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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 25年度 NACCS地区協議会議事概要 

 

１ 開催期間：平成 25年 4月 23日（火）から同年 6月 12日（水）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 ＮＡＣＣＳを巡る動きについて     

Ⅳ 次期(第 6次) ＮＡＣＣＳについて 

Ⅴ ＮＡＣＣＳサポートシステムの導入について 

Ⅵ システム参加状況について 

（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 

○Ⅱ プログラム変更について 

【輸出・入許可情報照会（IEX、IID）について】 

（委員） 

「輸出・入許可情報照会（IEX、IID）」業務の対象業種追加のプログラム変更について、リ

リース時期はいつか。 

 

（センター） 

平成 25 年 7月を予定しております。 

 



2 

 

○Ⅲ ＮＡＣＣＳを巡る動きについて 

【通関関係書類の電子化への対応について】 

（委員） 

通関関係書類の電子化（ペーパレス化）により、現在の専用回線では回線容量が不足して

いる。netNACCSを利用した場合、サービスプロバイダによっては利用できない時間があるかと

思うが、NACCSセンター側ではインターネットサービスプロバイダ（ISP）機能をもつ考えはあ

るか。 

 

（センター） 

ご質問のような機能について追加することは考えておりません。また、3月に開催いたしま

した通関関係書類の電子化に係る説明会においても説明していますが、netNACCSを利用されて

いるお客様からは工事等により NACCSの利用ができない、繋がり難いといった話は伺っており

ませんので、ご心配はいらないと思われます。 

 

   

○Ⅴ ＮＡＣＣＳサポートシステムの導入について 

【利用申込手続きのペーパレス化について】 

（委員） 

NACCS サポートシステム（NSS）の導入により利用申込手続きがペーパレス化されるという

ことだが、書面の提出による申請手続きは行う必要がないということか。 

 

（センター） 

一部書面による申請が必要なものがありますが、基本的にはオンラインで処理し、申請手

続きを行うことができます。 

 

【システムの利用環境について】 

（委員） 

NACCS サポートシステム（NSS）を利用した申請はデジタル証明書を取得した端末でなけれ

ばできないのか。また、システムの利用環境としてブラウザの制限等があるのか。その情報は

どこに提供されているのか。 

 

（センター） 

NACCS サポートシステム（NSS）の利用にあたっては、インターネット環境が用意されてい

れば利用することができ、デジタル証明書は不要です。ブラウザの利用環境に関する情報につ

いては、NACCS掲示板の「NSS電子申請情報ページ」に掲載してまいります。 

 



平成２５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) 

伊藤 悟 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 

古山 幸博 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) 福田 妙子 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 

奥村 豊一 株式会社 JALカーゴサービス 

水本 博之 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 

本宮 道成 フェデラルエクスプレスコーポレーション 

大橋 誠 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 高木 国央 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 西村 真 東京入国管理局 

検 疫 所 
中野 泰之 成田空港検疫所 

渡邉 靖之 成田空港検疫所 

税   関 

饒村 義人 東京税関 総務部 

飯田 洋 東京税関 成田税関支署 

久保市 光乙 東京税関 成田航空貨物出張所 

外山 誠志 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 

小澤 洋治 東京税関 東京航空貨物出張所 

前島 真一 東京税関 東京航空貨物出張所 

 

ＮＡＣＣＳ 

青木 直幸 専務取締役 

神例 高章 企画部  

木屋 一浩 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 

畦蒜 祐児 業務部 地域サービス課 

（順不同敬称略） 

 

 

 



平成２５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) 

江向 健一 日本航空株式会社 

伊藤 正樹 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 

渡邊 伊津美 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 岡根 泰弘 日立物流バンテックフォワーディング株式会社 

機用品業 
小山 敬弘 株式会社 ANAケータリングサービス 

カーン サフィー ゲートグルメジャパン株式会社 

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 
長  修二 東京空港検疫所支所 

土方 春雄 東京空港検疫所支所 

税   関 

饒村 義人 東京税関 総務部 

竹内 正治 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 

岩田 秀子 東京税関 羽田税関支署 

 

 

ＮＡＣＣＳ 

 

山村 武史 取締役 

椛嶋 宏一 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 

福岡 朋宏 業務部 地域サービス課 

    （順不同敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２５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） 
山尾 知洋 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） 
谷口 進  スイスポートジャパン㈱ 

一戸 操 アシアナ航空 

保税蔵置場 

山路 悟司 ㈱アドバンスドフレイツサービスジャパン（AFS） 

伊藤 和義 三井倉庫エクスプレス㈱ 

板倉  克 伊勢湾海運㈱ 

通 関 業 合田 敏子 ㈱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㈱ 

本杉 英丈 日本通運㈱ 

後藤 光治 郵船ロジスティクス㈱ 

税   関 

水嶋 康浩 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 

石原 太 名古屋税関 中部空港税関支署 

入国管理局 島津 吉貴 名古屋入国管理局中部空港支局 

検 疫 所 餌網代 善巳 中部空港検疫所支所 

関係業会 

寺田 正幸 名古屋通関業会 

丸山 修平 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 

鈴木 久志 取締役 

山﨑 和之 企画部 

國田 淳 業務部 

木屋 一浩 システム部 システム総括課 

長屋 英義 東海事務所  

伊藤 大輔 東海事務所 



平成２５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㈱ 

田畑 千香子 ㈱大韓航空 

生田  寛之 全日本空輸㈱ 

若宮 正吾 日本関西エアカーゴ・システム㈱ 

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 

河上 成彦 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 上野 孝一 ㈱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 

森下 純正 大阪税関 関西空港税関支署 

田中 伸一 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 

國田 淳 業務部 

秋山  隆朗 企画部 企画第１課 

佐々木 敏雄 西日本事務所 

上原 憲子 西日本事務所 

濱川 健一 西日本事務所 

（順不同敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２５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㈱ 

平川 晋也 ㈱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㈱ 

濱西 裕史 ㈱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㈱ 

山田 博之 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㈱ 

入国管理局 玉村 幸雄 福岡入国管理局福岡空港出張所 

税   関 
安倍 直 門司税関 総務部 

栗脇 貴久 長崎税関 総務部 

   

ＮＡＣＣＳ 

青木 直幸 専務取締役 

椛嶋 宏一 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 

西嶋 浩之 九州事務所 

川口 源樹 九州事務所 

   （順不同敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２５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 

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 

稲舩 哲也 函館税関 総務部 

西村 秀博 函館税関 苫小牧税関支署 

高城 典裕 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 

      

 

 

 

ＮＡＣＣＳ 

ＮＡＣＣＳ 

鈴木 久志 取締役 

椛嶋 宏一 業務部 

山﨑 和之 企画部  

宮嶋 徹也 経理部 経理第 1課 

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 

島野 乃輝 業務部 地域サービス課 



平成２５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 内海 教之 三陸運輸株式会社 

小泉 勝洋 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 

菊池 太郎 三陸運輸株式会社 

佐藤 貴志 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 

寺島 哲 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 

浅野 政春 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 

平塚 恵子 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 

千葉 和美 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 

伊藤 成寿 三陸運輸株式会社 

佐々木 功 三陸運輸株式会社 

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 百井 一浩 宮城県 土木部 

海上保安庁 山崎 裕也 第二管区海上保安本部  

表  航 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  

本宿 敏勝 横浜税関 仙台塩釜税関支署 

佐々木 睦夫 横浜税関 仙台塩釜税関支署 

 

 

 

ＮＡＣＣＳ 

ＮＡＣＣＳ 

青木 直幸 専務取締役 

神例 高章 企画部 

木屋 一浩 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 

岡田 正貴 業務部 地域サービス課 

 （順不同敬称略） 



平成２５年度ＮＡＣＣＳ東京地区協議会委員名簿 

業 種 氏 名 会 社 名 

 

 

船 会 社 

小倉 一夫 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  JP.CRUISE,AGENCY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 井上 貴之 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 

冨田 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 

仁平 清隆 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 

高橋 光也 株式会社 二葉 

ＮＶＯＣＣ 

ＮＶＯＣＣ 

田端 義功 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 中村 誠一郎 双日株式会社 

港湾管理者 大木 龍介 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 

饒村 義人 東京税関 総務部 

土屋 孝文 東京税関 監視部 

降幡 幸朋 東京税関 監視部 

吉田 茂幸 東京税関 業務部 

 
 

 

 

 

ＮＡＣＣＳ 

青木 直幸 専務取締役 

椛嶋 宏一 業務部 

山﨑 和之 企画部 

木屋 一浩 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 

佐藤 美香 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２５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 

米田 篤志 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 

佐々木 淳 三菱倉庫株式会社 

遠藤 玲二 三井倉庫株式会社 

大内 仁 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 

石川 雅一 帝蚕倉庫株式会社 

今関 一樹 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 石川 哲夫 横浜市港湾局 

運 輸 局 長谷川 行宏 国土交通省関東運輸局 

横浜検疫所 木村 博承 厚生労働省 横浜検疫所 

税   関 

高橋 慎司 横浜税関 総務部 

佐々木 保夫 横浜税関 監視部 

佐々木 宏司 横浜税関 監視部 

内山 三千代 横浜税関 業務部 

 

 

ＮＡＣＣＳ 

  

青木 直幸 専務取締役 

椛嶋 宏一 業務部 

山﨑 和之 企画部 

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 

（順不同敬称略） 

 

 

 

 

 



平成２５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㈱ 

片平 吏洋 清水川崎運輸㈱ 

福村 親輝 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㈱ 

望月 俊和 鈴与㈱ 

 

税   関 

 

水嶋 康浩 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 

阿形 輝治 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 小栁津 啓介 静岡県清水港管理局 

運 輸 局 伊藤 稔 中部運輸局海上安全環境部 

検 疫 所 礒谷 匡彦 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 

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 

 

 

鈴木 久志 取締役 

栗原 藤富 システム部 

小宮 祥一 企画部 企画第２課 

溝下 克信 業務部 利用契約課 

長屋 英義 東海事務所 

鷲尾 剛司 東海事務所 

（順不同敬称略） 

 

 

 

 

 



平成２５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㈱ 

上坂 桂市 ㈱上組 

Ｃ   Ｙ 

池田 政直 ㈱フジトランスコーポレーション 

松島 修二 ㈱上組 

森  智弘 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 

 

水嶋 康浩 名古屋税関 総務部 

立松 和恭 名古屋税関 監視部 

神谷 秀明 名古屋税関 監視部 

山口 勝利 名古屋税関 監視部 

大西 正浩 名古屋税関 業務部 

中川 秀夫 名古屋税関 西部出張所 

港湾管理者 
杉野 丈晴 名古屋港管理組合 

西條 猛 名古屋港管理組合 

運 輸 局 伊藤 稔 中部運輸局海上安全環境部 

海上保安部 

（安全課） 
瀬高 重樹 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 川島 圭介 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 



 

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 

山村 武史 取締役 

秋山 隆朗 企画部 企画第 1 課 

木屋 一浩 システム部 システム総括課 

星野 司 業務部 業務総括課 

長屋 英義 東海事務所 

鷲尾 剛司 東海事務所 

（順不同敬称略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成２５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 

岩崎 由周 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㈱ 

溝渕 克昌 松菱運輸㈱ 

永井 亮一 日本通運㈱ 

得本 明 住和港運㈱ 

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 
山本 忠正 大阪市港湾局 計画整備部 

小西 康之 大阪府港湾局 振興担当部 

検 疫 所 末永 雄三 大阪検疫所 

税   関 

中村 浩 大阪税関 監視部 

南  丘一 大阪税関 監視部 

大谷 敦志 大阪税関 業務部 

井上 実 大阪税関 業務部 

山外 和雄 大阪税関 総務部 

   

ＮＡＣＣＳ 

鈴木 久志 取締役 

秋山 隆朗 企画部 企画第１課 

星野 司 業務部 業務総括課 

井﨑 孝和 システム部 システム運用課 

佐々木 敏雄 西日本事務所 

東野 洋司 西日本事務所 

西村 武治 西日本事務所 

   （順不同敬称略） 

 

 

 



平成２５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 

堀田 宏尚 ㈱上組 

寺澤 純 ㈱上組 

松田 利夫 ㈱住友倉庫 

保税蔵置場 

薮口 勝 三菱倉庫㈱ 

河野 通弥 三井倉庫㈱ 

安部 祐一 山九㈱ 

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㈱ 

海 貨 業 
三山 雅義 ㈱後藤回漕店 

河越 裕之 ㈱大森廻漕店 

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 

整 備 局 松元 桂 近畿地方整備局 

検 疫 所 堀越 宏幸 神戸検疫所 

 

税   関 

 

梅本 和志 神戸税関 監視部 

安田 敦子 神戸税関 監視部 

谷重 勝 神戸税関 業務部 

中西 一長 神戸税関 総務部 

 

ＮＡＣＣＳ 

山村 武史 取締役 

小宮 祥一  企画部 企画第２課 

星野 司 業務部 業務総括課 

井﨑 孝和 システム部 システム運用課 

佐々木 敏雄 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２５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 マツダロジスティクス㈱ 

Ｃ   Ｙ 
岩田 直之 マツダロジスティクス㈱ 

西川 吏 山九㈱ 

保税蔵置場 
吉原 清隆 ㈱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 

海 貨 業 金丸 和生 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 マツダロジスティクス㈱ 

検 疫 所 山岡 與一 広島検疫所 

運 輸 局 砂田 康次 中国運輸局 

港湾管理者 

新山 信夫 広島県港湾振興課 

山本 将之 広島港湾振興事務所 

三好 昭 広島県東部建設事務所 

税   関 

藤本 信治 広島税関支署 

瀧下 幸子 広島税関支署 

鈴木 祥秀 広島税関支署 

   

 

 

 

ＮＡＣＣＳ 

 

 

鈴木 久志 取締役 

栗原 藤富 システム部 

山﨑 和之 企画部 

溝下 克信 業務部 利用契約課 

西嶋 浩之 九州事務所 

塚本 幸路 九州事務所 

（順不同敬称略） 



平成２５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 

北口 昌美 東 海運㈱ 

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 佐藤 信宏 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 

市川 光明 徳山海陸運送㈱ 

植田 政昭 門菱港運㈱ 

田村 直治 関光汽船㈱ 

廣瀬 大輔 住友倉庫九州㈱ 

富田 貢二 長崎倉庫㈱ 

梅木 洋一郎 ㈱共進組 

倉岡 寛 東 海運㈱ 

海 貨 業 

小野 正雄 グリーンシッピング㈱ 

岩渕 竜太郎 東 海運㈱ 

柴田 一夫 門菱港運㈱ 

港湾管理者 
田中 秀樹 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 
渋田 博文 九州運輸局 

山下 満 九州運輸局 

検 疫 所 幸  英治 福岡検疫所 

税   関 
進藤 聡 門司税関 総務部 

鈴木 功 長崎税関 総務部 

   

 

 

 

ＮＡＣＣＳ 

山村 武史 取締役 

山﨑 和之 企画部 

國田 淳 業務部 

木屋 一浩 システム部 システム総括課 

西嶋 浩之 九州事務所 

山野井 康裕 九州事務所 

（順不同敬称略） 

 

 

 

 

 



平成２５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 

比嘉 啓 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㈱ 

佐久川 秀樹 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 沖縄荷役サービス㈱ 

宜野座 雄 大成通関㈱ 

奥田 修二 福山通運㈱ 

浜川 智昭 ㈴藤浦通関 

城間 研自 ㈱宮古通関 

高木 千賀子 琉球物流㈱ 

港湾管理者 末吉 徳人 那覇港管理組合 

運 輸 局等 野原 由一 沖縄総合事務局運輸部 

検 疫 所 池田 雄治 那覇検疫所 

税   関 小谷 真治 沖縄地区税関 

   

 

 

 

ＮＡＣＣＳ 

山村 武史 取締役 

椛嶋 宏一 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 

西嶋 浩之 九州事務所 

藤井 友和 九州事務所 

    （順不同敬称略） 
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