
輸出入・港湾関連情報報処理センター株式会社 

 

平成２１年度秋季ＮＡＣＣＳ地区協議会議事概要 

 

 

１．開催期間：平成２１年１０月１６日（金）から同年１１月２０日（金） 

 

２．開催地区：（航空）成田、名古屋、関空、福岡 

       （海上）苫小牧、仙台、東京、横浜、清水、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡、那覇 

 

３．協議会委員：各地区協議会委員名簿参照 

 

４．議事概要 

  以下のとおり議題を設け、各議題について、センターから説明を行った後に、委員からの意見・

要望を伺うとともに、意見交換を行った。 

  共通議題：○ センターを取り巻く状況について 

       ○ センターからの説明事項 

        ・ プログラム変更について 

        ・ ＮＡＣＣＳの契約状況等について 

        ・ 次期 Air-NACCS 稼動開始係る留意事項等について 

 

（１）センターを取り巻く状況について 

   センターの業務運営に対する利用者のご理解に謝意を述べるとともに、本年度のＮＡＣＣＳの

稼動状況、次期Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳへの切り替え時におけるシステム停止の件、次期Ａｉｒ－Ｎ

ＡＣＣＳの稼働に合わせて経済産業省のＪＥＴＲＡＳをＮＡＣＣＳに統合する件、また従来のＮ

ＡＣＣＳのみならず新たにその他の関連省庁システムも各システムの更改タイミング等を踏ま

え統合を図り、港湾・空港における「総合的物流情報プラットフォーム」の構築を目指す件、Ｎ

ＡＣＣＳセンターの株式会社化後の新たな取り組みとして、コンテナヤードの搬出入業務等のシ

ステム化について、事業化に向けた具体的な検討を行っている件等、センターを取巻く 近の状

況を説明した。 

 

（２）センターからの説明事項 

   平成２１年度プログラム変更項目、平成２２年度２月リリース予定のプログラム変更項目、Ｎ

ＡＣＣＳの契約状況等、次期Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳ稼動開始（平成２２年２月２１日（日）午前５

時予定）に係る留意事項等について、配付資料「平成２１年度プログラム変更項目一覧」、「平成

２２年２月リリース予定のプログラム変更項目一覧」、「ＮＡＣＣＳの契約状況」、「リアルタイム

口座について」、「次期Ａｉｒ-ＮＡＣＣＳの稼働開始に係る留意事項について」等に基づき説明

を行い、質疑応答及び意見・要望を伺った。 



 

 

（３） 上記説明に係る主な質疑等の概要は以下のとおり。 

  

  ① Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳ更改に伴うＳｅａ－ＮＡＣＣＳへの影響について 

ａ 次期Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳ更改に伴うＳｅａ－ＮＡＣＣＳの停止時間帯（平成２２年２月２

０日（土）１８：００～２月２１日（日）０５：００）に、パッケージソフトのバージョン

アップ等、当方が対処することは何かあるか。 

    → 特にはありません。なお、Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳの停止時間帯を避けて申請等業務をして

いただくか、やむを得ぬ場合はマニュアルでの対応をお願い致します。 

 

ｂ 次期Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの更改に伴いＳｅａ－ＮＡＣＣＳも停止するとの説明があった

が、Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳのデータにも移行等の影響はあるのか。 

→ Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳのデータには影響はありません。 

 

ｃ 次期Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳの更改後Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳに不具合が生じた場合Ｓｅａ－Ｎ

ＡＣＣＳも停止してしまうのか． 

→ 不具合の種類にもよります。ハード的なものであれば同じサーバーを使用しているので 

使えなくなることはありますが、サーバーが複数あるのでその様な事象は少ないと考えま

す。 

 

  ② 貿易管理サブシステムについて 

ａ 現行利用されている経産省のＪＥＴＲＡＳのシステムはＮＡＣＣＳの貿易管理サブシス

テム稼動後も利用できるのか。 

→ 貿易管理サブシステム稼動後は、現在のＪＥＴＲＡＳシステムは利用できなくなり、全

てＮＡＣＣＳを利用した業務となります。 

ｂ ＪＥＴＲＡＳの利用者は荷主（輸出入者）であるが、ＮＡＣＣＳ移行後は通関業者が行う

のか。 

→ 経済産業省への届出については、現行と同様荷主（輸出入者）が行い、通関時に行う裏

落し業務を通関業者が行うこととなります。 

また、現在ＪＥＴＲＡＳの利用者である荷主（輸出入者）については、ＮＡＣＣＳの利

用申込が順次行われており、現在のＪＥＴＲＡＳによる申請実績のある利用者の半数以上

が既に利用申込されています。 

ｃ ＪＥＴＲＡＳで指定されている指定通関業者コードはＮＡＣＣＳの利用者コードに変わ

るのか。 

→ ＮＡＣＣＳの利用者コードが通関業者指定コードとなります。登録済みの通関業者指定

コードは、移行作業においてＮＡＣＣＳ利用者コードに変換されますので、移行後におい

ても利用が可能です。海上の輸出貨物情報を航空の輸出貨物情報に移行することを可能と



するものです。 

ｄ 今後は、全てＮＡＣＣＳを利用して、裏落し等の業務を行うこととなるのか。 

→ 現在マニュアルで行われているものについては、今後も現行どおりマニュアルでの取り

扱いとなります。現在、ＪＥＴＲＡＳで申請しているものに関して、ＮＡＣＣＳ業務で行

うこととなります。 

 

  ③ 新規事業について 

ａ 書類の電子化については進捗状況を教えていただきたい。 

→ ニーズを把握するため、現在ホームページにてニーズの有無についてアンケートを行っ

ているところです。 

ｂ ＣＹ搬出入業務のシステムですが、この業務は有料になるのでしょうか。 

→ 有料になる見込みですが、できるだけ安価な料金設定を考えております。 

 

  ④ プログラム変更に係る要望について 

    プログラムの変更に関して、地区協議会において委員より発言のあった要望また、要望書と

して提出いただいているものに関して 

→ プログラム変更に関しては、地区協議会開催の前にプログラム変更要望としていただいて

いるもの、今般の地区協議会においてご要望いただいたものにつきまして、今後、要望を取

り纏め、費用対効果等を踏まえて検討させていただきその結果をご連絡いたします。 

 なお、次期Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳは、まだ稼動していないシステムであり、現在更改に向け

てシステムの 終テストを行っている状況であるため、現段階での次期Ａｉｒ－ＮＡＣＣＳ

に係る変更要望等にお応えすることは難しいことをご理解ください。 

 

 

（４）その他 

    地区協議会の開催にあわせ、民間利用者への訪問を実施し、業務運営等に関する理解・協力

を求めると共に、各地区の動向等に関し意見交換を行った。 

 



（別添） 

平成２１年度秋季ＮＡＣＣＳ苫小牧地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会  社  名 

船舶代理店・保税・CY 中澤 優美子 苫小牧港外貿コンテナ事業協同組合 

通関・船舶代理店・保

税 
坂倉 雅典 北海運輸株式会社 

通関・船舶代理店・保

税・CY 
山崎 公夫 株式会社栗林商会 

通関・船舶代理店 高島 茂之 ナラサキスタックス株式会社 

港湾管理者 田所 健治 苫小牧港管理組合 

北海道運輸局 坂口 睦実 海上安全環境船舶安全環境課 

税 関 田嶋 誠 函館税関調査部 

 高山 博行 函館税関苫小牧支署 

 川上 幸男 函館税関苫小牧支署 

（オブザーバー） 辻石 研一 福山通運株式会社 

 浅井 幸治 日本ニューホランド株式会社 

 佐藤 尚之 菱中海陸運輸株式会社 

 田上 雅将 

 浜田 大輔 
株式会社北海道日新 

 廣田 史夫 苫東コールセンター株式会社 

 三上 勝洋 株式会社上組 

 小針 治彦 三ッ輪運輸株式会社 

 高橋 秀之 株式会社ニュートレーディングブリッジ 

 坂口 直弥 苫小牧北倉港運株式会社 

 中澤 政道 苫小牧埠頭株式会社 

 水上 拓弥 郵船海陸運輸株式会社 

 安部 隆行 苫小牧木材港運株式会社 

 田中 秀博 日本関税協会函館支部 

 澤田 弘 日本関税協会函館支部苫小牧地区協議会 

 千葉 伸之 苫小牧地区保税会 

 滝田 勝行 苫小牧通関業者協議会 

 板本 敬二 函館通関業会 

   

ＮＡＣＣＳ 齊藤 誠 取締役 

 野口 俊秀 企画部 

 小野 和彦 システム部 

 高橋 敏雄 業務部地域サービス課 

 瀧  明 業務部地域サービス課 

 伊藤 大輔 業務部地域サービス課 

（順不同敬称略） 

 



平成２１年度秋季ＮＡＣＣＳ仙台地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会  社  名 

船舶代理店 内海 教之 三陸運輸㈱ 

 西條 清高 塩竈港運送㈱  

ＣＹ 丸田 義輝 三陸運輸㈱ 

 甲田 孝志 塩竈港運送㈱ 

保税蔵置場 日暮 智徳 ㈱ロジスティクス・ネットワーク 

 持田 朗 ㈱ニチレイ・ロジスティクス東北 

 高橋 健太郎 やまや商流㈱ 

 遠藤 貴行 塩竈港運送㈱ 

 伊藤 賢一 ㈱マルハニチロ物流 

 寺井 利行 横浜冷凍㈱ 

通関業 小関 克之 日本通運㈱ 

 橋本 秀夫 塩竈港運送㈱ 

 濵内 博 東 海運㈱ 

 島田 秀昭 仙台運送㈱ 

 齋藤 貴之 カイリク㈱ 

 塚田 義浩 ㈱やまや 

 中川 敏文 東邦運輸倉庫㈱ 

 菅野 江理 センコン物流㈱ 

 甲斐 愛一朗 ㈱丸山運送 

 阿部 光博 富士オイルサービス㈱ 

 二階堂 由佳子 ㈱三協 

 備前 邦康 宇徳ロジスティクス㈱ 

通関業・海貨業 阿部 光生 三陸運輸㈱ 

海貨業 熊谷 市雄 塩竈港運送㈱  

港湾管理者 福田 裕美子 宮城県土木部 

海上保安庁 金城 政彦 第二管区海上保安本部 

海上保安庁 

（オブザーバー） 

戸由 恵一 第二管区海上保安本部 

検疫所 高橋 康 厚生労働省仙台検疫所 

税関 関和 峰夫 横浜税関調査部 

 春成 理之 横浜税関 仙台塩釜税関支署 

 中野 隆道 横浜税関 仙台塩釜税関支署 

（オブザーバー） 鈴木 信雄 宮城地区税関協議会 

   

ＮＡＣＣＳ 齋藤 誠 取締役 

 野口 俊秀 企画部 

 小野 和彦 システム部 

 高橋 敏雄 業務部地域サービス課 

 山口 真紀 業務部地域サービス課 

（順不同敬称略） 

 

 



平成２１年度秋季ＮＡＣＣＳ成田地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会  社  名 

航空会社 小室 英治 全日本空輸㈱ 

 茂手木 賢次 日本航空 

 浜端 雄三 ブリティッシュエアウェィズ 

 越後 年史 キャセイパシフィック航空会社 

 柴田 敦 日本貨物航空（株）  

 松室 利典 ユナイテッド航空会社 

保税蔵置場 川口 文紀 国際空港上屋㈱ 

 草野 貴史 日本航空 

 牧野 充宏 日本通運㈱ 

混載業 一郡 聡 日本通運㈱（航空貨物運送協会成田地方部会事務局） 

 小田巻 秀男 
郵船航空サービス㈱（航空貨物運送協会成田地方部会事務

局） 

通関業 坂本 巖 コクサイエアロマリン㈱ 

 三橋 満夫 エムオーエアロジスティクス㈱ 

 松本 義則 フェデラルエクスプレスコーポレーション 

機用品業 井橋 英幸 ㈱ANA ケータリングサービス 

 鶴岡 光浩 ジャルロイヤルケータリング㈱ 

 大木 俊郎 ㈱ティエフケー 

通関業 久保 勤 西日本鉄道㈱ 

（原木） 森 暢 日本通運㈱（東航通関協議会） 

保税蔵置場 谷川 俊克 コクサイエアロマリン㈱ 

（原木） 原子 幹 日本航運㈱ 

税 関 福島 利夫 東京税関調査部 

 志田 達男 東京税関成田航空貨物出張所 

 瓜田 克範 東京税関成田航空貨物出張所 

 山崎 實 東京税関成田南部航空貨物出張所 

 大出 元光 東京税関成田南部航空貨物出張所 

 鈴木 道郎 東京税関東京航空貨物出張所 

 小林 進 東京税関東京航空貨物出張所 

オブザーバー 萩尾 清志 東京通関業会成田支部 

   

ＮＡＣＣＳ 小池 信吉 取締役 

 実原 稔 企画部 

 服部 学 システム部 

 村上 信夫 業務部 

 高橋 敏雄 業務部 地域サービス課 

 加瀬 健治 業務部 地域サービス課 

 森江 俊哉 業務部 地域サービス課 

（順不同敬称略） 



平成２1 年度秋季ＮＡＣＣＳ東京地区協議会委員名簿 

業 種 氏  名 会  社  名 

松川 一裕 川崎汽船㈱ 

松田 直人 ㈱MOL Japan 

阿久津 聡 NYK Line Japan㈱ 

金川 裕司 OOCL（ジャパン）㈱ 

船会社 

力武 敬 現代商船ジャパン㈱ 

星野 直之 伊勢湾海運㈱ 

森安 史郎 芝浦通船㈱ 

船舶代理店 

相川 喜章 ㈱ユニエツクスエージェンシー 

齊田 喜久男 国際ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ㈱ 

川井 康司 日本郵船東京ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ 

ＣＹ 

川上 順 三井倉庫㈱ 

清宮 英之 ㈱宇徳 CFS 

望月 正彦 ㈱ユニエツクス 

高橋十三雄 ㈱ﾃﾗﾀﾞﾛｼﾞｺﾑ 

冨田 健一 ㈱日新 

蔵置場 

二宮 史明 ㈱マルハニチロ物流 

大塚 幸男 ㈱日成 

奥田 奨 三菱倉庫㈱ 

松岡 芳憲 ㈱日新 

橋本 正和 日本通運㈱ 

宮崎 真寿 丸全昭和運輸㈱ 

通関業 

吉田 伸 横浜倉庫㈱ 

大賀 栄一 互興運輸㈱ 

関野 治夫 関野運輸㈱ 

海貨業 

飯塚 利信 内外日東㈱  

山田 章夫 NYK ロジスティクスジャパン(株） ＮＶＯＣＣ 

大下 等 ㈱トランスコンテナ 

輸出入者 林 健一 三菱商事㈱ 

港湾管理者 葛生 剛 東京都港湾局東京港管理事務所 

関口日出夫 東京税関調査部 

福島 利夫 東京税関調査部 

高橋 和久 東京税関監視部  

和田 彰一 東京税関監視部 

税関 

内田 幸吉 東京税関業務部  

笹木 正敏 東京通関業会 （オブザーバー） 

崎山 光一 東京税関保税会 

   

吉本 卓雄 代表取締役社長 

実原 稔 企画部 

小野 和彦 システム部 

村上 信夫 業務部 

高橋 敏雄 業務部地域サービス課 

遠藤 祐子 業務部地域サービス課 

ＮＡＣＣＳ 

外山 一郎 業務部地域サービス課 

（順不同敬称略） 



平成２1 年度秋季ＮＡＣＣＳ横浜地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会  社  名 

澤 正信 マースク㈱ 

阿久津 聡 NYK Ｌｉｎｅ Ｊａｐａｎ㈱ 

西村 久美子 ㈱ ケイ・エム・ディ・エス 

鈴木 淳一 アメリカンプレジデントラインズリミテッド 

船会社 

長谷川 義勝 ㈱ ＭＯＬ ＪＡＰＡＮ 

鈴木 勇人 相模運輸倉庫㈱  

齋藤 弘二 ㈱日新 

船舶代理店 

米須 賢治 ㈱ダイトーコーポレーション 

福田 誠 三菱倉庫㈱ 

川上 元晴 三井倉庫㈱ 

ＣＹ 

長澤 敦史 鈴江コーポレーション㈱ 

北野 摩久 三井倉庫㈱ 

田辺 純一 帝蚕倉庫㈱ 

蔵置場 

中山 一雄 日本通運㈱   

加藤 久雄 第一港運㈱ 

斎藤 忠 ㈱日新 

通関業 

池田 佳彦 日本通運㈱ 

辻 克行 ㈱北村回漕店 

佐藤 康 ㈱石川組 

佐藤 洋一 岡本物流㈱ 

海貨業 

清水 勲 富島運輸㈱ 

ＮＶＯＣＣ 長谷川 宣彦 セイノーロジックス㈱ 

港湾管理者 大木 将彰 横浜市港湾局 

運輸局 石川 浩行 国土交通省関東運輸局 

横浜検疫所 金子 禎孝 厚生労働省横浜検疫所 

関和 峰夫 横浜税関 

中藪 進 横浜税関 

伊藤 正英 横浜税関 

税関 

林 平三郎 横浜税関 

向井 良光 横浜通関業会 （オブザーバー） 

村上 猛俊 横浜税関保税会 

    

有地 浩 取締役 

野口 俊秀 企画部 

服部 学 システム部 

村上 信夫 業務部 

高橋 敏雄 業務部地域サービス課 

瀬戸 真樹 業務部地域サービス課 

ＮＡＣＣＳ 

小川 昭久 業務部地域サービス課 

（順不同敬称略） 



平成２１年度秋季ＮＡＣＣＳ清水地区協議会委員名簿 

業 種 氏  名 会  社  名 

船舶代理店 西村 直寿 ㈱天野回漕店 

 栗田 健 アオキトランス㈱ 

 森下 康成 鈴与㈱ 

 関 孝一 清水川崎運輸㈱ 

 岡部 敏一 清和海運㈱ 

ＣＹ 鍋野 智昭 鈴与㈱ 

保税蔵置場 望月 義久 ㈱ニチレイ・ロジスティクス東海 

 菅原 武彦 ㈱富士ロジテック 

 足立 吉宏 ㈱天野回漕店 

通関業 岩崎 千春 鈴与㈱ 

 新間 登志男 鈴与通関㈱ 

 大滝 進芳 柏栄トランス㈱ 

 杉浦 初夫 清和海運㈱ 

海貨業 青木 隆文 アオキトランス㈱ 

 海野 吉訓 ㈱天野回漕店 

 鈴木 宗伸 清和海運㈱ 

 伊藤 容一郎 鈴与㈱ 

地方整備局 浅賀 秀一 中部地方整備局 

関係業会 斉藤  修 名古屋通関業会 清水支部 

 西  勝之 名古屋税関保税会 清水支部 

 大多和 昌克 清水海運貨物取扱同業会 

船代事務局 高木 修一 ㈱天野回漕店（清水港船舶代理店会） 

運輸局 木原 盛意 中部運輸局海上安全環境部 

港湾管理者 野中 敏正 静岡県清水港管理局 

検疫所 平野 弘章 厚生労働省名古屋検疫所 

税関 小池  隆 名古屋税関 

 松下 千尋 清水税関支署 

 森田 行雄 清水税関支署 

 西尾 和廣 清水税関支署 

 大西 正浩 清水税関支署興津出張所 

   

ＮＡＣＣＳ 小池 信吉 取締役 
 野口 俊秀 企画部 
 奥川  孝 システム部 
 杉山 修一 業務部 
 瀧  明 業務部 
 石川 暁文 東海事務所 
 林田 裕子 東海事務所 

（順不同敬称略） 



 

 

平成２１年度秋季ＮＡＣＣＳ名古屋地区協議会委員名簿 

業 種 氏  名 会  社  名 

船会社 伊藤 章 ㈱ＭＯＬ ＪＡＰＡＮ 

船舶代理店 村上 善一 旭運輸㈱ 

 山口 淳 五洋海運㈱ 

 生田 啓之 ㈱上組 

ＣＹ 池田 政直 ㈱フジトランスコーポレーション 

 茂野 浩一 東海協和㈱ 

 石濱  健 旭運輸㈱ 

 柴田 孝則 日本通運㈱ 

 横川  清 名古屋ユナイテッドコンテナターミナル㈱ 

保税蔵置場 杉浦 秀希 川西倉庫㈱ 

 飯田 重一 伊勢湾倉庫㈱ 

 宮津 隆行 名港海運㈱ 

 野田 佳典 東海協和㈱ 

 鈴木 雄一郎 ㈱ニチレイ・ロジスティクス東海 

（ＣＦＳ） 鈴木 伸明 名港海運㈱ 

 朝倉 貴生 ㈱フジトランスコーポレーション 

 戸田 道男 伊勢湾海運㈱ 

通関業 吉原 立実 三協㈱ 

 加藤 十三雄 名港海運㈱ 

 佐野 仁志 旭運輸㈱ 

 藤﨑 三重 日本トランスシティ㈱ 

 溝口 久仁弘 ナゴヤシッピング㈱ 

 伊藤 達夫 ㈱サンシン. 

 大石 洋文 ㈱上組 

海貨業 高木 一男 中京海運㈱ 

 外山 順一 愛知海運㈱ 

ＮＶＯＣＣ 山田 陽平 ジャパンスター㈱ 

関係業会 井澤  勇 名古屋通関業会 

 後藤 勝良 名古屋税関保税会 

 安藤 忠志 名古屋海運貨物取扱業会 

 下川渡 茂 名古屋港運協会 

港湾管理者 河合 伸和 名古屋港管理組合 

 千賀 孝利 名古屋港管理組合 

 稲本 慶太 名古屋港管理組合 

運輸局 直里 公司 中部運輸局海上安全環境部 

地方整備局 福田 眞人 中部地方整備局 

 浅賀 秀一 中部地方整備局 

海上保安部（安全課） 奥村 和彦 第四管区海上保安本部 

海上保安部（警備課） 亀田 晃尚 名古屋海上保安部 

 山本 隆将 第四管区海上保安本部 

 戸苅 崇文 名古屋海上保安部 

検疫所 宮武 晃 厚生労働省名古屋検疫所 

 藤井 崇史 厚生労働省名古屋検疫所 

税関 小池 隆 名古屋税関 

 武田 敏弘 名古屋税関 

 桐山 文男 名古屋税関 

 東  恵三 名古屋税関 

 河合 敏幸 名古屋税関 

 加藤 広之 名古屋税関 

   



 

 

ＮＡＣＣＳ 小池 信吉 取締役 

 実原 稔 企画部 

 奥川 孝 システム部 

 杉山 修一 業務部 

 瀧  明 業務部 

 石川 暁文 東海事務所 

 大久保 昌裕 東海事務所 

（順不同敬称略） 



 

 

平成２１年度秋季ＮＡＣＣＳ名古屋地区協議会（航空）委員名簿 

業 種 氏  名 会  社  名 

航空会社 磯部 恒雄 全日本空輸㈱ 

 溝上 直思 ㈱ＪＡＬカーゴサービス 

保税蔵置場 那須 久晴 ㈱アドバンスドフレイツサービスジャパン 

 武内 慎一郎 ＴＡＳエクスプレス㈱ 

 長谷川 信義 伊勢湾海運㈱ 

通関業者 永田 富男 ㈱近鉄エクスプレス 

航空代理店 松下 昌司 名鉄観光サービス㈱ 

混載業者 大黒田千絵 ㈱阪急エクスプレス 

 柴田 武義 ヤマトロジステックス㈱ 

 清水 浩昭 日本通運㈱ 

 後藤 光治 郵船航空サービス㈱ 

関係業会 井澤 勇 名古屋通関業会 

 伊藤 昭 名古屋通関業会（中部空港通関事務研究会） 

 後藤 勝良 名古屋税関保税会 

 曽我 茂 名古屋税関保税会 中部空港支部 

税関 小池 隆 名古屋税関調査部 

 桐山 文男 名古屋税関監視部 

 穂苅 文彦 名古屋税関中部空港税関支署 

 武藤 洋司 名古屋税関中部空港税関支署 

 佐藤 敏之 名古屋税関中部空港税関支署 

 

ＮＡＣＣＳ 齊藤 誠 取締役 

 秋山 隆朗 企画部 

 守野 敦哉 企画部 

 東野 洋司 企画部 

 服部 学 システム部 

 小野 和彦 システム部 

 林  英樹 業務部 

 石川 暁文 東海事務所 

 林田 裕子 東海事務所 

（順不同敬称略） 



 

 

平成２１年度春季ＮＡＣＣＳ大阪地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会 社 名 

船舶代理店 越智 文規 三菱倉庫㈱ 

 杉本 隆司 ㈱辰巳商會 

 町田 良太 ㈱住友倉庫 

 辻本 由徳 島本海運㈱ 

Ｃ Ｙ 藤森 太吉 山九㈱ 

 中島進一郎 三菱倉庫㈱ 

 多田 喜一 日東物流㈱ 

 宮澤 忠仁 ㈱辰巳商會 

保税蔵置場 梶原 慎一 山九㈱ 

 関口 昌幸 ㈱住友倉庫 

 松沢 正昭 郵船港運㈱ 

 蔦谷 定洋 ㈱ニチレイ・ロジスティクス関西 

（オブザーバー） 山本 繁美 日本関税協会大阪支部 

通関業 猿渡  仁 近畿通関㈱ 

 森下 好彦 トレーディア㈱ 

 後藤 昌平 ㈱大森廻漕店 

 得本  明 住和港運㈱ 

（オブザーバー） 田中  修 大阪通関業会 

海貨業 角高 憲治 松菱運輸㈱ 

 富田  武 大洋運輸㈱ 

ＮＶＯＣＣ 山下 芳文 内外トランスライン㈱ 

 佐藤 達朗 内外トランスライン㈱ 

港湾管理者 玉井 恵一 大阪市港湾局 経営管理部 

 栗山 浩二 大阪府港湾局 振興担当部 

海上保安庁 安原 秀将 第八管区海上保安本部 

（オブザーバー） 清水 嘉之 和歌山海上保安部 

 窪田 雅彦 堺海上保安署 

 今井 征司 伏木海上保安部 

 仲田 幸生 大阪海上保安監部 

 池宮  崇 大阪海上保安監部 

整備局（オブザーバー） 石崎 英治 近畿地方整備局 

検疫所 大山  浩 大阪検疫所 

税 関 伏木野正博 大阪税関監視部 

 深田 千春 大阪税関監視部 

 林  剛生 大阪税関業務部 

 奥出  栄 大阪税関業務部 

 松本  隆 大阪税関調査部 

（オブザーバー） 田中 伸一 大阪税関調査部 

（順不同敬称略）



 

 

平成２１年度秋季ＮＡＣＣＳ関空地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会 社 名 

今木 和典 全日本空輸㈱ 航空会社 

笹倉 良彦 ㈱日本航空インターナショナル 

藤川 早苗 日航関西エアカーゴ・システム㈱ 蔵置場 

藤井 りさ ANA ロジスティクサービス㈱ 

小山 敬市 ㈱南海エクスプレス 

花房 政行 日本通運㈱ 

陌間 博文 ㈱阪急エクスプレス 

柳原 一彦 郵船航空サービス㈱ 

駒田 和俊 ㈱近鉄エクスプレス 

永井  博 西日本鉄道㈱ 

混 載 

通 関 

代理店 

塚本  哲 ディ－・エイチ・エル・ジャパン㈱ 

機用品 石川 貴之 ㈱エイエイエスケータリング 

松本  隆 大阪税関調査部 

井上  実 大阪税関関西空港税関支署 

四方 宏明 大阪税関関西空港税関支署 

税関 

眞鍋 敏男 大阪税関関西空港税関支署 

   

ＮＡＣＣＳ 有地  浩 取締役 

 実原  稔 企画部 

 山崎 和弘 企画部 

 小野 和彦 システム部 

 大前 暢男 業務部 

 徳岡 隆司 西日本事務所 

 上原 憲子 西日本事務所 

 廣澤 俊二 西日本事務所 

（順不同敬称略） 



 

 

平成２０年度秋季ＮＡＣＣＳ神戸地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会 社 名 

船舶代理店 西田 裕治 日東物流㈱ 

Ｃ Ｙ 山花 行雄 日東物流㈱ 

 大西  裕 ㈱上組 

保税蔵置場 浜田 司朗 三菱倉庫㈱ 

 皆本 進午 三井倉庫㈱ 

 有馬 裕行 山九㈱ 

（オブザーバー） 竹内 義春 神戸地区保税会 

通関業 吉澤 晴敬 トレーディア㈱ 

 花尾 哲男 ㈱後藤廻漕店 

 木村 郁子 三井倉庫港運㈱ 

 難波 邦子 澁澤倉庫㈱ 

（オブザーバー） 三尾 吉志 神戸通関業会 

海貨業 森田 正巳 トレーディア㈱ 

 河越 裕之 ㈱大森回漕店 

ＮＶＯＣＣ 瀧野 博文 トレーディア㈱ 

港湾管理者 森川 輝章 神戸市みなと総局みなと振興部 

 中島 孝之 神戸市みなと総局みなと振興部 

運輸局 中岡 敏郎 神戸運輸監理部 

海上保安庁 安藤  洋 第五管区海上保安本部 

（オブザーバー） 川端 成記 神戸海上保安部 

整備局 谷上 健二 近畿地方整備局 

（オブザーバー） 緒方 義孝 四国地方整備局 

検疫所 山村 一成 神戸検疫所 

税 関 岡本  孝 神戸税関監視部 

 野村 典彦 神戸税関監視部 

 稲田 勝哉 神戸税関業務部 

 濵戸 祥宏 神戸税関調査部 

（オブザーバー） 渡辺 哲雄 神戸税関調査部 

 中西  均 神戸税関調査部 

（オブザーバー） 西原 寿男 神戸税関調査部 

   

ＮＡＣＣＳ 齊藤  誠 取締役 

 実原  稔 企画部 

 奥川  孝 システム部 

 瀧   明 業務部 

 小川 昭久 業務部 

 徳岡 隆司 西日本事務所 

 永井 亮一 西日本事務所 

 平松 健一 西日本事務所 

（順不同敬称略） 



 

 

平成２１年度秋季ＮＡＣＣＳ広島地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会  社  名 

船舶代理店 坂田 健一 ㈱ヒロクラ 

 新宅 栄志 マロックス㈱ 

ＣＹ 植 啓彰 マロックス㈱ 

 浜田 健吾 山九㈱ 

保税蔵置場 井上 伸太郎 ㈱シーゲートコーポレーション 

 高本  力 日本通運㈱ 

通関業 植木 藤彦 日本通運㈱ 

 芝田 幸二 ㈱ヒロクラ 

海貨業 瀬尾 仁 福山通運㈱ 

港湾管理者 比良 眞治 広島県土木局空港港湾部 

運輸局 山田 正巳 中国運輸局海上保安環境部 

海上保安庁  

（オブザーバー） 
福本 勝海 第六管区海上保安本部 

検疫所 清水 昇 厚生労働省広島検疫所 

税関 渡辺 哲雄 神戸税関調査部 

 江島  浩 広島税関支署 

 平田 豊明 広島税関支署 

 角田  啓 広島税関支署 

 田部 裕康 広島税関支署 

 村尾 吉弘 広島税関支署 

   

ＮＡＣＣＳ 有地  浩 取締役 

 西嶋 要二 企画部 

 奥川  孝 システム部 

 杉山 修一 業務部 

有田 直人 九州事務所  

 平野 恭仁尋 九州事務所 

（順不同敬称略） 



 

平成２１年度秋季ＮＡＣＣＳ福岡地区協議会（航空）委員名簿 

業  種 氏  名 会  社  名 

航空会社 小山 仁志 ㈱日本航空インターナショナル 

 金子  勝 全日本空輸㈱ 

保税蔵置場 平野  悟 福岡エアカーゴターミナル㈱ 

 助守田 晋 広島空港ビルディング㈱ 

混載業 江崎 泰成 インターナショナルエクスプレス㈱ 

通関業 石原 啓輔 ㈱ジェネック 

航空貨物代理店 駒井 良典 ㈱近鉄エクスプレス 

 鮎川 隆一 ＪＰサンキュウグローバルロジスティックス（株） 

 米満 拓馬 西日本鉄道（株） 

 野崎 浩二 日本通運（株） 

 清水 正人 ㈱阪急エクスプレス 

 渡辺 圭祐 郵船航空九州㈱ 

 瀬戸 賢一 東海運㈱ 

 橋本 竜馬 ロイヤル㈱ 

 田中 浩明 住友倉庫九州㈱ 

青木 一雄 日本通運㈱ 
 

井町 守之  マロックス（株） 

税関 山口 英寛 門司税関調査部 

 金子 聖彦 門司税関業務部 

 長岡 一博 福岡空港税関支署 

 平田 利光 福岡空港税関支署 

   

ＮＡＣＣＳ 小池 信吉 取締役 

 秋山 隆朗 企画部 

 山崎 和弘 企画部 

 木越 英孝 システム部 

 岡田 正貴 業務部 

 有田 直人 九州事務所 

 戸口 真司 九州事務所 

（順不同敬称略） 

 



 

 

平成２１年度秋季ＮＡＣＣＳ福岡地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会  社  名 

船舶代理店 鐵原 浩道 日本通運㈱ 

 福谷 一仁 東ソー物流㈱ 

 杉原 健男 極東海運㈱ 

 中島 健一 相互運輸㈱ 

 阿部 文弘 日本通運㈱ 

ＣＹ 江嶋 哲雄 門司港運㈱ 

 坂口 晋 日本通運㈱ 

 田中 雅斗 三菱倉庫㈱ 

 大塚 泰晴 山九㈱ 

保税蔵置場 九谷 智彦 山九㈱ 

 神田 周治 山九㈱ 

 石田 浩二 下関海陸運送㈱ 

 児玉 篤實 三井倉庫九州㈱ 

 阿部 文弘 日本通運㈱ 

通関業 植田 政昭 門菱港運㈱ 

 市川 光明 徳山海陸運送㈱ 

 占部 晋二郎 関光汽船㈱ 

 萩尾 芳隆 住友倉庫九州㈱ 

 大塚 泰晴 山九㈱ 

 富田 貢二 長崎倉庫㈱ 

 梅木 洋一郎 ㈱共進組 

海貨業 吉村 和夫 門菱港運㈱ 

 河野 和久 門司港運㈱ 

 安永 剛至 関門海上運送業組合 

港湾管理者 菊地 政文 福岡市港湾局計画部 

 村岡 栄治 北九州市港湾空港局 

 木下 伸二 北九州市港湾空港局 

運輸局 島根 繁夫 九州運輸局海上安全環境部 

海上保安庁 岡本 英貴 奄美海上保安部（オブザーバー） 

検疫所 永田 優治 福岡検疫所 

 片山 敦 福岡検疫所 

税関 山口 英寛 門司税関調査部 

 金子 聖彦 門司税関業務部 

 宮薗 光治 博多税関支署 

 二宮 敏治 博多税関支署 

 山本 久雄 博多税関支署 

 小庵 良樹 長崎税関調査部 

    

ＮＡＣＣＳ 有地  浩 取締役 

 西嶋 要二 企画部 

 奥川 孝 システム部 

 杉山 修一 業務部 

 有田 直人 九州事務所 

 平野 恭仁尋 九州事務所 

 （順不同敬称略） 



 

平成２１年度秋季ＮＡＣＣＳ那覇地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会  社  名 

船会社 野原 智恵子 南西海運㈱ 

 赤嶺 壮志 ＡＰＬ（琉球物流㈱） 

船舶代理店 新垣 貴史 沖縄港運㈱ 

 松田 美貴 (有)沖縄シップスエージェンシー 

ＣＹ 瑞慶覧 長倫 沖縄ポートターミナル㈱ 

保税蔵置場 安室 朝栄 沖縄第一倉庫㈱ 

 宮城 正盛 那覇埠頭倉庫㈱ 

 久手堅 憲雄 ㈱ホクガン 

 新嘉喜 一成 琉球物流㈱ 

通関業 山川 一 沖縄空輸㈱ 

 島袋 唯 沖縄第一倉庫㈱ 

 阿波連 亮 沖縄日通エアーカーゴサービス㈱ 

 佐久川 秀樹 (資)沖縄通関社 

 西平 守勝 海邦通関㈱ 

 宜野座 雄 大成通関㈱ 

 浜川 智昭 (名)藤浦通関 

 高木 千賀子 琉球物流㈱ 

 兼城 斉快 ㈱宮古通関 

 吉良 裕幸 沖縄ディーエフエス㈱ 

 吉里 真弘 産業港運㈱ 

 瀧  司 福山通運㈱ 

港湾管理者 上地 肇 那覇港管理組合総務部 

運輸局等 上原 立 内閣府沖縄総合事務局 

海上保安庁 長谷川 純 第十一管区海上保安本部 

検疫所 廣瀬 正幸 厚生労働省那覇検疫所 

 森 明彦 厚生労働省那覇検疫所 

税関 齊藤 和久 沖縄地区税関業務・調査部門 

   茂元 節夫 沖縄地区税関監視部門 

 山崎  猛 沖縄地区税関監視部門 

 有銘 政昭 沖縄地区税関業務・調査部門 

 重光 郁 那覇空港税関支署 

   

ＮＡＣＣＳ 吉本 卓雄 代表取締役社長 

 秋山 隆朗 企画部 

 守野 敦哉 企画部 

 曽我  勉 システム部 

 村上 信夫 業務部 

 杉山 修一 業務部 

 有田 直人 九州事務所 

 永松 史彦 九州事務所 

 

（順不同敬称略） 

 

 

 


