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輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 

 

 

 

平成 23年度 NACCS 地区協議会議事概要 

 

１ 開催期間：平成 23年 10月 17日（月）から同年 11月 8日（火）まで 

 

２ 開催地区：（航空）成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、福岡空港  

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

 

３ 協議会委員：各地区協議会委員名簿を参照 

 

４ 議事概要 

（１）センターからの説明事項 

   配付資料に基づき、説明を行いました。（別添 NACCS地区協議会資料） 

Ⅰ 基本経営方針 

Ⅱ 次期 NACCSのあり方について 

Ⅲ システムの安定運用に向けた取り組み 

Ⅳ 関係省庁システムとの統合等 

Ⅴ 新規事業の取り組み状況  

Ⅵ 国際連携の取り組み状況 

Ⅶ プログラム変更について 

Ⅷ その他 ・リアルタイム口座振替方式の利用について 

・保税管理資料保存サービスについて 

  

 （２）意見交換 

センターからのサービス提供ついて意見交換等を行いました。その内容は次のとおり。 

 

イ.  問合せに関すること 

【ヘルプデスクの対応等について】 

（委員） 

  ヘルプデスク等に問合せをする場合には、急いでいる場合が多いので、返答に時間が

かかるのであれば、時間がかかる旨を伝えてほしい。 

（センター）  

より迅速に回答できるように今後とも努力いたします。 

また、特にお急ぎの場合には「何分以内に回答が欲しい」旨をお伝えください。 
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（委員）  

保税会会員のアンケートで、ヘルプデスクは電話が繋がりにくく、繋がっても対応

が遅いとの意見があった。的確かつ迅速な対応を願いたい。 

（センター）  

今後とも迅速な対応に取り組みたいと考えております。 

また、繋がりにくいとされる要因の一つには、NACCSパッケージソフトのバージョン

アップ未実施によるエラーやデジタル証明書の取得に関する問合せ等が多いというこ

とが考えられます。このような問合せについては、NACCS掲示板をご参照いただければ

解決できるものが多くありますので、是非 NACCS掲示板の参照をお願いします。また、

ヘルプデスクの強化につきましては、費用が掛ることでございますので慎重に対応し

ていくこととなることをご理解いただきたいと思います。 

 

（委員）  

通常時の問合せについてはよく対応していただいているが、大規模障害の発生時だけ

でなく中小規模の障害時も回線が込み合ってしまい問合せができない状態である。回線

拡張などの対応は検討できないか。 

（センター） 

利用者様のサービスレベルにつきましては、費用とその効果の観点を踏まえた対応を

行っているところでございます。障害発生時などは特殊な状況下となることをご理解い

ただき、障害などの情報提供については、NACCS掲示板や同報電文をご覧になっていた

だく等の対応をお願いしたいと思います。 

 

（委員） 

問合せ等に関しては、親切に答えてもらっているので問題ない。 

       

ロ.  情報提供に関すること 

【講習会の開催について】 

（委員）  

研修や個別の業務勉強会（講習会）を設けてほしい。 

（センター） 

 ご要望がありましたら可能な限り実施させていただきますので、弊社又は関係団体を

通じ依頼していただければと思います。 

【NACCS掲示板について】 

（委員） 

平成 22 年 4 月から 12 月までのプログラム変更要望の検討結果（301 件）は、NACCS

掲示板の方に掲載されているのか。 
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（センター） 

平成 23 年 1月から 7 月までのプログラム変更要望と同様に掲載いたしております。

なお、平成 23 年 8 月以降に頂いたご要望の検討結果につきましては、引き続き NACCS

掲示板により情報提供させていただく予定です。 

 

（委員） 

NACCS の業務コードについて、以前は PDF 形式のものが掲載されていたが、現在は

Excel(csv)形式のものしか掲載されておらず、ファイルを開いた際にセルが隠れてしま

うため改善してほしい。 

（センター） 

業務コード集の掲載方法については、業務コードの種類が多いため、掲示板ファイル

サーバの容量の関係と、できるだけ検索し易いように Excel(csv)形式にしたという背

景がありますが、ご意見も踏まえ、平成 25年の NACCS掲示板の見直しの際にはご参考

とさせていただきます。 

 

（委員） 

業務仕様書については、業務別の掲載となっているが以前のように全体が見えるよう

にならないか。業務別の掲載に加え、全体の掲載も今後検討してもらいたい。 

（センター） 

海上システムと航空システムが統合され、業務仕様書のボリュームが多くなったため、

回線負担等を考慮して現在の形となっていることをご理解願います。今後、掲載方法の

見直しに当たっては、只今のご意見を参考とさせていただきます。 

 

（委員） 

毎日 NACCS掲示板を開いて確認することはできないので、NACCS掲示板の更新情報が

NACCS画面に表示されるようなサービスがあれば良いと思う。 

（センター） 

 NACCS掲示板にはメール配信サービスがありますので、このサービスをご利用いただ

くことにより、NACCS掲示板の更新情報が配信されますので是非ご利用願います。 

 

（委員） 

NACCS掲示板の「よくある問合せ」については、法的な手続きでも問題ないか確認し

た上で掲載しているとの認識でよいか。 

（センター） 

 関係省庁に確認し、掲載しているため問題ありません。 

 

（委員） 

 NACCS 掲示板について、色々な情報が掲載されており有益だが見方が分かりにくい。
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もう尐し整理した状態で掲載することはできないか。 

（センター）  

例えば、デジタル証明書及び ACL業務（船積確認事項登録）に関しては、専用コンテ

ンツを掲示板のトップページの分かりやすい場所に設けるなどして、尐しずつ工夫して

いるところです。今後とも利用者様の視点に立って分かりやすい掲示板掲載を心がけま

すので、具体的なご意見を頂戴できれば参考にしたいと思います。 

 

（委員） 

 CY 搬出入業務等説明会の資料については、掲示板に掲載されるのが遅い。説明会の

終了後遅滞なく掲示板に掲載するようにしてほしい。また説明会資料の全部を掲載する

ようにしてほしい。 

（センター）  

CY 搬出入業務等説明会の開催の際に仕様等が確定していないものがあったため掲載

が遅れました。今回の仕様変更のように、自社システムに影響が大きいものがあります

ので、できるだけ早く情報を提供するよう努力してまいります。 

 

ハ.  機能改善に関すること 

【輸出入者情報照会の改善について】 

（委員） 

IIE業務（輸出入者情報照会）の照会情報については、税関コードでは照会できない

ものがある。非公開ならばメッセージ等を出してほしい。 

（センター） 

  現状を確認させていただき、税関等の関係機関に確認し対応したいと思います。 

 

【石油石炭税の申告の改善について】 

（委員） 

石油石炭税の輸入申告が可能となり大変便利になった。また、輸入混載業務の混載貨

物情報登録については、１回の HCH業務（HAWB情報登録）で HAWB 情報の登録が可能と

なり、利便性があがった。 

 

【パッケージソフトの印刷設定の改善について】 

（委員） 

パッケージソフトについては、入力控の出力コード単位に自動印刷するオプション設

定を行うと、IDB業務（輸入申告事項呼出し）・EDB業務（輸出申告事項呼出し）からの

IDA 業務（輸入申告事項登録）・EDA 業務（輸出申告事項登録）の都度、印刷が行われ、

控えが不要な場合であってもかなりの枚数が印刷される。以前の NACCSでは出力の選択

ができたので、同様の仕様にできないか次期 NACCSに向けて検討してほしい。 
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（センター） 

  ご意見は参考とさせていただきます。 

 

【国際連携機能の改善について】 

（委員） 

荷主からのインボイス情報については、既に独自 EDI により自社システムへの取込 

みを行っている実態もあり、NACCSが提供するインボイス業務の改変を実施したとして

も、通関業としては、利便性向上に繋がるものではないと考える。 

（センター） 

今回の改変は、インボイス業務の利用促進を図りたいとする輸出入者様からのご要望

を踏まえ実施するものです。IVA 業務（インボイス･パッキングリスト情報登録）の利

用が促進されることにより、IVB 業務（インボイス･パッキングリスト仕分情報登録）

等の利用にも繋がるものと考えております。通関業者様にとっての使い勝手の点につい

ては、今後、改変後の利用実態等も見ながら、関係業界の皆様と意見交換等をさせてい

ただきたいと考えております。 

 

【使用禁止文字の改善について】 

（委員） 

  NVOCCは ACL 送信を受ける立場であるが、ACL 業務（船積確認事項登録）は B/Lの基

になる情報と認識している。利用者からは入力項目のうち連絡先としてメールを指定し

たいという意見が多く寄せられている。メールアドレスで用いる“@”は、NACCS の使

用禁止文字であり（ACL 入力で）使用できないと聞いているので、NVOCC としても ACL

利用促進を行っていきたいが利用しにくい現状がある。ACL 業務をはじめとした NACCS

での利用可能文字を拡張する等の検討をお願いしたい。 

（センター） 

ACL業務については、今後ともプログラム変更等において利用者様のご意見を取り入

れながら、実施するなど利用率向上に向け進めていきたいと考えております。 

なお、禁止文字につきましては、平成 20年 10月の NACCS システム更改時より“@”

及び“#”が送信可能となっております。 

 

【次期 NACCS への要望等について】 

（委員） 

 1 つの B/L で機移しとなる貨物、仮陸揚となる貨物の取扱いがあるが、現在の NACCS

では全量を機移し、または全量を仮陸揚という処理しかできないため、機移しと仮陸揚

を同時に登録できるように検討してほしい。 

（センター） 

1つの B/Lの中で機移しと仮陸揚の処理は難しいことをご理解願います。その対応と

して、B/L を ACH業務（AWB 情報登録）で登録する際に架空のものを登録するか、また
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は枝番付で登録をして 2つに分けるという方法が考えられます。この場合、B/L件数が

合わないため、事前に、税関の保税部門と相談をしていただく必要があります。 

    

（委員） 

 入力・登録画面の入力項目等については、画面・入力項目の説明等を充実してもらい

たい。現在の画面においても入力ガイドはあるが、次の更改においては、説明書を見な

くても画面のみで入力が行えるようにしてほしい。 

（センター） 

 画面表示等については、初心者やシステムに不慣れな方にとっては必要な機能である

一方、熟練者にとっては不必要であるとの両方のご意見があること、ソフトの容量や動

作スピードへの影響、画面の制約等があることをご理解願います。 

いただいたご意見については、開発時の参考とさせていただきます。 

 

（委員） 

NACCSシステムについて、事前に業界に対してヒアリングしたところ、現行 NACCSで

は入出港関係業務等がスムーズに行えるようになったと好評であった。ただし、港湾

EDIシステムでは Webブラウザを利用する事ができていたため、外出先などでも利用す

る事ができ便利だったとの意見もあった。 

（センター） 

 平成 29年度更改時には Webブラウザのご利用についても検討していきたいと思いま 

す。 

 

ニ.  新規事業等に関すること 

【リアルタイム口座について】 

（委員） 

  リアルタイム口座の PR は、どのように行っているのか。一般商社などの方にも十分

周知されているのか。 

（センター） 

 利用者様や関係業界様にお伺いする機会があった際にその都度ご案内しております。

また NACCS掲示板でもご案内しており、対応銀行の変更があった際には随時情報を更新

しております。 

 

（委員） 

リアルタイム口座振替完了通知情報の出力について通知情報は、どのような単位で出

力されるのか。また、センターへの届出や設定の仕方はどうするのか。当社はリアルタ

イムを利用しているがこの情報を知らなかった。 

（センター） 

 リアルタイム口座振替完了通知情報は、利用者コード単位に出力されます。ご利用に
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当たってセンターへの申込手続きは必要ございません。 

設定につきましては、当初は出力しない設定となっておりますので、利用者様がリア

ルタイム口座帳票要否登録により設定を行っていただくこととなります。設定できるの

は、平日の 9時から 17時までとなっておりますのでご留意ください。 

       

【CY搬出入業務のシステム化について】 

（委員） 

 新規 CY 搬出入サービスについては、空コンテナのピックアップに対応している CY

が尐ないので、受け手側（CY）がもっと参加してほしい。また現場では NACCSで送信し

ても結局、CY に電話で無事に送信されたかどうかを確認しているようである。送信者

（海貨）が空コンテナのピックアップオーダーを CY に送信したかどうか確認できる方

法はあるのか。 

（センター） 

 CY 搬出入業務については、船会社様、CY 様等の参加が中々進まないという状況にあ

ることは認識しており、引き続き、関係者の皆様に対して新サービスのメリット等につ

いて十分な説明をさせていただく等、ご利用の促進に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。 

 なお、ピックアップオーダーの送信後における状況については、IPU業務（ピックア

ップオーダー照会）等の照会業務をご利用いただければ確認が可能となっています。 

 

（委員） 

 CY搬出入業務のシステム化に関して、JCLネットシステムの実証実験の資料や結果等

を活用し、無駄な費用等かからないよう実施に向けて取り組んでいただきたい。 

（センター） 

只今のご意見につきましては、今後の検討の参考とさせていただきます。 

 

【ベトナムにおける NACCS型システムの導入に関して】 

（委員）  

ベトナムが導入する NACCS型システムは、現行の NACCSシステムをベースにしたもの

か。それとも NACCSシステムの技術やフォーマットを利用してベトナム仕様のシステム

とするのか。 

（センター） 

 ベトナムとしては、現行の NACCS機能の導入を希望しているところです。 

 

【マレーシア原産地証明書の相互認証について】 

（委員） 

  マレーシアとの原産地証明の相互認証については、実験段階では成果がでているが 

実運用に進んでいない。実施にあたり踏みとどまっている課題が何かあるのか。 
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（センター） 

接続に関しては、ある程度の段階まではきていますが、稀にマレーシアのダガンネッ

トと NACCSが上手く連携を取ることができないことがあり、ダガンネット・NACCSどち

らにその原因があるのか確認するのに時間を要しています。 

いずれにしましても、今後、実証実験の結果・評価を踏まえ実運用に向けて検討を進

めていくものと思います。 

 

ホ.  障害対応に関すること 

【障害発生時の対応等について】 

（委員） 

 システムの安定運用に向けた取り組みについての説明があったが、是非しっかりと実

施してほしい。また、システム障害が発生した場合には、各省庁へ電話等で連絡をした

上でマニュアル対応となるが、NACCS から各省庁へ FAXによる対応などを依頼してもら

うことはできないか。 

（センター） 

 今回のシステム総点検で作成した障害対応マニュアルの中でも NACCS と各省庁間で

の業務的対処を含めた情報提供等を行うルートを整備しております。 

 

（委員）  

システム停止が長時間となると航空貨物では影響が大きいので、システム停止が起こ

らないようお願いしたい。 

（センター） 

  前回のようなシステム障害が起こらないようシステム総点検を実施いたしました。 

現状のバックアップセンターの構成ではシステム障害時にバックアップセンターへ

切り替える判断は難しいのですが、今後の更改等では、同時稼働の二重化構成なども含

めた検討が考えられます。 

 

（委員） 

  NACCSに障害が発生した場合などの周知についてはタイムリーに行ってほしい。説明

の中では障害検知から 10分で掲載、その後 15分間隔で更新を行うという説明があった

のでよろしくお願いしたい。 

 

【バックアップセンターについて】 

（委員）  

バックアップセンターの切り替えに 1時間、切り戻しには 3時間半×2回ほどかかる

とあるが、要するにこの時間に NACCS はストップするということか。また、実際に行う

切替え・切り戻し作業は、深夜などの業務に影響のない時間帯で行うのか。 
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（センター） 

 想定としましては、3時間ほどトラフィックが下がる時間帯、つまり利用者様の業務

量の尐ない時間帯にバックアップセンターを 3時間半ほど停止し、バックアップセンタ

ーから情報を抽出します。その後、利用者様の方ではバックアップセンターをメインセ

ンターとしてそのままお使いいただき、その日の深夜、同じような時間帯に、3時間半

ほど同様にバックアップセンターを停止します。バックアップセンターとメインセンタ

ーの情報の同期をとり、メインセンターを復旧させる形で考えております。 

 

（委員） 

 バックアップセンターへの切り替え時には設定変更が必要ということであるが、メイ

ンとバックアップセンターどちらか一方しか使用できないということでよいか、また、

切り替えた際には NACCSセンターから指示が来るという認識でよいか。 

（センター）  

バックアップセンターへ切り替えた際には、バックアップセンターのみが使用可能と

なります。その際には、基本的に掲示板を使用し利用者様へ切り替え実施をご案内いた

します。 

 

（委員） 

 次期 NACCS 機能の検討において、障害発生時のバックアップセンターへの切り替えに

ついては、利用者の方では接続先の変更等の作業も含め何もしなくてもいいということ

か。 

（センター） 

 利用者様における切り替え作業を不要とする方法について、技術的に可能か否かも含

め、今後検討を進めていきたいと考えています。 

 

ヘ.  プログラム変更要望に関すること 

【変更要望の再検討について】 

（委員） 

 プログラム変更要望の情報提供の中で「対応が困難なもの」となっているものについ

て、現行 NACCSでは対応が難しい問題であっても次期 NACCSでは採用を検討してもらえ

るのか。 

（センター） 

 現行システムにおいては、システムの大規模改変が必要となる等の理由により「対応

が困難なもの」としているプログラム変更要望につきましては、次期 NACCS更改に向け

ての仕様検討の場において検討させていただくことになると思います。 

 

（委員） 

 プログラム変更要望については、単年度ごとの検討で困難と判断された内容であって
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も毎年同様の変更要望を提出すれば検討してもらえるのか。 

（センター） 

 「対応困難」とさせていただいた案件については、例えば、業界全体として要望が強

いものについては、改めて検討をさせていただくこともあると思います。 

 

（委員） 

  次期 NACCSの検討については、全利用者が意見を出し、NACCS センターが取り纏めて

いくことになると思う。日本貿易会としても NACCSの利用促進を図りたいと考えており、

積極的に意見等を挙げていきたいと考えている。しかし、荷主側からの視点ではサプラ

イチェーン全体を見通すことができないという事実もあり、検討段階において、例えば、

通関業者の方々等、関係者と十分な連携や意見交換を図れるような形で更改作業を進め

てほしい。 

 

（センター） 

 次期 NACCS における業務について最適化を図るためには、ご要望のとおり関係者間に

おいて十分な意見交換等を重ねながら検討を進めていくことが重要と考えております。

特に、更改から新しく参加していただいた輸出入者様・海貨様・NVOCC様の業務処理に

ついては、再度精査をした上で、関係業界様のご意見も伺いながら調整を図っていきた

いと考えております。 

 

ト.  その他 

【手続きの期間短縮】 

（委員）  

通関士の異動の登録については、調査票をセンターへ送付してからの登録処理を早く

してほしい。 

（センター） 

 契約あるいは変更手続きに要する期間については、これまでもできるだけ短縮してほ

しいとの要望をいただいているところであり、できる限り迅速な対応に心がけていきた

いと思います。 

       

【換算レートの反映について】 

（委員） 

換算レートの反映について、木曜日と金曜日が祝日の場合翌週の換算レートがシステ

ムに反映されるのはいつか。 

（センター） 

通常は水曜日 午前 0時に、システムに反映いたします。 
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（委員） 

月曜日に祝日が入った場合等、水曜日にシステム反映していないケースが見受けられ

る。いつ反映されるのか。 

（センター） 

祝日が入った場合等の仕様については、別途確認させて頂きます。 

（月曜日又は火曜日が休日の場合には、木曜日から翌週換算レートの使用が可能とな

ります。） 

 



（別添） 

平成２３年度ＮＡＣＣＳ成田空港地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会  社  名 

航空会社 

(貨物) 

本宮 正法 全日本空輸㈱ 

茂手木 賢次 ㈱JALカーゴサービス 

大津 恵 キャセイパシフィック航空 

栗田 俊郎 日本貨物航空㈱ 

松室 利典 ユナイテッド航空会社 

航空会社 

(旅客) 

渡部 亮太 ㈱ANAエアサービス東京 

後藤 有紀 ㈱JALスカイ 

保税蔵置場 

木内 誠 国際空港上屋㈱ 

草野 貴史 ㈱JALカーゴサービス 

牧野 充宏 日本通運㈱ 

混 載 業 

水野 隆央 日本通運㈱（成田航空貨物運送協会事務局） 

小田巻 秀男 
郵船ロジスティクス㈱ 

(成田航空貨物運送協会通関委員会） 

通 関 業 

政也 健二郎 ㈱近鉄エクスプレス 

井藁 博英 ナカムラエアーエクスプレス㈱ 

松本 義則 フェデラルエクスプレスコーポレーション 

中澤 正巳 芙蓉エアカーゴ㈱ 

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（原木） 曽根 秀夫 西日本鉄道㈱（東航通関協議会） 

保税蔵置場 

（原木） 

谷川 俊克 コクサイエアロマリン㈱ 

原子 幹 日本航運㈱ 

入国管理局 中田 昭二 東京入国管理局 

検 疫 所 石井 和喜 成田空港検疫所 

税   関 

大曽根 功 東京税関総務部 

山崎 實 東京税関成田税関支署 

前村 伸二 東京税関成田航空貨物出張所 

降幡 幸朊 東京税関成田航空貨物出張所 

加藤 俊彦 東京税関成田南部航空貨物出張所 

林  祐伸 東京税関成田南部航空貨物出張所 

久保市 光乙 東京税関東京航空貨物出張所 

渡辺 勝美 東京税関東京航空貨物出張所 

   

ＮＡＣＣＳ 

青木 直幸 専務取締役 

高橋 但 業務部 

山﨑 和之 企画部 

曽我 勉 システム部 システム総括課 

藤﨑 真一  業務部 ＣＳ課 

永田 真一郎 業務部 地域サービス課 

福岡 朊宏 業務部 地域サービス課 

岡本 進 業務部 利用契約課 

（順不同敬称略） 



平成２３年度ＮＡＣＣＳ羽田空港地区協議会委員名簿 

（順不同敬称略） 

業  種 氏  名 会  社  名 

航空会社 

(貨物) 

小川 達也 日本航空㈱ 

生田 寛之 全日本空輸㈱ 

航空会社 

(旅客) 

吉澤 聖智 日本航空㈱ 

窪田 啓一郎 全日本空輸㈱ 

保税蔵置場 
佐久間 智之 東京国際エアカーゴターミナル㈱ 

田中 直 日本通運㈱ 

混 載 業 
角  得雄 西日本鉄道㈱ 

木村 勉 ㈱近鉄エクスプレス 

通 関 業 

加藤 富士夫 エムオーエアロジスティックス㈱ 

岡根 泰弘 ㈱バンテック 

上野 俊明 郵船ロジスティクス㈱ 

機用品業 
小山 敬弘 ㈱ＡＮＡケータリングサービス 

北  伸行 ゲートグルメジャパン㈲ 

入国管理局 宍戸 哲也 東京入国管理局 羽田空港支局 

検 疫 所 近藤 尚久 東京空港検疫所 

税   関 

大曽根 功 東京税関 総務部 

田尾 正男 東京税関 羽田税関支署 

羽生田 史郎 東京税関 羽田税関支署 

饒村 義人 東京税関 羽田税関支署 

   

 

 

 

ＮＡＣＣＳ 

齊藤 誠 取締役 

高橋 但 業務部 

山﨑 和之 企画部 

曽我 勉 システム部 システム総括課 

乗兼 充生 業務部 業務総括課 

永田 真一郎 業務部 地域サービス課 

岡田 正貴 業務部 地域サービス課 



 

 

平成２３年度ＮＡＣＣＳ中部空港地区協議会委員名簿 

（順不同敬称略） 

 

業  種 氏  名 会 社 名 

航空会社（貨物） 
水野 竹人 ANA中部空港㈱ 

溝上 直思 ㈱ドリームスカイ名古屋 

航空会社（旅客） 
中村 守利 ベトナム航空 

水津 直子 タイ国際航空 

保税蔵置場 

那須 久晴 ㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞﾌﾚｲﾂｻｰﾋﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ（AFS） 

武内  慎一郎 ＴＡＳエクスプレス㈱ 

板倉  克 伊勢湾海運㈱ 

通 関 業 永田 富男 ㈱近鉄エクスプレス 

代 理 店 松下 昌司 名鉄観光サービス㈱ 

 

 

混 載 業 

 

祐本 勇一 ㈱阪急エクスプレス 

武藤 文章 ヤマトグローバルロジシティクスジャパン㈱ 

清水 浩昭 日本通運㈱ 

後藤 光治 郵船ロジスティクス㈱ 

 

税   関 

 

小池  隆 名古屋税関 

小川 和清 名古屋税関 

加古  朗 名古屋税関 

神谷 秀明 名古屋税関 

加藤 広之 名古屋税関 

入国管理局 深浦 和久 名古屋入国管理局中部空港支局 

検 疫 所 有末 皇司 中部空港検疫所支所 

関係業会 

寺田 正幸 名古屋通関業会 

伊藤  昭 名古屋通関業会 

後藤 勝良 名古屋税関保税会 

曽我  茂  名古屋税関保税会 

   

ＮＡＣＣＳ 

小池   信吉 取締役 

伊藤  晃 業務部 

秋山   隆朗 企画部 企画第１課 

井﨑  孝和 システム部 システム運用課 

外山  一郎 業務部 利用契約課 

石川   暁文 東海事務所 



 

 

平成２３年度ＮＡＣＣＳ関西空港地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会 社 名 

 

航空会社 

 

川路 清志 ＣＫＴＳ㈱ 

山尾  政佐子 ㈱大韓航空 

澤井  和洋 全日本空輸㈱ 

清水 俊宏 日本航空㈱ 

保税蔵置場 
藤川 早苗 日航関西エアカーゴ・システム㈱ 

藤井 りさ ANAロジスティクサービス㈱ 

混載・通関・代理店 

小山 敬市 ㈱南海エクスプレス 

長崎 康二 日本通運㈱ 

陌間 博文 ㈱阪急阪神エクスプレス 

柳原 一彦 郵船ロジスティクス㈱ 

中村 雅一 ㈱近鉄エクスプレス 

三浦  広 西日本鉄道㈱ 

大宅 一暢 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 

税   関 

山外 和雄 大阪税関 

池本 光宏 関西空港税関支署 

四方 宏明 関西空港税関支署 

眞鍋 敏男 関西空港税関支署 

入国管理局 三善 智子 大阪入国管理局 

検 疫 所 末永 雄三 関西空港検疫所 

   

ＮＡＣＣＳ 

齊藤  誠 取締役 

塚田 貴司 企画部 

伊藤 晃 業務部 

曽我 勉 システム部 システム総括課 

六井 一雄 西日本事務所 

上原 憲子 西日本事務所 

西村 武治 西日本事務所 

（順不同敬称略） 



 

 

平成２３年度ＮＡＣＣＳ福岡空港地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会  社  名 

航空会社 

上野 丈 日本航空㈱ 
倉智 和樹 全日本空輸㈱ 
吉田 律 キャセイパシフィック航空 

保税蔵置場 平野 悟 福岡エアーカーゴターミナル㈱ 

混載・通関・航空貨物

代理店 

混載・通関・航空貨物代

理 

混載・通関 

航空貨物代理店 

混載・通関・航空貨物

代理店混載・通関・航空

貨 

江﨑 泰成 インターナショナルエクスプレス㈱ 

石原 啓輔 ㈱ジェネック 
新里 健 ㈱近鉄エクスプレス 
多田 健一 JPサンキュウグローバルロジスティクス㈱ 

米満 拓馬 西日本鉄道㈱ 
岩﨑 進一 日本通運㈱ 

清水 正人 ㈱阪急阪神エクスプレス 
渡辺 圭祐 郵船ロジスティクス九州㈱ 

山本 努 東海運㈱ 
橋本 竜馬 福岡インフライトケイタリング㈱ 
田中 浩明 住友倉庫九州㈱ 

日置 建一 鹿児島海陸運送㈱ 
検 疫 所 津曲 淳 福岡空港検疫所支所 

入国管理局 横井 優子 福岡入国管理局福岡空港出張所 

税   関 
唐島 豊見 門司税関総務部 
鈴木 功 長崎税関総務部 

   

ＮＡＣＣＳ 

小池 信吉 取締役 
井﨑 孝和 システム部 システム運用課 

秋山 隆朗 企画部 企画第１課 
伊藤 晃 業務部 

有田 直人 九州事務所 

藤井 友和 九州事務所 

 （順不同敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２３年度ＮＡＣＣＳ苫小牧地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会  社  名 

 

通関・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 

伊藤 政志 日本通運株式会社 

濱野 洋司 株式会社栗林商会 

西本 信也 北海運輸株式会社 

細川 元彦 ナラサキスタックス株式会社 

税関 

税   関 

 

田牧 鉄朗 函館税関 総務部 

高山 博行 函館税関 苫小牧税関支署 

笠森 充 函館税関 苫小牧税関支署 

港湾管理者 西川 敏明 苫小牧港管理組合 

北海道運輸局 鎌田 佳宣 海上安全環境部 船舶安全環境課 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オブザーバー） 

末吉 智 北海道通運株式会社 

辻石 研一 福山通運株式会社 

梶本 宏円 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 菱中海陸運輸株式会社 

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 

秋元 幸太 室蘭海陸通運株式会社 

小針 治彦 三ツ輪運輸株式会社 

内川 密 株式会社ニュートレーディングブリッジ 

澤田 弘 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 

大泉 潤也 札幌通運株式会社 

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 

江草 佳紀 日本関税協会函館支部苫小牧地区協議会 

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 

小池 信吉 取締役 

高橋 但 業務部 

山﨑 和之 企画部 

大田 順子 システム部 データ管理課 

永田 真一郎 業務部 地域サービス課 

阿部 真紀 業務部 地域サービス課 

藤林 優美 業務部 地域サービス課 

（順不同敬称略） 

 



平成２３度ＮＡＣＣＳ仙台地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会  社  名 

船舶代理店 
及川 信良 三陸運輸㈱ 

佐藤 康治 塩竈港運送㈱  

Ｃ Ｙ 
武田 佳信 三陸運輸㈱ 

甲田 孝志 塩竈港運送㈱ 

 

保税 

保税 

保税蔵置場 

 

保税 

保税 

星川 直樹 ㈱ロジスティクス・ネットワーク 

広川 強 ㈱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㈱ 

綱島 勝彦 ㈱マルハニチロ物流 

山下 竜二郎 横浜冷凍㈱ 

山根 元 三陸運輸㈱ 

通関 

通関 

通関 

 

 

 

通 関 業 

 

通関 

通関 

通関 

小関 克之 日本通運㈱ 

大場 洋 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 参 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㈱ 

芳賀 賢典 ㈱三協 

安住 尚司 宇徳ロジスティクス㈱ 

通関・海貨業 
佐々木 功 三陸運輸㈱ 

熊谷 市雄 塩竈港運送㈱  

港湾管理者 平山 耕 宮城県土木部 

海上保安庁 眞鍋 昌史 第二管区海上保安本部 

海上保安庁 角  直樹 第二管区海上保安本部 

仙台検疫所 伊藤 則之 厚生労働省仙台検疫所 

税関 

税   関 

関 

高橋 慎司 横浜税関総務部 

豊嶋 秀樹 横浜税関 仙台塩釜税関支署 

渡辺 徹 横浜税関 仙台塩釜税関支署 

（オブザーバー） 橋本 秀夫 宮城地区税関協議会 

   

ＮＡＣＣＳ 

小池 信吉 取締役 

高橋 但 業務部 

山﨑 和之 企画部 

井﨑 孝和 システム部 システム運用課 

永田 真一郎 業務部 地域サービス課 

阿部 真紀 業務部 地域サービス課 

藤林 優美 業務部 地域サービス課 

（順不同敬称略） 

 

 



平成２３年度ＮＡＣＣＳ東京地区協議会委員名簿 

業 種 氏  名 会  社  名 

 

 

船 会 社 

  

蔵本 泰幸 川崎汽船株式会社 

松田 直人  株式会社 MOL Japan 

阿久津 聡 NYK Container Line 株式会社 

金川 裕司 オー・オー・シー・エル ジャパン株式会社 

門田 眞理子 現代商船ジャパン株式会社 

 

船舶代理店 

星野 直之 伊勢湾海運株式会社 

伊奈 久夫 芝浦通船株式会社 

相川 喜章  ジェイピークルーズエイジェンシー株式会社 

 

Ｃ Ｙ 

堀光 良治 株式会社宇徳 

川井 康司 日本郵船東京コンテナターミナル 

川上 順 三井倉庫株式会社 

 

Ｃ Ｆ Ｓ 
清宮 英之 株式会社宇徳 

望月 正彦 株式会社ユニエツクス 

 

保税蔵置場 

酒林 美枝子 株式会社テラダロジコム 

金本 正行 株式会社日新 

二宮 史明  株式会社マルハニチロ物流 

 

 

 

通 関 業 

根本 清正 株式会社日成 

奥田 奨  三菱倉庫株式会社 

松岡 芳憲 株式会社日新 

橋本 正和 日本通運株式会社 

本田 善朗 丸全昭和運輸株式会社 

吉田 伸  横浜倉庫株式会社 

海貨業 

海 貨 業 

 

東海林 雄一 互興運輸株式会社 

佐藤 洋一 岡本物流株式会社 

飯塚 利信 内外日東株式会社  

ＮＶＯＣＣ 斉藤 孝 郵船ロジスティクス株式会社 

小林 哲士 株式会社トランスコンテナ 

輸出入者 吉岡 廣太郎 三菱商事㈱ 

港湾管理者 梶野 雅代 東京都港湾局 港湾経営部 

東京検疫所 加藤 俊樹 東京検疫所 検疫衛生課 

税関 

税関 

 

税   関 

小野 和彦 
東京税関総務部 総括システム企画調整官 

（NACCS(総括･企画開発)担当） 

大曽根 功 東京税関総務部 システム企画調整官 

宮崎 則昭 東京税関監視部 特別監視官（監視取締総括担当） 

上條 一三 東京税関監視部 保税地域監督官（保税総括部門担当） 

内田 幸吉 東京税関業務部 統括審査官(通関総括第１部門担当) 

 

 

（オブザーバー） 

手塚 親生 東京通関業会 

上村 雅章 東京税関保税会 

枝廣 敏男 社団法人日本貿易会 企画グループ  

北田 公克 国土交通省 関東地方整備局 

名里 健吾 国土交通省 港湾局 



 

 

 

 

ＮＡＣＣＳ 

小池 信吉 取締役 

秋山 隆朗  企画部 企画第 1課 

曽我 勉 システム部 システム総括課 

谷口 順士 業務部 ＣＳ課 

永田 真一郎 業務部 地域サービス課 

横山 義史 業務部 地域サービス課 

島野 乃輝 業務部 地域サービス課 

畠  規之 経理部 経理第１課 

（順不同敬称略） 



平成２３年度ＮＡＣＣＳ横浜地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会  社  名 

 

船 会 社 

阿久津 聡 NYK Container LINE㈱ 

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 

松田 直人 ㈱ＭＯＬ ＪＡＰＡＮ 

船舶代理店 

船舶代理店 

 

鈴木 勇人 相模運輸倉庫㈱ 

齋藤 弘二 ㈱日新 

小川 裕史 ㈱ダイトーコーポレーション 

Ｃ 

Ｃ Ｙ 

福田 誠 三菱倉庫㈱ 

川上 元晴 三井倉庫㈱ 

長澤 敦史 鈴江コーポレーション㈱ 

Ｙ 

保税蔵置場 

菅原 達也 三井倉庫㈱ 

田辺 純一 帝蚕倉庫㈱ 

松田 敏裕 日本通運㈱ 

通 関 

通 関 業 

 

仲村 治紀 ㈱明正 

佐々木 健一 トナミ国際物流㈱  

池田 佳彦 日本通運㈱ 

海貨 

 

海 貨 業 

辻  克行 ㈱北村回漕店 

佐藤 康 ㈱石川組 

関野 治夫 関野運輸㈱ 

清水 勲 富島運輸㈱ 

ＮＶＯＣＣ 長谷川 宜彦 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 久世 真 国土交通省関東運輸局 

横浜検疫所 諏訪 映代 厚生労働省横浜検疫所 

税関 

 

税   関 

高橋 慎司 横浜税関 総務部 

吉岡 恭輔 横浜税関 監視部総括許可部門 

佐々木 宏司 横浜税関 監視部保税総括部門 

徳永 国俊 横浜税関 業務部通関総括第１部門 

オブザーバー 

オブザーバー 

（オブザーバー） 

 

田中 敬士 横浜通関業会 

村上 猛俊 横浜税関保税会 

島田 博昭 京浜海運貨物取扱同業会 

大野 政男 横浜航空貨物ターミナル㈱ 

   

 

 

 

 

ＮＡＣＣＳ 

青木 直幸 専務取締役 

高橋 但 業務部 

秋山 隆朗 企画部 企画第１課 

曽我 勉 システム部 システム総括課 

星野 司 業務部 業務総括課 

永田 真一郎 業務部 地域サービス課 

阿部 真紀 業務部 地域サービス課 

宮脇 俊 業務部 ＣＳ課 

（順不同敬称略） 



平成２３年度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 

山本 茂 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㈱ 

Ｃ Ｙ 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 

 

小沼 登 鈴与㈱ 

岩崎 千春 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 

 

加藤  和重 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㈱ 

 

税   関 

 

小池  隆 名古屋税関 

高橋  昇 名古屋税関 

石原  友明 名古屋税関 

兼子  康広 名古屋税関 

塩澤 清 名古屋税関 

港湾管理者 野中 敏正 静岡県清水港管理局 

運 輸 局 増尾 政彦 中部運輸局海上安全環境部 

検 疫 所 中野 敏正 厚生労働省 名古屋検疫所 

地方整備局 武田 久二 中部地方整備局 

関係業会 

齋藤 修 名古屋通関業会 

西  勝之 名古屋税関保税会 

大多和  昌克 清水海運貨物取扱同業会 

船代事務局 山本  茂 清水港船舶代理店会 

   

 

 

ＮＡＣＣＳ 

 

  

青木 直幸 専務取締役 

山﨑 和之 企画部 

大田 順子 システム部 データ管理課 

征録 宏司 業務部 利用契約課 

大野 早紀 業務部 利用契約課 

石川 暁文 東海事務所 

（順不同敬称略） 



 

 

平成２３年度ＮＡＣＣＳ名古屋地区協議会委員名簿 

業 種 氏  名 会  社  名 

船 会 社 鈴木 文男 ㈱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 

Ｃ Ｙ 

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㈱ 

玉井 誠也 名古屋ユナイテッドコンテナターミナル㈱ 

保税蔵置場 

 

(ＣＦＳ) 

水谷 里司 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㈱ 

牧島 賢吾 ㈱ニチレイ・ロジスティクス東海 

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 

黒瀬 廣和 伊勢湾海運㈱ 

 

通 関 業 

 

吉原 立実 三協㈱ 

溝口 久仁弘 名港海運㈱ 

佐野 仁志 旭運輸㈱ 

藤﨑 三重 日本トランスシティ㈱ 

森   剛彦 ナゴヤシッピング㈱ 

慶秀 謙一 ㈱サンシン 

大石 洋文 ㈱上組 

海 貨 業 
髙木 一男 中京海運㈱ 

外山 順一 愛知海運㈱ 

ＮＶＯＣＣ 鬼頭 貴充 ㈱トライネット 

 

税   関 

 

小池  隆 名古屋税関 

水島 康浩 名古屋税関 

神谷 秀明 名古屋税関 

武藤 洋司 名古屋税関 

大西 正浩 名古屋税関 

高原 誠  名古屋税関 

港湾管理者 
河合 伸和 名古屋港管理組合 

稲本 慶太 名古屋港管理組合 

運 輸 局 伊藤 伊三夫 中部運輸局海上安全環境部 

海上保安部（安全課） 林  高浩 第四管区海上保安本部 

海上保安部（警備課） 
戸田 陽一 名古屋海上保安部 

阿部 雄二 第四管区海上保安本部 

検 疫 所 礒谷 匡彦 厚生労働省 名古屋検疫所 

地方整備局 
福田 眞人 中部地方整備局 

武田 久二 中部地方整備局 



 

 

関係業会 

寺田 正幸 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 

遠藤 雅之 名古屋港運協会 

   

ＮＡＣＣＳ 

青木 直幸 専務取締役 

山﨑 和之 企画部 

大田 順子 システム部 データ管理課 

征録 宏司 業務部 利用契約課 

大野 早紀 業務部 利用契約課 

石川 暁文 東海事務所 

（順不同敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

平成２３年度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 

豊岡  新 ㈱住友倉庫 

辻本 由徳 島本海運㈱ 

Ｃ Ｙ 

新田  亮 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 

岡田 明功 山九㈱ 

百道 雅美 ㈱住友倉庫 

松沢 正昭 郵船港運㈱ 

篠田 一雄 ㈱ニチレイ・ロジスティクス関西 

 

通 関 業 

 

猿渡  仁 近畿通関㈱ 

森下 好彦 トレーディア㈱ 

永井 亮一 日本通運㈱ 

得本 明 住和港運㈱ 

（オブザーバー） 尾崎 公信 大阪通関業会 

海 貨 業 
角髙 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㈱ 

大川 友子 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 

神田 昌彦 大阪府港湾局 振興担当部 

（オブザーバー） 

（オブザーバー） 

北門 武志 大阪府港湾局 振興担当部 

長谷 幸男 大阪府港湾局 振興担当部 

整 備 局 松元  桂 近畿地方整備局 

検 疫 所 大山  浩 大阪検疫所 

税   関 

七村 義人 大阪税関監視部 

深田 千春 大阪税関監視部 

大谷 敦志 大阪税関業務部 

中村 文雄 大阪税関業務部 

山外 和雄 大阪税関総務部 

（オブザーバー） 浅野 英行 大阪税関総務部 

   

ＮＡＣＣＳ 

齊藤  誠 取締役 

塚田 貴司 企画部 

伊藤  晃 業務部 

曽我 勉 システム部 システム総括課 

六井 一雄 西日本事務所 

岡崎 孝治 西日本事務所 

平松 健一 西日本事務所 

（順不同敬称略） 

 



 

 

平成２３年度ＮＡＣＣＳ神戸地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会 社 名 

船舶代理店 田中   勝 日東物流㈱ 

Ｃ Ｙ 
三浦 武志 ㈱ユニエックス 

高岡 鎮雄 ㈱上組 

保税蔵置場 

藪口  勝 三菱倉庫㈱ 

皆本 進午 三井倉庫㈱ 

安部 祐一 山九㈱ 

（オブザーバー） 竹内 義春 神戸地区保税会 

通 関 業 

山中 孝司 ㈱兵食 

山本 庄司 ㈱阪急阪神エクスプレス 

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 
戸田 勝樹 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 

釜谷 成彦 神戸市みなと総局みなと振興部 

運 輸 局 宍戸  学 神戸運輸監理部 

（オブザーバー） 薮内 健吾 神戸運輸監理部 

海上保安庁 

（オブザーバー） 

坂田  修 第五管区海上保安本部 

空野 哲平 第五管区海上保安本部 

日當 大作 神戸海上保安部 

整 備 局 

（オブザーバー） 

中嶋 みどり 近畿地方整備局 

富川 達郎 近畿地方整備局 

検 疫 所 山村 一成 神戸検疫所 

税   関 

竹采 正敏 神戸税関監視部 

小林 則雄 神戸税関監視部 

稲田 勝哉 神戸税関業務部 

濵戸 祥宏 神戸税関総務部 

（オブザーバー） 上月 真悟 神戸税関総務部 

（オブザーバー） 西原 寿男 神戸税関総務部 

   

ＮＡＣＣＳ 

青木 直幸 専務取締役 

朋部  学 システム部 

秋山 隆朗 企画部 企画第１課 

星野  司 業務部 業務総括課 

六井 一雄 西日本事務所 

西村 武治 西日本事務所 

平松  健一 西日本事務所 

（順不同敬称略） 



 

 

平成２３年度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㈱  

Ｃ Ｙ 
中常 祐宏 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  

堀井 一行 日本通運㈱  

通 関 業 

植木 藤彦 日本通運㈱  

芝田 幸二 ㈱ヒロクラ  

市川 光明 徳山海陸運送㈱ 

海 貨 業 瀬尾 仁 福山通運㈱  

航空会社 有田 幸生 アシアナ航空㈱ 

保税蔵置場 助守田 晋 広島空港ビルディング㈱ 

混載・通関・代理店 
青木 一雄 日本通運㈱ 

井町 守之 マロックス㈱ 

検 疫 所 
金子 禎孝 広島検疫所 

尾山 勇一 広島空港検疫所支所 

運 輸 局 久保田 清登 中国運輸局海上安全環境部 

港湾管理者 

島田 宏之 広島県土木局港湾振興課 

福田 将之 広島県土木局港湾振興課 

佐藤 光生 広島県港湾振興事務所 

海上保安庁 

（オブザーバー） 
堀   太一 第六管区海上保安本部 

整 備 局 

（オブザーバー） 

北浦 健一 中国地方整備局 

伊藤 哲夫 中国地方整備局 

税   関 瀧下 幸子 広島税関支署 

   

 

 

 

ＮＡＣＣＳ 

青木 直幸 専務取締役 

朋部 学 システム部 

秋山 隆朗 企画部 企画第１課 

星野 司 業務部 業務総括課 

有田 直人 九州事務所 

山野井 康裕 九州事務所 

（順不同敬称略） 



 

 

平成２３年度ＮＡＣＣＳ博多地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会  社  名 

船舶代理店 

宮永 浩司 門司港運㈱  
西村 次郎 極東海運㈱  
内田 匠 相互運輸㈱  

船舶代理店・保税蔵置場 阿部 文弘 日本通運㈱  

Ｃ Ｙ 

野口 幸三 門司港運㈱  

鐵原 浩道 日本通運㈱  
玉手 秀武 三菱倉庫㈱  

ＣＹ・通関 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㈱  

通 関 業 

植田 政昭 門菱港運㈱  
田村 直治 関光汽船㈱  
萩尾 芳隆 住友倉庫九州㈱  

富田 貢二 長崎倉庫㈱  
梅木 洋一郎 ㈱共進組  

海 貨 業 柴田 一夫 門司港運㈱  

港湾管理者 
菊地 政文 福岡市港湾局 
畠山 智光 北九州市港湾空港局 

整 備 局 
豊田 真二 九州地方整備局 

徳永 佳浩 九州地方整備局 

運 輸 局 秋永  仁司 九州運輸局 
検 疫 所 市原 康平 福岡検疫所 

税   関 
唐島 豊見 門司税関総務部 
廣瀬 馨 長崎税関総務部 

   

 

 

 

ＮＡＣＣＳ 

齊藤 誠 取締役 

朋部 学 システム部 

小宮 祥一 企画部 企画第 2課 

星野 司 業務部 業務総括課 

有田 直人 九州事務所 

遠藤 祐子 九州事務所 

（順不同敬称略） 

 



 

 

平成２３年度ＮＡＣＣＳ那覇地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会  社  名 

航空会社 北村 隆太 全日本空輸㈱ 

船 会 社 
野原 智恵子 南西海運㈱  

赤嶺 壮志 琉球物流㈱  

船舶代理店 
新垣 貴史 沖縄港運㈱  

松田 美貴 ㈲沖縄シップスエージェンシー  

Ｃ Ｙ 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 

通関 

通関 

通 関 業 

通関 

通関 

通関 

中西 英成 ANAロジスティクサービス 

山川 一 沖縄空輸㈱  

島袋 唯 沖縄第一倉庫㈱  

金城 判 沖縄通関社㈱  

吉良 裕幸 沖縄ディーエフエス㈱  

波平 太志 沖縄日通エアカーゴサービス㈱  

西平 守勝 海邦通関㈱  

吉里 真弘 産業港運㈱  

宜野座 雄 大成通関㈱  

蓑毛 長暁 福山通運㈱  

浦崎 直彦 (名)藤浦通関  

兼城 斉快 ㈱宮古通関  

高木 千賀子 琉球物流㈱  

港湾管理者 平良 牧子 那覇港管理組合 

運輸局等 立津 和弘 内閣府沖縄総合事務局 

海上保安庁 

（オブザーバー） 
武本 直樹 第十一管区海上保安本部  

検 疫 所 高橋 義久 那覇検疫所  

税   関 
磯辺 敏雄 沖縄地区税関  

柿原 成治 沖縄地区税関   

   

 

 

 

ＮＡＣＣＳ 

齊藤 誠 取締役 

朋部 学 システム部 

小宮 祥一 企画部 企画第 2課 

星野 司 業務部 業務総括課 

有田 直人 九州事務所 

塚本 幸路 九州事務所 

（順不同敬称略） 
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