
 開港場一覧 関税法施行令別表第一（第一条関係）

都道府県 港名 都道府県 港名 都道府県 港名

1 北海道 紋別 42 静岡 田子の浦 81 香川 坂出

2 北海道 網走 43 静岡 清水 82 香川 高松

3 北海道 花咲 44 静岡 御前崎 83 愛媛 宇和島

4 北海道 釧路 45 愛知 三河 84 愛媛 松山

5 北海道 十勝 46 愛知 衣浦 85 愛媛 今治

6 北海道 苫小牧 47 愛知 名古屋 86 愛媛 新居浜

7 北海道 室蘭 48 三重 四日市 87 愛媛 三島川之江

8 北海道 函館 49 三重 津 88 高知 高知

9 北海道 小樽 50 京都 宮津 89 高知 須崎

10 北海道 石狩湾 51 京都 舞鶴 90 福岡 博多

11 北海道 留萌 52 大阪 阪南 91 福岡 苅田

12 北海道 稚内 大阪 92 福岡 三池

13 青森 青森 兵庫 93 佐賀 唐津

14 青森 八戸 54 兵庫 東播磨 佐賀

15 岩手 宮古 55 兵庫 姫路 長崎

16 岩手 釜石 56 兵庫 相生 95 長崎 長崎三重式見

17 岩手 大船渡 57 和歌山 新宮 96 長崎 松島

18 宮城 石巻 58 和歌山 和歌山下津 97 長崎 佐世保

19 宮城 仙台塩釜 鳥取 98 長崎 松浦

20 秋田 秋田船川 島根 99 長崎 厳原

21 秋田 能代 60 島根 浜田 100 熊本 水俣

22 山形 酒田 61 岡山 宇野 101 熊本 八代

23 福島 相馬 62 岡山 水島 102 熊本 三角

24 福島 小名浜 63 広島 福山 103 熊本 熊本

25 茨城 日立 64 広島 尾道糸崎 福岡

26 茨城 常陸那珂 65 広島 竹原 大分

27 茨城 鹿島 66 広島 呉 105 大分 大分

28 千葉 木更津 67 広島 広島 106 大分 佐賀関

29 千葉 千葉 68 広島 土生 107 大分 津久見

東京 69 山口 岩国 108 大分 佐伯

神奈川 70 山口 平生 109 宮崎 細島

31 神奈川 横須賀 71 山口 徳山下松 110 宮崎 油津

32 新潟 姫川 72 山口 三田尻中関 111 鹿児島 志布志

33 新潟 直江津 73 山口 宇部 112 鹿児島 鹿児島

34 新潟 柏崎 74 山口 萩 113 鹿児島 喜入

35 新潟 新潟 山口 114 鹿児島 枕崎

36 富山 伏木富山 福岡 115 鹿児島 川内

37 石川 七尾 76 徳島 徳島小松島 116 沖縄 金武中城

38 石川 金沢 77 徳島 橘 117 沖縄 那覇

39 福井 内浦 78 香川 詫間 118 沖縄 平良

40 福井 敦賀 79 香川 多度津 119 沖縄 石垣

41 福井 福井 80 香川 丸亀

53 阪神

伊万里

59 境
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104 中津

30 京浜

75 関門


