
担当区域及び相談窓口一覧

電話番号 FAX番号

（上段：食品監視課 （上段：食品監視課

下段：輸入食品相談指導室） 下段：輸入食品相談指導室）

小樽検疫所 〒047-0007

食品監視課 小樽市港町5-2 0134-32-4304 0134-25-6069

輸入食品相談指導室 小樽地方合同庁舎1階 0134-32-4304 0134-25-6069

千歳空港検疫所 〒066-0012

支所検疫衛生・食品監視課 千歳市美々 0123-45-7007 0123-45-2357

新千歳空港内

仙台検疫所 〒985-0011

食品監視課 宮城県塩釜市貞山通り3-4-1 022-367-8102 022-362-3300

輸入食品相談指導室 塩釜港湾合同庁舎2階 022-367-8102 022-362-3300

仙台空港検疫所支所 〒989-2401

検疫衛生・食品監視課 宮城県名取市下増田字南原 022-383-1854 022-383-1856

仙台空港新旅客ターミナルビル

成田空港検疫所 〒282-0021

食品監視課 千葉県成田市駒井野字天並野2159 0476-32-6741 0476-32-6742

輸入食品相談指導室 成田空港合同庁舎2階 0476-32-6728 0476-32-6720

東京検疫所 〒135-0064

食品監視課 東京都江東区青海2-7-11 03-3599-1520 03-5530-2153

輸入食品相談指導室 東京港湾合同庁舎8階 03-3599-1519 03-6891-2153

東京検疫所 〒273-0016

食品監視第二課 千葉県船橋市潮見町32-5 0474-37-1381 0474-37-1585

船橋港湾合同庁舎

千葉検疫所支所 〒260-0024

検疫衛生・食品監視課 千葉市中央区中央港1-12-2 043-241-6096 043-241-7281

千葉港湾合同庁舎

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都（東
京空港検疫所支所の担当区域を除く。）、山梨
県、長野県

検疫所名・課（官）名

千葉県（野田市、柏市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷
市、船橋市、習志野市、浦安市及び市川市に限
る。）

千葉県（成田空港検疫所及び東京検疫所食品
監視第二課の担当区域を除く。）

宮城県（仙台空港に限る。）

千葉県（成田市、香取郡多古町及び山武郡芝
山町に限る。）

青森県、岩手県、宮城県（仙台空港検疫所支所
の担当区域を除く。）、秋田県、山形県、福島県

住所 担当区域

北海道（千歳空港検疫所支所の担当区域を除
く。）

北海道（新千歳空港に限る。）
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担当区域及び相談窓口一覧

電話番号 FAX番号

（上段：食品監視課 （上段：食品監視課
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東京空港検疫所支所 〒144-0041

食品監視課 東京都大田区羽田空港2-6-3 03-6847-9320 03-6847-9321

羽田空港貨物合同庁舎内

川崎検疫所支所 〒210-0869

食品監視課 川崎市川崎区東扇島6-10 044-277-0025 044-288-2499

かわさきファズ物流センター

横浜検疫所 〒231-0002

食品監視課 横浜市中区海岸通1-1 045-201-0505 045-212-0640

輸入食品相談指導室 横浜第二港湾合同庁舎 045-201-0505 045-212-0640

新潟検疫所 〒950-0072

食品監視課 新潟市中央区竜が島1-5-4 025-244-4405 025-241-7404

輸入食品相談指導室 新潟港湾合同庁舎2階 025-244-4405 025-241-7404

新潟検疫所 〒923-0993

食品監視課小松空港分室 石川県小松市浮柳町ヨ50番地先 0761-21-3767 0761-21-3872

小松空港ターミナル

名古屋検疫所 〒455-0045

食品監視課 名古屋市港区築地町11-1 052-661-4133 052-655-1808

輸入食品相談指導室 052-661-4132 052-655-1808

清水検疫所支所 〒424-0922

統括食品監視官 静岡市清水区日の出町9-1 054-352-4540 054-353-1364

清水港湾合同庁舎

中部空港検疫所支所 〒479-0881

食品監視課 愛知県常滑市セントレア1-1 0569-38-8195 0569-38-8197

中部空港合同庁舎

愛知県（中部国際空港に限る。）

富山県、石川県

岐阜県、愛知県（中部空港検疫所支所の担当
区域を除く。）

静岡県

神奈川県（川崎検疫所支所の担当区域を除
く。）

新潟県

東京都（東京国際空港に限る。）

神奈川県（川崎市に限る。）
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担当区域及び相談窓口一覧
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（上段：食品監視課 （上段：食品監視課
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四日市検疫所支所 〒510-0051

検疫衛生・食品監視課 三重県四日市市千歳町5-1 059-352-3574 059-351-7666

四日市港湾合同庁舎

大阪検疫所 〒552-0021

食品監視課 大阪市港区築港4-10-3 06-6571-3523 06-6571-3625

輸入食品相談指導室 大阪港湾合同庁舎5階 06-6571-3554 06-6571-3604

関西空港検疫所 〒549-0021

食品監視課 大阪府泉南市泉州空港南1番地 072-455-1290 072-455-1292

輸入食品相談指導室 関西空港地方合同庁舎 072-455-1295 072-455-1292

神戸検疫所 〒652-0866

食品監視課 神戸市兵庫区遠矢浜町1-1 078-672-9655 078-672-9662

輸入食品相談指導室 078-672-9655 078-672-9662

神戸検疫所 〒658-0031

食品監視第二課 神戸市東灘区向洋町東4-16 078-857-1671 078-857-1691

神戸航空貨物ターミナル

広島検疫所 〒734-0011

食品監視課 広島市南区宇品海岸3-10-17 082-255-1379 082-254-4984

輸入食品相談指導室 広島港湾合同庁舎3階 082-255-1379 082-254-4984

広島検疫所境出張所 〒684-0034

食品監視課境分室 鳥取県境港市昭和町9-1 0859-42-3517 0859-42-3613

境港港湾合同庁舎

広島空港検疫所支所 〒729-0416

検疫衛生・食品監視課 広島県三原市本郷町善入寺字平岩64-31 0848-86-8017 0848-86-8030

広島空港ターミナルビル

福井県、滋賀県、京都府、大阪府（関西空港検
疫所の担当区域を除く。）、奈良県、和歌山県
（四日市検疫所支所担当区域を除く。）

広島県（広島空港に限る。）

広島県（広島空港検疫所支所の担当区域を除
く。）愛媛県 高知県

鳥取県、島根県

大阪府（関西国際空港に限る。）

兵庫県（神戸検疫所食品監視第二課の担当区
域を除く。）、岡山県、徳島県、香川県

兵庫県（神戸市東灘区及び灘区に限る。）

三重県、和歌山県（新宮市及び東牟婁郡に限
る。）
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福岡検疫所 〒812-0031

食品監視課 福岡市博多区沖浜町8-1 092-271-5873 092-271-5876

輸入食品相談指導室 福岡港湾合同庁舎3階 092-271-5873 092-271-5876

門司検疫所支所 〒801-0841

統括食品監視官 北九州市門司区西海岸1-3-10 093-321-2611 093-332-4129

門司港湾合同庁舎

門司検疫所支所 〒750-0066

統括食品監視官付下関分室 山口県下関市東大和町1-7-1 0832-66-1402 0832-66-8145

下関港湾合同庁舎

福岡空港検疫所支所 〒816-0051

食品監視課 福岡市博多区大字青木739 092-477-0208 092-477-0209

福岡空港国際線旅客ターミナルビル

長崎検疫所支所 〒850-0862

検疫衛生・食品監視課 長崎県長崎市出島町1-36 095-826-8081 095-826-8099

長崎税関庁舎内

鹿児島検疫所支所 〒892-0822

検疫衛生・食品監視課 鹿児島県鹿児島市泉町18-2-31 099-222-8670 099-223-5297

鹿児島港湾合同庁舎

那覇検疫所 〒900-0001

食品監視課 沖縄県那覇市港町2-11-1 098-868-4519 098-861-7077

輸入食品相談指導室 那覇港湾合同庁舎2階 098-868-4519 098-861-7077

那覇空港検疫所支所 〒901-0142

検疫衛生・食品監視課 沖縄県那覇市字鏡水280 098-857-0057 098-859-0032

福岡県（門司検疫所支所及び福岡空港検疫所
支所の担当区域を除く。）、佐賀県、長崎県（長
崎検疫所支所の担当区域を除く。）、熊本県、大
分県

沖縄県（那覇空港に限る。）

沖縄県（那覇空港検疫所支所の担当区域を除
く。）

長崎県（壱岐市及び対馬市を除く。）

宮崎県、鹿児島県

山口県

福岡県（福岡空港に限る。）

福岡県（北九州市、直方市、飯塚市、田川市、
行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、鞍手郡、嘉
穂郡、田川郡、嘉麻市、宮若市、京都郡及び築
上郡に限る。）
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