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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 24年度 NACCS地区協議会議事概要 

 

１ 開催期間：平成 24年 5月 7日（月）から同年 5月 25日（金）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 事業計画の概要 

Ⅱ プログラム変更について 

Ⅲ 第 6次 NACCSの更改について 

Ⅳ 新規事業等への取組み 

Ⅴ NACCSと関連省庁システムの統合等について 

Ⅵ リアルタイム口座振替方式の利用について 

Ⅶ 出港前報告制度について 

Ⅷ 通関関係書類の PDF等による提出 

Ⅸ 利用者様サービスの向上への取組み 

Ⅹ システム参加状況 

（２）その他 

 

５ 主な質疑等 

  センターからの説明事項等に関する主な質疑の内容は次のとおり。 

 （１）説明事項関係 

○Ⅶ 出港前報告制度について 

【送受信する情報量について】 

（委員） 

当該制度の実施によって、送受信する情報量は増加するのか、増加するとすればどの程度の

増加が見込まれるのか。 

 

 



2 

 

（センター） 

現在のところ詳細は不明です。なお、当該制度については、関係省庁が説明会を開催する予

定と聞いております。 

【制度への対応等について】 

（委員） 

当該制度に対応していくためには、国内にサーバーを設置したり、サービスプロバイダーを

利用したりする必要があることから、その対応には相当の負担感がある。 

（センター） 

開税法の改正により、センターとしても当該制度に対応していかなければならないことをご

理解ください。 

 

○Ⅸ 利用者様サービスの向上への取組み 

【講習会の実施について】 

（委員） 

平成 23年 4月から平成 24年 3月までに、函館税関管内の講習会は何回開催されたのか。 

（センター） 

函館において通関業務講習会を 1回開催しました。 

 

 （２）その他 

  【積荷目録情報の訂正について】 

（委員） 

  MFR業務（積荷目録情報登録）、DMF業務（積荷目録提出）を行った後に、CMF02業務（積荷

目録情報訂正(積荷目録提出業務後)）を実施する場合、CY へは情報が配信されないため自社

システムから情報訂正等を行っている。他の利用者からもこの仕様について改善要望はないの

か。 

（センター） 

  清水地区の要望 1件だけで他の地区からの改善要望はありません。 

 

【他港揚貨物の輸入貨物荷渡情報登録について】 

（委員） 

    他港揚貨物を OLC業務（保税運送申告）によって搬入した場合に、DOR業務（輸入貨物荷渡

情報登録）が実施できない。対応方法等を教えて欲しい。 

（センター） 

  DOR 業務は、船卸港における受委託登録がなされていないとできない仕様となっています。

業務仕様書に記載している入力者欄をご確認ください。 
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【システム未登録地区の IATAコード追加について】 

（委員） 

中国の未登録地区の IATAコード追加ができないか。 

（センター） 

中国ではコード化されていない地区が多くあります。未登録地区の IATAコードの追加には

関係省庁との調整が必要となるため時間をいただくこととなります。弊社に情報をいただけれ

ば関係省庁と調整いたします。 

   



 

 

平成２４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 全日本空輸株式会社 

茂手木 賢次 株式会社 JALカーゴサービス 

大津 恵 キャセイパシフィック航空 

徳永 健二郎 日本貨物航空株式会社 

内田 昌広 ユナイテッド航空会社 

航空会社 渡部 亮太 株式会社 ANAエアサービス東京 

(旅客) 後藤 有紀 株式会社 JALスカイ 

保税蔵置場 

木内 誠 国際空港上屋株式会社 

草野 貴史 株式会社 JALカーゴサービス 

牧野 充宏 日本通運株式会社 

混 載 業 

有馬 広 日本通運株式会社（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株式会社 

(成田航空貨物運送協会通関委員会） 

通 関 業 

政也 健二郎 株式会社近鉄エクスプレス 

井藁 博英 ナカムラエアーエクスプレス株式会社 

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 芙蓉エアカーゴ株式会社 

機用品業 

井橋 英幸 株式会社 ANAケータリングサービス 

高橋 正樹 ジャルロイヤルケータリング株式会社 

大木 俊郎 株式会社ティエフケー 

通関業（原木） 曽根 秀夫 西日本鉄道株式会社（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株式会社 

（原木） 原子 幹 日本航運株式会社 

入国管理局 山澤 義周 東京入国管理局 

検 疫 所 中野 泰之 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 幸朋 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 

根本 誠 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 

小池 信吉 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 

永田 真一郎 業務部 地域サービス課 

福岡 朋宏 業務部 地域サービス課 

島野 乃輝 業務部 地域サービス課 

（順不同敬称略） 

 

 

 



平成２４年度ＮＡＣＣＳ羽田空港地区協議会委員名簿 

業  種 氏  名 会  社  名 

航空会社 小川 達也 日本航空株式会社 

(貨物) 秋山 哲彦 全日本空輸株式会社 

航空会社 

(旅客) 

吉澤 聖智 日本航空株式会社 

山口 元之 全日本空輸株式会社 

保税蔵置場 
佐久間 智之 東京国際エアカーゴターミナル株式会社 

田中 直 日本通運株式会社 

混 載 業 
角  得雄 西日本鉄道株式会社 

染谷 純一 株式会社近鉄エクスプレス 

通 関 業 上野 俊明 郵船ロジスティクス株式会社 

機用品業 
小山 敬弘 株式会社 ANAケータリングサービス 

田中 孝助 ゲートグルメジャパン有限会社 

入国管理局 鈴木 末雄 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 

宮川 朝子 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 

  

  

  

青木 直幸 専務取締役 

服部 学 システム部 

山﨑 和之 企画部 

谷口 順士 業務部 ＣＳ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 

吉岡 奈津美 業務部 地域サービス課 

    （順不同敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２４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㈱ 

栖原  聖二 ㈱ドリームスカイ名古屋 

航空会社（旅客） 
川端 ゆかり ルフトハンザドイツ航空会社 

杉下 晶美 ㈱ドリームスカイ名古屋 

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 ㈱阪急阪神エクスプレス 

武藤 文章 ヤマトグローバルロジスティクスジャパン㈱ 

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 総務部 

小川 和清 名古屋税関 中部空港税関支署 

加古  朗 名古屋税関 中部空港税関支署 

神谷 秀明 名古屋税関 監視部 

加藤 広之 名古屋税関 中部空港税関支署 

入国管理局 野村 和久 名古屋入国管理局中部空港支局 

検 疫 所 川島 圭介 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 

青木 直幸 専務取締役 

服部 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 

石川  暁文 東海事務所  

伊藤 大輔 東海事務所 



平成２４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 

生田  寛之 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㈱ 

森中 弘美 ㈱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 総務部 

池本 光宏 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 

眞鍋 敏男 大阪税関 関西空港税関支署 

入国管理局 森   ゆみ子 大阪入国管理局 

検 疫 所 原崎 正幸 関西空港検疫所 

   

ＮＡＣＣＳ 

小池  信吉 取締役 

山﨑 和之 企画部 

星野 司 業務部 業務総括課 

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２４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㈱ 

木村 延輝 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 

 

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㈱ 

斉藤 秀俊 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㈱ 

日置 建一 鹿児島海陸運送㈱ 

検 疫 所 西岡 覚 福岡空港検疫所支所 

入国管理局 福永 猛 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 

青木 直幸 専務取締役 

服部 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 

塚本 幸路 九州事務所 

 （順不同敬称略） 



平成２４年度ＮＡＣＣＳ苫小牧地区協議会委員名簿 

（順不同敬称略） 

業  種 氏  名 会 社 名 

 

 

通関・船舶代理店・ 

保税・ＣＹ 

松橋 篤 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 

滝田 勝行 株式会社栗林商会 

板谷 勉 株式会社栗林商会 

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 

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 浅井 孝人 苫小牧港管理組合 

（オブザーバー） 末吉 智 北海道通運株式会社 

オブザーバー 辻石 研一 福山通運株式会社 

オブザーバー 梶本 宏円 日本ニューホランド株式会社 

オブザーバー 田上 雅将 菱中海陸運輸株式会社 

オブザーバー 浜田 大輔 株式会社北海道日新 

オブザーバー 神田 学 北旺運輸株式会社 

オブザーバー 廣田 史夫 苫東コールセンター株式会社 

オブザーバー 三上 勝洋 株式会社上組 

オブザーバー 糸井 哲也 株式会社上組 

オブザーバー 濱野 洋司 苫小牧栗林運輸株式会社 

オブザーバー 久我 邦康 室蘭海陸通運株式会社 

オブザーバー 小針 治彦 三ツ輪運輸株式会社 

オブザーバー 泉川 明 日本梱包運輸倉庫株式会社 

オブザーバー 内川 密 株式会社ニュートレーディングブリッジ 

オブザーバー 坂口 直弥 苫小牧北倉港運株式会社 

オブザーバー 大泉 潤也 札幌通運株式会社 

オブザーバー 中澤 政道 苫小牧埠頭株式会社 

オブザーバー 北   哲哉 ノーススタートランスポート株式会社 

オブザーバー 中嶋 隆 苫小牧木材港運株式会社 

オブザーバー 江草 佳紀 日本関税協会函館支部苫小牧地区協議会 

オブザーバー 滝田 勝行 苫小牧通関業者協議会事務局 

オブザーバー 小澤  勇 函館税関保税会苫小牧地区保税会 

オブザーバー 田中 秀博 日本関税協会函館支部 

オブザーバー 福田 薫 小樽検疫所千歳空港検疫所支所 

          

 

 

 

ＮＡＣＣＳ 

ＮＡＣＣＳ 

齊藤 誠 取締役 

服部 学 システム部 

小宮 祥一 企画部 企画第２課 

國田 淳 業務部 

永田 真一郎 業務部 地域サービス課 

小暮 将之 業務部 地域サービス課 

島野 乃輝 業務部 地域サービス課 



平成２４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 三陸運輸株式会社 

佐藤 康治 塩竈港運送株式会社 

 

 

Ｃ   Ｙ 

武田 佳伸 三陸運輸株式会社 

内海 久美恵 三陸運輸株式会社 

星 俊也 三陸運輸株式会社 

伊藤 成寿 三陸運輸株式会社 

菅原 竜太 塩竈港運送株式会社 

 

 

 

保   税 

星川 直樹 株式会社ロジスティクス・ネットワーク 

広川 強 株式会社ニチレイ・ロジスティクス東北 

高橋 健太郎 やまや商流株式会社 

遠藤 貴行 塩竈港運送株式会社 

綱島 勝彦 株式会社マルハニチロ物流 

布川 博隆 株式会社マルハニチロ物流 

立石 章二 横浜冷凍株式会社 

山根 元 三陸運輸株式会社 

 

 

 

 

 

通   関 

小関 克之 日本通運株式会社 

川崎 正 日本通運株式会社 

大場 洋 塩竈港運送株式会社 

濵内 博 東 海運株式会社 

齋藤 貴之 カイリク株式会社 

塚田 義浩 株式会社やまや 

中川 敏文 東邦運輸倉庫株式会社 

吉田 隼一 センコン物流株式会社 

甲斐 愛一朗 株式会社丸山運送 

阿部 光博 富士オイルサービス株式会社 

芳賀 賢典 株式会社三協 

細野 浩司 宇徳ロジスティクス株式会社 

通関・海貨業 高橋 清記 三陸運輸株式会社 

熊谷 市雄 塩竈港運送株式会社 

港湾管理者 坂本 康明 宮城県 土木部 

百井 一浩 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  

角   直樹 第二管区海上保安本部   

検 疫 所 永野 美緒子 仙台検疫所 

 

税   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 

川崎 修 東北地方整備局 

 

 

 

 

 

 



ＮＡＣＣＳ 

ＮＡＣＣＳ 

ＮＡＣＣＳ 

ＮＡＣＣＳ 

ＮＡＣＣＳ 

齊藤 誠 取締役 

服部 学 システム部 

小宮 祥一 企画部 企画第２課 

國田 淳 業務部 

永田 真一郎 業務部 地域サービス課 

小暮 将之 業務部 地域サービス課 

島野 乃輝 業務部 地域サービス課 

（順不同敬称略） 

 

 



平成２４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 株式会社ケイラインジャパン 

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 

店 

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 

五味 尚人 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 

小林 聡  株式会社ユニエツクス 

 

蔵 置 場 

酒林 美枝子 株式会社テラダロジコム 

富田 健一 株式会社日新 

二宮 史明  株式会社マルハニチロ物流 

 

 

通   関 

門脇 徹 株式会社日成 

池田 貴久美 東京貿易運輸株式会社 

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 

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 

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 高山 哲郎 住友商事株式会社 

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 小長谷 正美 東京検疫所 検疫衛生課 

 

 

税   関 

小野 和彦 東京税関 総務部 

大曽根 功 東京税関 総務部 

宮崎 則昭 東京税関 監視部 

上條 一三 東京税関 監視部 

鈴木 道郎 東京税関 業務部 

（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 

島田 博昭 京浜海運貨物取扱同業会 

矢野 和義 京浜海運貨物取扱同業会 

 

 



  

 

 

ＮＡＣＣＳ 

青木 直幸 専務取締役 

塚田 貴司 企画部 

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 

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 

（順不同敬称略） 



平２４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株式会社 

西村 久美子 株式会社ケイ・エム・ディ・エス 

渡辺 典亜 アメリカンプレジデントラインズリミテッド 

松田 直人 株式会社ＭＯＬ ＪＡＰＡＮ 

船舶代理店 

鈴木 勇人 相模運輸倉庫株式会社 

齋藤 弘二 株式会社日新 

小川 裕史 株式会社ダイトーコーポレーション 

Ｃ   Ｙ 

福田 誠 三菱倉庫株式会社 

遠藤 玲二 三井倉庫株式会社 

長澤 敦史 鈴江コーポレーション株式会社 

蔵 置 場 

菅原 達也 三井倉庫株式会社 

田辺 純一 帝蚕倉庫株式会社 

松田 敏裕 日本通運株式会社 

通   関 

仲村 治紀 株式会社明正 

佐々木 健一 トナミ国際物流株式会社 

池田 佳彦 日本通運株式会社 

海 貨 業 

辻   克行 株式会社北村回漕店 

佐藤 康 株式会社石川組 

関野 治夫 関野運輸株式会社 

清水 勲 富島運輸株式会社 

ＮＶＯＣＣ 長谷川 宜彦 セイノーロジックス株式会社 

港湾管理者 沓掛 高士 横浜市港湾局 

運 輸 局 山本 一郎 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 

高橋 慎司 横浜税関 総務部 

吉岡 恭輔 横浜税関 監視部 

佐々木 宏司 横浜税関 監視部 

徳永 国俊 横浜税関 業務部 

（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 

高橋 恵子 横浜海上保安庁 

島田 博昭 京浜海運貨物取扱同業会 

矢野 和義 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株式会社 

 

 

ＮＡＣＣＳ 

  

齊藤 誠 取締役 

國田 淳 業務部 

井﨑 孝和 システム部 システム運用課 

小宮 祥一 企画部 企画第２課 

永田 真一郎 業務部 地域サービス課 

山木 信明 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２４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 

 

池田 元彦 ㈱ニチレイ・ロジスティクス東海 

手塚 博久 ㈱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 

池谷 雄介 清和海運㈱ 

久保田 太郎 鈴与㈱ 

 

税   関 

 

小池  隆 名古屋税関 総務部 

高橋  昇 名古屋税関 清水税関支署 

石原  友明 名古屋税関 清水税関支署 

兼子  康広 名古屋税関 清水税関支署 

塩澤 清 名古屋税関 興津出張所 

港湾管理者 山梨 彰彦 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 磯谷 匡彦 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 

中村 嘉伸 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 

 

  

齊藤 誠 取締役 

小宮 祥一 企画部 企画第２課 

井﨑 孝和 システム部 システム運用課 

國田  淳 業務部  

石川 暁文 東海事務所 

鷲尾 剛司 東海事務所 

（順不同敬称略） 



平成２４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㈱ 

朝日 陽介 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 中村 由美子 ㈱トライネット 

 

税   関 

 

小池  隆 名古屋税関 総務部 

水島 康浩 名古屋税関 監視部 

神谷 秀明 名古屋税関 監視部 

武藤 洋司 名古屋税関 監視部 

大西 正浩 名古屋税関 業務部 

高原 誠  名古屋税関 西部出張所 

港湾管理者 
河合 伸和 名古屋港管理組合 

西條 猛 名古屋港管理組合 

運 輸 局 山北 豊彦 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） 大下 豊 名古屋海上保安部 

検 疫 所 鶴元 信行 厚生労働省 名古屋検疫所 

地方整備局 

村山 信吾 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 

齊藤 誠 取締役 

小宮 祥一 企画部 企画第２課 

井﨑 孝和 システム部 システム運用課 

國田  淳 業務部  

石川 暁文 東海事務所 

鷲尾 剛司 東海事務所 

（順不同敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２４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㈱ 

仲川 康二 ㈱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 

 

（オブザーバー） 

山本 忠正 大阪市港湾局 計画整備部 

神田 昌彦 大阪府港湾局 経営振興課 

宮井 一彦 大阪府港湾局 経営振興課 

整 備 局 松元  桂 近畿地方整備局 

検 疫 所 末永 雄三 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 

小池 信吉 取締役 

山﨑 和之 企画部 

星野 司 業務部 業務総括課 

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 

橋本 成之 西日本事務所 

岡崎 孝治 西日本事務所 

（順不同敬称略） 



平成２４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 古橋  紀章 日東物流㈱ 

Ｃ Ｙ 

井上 昌和 日本コンテナ・ターミナル㈱ 

廣住 拡志 日本コンテナ・ターミナル㈱ 

本田 真一郎 三井倉庫㈱ 

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 

平野 克幸 山九㈱ 

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 西馬 朋美 トレーディア㈱ 

港湾管理者 
岡野内 英樹 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 丸尾  洋一 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） 

空野 哲平 第五管区海上保安本部 

仲田 幸生 第八管区海上保安本部 

整 備 局 

（オブザーバー） 
松元 桂 近畿地方整備局 

   検 疫 所 堀越 宏幸 神戸検疫所 

税   関 

竹采 正敏 神戸税関 監視部 

横田 秀樹 神戸税関 監視部 

稲田 勝哉 神戸税関 業務部 

（オブザーバー） 濵戸 祥宏 神戸税関 総務部 

上岡 英司 神戸税関 総務部 

   

ＮＡＣＣＳ 

齊藤 誠 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 

六井 一雄 西日本事務所 

橋本 成之 西日本事務所 

西村 武治 西日本事務所 

（順不同敬称略） 

 

 

 



平成２４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㈱  

西川 吏 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㈱ 

溝崎 純 マロックス㈱ 

検 疫 所 
金子 禎孝 広島検疫所 

小笠原 文夫 広島空港検疫所支所 

運 輸 局 砂田 康次 中国運輸局 

港湾管理者 
新山 信夫 広島県土木局港湾振興課 

村上 博信 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） 

池尻 泰人 中国地方整備局 

古市 新吾 中国地方整備局 

税   関 

藤本 信治 神戸税関 広島税関支署 

瀧下 幸子 神戸税関 広島税関支署 

鈴木 祥秀 神戸税関 広島税関支署 

   

 

 

 

ＮＡＣＣＳ 

齊藤 誠 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 

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２４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 

田丸屋 久義 日本通運㈱ 

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㈱  
林   晃弘 日本通運㈱  

種村 真悟 三菱倉庫㈱  
ＣＹ・通関 加藤 恵果 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㈱  

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㈱  

港湾管理者 
大石 英彦 福岡市港湾局 
友岡 敦 北九州市港湾空港局 

整 備 局 桒原 高尚 九州地方整備局 
運 輸 局 秋永  仁司 九州運輸局 

検 疫 所 幸   英治 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 

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 

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２４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 浦口 彰伸 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 業 

 

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㈱  

奥田 修二 福山通運㈱  

浦崎 直彦 ㈴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 伊志嶺 朝雄 沖縄総合事務局 

海上保安庁 

（オブザーバー） 
大見謝 勝 第十一管区海上保安本部  

検 疫 所 渡邊 裕一 那覇検疫所  

税   関 磯辺 敏雄 沖縄地区税関  

   

 

 

 

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 

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） 
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