0857



福井県　倉庫協会会員情報

名称 住所 TEL/FAX

㈱アイシー物流 910-0801　福井市寺前町１８－１２ (0776)53-3757 / (0776)53-9600

アップル流通㈱ 910-0375　坂井市丸岡町南横地１０－４７ (0776)67-6786 / (0776)67-6722

芦原運輸㈱ 910-4138　あわら市下番３４－６－２ (0776)78-5533 / (0776)78-5332

織田運送㈱ 915-0897　越前市北山町第１１号２ (0778)24-5700 / (0778)22-4222

川﨑物流㈱　本社　春江倉庫 919-0474　坂井市春江町西太郎丸２１－１ (0776)51-6161 / (0776)51-6160

㈱キョーフク 910-0065　福井市八ツ島町３１－５０７ (0776)21-7766 / (0776)21-2330

是則北陸運輸㈱　鯖江営業所 916-0014　鯖江市鳥羽町４３字花立６－１ (0778)52-5786 / (0778)52-7536

佐々木運輸㈱ 910-0804　福井市高木中央１－１３０７ (0776)53-2888 / (0776)53-8476

㈱下畑産業 914-0121　敦賀市野神２４号１６－１ (0770)20-1897 / (0770)24-3038

鈴江陸運㈱　福井営業所 915-0051　越前市帆山町１４－５－１ (0778)21-3320 / (0778)21-3331

センコー㈱　北陸支店　福井営業所 918-0109　福井市二日市町１７字１－１ (0776)55-1923 / (0776)55-1925

㈲大幸物流 916-0088　鯖江市川去町９－３５－１ (0778)62-3725 / (0778)62-4725

㈱中央倉庫　福井営業所 918-8025　福井市花堂南２―１１０９ (0776)36-0600 / (0776)36-0604

敦賀海陸運輸㈱ 914-0078　敦賀市桜町２－１０ (0770)22-3111 / (0770)24-3065

敦賀ターミナル㈱ 914-0072　敦賀市金ケ崎町２２－１ (0770)23-4841 / (0770)23-6841

㈱電気硝子物流サービス　上中事業所 919-1552　三方上中郡若狭町若狭テクノバレー１号堤１番 (0770)62-1870 / (0770)62-2252

日本通運㈱　福井支店 910-0823　福井市重立町２２－１ (0776)60-1101 / (0776)60-1155

日本商運㈱ 910-1104　福井県吉田郡永平寺町松岡下合月第１２号３ (0776)61-1000 / (0776)61-4000

福井貨物自動車㈱ 910-0843　福井市西開発３－２０４－３ (0776)54-3001 / (0776)54-9910

福井グリーンライン㈱ 910-0804　福井市高木中央２－４２０２ (0776)54-0511 / (0776)54-0396

福井県米穀㈱ 918-8112　福井市下馬３－５０５ (0776)36-0294 / (0776)36-0483

福井高速運輸㈱ 918-8164　福井市三本木町１－１ (0776)38-6700 / (0776)38-7022

㈱福井センイ倉庫 918-8016　福井市江端町３６字成政２０ (0776)38-3200 / (0776)38-5660

福井倉庫㈱ 918-8032　福井市南江守町１－１ (0776)36-1888 / (0776)35-3955

福井通運㈱ 918-8012　福井市花堂北１－１１－１５ (0776)36-0088 / (0776)36-0085

福井埠頭㈱ 913-0038　坂井市三国町黒目２６－３１ (0776)82-5330 / (0776)82-0963

㈱福栄倉庫 910-0006　福井市中央３－３－１９ (0776)22-5670 / (0776)22-5671

北陸トラック運送㈱ 919-0302　福井市上細江町２０－１ (0776)41-2500 / (0776)41-3544

㈱ミツノリ 918-8681　福井市木田町１３０７ (0776)20-6111 / (0776)35-6621

ミナトヤ運輸㈱ 915-0016　越前市岩内町２４－２－５ (0778)27-2234 / (0778)27-2235

㈱森田倉庫部 913-0045　坂井市三国町南本町３－５－１５ (0776)82-0003 / (0776)82-0135

山本運輸㈱ 916-0015　鯖江市御幸町２－４０４ (0778)52-1846 / (0778)52-8297

㈱若狭物流 914-0028　敦賀市中１８－８－１ (0770)23-1271 / (0770)23-3078



新潟県　倉庫協会会員情報

名称 住所 TEL/FAX

阿部精麦㈱ 959-1377　加茂市岡ノ町５－５ (0256)52-4141 /(0256)53-2678
㈱アルプス物流　新潟営業所長岡倉庫 940-0004　長岡市高見町５４９－１ (0258)21-2277 / (0258)21-2278
㈱ＳＲＩロジテム 950-3301　新潟市北区笹山東１０７ (025)388-2110 / (025)388-2115
㈱上組　新潟支店 957-0106　新潟県北蒲原郡聖篭町大字蓮潟字横道下５３２２－３ (025)256-3071 /(025)256-3099
協和ロジス㈱ 950-0041　新潟市東区臨港町３－３４０６－９ (025)257-9020 / (025)274-1500
頸城運送倉庫㈱ 943-0052　上越市上源入１５３－１０ (025)546-7123 / (025)545-1110
鴻池運輸㈱　新潟流通センター営業所 957-0101　新潟県北蒲原郡聖篭町東港５－１９２３－１３ (025)256-1601 / (025)256-1604
笹岡運輸㈱ 959-1151　三条市大字猪子場新田２３４－２ (0256)45-5805 /(0256)45-5808
新発田運輸㈱ 957-0082　新発田市佐々木１７８７－４ (0254)21-5200 /(0254)20-7097
新光港運㈱ 950-0041　新潟市東区臨港町２―４９１４―３８０㈱ﾘﾝｺｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ臨港事務所２Ｆ内 (025)274-7366 /(025)274-7390
上越運送㈱ 942-0147　上越市頚城区西福島４４０－１ (025)543-7121 / (025)543-5221
㈱スタッフサイトウ 940-0028　長岡市蔵王２－４－１７ (0258)24-6422 / (0258)24-6609
センコー㈱　埼玉主管支店新潟営業所 950-0862　新潟市東区竹尾８１８－１ (025)274-7157 / (025)274-7158
センコン物流㈱　新潟営業所 957-0106　新潟県北蒲原郡聖篭町大字蓮潟字横道下５３２２－１５ (025)256-1638 / (025)256-1628
全農グリーンリソース㈱　新潟支店 950-3101　新潟市北区太郎代４５１ (025)255-2431 / (025)255-2933
全農サイロ㈱　新潟支店 957-0101　新潟県北蒲原郡聖籠町東港３－６９６２－１ (025)256-2316 / (025)256-2436
㈱曽根郷倉庫 959-0421　新潟市西蒲区鱸１４７ (0256)88-3135 / (0256)88-3136
高助（名） 942-0011　上越市港町１－８－２ (025)543-7111 / (025)543-2126
㈱第一製品流通 950-0134　新潟市江南区曙町３－６－２５ (025)382-1414 / (025)382-4033
第三貨物自動車㈱ 950-0881　新潟市東区榎町３６－１６ (025)273-5233 / (025)273-5383
中越運送㈱　新潟東港ロジスティクスセンター 950-3301　新潟市北区笹山東１９ (025)388-0222 / (025)386-1662
㈱中越エクスプレス 950-0148　新潟市江南区東早通３－１－３５ (025)383-3500 / (025)383-3510
中越通運㈱ 950-0073　新潟市中央区日の出３－４－１５ (025)245-7561 / (025)241-9351
東部運送㈱　本社営業所 956-0015　新潟市秋葉区川口５８０－２１ (0250)24-7100 / (0250)24-7701
東北開発運輸㈱ 959-2205　阿賀野市寺社甲４２３-１ (0250)68-3257 / (0250)68-3867
長岡運輸㈱　本社営業所 940-0012　長岡市下下条４－１５２６－１ (0258)24-1515 / (0258)24-1499
新潟運輸㈱ 950-0947　新潟市中央区女池北１－１－１ (025)285-0001 / (025)285-6411
新潟王子運送㈱ 959-1122　三条市栄荻島１９９１－１ (0256)45-6011 / (0265)45-6015
新潟県漁業協同組合連合会　佐渡油槽所 950-0078　新潟市中央区万代島２－１ (025)243-3681 / (025)243-3684
㈱新潟食品運輸　東港営業所 950-3302　新潟市北区浜浦字古川３３４２－６ (025)255-3988 / (025)255-3966
新潟通運㈱ 950-0831　新潟市東区下場２５－１４ (025)270-0511 / (025)270-6230
新潟東港運輸㈱　本社営業所 950-3304　新潟市北区木崎３４２５-３ (025)386-7171 / (025)386-7789
新潟東洋埠頭㈱ 950-0072　新潟市中央区竜が島１－８－３ (025)245-0241 / (025)247-1815
新潟輸送㈱　新潟事業部 950-0132　新潟市江南区砂岡５－１０－１ (025)382-3019 / (025)382-3046
新潟陸運㈱　東港倉庫 957-0102　新潟県北蒲原郡聖籠町位守町１６０－４３ (025)256-2044 / (025)256-2053
西川運輸興業㈱　東港物流センター 950-3102　新潟市北区島見町字長潟２６０１－１８ (025)257-4111 / (025)257-4567
日軽物流㈱　関越支店新潟営業所 950-3101　新潟市北区太郎代１５７２-２７ (025)255-3121 / (025)255-3720
日正運輸㈱　新潟営業所 950-3102　新潟市北区島見町字芝田２４３４－１５ (025)257-4110 / (025)255-3057
日新運輸㈱　本社営業所 950-3112　新潟市北区太夫浜１３８３ (025)259-5222 / (025)259-5264
日精サービス㈱　長岡営業所 940-0002　長岡市十二潟町１８８-２ (0258)24-6764 / (0258)24-5230
日本梱包運輸倉庫㈱　新潟営業所 950-1237　新潟市南区北田中字堀留７８０－１１ (025)362-1050 / (025)362-1060
日本通運㈱　新潟支店 951-8536　新潟市中央区上大川前通五番町６８－１ (025)228-0202 / (025)228-0246
日本アルコール販売㈱　東京営業部新潟事業所 950-3133　新潟市北区すみれ野２－２－１０ (025)259-6601 / (025)259-8375
日本海倉庫㈱ 950-0072　新潟市中央区竜が島１－１１－１０ (025)245-5843 / (025)241-6878
日本海物流㈱　本社営業所 950-3102　新潟市北区島見町２５９０－２２ (025)250-7644 / (025)250-7641
長谷川工業㈱ 950-0871　新潟市東区山木戸８－１１－１１ (025)270-1717 / (025)270-1777
富士運輸㈱ 950-0072　新潟市中央区竜が島１－７－３ (025)243-3741 / (025)243-3748
プリヴェ運輸㈱ 320-0855　宇都宮市上欠町１１８２－１ (028)649-2311 / (028)649-2315
北越物流㈱ 950-0885　新潟市東区下木戸５６０－１１ (025)273-6069 / (025)271-0964
㈱堀商店 950-0863　新潟市東区卸新町３－６１ (025)272-6800 / (025)270-1411
巻運送㈱ 959-0261　燕市吉田鴻巣８１－１ (0256)93-4181 / (0256)93-4185
丸運輸送㈱　本社営業所 950-2031　新潟市西区流通センター６－２－３ (025)260-4121 / (025)260-4120
マルソー㈱　本社営業所 955-0803　三条市大字月岡字綾ノ前２７８３－１ (0256)34-2621 / (0256)35-8191
㈱マルハコーポレーション 950-0912　新潟市中央区南笹口１－２－１６ (025)242-0100 / (025)242-0102
丸肥運送倉庫㈱ 950-3102　新潟市北区島見町字芝田２４３４－４８ (025)255-3535 / (025)255-3540
㈱ﾘﾝｺｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　臨港支店 950-0041　新潟市東区臨港町２－４９１４－３８０ (025)274-5181 / (025)271-4706



富山県　新川地区

TEL 資本金(万円)

普通倉庫

(m2)

野積倉庫

(m2)

サイロ・タ

ンク(m3)
FAX 発券許可

魚津市
0765-24-7700 8,700
0765-24-1880 無
0765-24-5221 4,000
0765-24-9895 無

入善町・朝日町
0765-74-2333 4,000
0765-74-2394 有
0765-74-0012 1,000
0765-74-1889 無

黒部市
0765-56-8850 1,000
0765-56-8593 無

滑川市
076-471-2011 4,000
076-471-2018 有
076-475-4111 1,950
076-475-8208 無

上市町
076-473-9111 3,600
076-473-0349 無
076-472-5611 1,680,289 港･関･海･鉄･貨･
076-472-5885 無 自･航･不･他
076-473-2233 2,080
076-473-2231 有

0(株)日立物流　富山営業所

貨･低3 930-0388 中新川郡上市町久金新315 12,996 0 0富山倉庫(株)　富山東営業所

2 930-0381 中新川郡上市町久金312 24,672 0

0 0 貨･自･低

2 大富運輸(株) 936-0806 滑川市北野2891 1,904

1 清水屋運輸倉庫(株) 930-0313 中新川郡上市町中江上226-1 6,234

322サワイ通運倉庫(株)　本社営業所 鉄･貨･自･低

0 0 貨･自

1 936-0802 滑川市大掛176-19 6,959 0

0 貨・自・低

1 高東興業(株) 938-0001 黒部市荒俣44番地 330 0

2 鍋谷運送(株) 939-0627 下新川郡入善町椚山1479 840 0

0 貨･自

0 0 貨･自

1 939-0653 下新川郡入善町上飯野343 6,688 0 0 自･航･力･低･他第一倉庫(株)　富山営業所

2 ホクトミ運輸(株) 937-0046 魚津市上村木2-3-22 3,704

0 0 貨･自･他

事業者名
郵便
番号

所在地
所轄面(容)積

兼営業種

1 魚津海陸運輸倉庫(株) 937-0857 魚津市三ヶ227-73 13,424

港･･･港湾運送業    関･･･通関業                                                           海･･･海運業                                      鉄･･･利用運送業（鉄道） 

冷･･･冷蔵倉庫業  貨･･･貨物自動車運送業                                     自･･･貨物運送取扱業（自動車）  航･･･貨物運送取扱業（航空） 

不･･･不動産事業    カ･･･子会社等が貨物自動車運送業を営業   低･･･低温倉庫                                 他･･･その他 



富山県　富山地区

TEL 資本金(万円)

普通倉庫

(m2)

野積倉庫

(m2)

サイロ・タ

ンク(m3)
FAX 発券許可

富山市
939-3555 富山市水橋市田袋281-1 1,626 0 0 076-478-0140 2,000 貨･自

076-478-3990 無
937-0153 富山市境野新62-6 955 0 0 076-434-8966 4,992 貨･自

076-434-6558 無
930-0174 富山市野町170-1 237 0 0 076-436-7800 1,000 貨･他

076-436-6294 無
930-2206 富山市金山新中359 3,008 0 0 076-435-4500 2,200 貨･自

076-435-4600 無
930-0952 富山市町村85 1,012 0 0 076-424-0466 3,000 貨･自

076-424-0453 無
931-8437 富山市宮町334-1 21,715 0 0 076-452-1980 1,000,000 関･鉄･貨･自･航･

076-452-1983 無 不･力･低・他
939-3541 富山市水橋沖188 8,519 0 0 076-479-6311 1,000 貨･自

076-479-6300 無
930-0018 富山市千歳町1-6-21 250 0 0 076-432-5567 1,000 他

076-432-5569 無
931-8688 富山市東岩瀬町100 1,058 0 0 076-437-9231 22,500 港･関･海･鉄･貨･

076-437-9115 有 自・低
931-8585 富山市八町3309 3,150 0 0 076-434-3811 8,600 鉄･貨･自･他

076-434-4228 有
939-8195 富山市上野333-3 3,884 0 0 076-429-6200 17,739 貨･自

076-429-0708 無
939-8208 富山市布瀬町南2-12-3 5,650 0 0 076-493-7373 1,000 貨･自

076-491-2546 無
930-0996 富山市新庄本町2-8-59 42,576 0 0 076-452-5512 7,017,528 港・関・海・鉄･冷･貨･自･航･

076-452-5521 有 力･他
富山市(旧婦中町)

939-2721 富山市婦中町板倉797-3 3,893 0 0 076-466-2828 1,000 貨･自
076-466-3535 無

939-2757 富山市婦中町道場39-8 1,259 0 0 076-466-9211 4,200 貨･自
076-466-9200 無

1

12

11

2

(株)島田産業

丸栄運輸機工(株)

13 日本通運(株)　富山支店

西村物流(株)

富山港湾運送(株)

富山通運(株)

(協)富山トラック輸送センター

9

10

8 富山県米穀(株)

7

4 大興運輸倉庫(株)

6

5 (株)ティピ－エス

トナミ運輸(株)　富山主管支店

富山県トラック(株)

事業者名
郵便
番号

所在地

クレハ運送(株)

2

1 (株)アイカワ

池田興業(株)　北陸支店

3

所轄面(容)積
兼営業種

港･･･港湾運送業    関･･･通関業                                                           海･･･海運業                                      鉄･･･利用運送業（鉄道） 

冷･･･冷蔵倉庫業  貨･･･貨物自動車運送業                                     自･･･貨物運送取扱業（自動車）  航･･･貨物運送取扱業（航空） 

不･･･不動産事業    カ･･･子会社等が貨物自動車運送業を営業   低･･･低温倉庫                                 他･･･その他 



TEL 資本金(万円)

普通倉庫

(m2)

野積倉庫

(m2)

サイロ・タ

ンク(m3)
FAX 発券許可

富山市(旧八尾町)
939-2363 富山市八尾町新田179 1,787 0 0 076-455-3030 1,200 貨･自

076-429-2221 無
富山市(旧大沢野町)

939-2221 富山市西大沢430 1,477 0 0 0764-68-3303 1,000 他
0764-68-3302 無

諸星 産業(株)　富山ロジスティクスセンタ－1

1 日本海通商(株)　八尾営業所

事業者名
郵便
番号

所在地
所轄面(容)積

兼営業種

港･･･港湾運送業    関･･･通関業                                                           海･･･海運業                                      鉄･･･利用運送業（鉄道） 

冷･･･冷蔵倉庫業  貨･･･貨物自動車運送業                                     自･･･貨物運送取扱業（自動車）  航･･･貨物運送取扱業（航空） 

不･･･不動産事業    カ･･･子会社等が貨物自動車運送業を営業   低･･･低温倉庫                                 他･･･その他 



富山県　高岡地区

TEL 資本金(万円)

普通倉庫

(m2)

野積倉庫

(m2)

サイロ・タ

ンク(m3)
FAX 発券許可

高岡市
0766-84-2411 3,000
0766-84-9075 無
0766-64-0545 128,430
0766-64-0546 無
0766-23-0210 4,500
0766-23-0509 有
0766-23-0336 3,500
0766-25-8201 無
0766-23-0336 2,430
0766-25-8201 無
0766-22-6310 5,000
0766-21-8371 無
0766-21-3100 3,500
0766-21-3663 無

危険品タンク 0766-45-1142 185,050 港･関･海･鉄･貨･
720 0766-45-1187 有 自･不･カ･低･他

射水市 (旧新湊市)
0766-86-2406 80,000
0766-86-2412 無
0766-83-7309 600
0766-83-7416 無
0766-82-2105 1,000
0766-84-4308 有
0766-84-1008 4,820
0766-82-3418 無
0766-84-5556 1,500
0766-84-8808 無
0766-84-3173 3,000
0766-82-4770 有

934-0001 射水市庄西町2-4-16 21,912 369 0 貨･自･低

934-0046 射水市今井125 689 0 0 貨･自

4 大幸運輸(株) 934-0046 射水市今井157 1,399 0 0 貨･自

6 八嶋(名)

5 北陸湊運輸(株)

0 低・他・鉄

3 新湊物産(株) 934-0001 射水市庄西町1-18-8 1,479 0 0

7 高岡通運(株)

8 伏木海陸運送(株)

933-0251 射水市有磯2-27-1 1,976 0 0 他

2 (有)協和興業 934-0025

4 933-0062 高岡市江尻366 1,938 0 0 貨･自呉西運送(株)

5 三和運輸(株) 933-0901 高岡市向野本町300 2,907 0 0 貨･自

24,743 0 2,335 鉄･貨･低･他

933-0003 高岡市能町字打山555 874 0 0 低・他

他

射水市津幡江736-1 691 0 0

大塚倉庫(株)　富山営業所1

1 (株)石敬木材センタ－

2

3 荻布倉庫(株)

6 (株)高岡食糧

933-0192 高岡市伏木湊町5-1 16,782 0

933-0003 高岡市能町1935 1033 0

933-0073 高岡市荻布字川開688

他

939-0128

事業者名
郵便
番号

所在地
所轄面(容)積

兼営業種

遠州トラック(株)富山営業所

934-0092 高岡市中曽根123-1 1,493 1,020 0

高岡市福岡町江尻450-1 1,419 0 0

港･･･港湾運送業    関･･･通関業                                                           海･･･海運業                                      鉄･･･利用運送業（鉄道） 

冷･･･冷蔵倉庫業  貨･･･貨物自動車運送業                                     自･･･貨物運送取扱業（自動車）  航･･･貨物運送取扱業（航空） 

不･･･不動産事業    カ･･･子会社等が貨物自動車運送業を営業   低･･･低温倉庫                                 他･･･その他 



TEL 資本金(万円)

普通倉庫

(m2)

野積倉庫

(m2)

サイロ・タ

ンク(m3)
FAX 発券許可

射水市(旧小杉町)
0766-55-2061 204,694
0766-55-2247 有
0766-55-0808 7,200
0766-55-0500 無
0766-55-1421 3,200
0766-55-3368 無

4 センコー(株) 939-0321 射水市流通センター 12,142 0 0 0766-56-7210 1,829,564 鉄･貨･自

0 港･関･自･航

3 シンコー運輸倉庫(有) 939-0306 射水市手崎403 6,334 0 0 貨

939-0303 射水市西高木50 2,440 0 0 貨･自2 河島運輸(株)

1 伊勢湾海運(株)　富山支店 939-0305 射水市鷲塚150-1 4,369 0

事業者名
郵便
番号

所在地
所轄面(容)積

兼営業種

港･･･港湾運送業    関･･･通関業                                                           海･･･海運業                                      鉄･･･利用運送業（鉄道） 

冷･･･冷蔵倉庫業  貨･･･貨物自動車運送業                                     自･･･貨物運送取扱業（自動車）  航･･･貨物運送取扱業（航空） 

不･･･不動産事業    カ･･･子会社等が貨物自動車運送業を営業   低･･･低温倉庫                                 他･･･その他 



富山県　栃波地区

TEL 資本金(万円)

普通倉庫

(m2)

野積倉庫

(m2)

サイロ・タ

ンク(m3)
FAX 発券許可

砺波市
0763-32-9857 49,000
0763-32-9666 有
0763-33-5112 3,400
0763-33-5113 無

小矢部市
0766-61-4555 9,500
0766-61-4565 無
0766-67-6111 2,000
0766-67-6257 無

南砺市
0763-23-3011 1,200
0763-23-3010 無
0763-22-7887 6,000
0763-22-7423 無

0 貨

2 大和トランスポ－ト(株) 932-8555 小矢部市赤倉169 1,195 0

0 貨・自2 福光運輸(株) 939-1521 南砺市苗島65 754 0

0 0 貨・自

1 932-0122 小矢部市浅地字浄土寺193

1 (株)新陸運輸 939-1701 南砺市遊部366-1 993

0 貨・自

東砺倉庫(株)　富山営業所 6,545 0

事業者名
郵便
番号

兼営業種

1 939-1336 砺波市西中631-6 8,779 0

所在地
所轄面(容)積

京神倉庫(株)　北陸支店

貨･力･他(株)スリー・ティ 11,315 0

自･力･低

2 939-1335 砺波市鷹栖2305 0

0

港･･･港湾運送業    関･･･通関業                                                           海･･･海運業                                      鉄･･･利用運送業（鉄道） 

冷･･･冷蔵倉庫業  貨･･･貨物自動車運送業                                     自･･･貨物運送取扱業（自動車）  航･･･貨物運送取扱業（航空） 

不･･･不動産事業    カ･･･子会社等が貨物自動車運送業を営業   低･･･低温倉庫                                 他･･･その他 



管轄税関 管轄官署 名  称 所在地
許可期間
満了日 蔵置貨物の種類

保税地域
コード 備考

東京税関 新潟税関支署東港出張所 旭カーボン(株)東港油槽所 新潟県新潟市北区太郎代字浜辺２８８１－１１、２８８１－１８、２８８１－４７ H31.02.28 輸入危険貨物 1OW72
東京税関 新潟税関支署東港出張所 (株)イチマサ冷蔵 新潟県新潟市北区白勢町字上大曲９７－４、８ H30.08.31 輸入冷凍冷蔵貨物 1OW05

東港 新潟県新潟市北区白勢町字焼谷内２５０－２

東京税関
新潟税関支署東港出張所 出光興産(株)新潟油槽所 新潟県新潟市北区太郎代字浜辺２８８１－２４、２８８１－２６～２８、２８８１

－３０、２８８１－３２、２８８１－３３、２８８１－３５
H31.12.31 輸入危険貨物 1OW30

新潟県新潟市北区太郎代字浜辺地先
東京税関 新潟税関支署東港出張所 (株)上組 新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟字横道 H32.04.30 輸出入一般貨物 1OW31

新潟支店新潟東港倉庫 下５３２２－３、５３２２－１１、５５０６－２、８４２８－３
新潟県北蒲原郡聖籠町東港６－１９２３－２３

東京税関 新潟税関支署東港出張所 (株)クラレ　新潟事業所 新潟県胎内市倉敷町２－２８ H28.12.31 輸出一般貨物 1OW68
東京税関 新潟税関支署東港出張所 (株)セイヒョー　豊栄工場 新潟県新潟市北区木崎下山１７８２－１ H28.06.30 輸出入冷凍冷蔵貨物 1OW42
東京税関 新潟税関支署東港出張所 センコン物流(株)　新潟営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟字横道下５３２２－１５ H28.12.31 輸出入一般貨物 1OW55

東京税関
新潟税関支署東港出張所 全農エネルギー(株)　新潟石油基地 新潟県北蒲原郡聖籠町東港１－１－２１７、１－１－２１６、１－１－１５６、１

地内
H33.01.31 輸入危険貨物 1OW75

東京税関

新潟税関支署東港出張所 全農サイロ(株)新潟支店 新潟県北蒲原郡聖籠町東港３－６９８０、３－６９８１、３－６９８２－１、３－
６９８３、３－６９８４、３－６９８６、３－６９８７、３－６９８９－１、３－６９８９－
２、３－６９９０、３－７００３－５、３－６９６２－１、３－６９６２－２、３－６９７３
－３、３－６９７４－１、３－６９７４－２、３－６９７５、６９７５－２、３－６７７９
－６、３－６８０５、３－６８１５－７、３－６９４８－１、３－６９６５－２、３－７０
０３－４

H33.02.28 輸出入一般貨物 1OW01

東京税関 新潟税関支署東港出張所 中越運送(株)　東港 新潟県新潟市北区笹山東１９ H31.02.28 輸出入一般貨物 1OW71
東京税関 新潟税関支署東港出張所 東西オイルターミナル(株)東新潟油槽所 新潟県新潟市北区太郎代字浜辺２８８１－２１～２３、２８８１－５８ H29.01.31 輸入危険貨物 1OW43

東京税関
新潟税関支署東港出張所 東北電力(株)新潟東港 新潟県北蒲原郡聖籠町東港１－１－１５５、１－１－１５６、１－１－１６５、１

－１－１６６、１丁目地内
H30.04.30 輸入危険貨物 1OW14

東京税関 新潟税関支署東港出張所 東部運送(株)東港物流営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町東港５－１９２３－１ H30.06.30 輸出入一般貨物 1OW70
東京税関 新潟税関支署東港出張所 新潟運輸(株)東港 新潟県北蒲原郡聖籠町東港３－６２４０－４２ H30.03.31 輸出入一般貨物 1OW47
東京税関 新潟税関支署東港出張所 (株)ニイガタキャリイ　東港 新潟県北蒲原郡聖籠町位守町１６０－５０ H30.02.28 輸出入冷凍冷蔵貨物 1OW59
東京税関 新潟税関支署東港出張所 (株)新潟食品運輸　東港物流倉庫 新潟県新潟市北区浜浦字古川３３４２－６ H28.11.30 輸出入一般貨物 1OW37

新潟県新潟市北区横土居字新川前２１９

東京税関

新潟税関支署東港出張所 新潟石油共同備蓄(株) 新潟県新潟市北区太郎代字浜辺２８８１－２、２８８１－６、２８８１－４２、２
８８１－４４、１－９６、１－７４７、１－７９２、１－１０５１、１－１０５４、１－１０
８６、１－１１０６

H30.07.31 輸入危険貨物 1OW02

新潟県北蒲原郡聖籠町東港１－１４０、１
東京税関 新潟税関支署東港出張所 新潟木材倉庫(株)新潟東港木材野積場 新潟県北蒲原郡聖籠町東港４－８１２９他５７筆 H28.03.31 輸出入一般貨物 1OW17
東京税関 新潟税関支署東港出張所 日軽物流(株)新潟東港 新潟県新潟市北区白勢町字上大曲６９－１２ H31.04.30 輸出入一般貨物 1OW73

東京税関

新潟税関支署東港出張所 日本海エル・エヌ・ジー(株) 新潟県北蒲原郡聖籠町東港１丁目地先新潟県北蒲原郡聖籠町東港１－１
－１７１、１７４、１７５、１８０、１８１、２２６
新潟県北蒲原郡聖籠町東港１－１６１２－１７、１８、１９、３２、３３、３４、２
９、２２、１４１、１２７、１４３、１２１、１２２、１２３、１１４、１２、１１２、１１０、１１
６、１０９、１１５
新潟県北蒲原郡聖籠町１－１７６４－６、１９９０－８、１９９０－７、１７６４－
５、１７６４－４、１７６４－３、１９９０－３、１９９０－２、２０９８－４

H31.08.31 輸入危険貨物（液化天然ガスに限
る）

1OW38

東京税関 新潟税関支署東港出張所 日本梱包運輸倉庫(株)　新潟東港出張所 新潟県北蒲原郡聖籠町大字網代浜字川跡３１２０－１３６ H27.12.31 米(関税が無税のものに限 1OW76
新潟県北蒲原郡聖籠町大字網代浜字向札ノ木３１０３－５
新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟字古堤８３９４-１２４
曽根５０２９-３新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟字丑ヶ
新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟字横道下５３２２-１９

東京税関 新潟税関支署東港出張所 日本通運(株)新潟海運支店東港 新潟県北蒲原郡聖籠町東港３－４３２－１６、３－３５３－７ H28.01.31 一般貨物及び輸入木材 1OW21
東京税関 新潟税関支署東港出張所 (株)東港冷蔵 新潟県北蒲原郡聖籠町東港７－５８４０－１２ H32.09.30 輸出入冷凍貨物 1OW65



管轄税関 管轄官署 名  称 所在地
許可期間
満了日 蔵置貨物の種類

保税地域
コード 備考

東京税関 新潟税関支署東港出張所 富士運輸(株)東港支店 新潟県北蒲原郡聖籠町東港６－１９２３－１１ H31.03.31 輸出入一般貨物 1OW24
東京税関 新潟税関支署東港出張所 北越物流(株)東港 新潟県北蒲原郡聖籠町位守町１６０－３９ H31.03.31 輸入一般貨物 1OW25
東京税関 新潟税関支署東港出張所 北越物流(株)東港ＨＥＣ 新潟県北蒲原郡聖籠町東港７－５８４０－１３ H29.05.31 輸入一般貨物 1OW57
東京税関 新潟税関支署東港出張所 北越物流(株)東港チップ 新潟県北蒲原郡聖籠町東港２－１－２２６、２２８、東港２－１地内中央埠頭

東
H30.04.30 輸入一般貨物（木材チップ 1OW48

東京税関 新潟税関支署東港出張所 巻運送(株)　豊浦 新潟県新発田市大字荒町字家ノ裏甲１２０９－５ H30.03.31 輸入一般貨物 1OW60
東京税関 新潟税関支署東港出張所 (株)丸運　新潟物流センター 新潟県胎内市清水９－１０６ H30.03.31 輸出入一般貨物 1OW61
東京税関 新潟税関支署 東港出張所 (株)マルハコーポレーション　東港営業所 新潟県北蒲原郡聖籠町東港７－１５－１６ H28.12.31 輸入一般貨物 1OW77

東京税関
新潟税関支署 東港出張所 三菱瓦斯化学(株)新潟工場 新潟県新潟市北区太郎代字浜辺２８８１－３０、２８８１－３２、２８８１－３

３、２８８ １－３５、１－１１０４、１－１０８６
H31.02.28 輸出入危険貨物 1OW03

東京税関
新潟税関支署 東港出張所 山ス流通サービス（株）高助Ｃ＆Ｆセンター 新潟県北蒲原郡聖籠町大字蓮潟字横道

下５３２２－１３、５３２２－１４
H31.09.30 輸出入冷凍冷蔵貨物及び

輸出入一般貨物
1OW81

東京税関
新潟税関支署 東港出張所 山ス流通サービス（株）東港定温庫 新潟県新潟市北区横土居字六本山２０１

５、２０１６、２０２５、２０３２、２０３３、２０３
H31.09.30 輸出入一般貨物 1OW82

東京税関 新潟税関支署 東港出張所 (株)リンコーコーポレーションＫＳ 新潟県北蒲原郡聖籠町東港４－２５６－８ H27.10.31 木材 1OW67

東京税関
新潟税関支署 東港出張所 (株)リンコーコーポレーション第３ＣＦＳ 新潟県新潟市北区横土居字六本山２０７０ H30.01.31 輸出入一般貨物、輸出入

危険貨物、船用品及び仮 陸揚貨物
1OW78

東京税関 新潟税関支署 東港出張所 (株)リンコーコーポレーション東港ＮＳ 新潟県北蒲原郡聖籠町東港３－７５－１ H31.06.30 輸出入一般貨物 1OW80
東京税関 新潟税関支署 東港出張所 (株)リンコーコーポレーション東港ターミナル 新潟県北蒲原郡聖籠町東港３－１７０、３－３５３－１他 H32.08.31 輸出入一般貨物 1OW40
東京税関 新潟税関支署 東港出張所 (株)リンコーコーポレーション東港中央東２号 新潟県北蒲原郡聖籠町東港２丁目地内 H29.08.31 輸出一般貨物 1OW69
東京税関 新潟税関支署 東港出張所 (株)リンコーコーポレーション東港木材 新潟県北蒲原郡聖籠町東港４－２５６－１３ H31.02.28 輸入一般貨物 1OW29

東京税関
新潟税関支署 東港出張所 ENEOSグローブガスターミナル（株） 新潟ガスターミ

ナル
新潟県北蒲原郡聖籠町東港２－１６２４－２ H30.03.31 輸入危険貨物（プロパン及びブタン

で無税のものに限 る）
1OW79

東京税関 新潟税関支署 新潟空港出張所 (株)シルバーホテル新潟空港 新潟県新潟市東区松浜町３７１０ H29.09.30 機用品 1QW11

東京税関
新潟税関支署 新潟空港出張所 全日本空輸(株)新潟空港 新潟県新潟市東区松浜町３６６３ H28.06.30 輸入一般貨物、仮陸揚貨物、ＵＬＤ、

携帯品及び機用 品
1QW10

東京税関 新潟税関支署 新潟空港出張所 新潟空港ビルディング(株) 新潟県新潟市東区松浜町３７１０ H28.05.31 保税売店において販売する貨物 1QW01
東京税関 新潟税関支署 新潟空港出張所 新潟空港ビルディング(株)物地区 新潟県新潟市東区松浜町３６５６ H29.11.30 輸出入一般貨物及び輸出入冷凍冷蔵貨物 1QW12
東京税関 新潟税関支署 新潟空港出張所 日本航空(株)新潟空港 新潟県新潟市東区松浜町３６６３ H28.01.27 一般貨物(仮陸揚貨物、携帯品及び機用品を含

む)
1QW08 届出蔵置場

東京税関 新潟税関支署 直江津出張所 新潟王子運送（株）上越 新潟県上越市頸城区西福島４２４－１ H28.10.31 輸出入一般貨物 1RW18
東京税関 新潟税関支署 直江津出張所 国際石油開発帝石（株）直江津ＬＮＧ基地 新潟県上越市八千浦１２、１２番地先 H31.07.31 輸入危険貨物（液化天然ガスに限

る）
1RW33

東京税関 新潟税関支署 直江津出張所 昭和瀝青工業(株)上越油槽所 新潟県上越市大字黒井字添２９０５ H30.06.30 輸入危険貨物（メタノールに限る。） 1RW22
東京税関 新潟税関支署 直江津出張所 信越化学工業(株)直江津工場塩化物 新潟県上越市頸城区西福島字古城３の丁１８３－１、２の丁８１－５ H30.04.30 輸出危険貨物 1RW02
東京税関 新潟税関支署 直江津出張所 信越化学工業(株)直江津工場工業塩 新潟県上越市頸城区西福島字古城２の丁８１－１ H27.10.31 輸入一般貨物（工業塩に限る） 1RW29
東京税関 新潟税関支署 直江津出張所 中部電力（株）上越火力発電所 新潟県上越市八千浦２ H29.09.30 輸入危険貨物（液化天然ガスに限

る）
1RW32

東京税関 新潟税関支署 直江津出張所 直江津海陸運送(株) 新潟県上越市大字直江津字名古ノ浦４４０－１８ H30.06.30 輸入一般貨物 1RW14

東京税関
新潟税関支署 直江津出張所 直江津海陸運送(株)

コンテナ・フレート・ステーショ ン
新潟県上越市大字直江津字名古の浦４４０－４１
新潟県上越市大字黒井字添２９１６、２９ ２２

H29.09.30 輸出入一般貨物 1RW21

東京税関 新潟税関支署 直江津出張所 直江津海陸運送(株)コンテナヤード 新潟県上越市大字黒井字添２８８６ H29.09.30 輸出入一般貨物 1RW20
東京税関 新潟税関支署 直江津出張所 直江津海陸運送(株)中央埠頭 新潟県上越市大字直江津字名古ノ浦４４０－４０ H28.04.30 輸入一般貨物 1RW09

東京税関
新潟税関支署 直江津出張所 日本通運(株)

直江津支店
新潟県上越市大字直江津字名古ノ浦４４０－１、４４０－４１
新潟県上越市大字黒井字添２９２３、２９ ２４

H28.01.31 一般貨物及び輸入木材 1RW07

東京税関
新潟税関支署 直江津出張所 日本通運(株)

直江津支店コンテナ
新潟県上越市大字黒井字添２９２２、２３３０－１、２３３８、２３３９、２３４０、
２３４１、２３４２、２３４３、２３４４、２９１６

H28.01.22 一般貨物(コンテナを含む) 1RW13 届出蔵置場

東京税関 新潟税関支署 直江津出張所 日本通運(株)直江津支店中央埠頭２号 新潟県上越市大字直江津字名古ノ浦４４０－４０ H28.01.22 一般貨物 1RW17 届出蔵置場

東京税関 新潟税関支署 直江津出張所 日本通運(株)直江津支店東６号コンテナ 新潟県上越市大字黒井字添２８８６ H28.01.22 一般貨物 1RW19 届出蔵置場

東京税関 新潟税関支署 直江津出張所 日本曹達(株)二本木工場 新潟県上越市中郷区藤沢９５０ H33.03.31 輸出一般貨物及び輸出危険貨物 1RW31

東京税関
新潟税関支署 直江津出張所 (株)ボルテックスセイグン上越物流センター 新潟県上越市頸城区西福島４４０－１０ H28.02.29 輸出一般貨物(消防法別表第4類に

掲げる危険物を含む)
1RW16

東京税関 新潟税関支署 直江津出張所 (株)ボルテックスセイグン上越物流センター福橋倉
庫

新潟県上越市大字下真砂字西袋６４－５ H28.02.29 一般貨物 1RW26



管轄税関 管轄官署 名  称 所在地 許可期間
満了日

蔵置貨物の種類 保税地域
コード

備考

大阪税関 伏木税関支署 (株)アイ・テック 北陸支店 富山県射水市新堀６番１ H28.10.31 輸出入一般貨物 43W51
大阪税関 伏木税関支署 伊勢湾海運(株) 富山 富山県射水市鷲塚１５０番の１、１５１番 の１、１５８番 H28.01.24 一般輸出入貨物 43W03 届出蔵置場

大阪税関
伏木税関支署 出光興産(株) 伏木油槽所 富山県高岡市伏木磯町１番１４号 H30.08.31 輸出入危険貨物及び機用 品

（危険貨物）
43W41

大阪税関 伏木税関支署 (株)新陸運輸 福野下吉江倉庫 富山県南砺市下吉江３１２番地１ H30.06.30 輸出入一般貨物 43W52
大阪税関 伏木税関支署 高岡冷蔵(株) 小杉工場 富山県射水市流通センター青井谷１丁目 ９番地 H31.11.30 輸出入冷凍冷蔵貨物 43W10
大阪税関 伏木税関支署 (株)富冷 小杉工場 富山県射水市流通センター水戸田３丁目 ５番地 H32.04.30 輸出入冷凍冷蔵貨物 43W27
大阪税関 伏木税関支署 富山港湾運送(株) 富山新港流通センター 富山県高岡市石丸７０４番５ H29.11.30 輸入一般貨物（亜鉛鉱石） 43W47
大阪税関 伏木税関支署 富山港湾運送(株) 富山中央木材新港倉庫 富山県高岡市堀岡又新２０番地３ H30.08.31 輸出入一般貨物 43W58
大阪税関 伏木税関支署 日本通運(株) 富山港支店新港流通倉庫 富山県射水市奈呉の江４番１ H29.12.31 輸出入一般貨物 43W56

大阪税関
伏木税関支署 日本通運(株) 富山新港流通センター 富山県高岡市石丸７０４番地１１ H28.01.22 輸出入一般貨物、船用品、 別

送品、託送品及び仮陸 揚貨物
43W34 届出蔵置場

大阪税関 伏木税関支署 福井貨物自動車(株) 富山営業所 富山県射水市小泉１７６番１、１７８番１ H31.06.30 輸出入一般貨物 43W54

大阪税関
伏木税関支署 伏木海陸運送(株) ＣＦＳ 富山県高岡市石丸７０５番地１、７０５番 地２、７０５番地４、７

０５番地５ 富山県射水市奈呉の江１番地１、１番地 ２、１番地
３

H33.08.27 輸出入一般貨物、船用品 及び
仮陸揚貨物

43W24 届出蔵置場

大阪税関 伏木税関支署 伏木海陸運送(株) シンコー吉久倉庫 富山県高岡市吉久１丁目３３８－４ H31.02.28 輸出入一般貨物 43W32
大阪税関 伏木税関支署 伏木海陸運送(株) 第二ＣＦＳ上屋 富山県高岡市石丸７０４番１、７０４番１０ H30.01.31 輸出入一般貨物 43W31
大阪税関 伏木税関支署 伏木海陸運送(株) 富山新港１１号倉庫 富山県射水市奈呉の江３番１ H32.05.31 輸出入一般貨物 43W49
大阪税関 伏木税関支署 伏木海陸運送(株) 伏木港左岸 富山県高岡市伏木錦町地先 H29.01.31 輸出入一般貨物 43W22

大阪税関
伏木税関支署 伏木海陸運送(株) 万葉野積場 富山県高岡市伏木万葉埠頭５番２号 H31.09.30 輸出一般貨物（自動車（関 税

率表８７.０２、８７.０３、８ ７.０４
に該当する貨物に限 る））

43W55

大阪税関 伏木税関支署 八嶋合名会社 三ケ新倉庫 富山県射水市庄西町２丁目４番１６号 H30.06.30 輸出入一般貨物 43W25
大阪税関 伏木税関支署 山森運輸(有) 本社冷凍倉庫 富山県射水市高木２６４番地、２６５番地 H33.03.31 輸出入冷凍冷蔵貨物 43W57
大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 新日本海重工業（株） 本社工場 富山県富山市西宮町１番１号 H32.05.31 輸出入一般貨物 44W34
大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 高岡冷蔵(株) 富山工場 富山県富山市西二俣９１番１ H32.10.31 輸出入冷凍冷蔵貨物 44W22
大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 トナミ運輸（株） 富山流通センター 富山県富山市宮町３３４番１ H31.03.31 輸出入一般貨物 44W35
大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 富山港湾運送(株) ６号野積場 富山県富山市東岩瀬町海岸通２５、東岩 瀬町６７８－１ H30.02.28 輸出入一般貨物 44W27
大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 富山港湾運送(株) ８号野積場 富山県富山市草島 H28.05.31 輸出入一般貨物 44W31
大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 富山港湾運送(株) １４号・１５号野積場 富山県富山市岩瀬諏訪町７３番１ H30.02.28 輸出入一般貨物 44W28
大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 富山港湾運送(株) 池田 富山県富山市岩瀬池田町８番１ H28.05.31 輸出入一般貨物 44W32
大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 富山港湾運送(株) 昭和タイタニウム６号倉庫 富山県富山市千原崎字大坪割１４－２ H28.05.31 輸出入一般貨物 44W24
大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 富山港湾運送(株) 東岩瀬野積場 富山県富山市東岩瀬町字海岸通り９番 地、１１番１ H29.05.31 輸出入一般貨物 44W14
大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 日本海石油(株) 富山県富山市四方北窪字前島平均５００ 番地 H27.10.31 輸入危険貨物 44W23
大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 日本海冷蔵(株) 富山県富山市赤江町４番地６ H31.04.30 輸出入冷凍貨物 44W12
大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 日本通運(株) 富山港支店岩瀬諏訪町 富山県富山市岩瀬諏訪町７３番１ H30.02.28 輸出入一般貨物 44W29
大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 日本通運(株) 富山港支店草島６号 富山県富山市草島 H29.07.31 輸出入一般貨物 44W20
大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 日本通運(株) 富山港支店東岩瀬７号 富山県富山市東岩瀬町海岸通り H32.01.31 輸出入一般貨物 44W30
大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 日本通運(株) 富山港支店４号、５号野積場 富山県富山市東岩瀬町海岸通り２１、２３ H28.06.30 輸出一般貨物（鉄のスク ラッ

プ）
44W33

大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 福山通運(株) 富山支店 富山県富山市水橋市田袋１５番地３０ H31.03.31 輸出入一般貨物 44W21
大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 諸星産業(株) 富山ロジスティックスセンター 富山県富山市西大沢４３０番地 H29.03.31 輸出入一般貨物 44W19
大阪税関 伏木税関支署富 山出張所 山口物流(株) 本社工場 富山県富山市婦中町萩島字土手下３２５ ３番地１４ H32.07.31 輸出一般貨物 44W25

大阪税関
伏木税関支署富 山空港出張所 全日本空輸(株) 富山空港 富山県富山市秋ケ島３０番地富山空港 貨物ビル内 H29.03.31 輸出入一般貨物、船用品、 携

帯品、別送品、託送品、 ＵＬＤ
及び機用品

45W02

大阪税関
伏木税関支署富 山空港出張所 富山空港ターミナルビル(株) 富山県富山市秋ケ島１９１番地 H29.03.31 保税売店において販売する 貨

物及び輸出入一般貨物
45W04

大阪税関
伏木税関支署富 山空港出張所 日本通運(株) 富山航空支店国際貨物課 富山県富山市秋ケ島３０番地富山空港 貨物ビル内 H28.01.22 輸出入一般貨物、船用品 及び

別送品
45W01
45P01

届出蔵置場



管轄税関 管轄官署 名  称 所在地
許可期間
満了日 蔵置貨物の種類

保税地域
コード 備考

大阪税関
金沢税関支署 石川中央魚市(株) みなと冷蔵 石川県金沢市湊４丁目５番１号 H28.06.30 輸出入冷凍冷蔵貨物 4ZW05

大阪税関
金沢税関支署 上田運輸(株) 物流センター 石川県小松市日末町ま７４番地１、７４番 地８、

７４番地１０

H32.05.31 輸出入一般貨物及び輸出 入危険貨物 4ZW23

大阪税関
金沢税関支署 ウロコ冷蔵(株) 石川県金沢市湊４丁目７番地２ H30.06.30 輸出入冷凍冷蔵貨物 4ZW04

大阪税関
金沢税関支署 (株)金沢港運 石川県金沢市戸水町タ３４番地１、タ３８ 番地

１、タ３９番地、タ４０番地

H30.05.31 輸出入一般貨物 4ZW13

大阪税関
金沢税関支署 金沢港運穀物サイロ 石川県金沢市無量寺町リ１４番地１、１３ 番地

１、１５番地１、１６番地１

H33.06.30 小麦（関税が無税のものに 限る） 4ZW26

大阪税関
金沢税関支署 金沢港運６号上屋 石川県金沢市大野町新町１番地５ H32.09.30 輸出入一般貨物 4ZW25

大阪税関
金沢税関支署 (株)コバヨウ アストモスエネルギー金沢 ターミナル 石川県金沢市大野町４丁目ソ６番地 H29.10.31 輸入危険貨物（プロパン、 ブタン） 4ZW22

大阪税関
金沢税関支署 ＪＸ日鉱日石エネルギー(株) 金沢油槽所 石川県金沢市大野町４丁目ソの部５番地 H30.03.31 機用品（危険貨物） 4ZW16

大阪税関
金沢税関支署 全国漁業協同組合連合会 金沢油槽所 石川県金沢市大野町４丁目ソの部１１番 地 H30.12.31 輸入危険貨物 4ZW02

大阪税関
金沢税関支署 全農エネルギー(株) 金沢石油基地 石川県金沢市大野町４丁目レ４０番１３７ H32.03.31 輸入危険貨物 4ZW19

大阪税関
金沢税関支署 東西オイルターミナル(株) 金沢油槽所 石川県金沢市大野町４丁目ソ３番 H27.10.31 輸入危険貨物 4ZW27

大阪税関
金沢税関支署 (株)ニチレイ・ロジスティクス 関西

金沢物流センター
石川県金沢市割出町５６４番地２ H31.09.30 輸出入冷凍冷蔵貨物及び 輸出入一般貨物 4ZW03

大阪税関
金沢税関支署 日本通運(株) 金沢支店国際物流センター 石川県金沢市湊３丁目５番地１、３丁目５ 番地

２

H28.01.22 一般輸出入貨物 4ZW08 届出蔵置場

大阪税関
金沢税関支署 (株)ニホンパッケージ 金沢営業所第１倉庫 石川県金沢市粟崎町５丁目３５番１ H32.06.30 輸出入一般貨物 4ZW24

大阪税関
金沢税関支署七 尾出張所 ＥＮＥＯＳグローブガスターミ ナル(株) 七尾ガスターミ

ナル
石川県七尾市三室町１５０部２９番地 H31.02.28 輸入危険貨物（液化石油ガ ス） 41W01

大阪税関
金沢税関支署七 尾出張所 共立商事(株) 七尾油槽所 石川県七尾市矢田新町乙部５３番地２ H31.02.28 輸入危険貨物 41W05

大阪税関
金沢税関支署七 尾出張所 七尾海陸運送(株) 大田埠頭倉庫 石川県七尾市大田町１１１之部３２番地 H28.02.29 一般輸入貨物 41W06

大阪税関
金沢税関支署七 尾出張所 七尾海陸運送(株) 第二埠頭倉庫 石川県七尾市矢田新町ニ部１６８番地 H33.04.30 輸出入一般貨物 41W04

大阪税関
金沢税関支署小 松空港出張所 ＡＮＡホールディングス（株） 小松空港給油施設 石川県小松市浮柳町小松空港内 H30.01.31 機用品（危険貨物） 42W06

大阪税関
金沢税関支署小 松空港出張所 日本航空（株） 小松空港 石川県小松市浮柳町小松空港内 H28.03.31 一般輸出入航空貨物、携 帯品、別送品、託

送品、機 用品及び仮陸揚貨物（ULD を含む）
42W03

大阪税関
金沢税関支署小 松空港出張所 日本通運(株) 金沢航空支店 石川県小松市浮柳町 H28.01.22 一般輸出入貨物 42W02

42P01

届出蔵置場

大阪税関
金沢税関支署小 松空港出張所 北陸エアターミナルビル(株) 石川県小松市浮柳町ヨ５０番地先 H32.02.29 保税売店において販売する 貨物 42W01

大阪税関

金沢税関支署小 松空港出張所 北陸エアターミナルビル(株) 貨物業務部 石川県小松市草野町ハ２６番地 石川県小松市
草野町ハ３９番地

H30.06.30 輸出入一般貨物、機用品、 船用品、別送品、
携帯品、 託送品及び仮陸揚貨物（Ｕ ＬＤを含
む）

42W04
42P02
42P04



管轄税関 管轄官署 名  称 所在地
許可期間
満了日

蔵置貨物の種
類

保税地域
コード

備考

大阪税関 敦賀税関支署 敦賀海陸運輸(株) 川崎松栄 福井県敦賀市川崎町２６１番地、２６２番 地 H30.01.31 輸出入一般貨物 4XW01
大阪税関 敦賀税関支署 敦賀海陸運輸(株) 新港 福井県敦賀市泉１７１－９ H30.01.31 輸出入一般貨物 4XW02
大阪税関 敦賀税関支署 敦賀海陸運輸(株) 敦賀港鞠山南Ｃ 福井県敦賀市金ヶ崎４９番１ H31.12.31 輸出入一般貨物 4XW13

大阪税関
敦賀税関支署 敦賀ターミナル(株) 福井県敦賀市金ヶ崎町２２番１、２２番２

福井県敦賀市泉１７３号カブト岩１－１、１－２、１－５
H30.01.31 輸入危険貨物 4XW09

大阪税関
敦賀税関支署 (株)ニチレイ・ロジスティクス 関西

敦賀物流センター
福井県敦賀市蓬莱町１番地１６ H32.08.31 輸出入冷凍冷蔵貨物及

び 輸出入一般貨物
4XW05

大阪税関
敦賀税関支署 福井県漁業協同組合連合会 敦賀

支所製氷冷蔵工場
福井県敦賀市松栄町３６９番地 H30.06.30 輸出入冷凍冷蔵

貨物
4XW03

大阪税関
敦賀税関支署 福井倉庫(株) 敦賀 福井県敦賀市莇生野７８号粽田１番地 １、１番地２、２番地、

３番地、４番地、５番 地１、６番地１、１７番地
H28.11.30 輸出入一般貨物 4XW11

大阪税関

敦賀税関支署 (株)若狭物流 福井県敦賀市中９号石ナ田１番、２２番 福井県敦賀市中１０
号エゴダ２番、３番、 １０番、１２番 福井県敦賀市中１１号下
石ナ田１７番 福井県敦賀市中１８号丁田１４番地１、１ ５番
地１、１７番地 福井県敦賀市中１９号東丁田１番地１ 福井県
敦賀市井川３９号丁田２番地１

H31.01.31 輸出入一般貨物 4XW06

大阪税関 敦賀税関支署 (株)若狭物流 敦賀倉庫 福井県敦賀市蓬莱町２番地１、２番地３ H29.11.30 輸出入一般貨物 4XW12
大阪税関 敦賀税関支署福 井出張所 (株)三景 福井県坂井市三国町黒目２１字上本割７ 番６ H28.07.31 輸出入一般貨物 4YW12

大阪税関

敦賀税関支署福井出張所 豊田運輸倉庫(株)第６サービスセン
ター

福井県越前市大手町８字北原1番地９、1番地１０、1番地２
０、１番地２６福井県越前市平林町２５字北原１番地１、1番
地１１、１番地１０、１番地２２、１番地２３福井県越前市岩内
町３０字東向山２番地１２、２番地５４

H30.05.31 輸出入一般貨物 4YW18

大阪税関 敦賀税関支署福井出張所 日本商運(株)物流センター 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月１２字杉木７番２、７番 H32.03.31 輸出入一般貨物 4YW17

大阪税関
敦賀税関支署福井出張所 日本通運(株)福井支店ターミナル 福井県福井市重立町２２字山下２番地１、５番地、６番地１、

６番地２、７番地１、７番地２
H28.01.22 一般輸出入貨物 4YW10 届出蔵置場

大阪税関 敦賀税関支署福井出張所 日本マイヤー(株)本社工場 福井県福井市上北野１丁目２７番３３号 H31.11.30 輸出入一般貨物 4YW02
大阪税関 敦賀税関支署福井出張所 福井貨物自動車(株) 福井県福井市西開発３丁目１２２番地、３ H29.02.28 輸出入一般貨物 4YW05

福井営業所 丁目２０４番地１、３丁目２０４番地２、３丁
目２０４番地３

大阪税関 敦賀税関支署福井出張所 福井国家石油備蓄基地 福井県福井市石新保町３８字臨海１番 H28.01.31 輸入原油 4YW15
原油貯蔵タンク 福井県福井市石橋町４４字臨海１番

福井県福井市白方町４６字臨海１番、４番
福井県坂井市三国町米納津５０字臨海１番、２番、４番

大阪税関 敦賀税関支署福井出張所 福井倉庫(株) 福井県坂井市坂井町宮領８字３番３、１９字１５番１、１９字１
５番２

H32.09.30 輸出入一般貨物
及び輸出入危険
貨物

4YW06

大阪税関

敦賀税関支署福 福井埠頭(株) 福井県坂井市三国町黒目２６の２、２７の８、２０の１、新保８
４字１の１、８３字１の１、８２字１の２９、８２字１の３１、７４字１
の８６、７４字１の８５、８６字１の７、８１字１の４、８１字１の２
３、８１字１の２１、７６字１の１

H31.10.31 輸出入一般貨物 4YW14

大阪税関 敦賀税関支署福 井出張所 福井郵便逓送(株)花堂倉庫 福井県福井市花堂北１丁目４番４２号 H27.10.31 輸出入一般貨物 4YW19

大阪税関
敦賀税関支署福 井出張所 (株)福栄倉庫 堀の宮営業所 福井県福井市堀の宮１丁目６０７番地、１ 丁目６０８番地、１

丁目６１１番地、１丁目 ６１２番地
H28.06.30 輸出入一般貨物 4YW16

大阪税関 敦賀税関支署福 井出張所 三谷興産(株) 本社工場 福井県福井市高柳２丁目１９０３番地 H29.07.31 輸出入冷凍冷蔵貨物 4YW09
大阪税関 敦賀税関支署福 井出張所 福井倉庫(株) 南江守 福井県福井市南江守町６１字鬼久保２番 地５、２番地４ H33.03.31 輸出入一般貨物 4YW20




