○ 国税局及び酒類指導官設置署等一覧表(H20.7.10現在）
【国税局・国税事務所及び酒類業調整官派遣先税務署】
局・所名

郵便番号

所在地

電話番号

酒類業調整官
派遣先税務署

札幌国税局

060-0042

札幌市中央区大通西10丁目
札幌第二合同庁舎

011-231-5011 札幌北、旭川中

仙台国税局

980-8430

仙台市青葉区本町3丁目3番1号
仙台合同庁舎

022-263-1111

関東信越国税局 330-9719

さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館

水戸、宇都宮、前橋、
048-600-3111 熊谷、浦和、新潟、
長野

東京国税局

100-8102

千代田区大手町1丁目3番3号
大手町合同庁舎第3号館

03-3216-6811

金沢国税局

920-8586

金沢市広坂2丁目2番60号
金沢広坂合同庁舎

076-231-2131 富山、金沢、福井

名古屋国税局

460-8520

名古屋市中区三の丸3丁目3番2号
名古屋国税総合庁舎

052-951-3511

岐阜北、静岡、
名古屋中、津

大阪国税局

540-8541

大阪市中央区大手前1丁目5番63号
大阪合同庁舎第3号館

06-6941-5331

大津、伏見、南、
西宮、奈良、和歌山

広島国税局

730-8521

広島市中区上八丁堀6番30号
広島合同庁舎1号館

082-221-9211

松江、岡山東、
広島東、山口

高松国税局

760-0018

高松市天神前2番10号
高松国税総合庁舎

087-831-3111

徳島、高松、松山、
高知

福岡国税局

812-8547

福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号
福岡合同庁舎

092-411-0031 博多、佐賀、長崎

熊本国税局

860-8603

熊本市二の丸1番2号
熊本合同庁舎1号館

096-354-6171

那覇市旭町9番地
沖縄国税総合庁舎

098-867-3601

沖縄国税事務所 900-8554

青森、盛岡、仙台北、
秋田南、山形、福島

千葉東、京橋、新宿、
横浜中、甲府

熊本西、大分、宮崎、
鹿児島

−

【酒類指導官設置税務署】

※DIはダイヤルインの番号です。

【札幌国税局管内】
設置税務署

担当税務署

郵便番号

所在地

電話番号

札幌北

札幌中、札幌南、札幌西、
札幌東、小樽、室蘭、
001-0031 札幌市北区北31条西7丁目3番1号
岩見沢、苫小牧、倶知安、余
市、浦河

011-707-5111
DI 707-9259

函館

八雲、江差

040-0014 函館市中島町37番1号

0138-31-3171
DI 31-5844

旭川中

旭川東、留萌、稚内、
名寄、滝川、深川、富良野

070-0035 旭川市5条通11丁目右1号

0166-24-1451
DI 24-1574

帯広

釧路、根室、十勝池田

080-0015 帯広市西5条南6丁目1番地

0155-24-2161

北見

網走、紋別

090-0018 北見市青葉町3番1号

0157-23-7151
DI 23-9144

【仙台国税局管内】
設置税務署

担当税務署

郵便番号

所在地

電話番号
017-776-4241
DI 776-4258

青森

弘前、八戸、黒石、
五所川原、十和田、むつ

盛岡

宮古、大船渡、水沢、花巻、
020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号
久慈、一関、釜石、二戸

019-622-6141
DI 622-6270

仙台北

仙台中、仙台南、石巻、
塩釜、大河原

980-8402 仙台市青葉区上杉1丁目1番1号

022-222-8121

古川

気仙沼、築館、佐沼

989-6185 大崎市古川旭6丁目2番15号

0229-22-1711

秋田南
山形

030-0861 青森市長島1丁目3番5号

青森第二合同庁舎

秋田北、能代、横手、大館、
010-8622 秋田市中通5丁目5番2号
本荘、湯沢、大曲
米沢、新庄、寒河江、村山、
990-8606 山形市大手町1番23号
長井

018-832-4121
DI 833-5268
023-622-1611
DI 622-8743
0235-22-1401
DI 22-1909

鶴岡

酒田

997-0033 鶴岡市泉町5番70号

福島

相馬、二本松

960-8620 福島市森合町16番6号

024-534-3121

会津若松

喜多方、田島

965-8686 会津若松市城前1番82号

0242-27-4311
DI 27-4354

郡山

いわき、白河、須賀川

963-8655 郡山市堂前町20番11号

024-932-2041

【関東信越国税局管内】
設置税務署
水戸
宇都宮
前橋
熊谷
浦和
新潟

担当税務署
日立、土浦、古河、下館、
龍ヶ崎、太田、潮来
足利、栃木、佐野、鹿沼、
真岡、大田原、氏家
高崎、桐生、伊勢崎、沼田、
館林、藤岡、富岡、中之条
川越、行田、秩父、所沢、
本庄、東松山
川口、西川口、大宮、
春日部、上尾、越谷、
朝霞
新津、巻、新発田、村上、
佐渡

郵便番号

所在地

電話番号

310-8666 水戸市北見町1番17号

029-231-4211
DI 231-4323

320-8655 宇都宮市昭和2丁目1番7号

028-621-2151

371-8686 前橋市表町2丁目16番7号
360-8620 熊谷市仲町41番地

027-224-4371
DI 224-4498
048-521-2905
DI 521-5869

330-9590 さいたま市浦和区常盤4丁目11番19号

048-833-2651
DI 832-7290

951-8685 新潟市中央区営所通二番町692番地の5

025-229-2151

長岡

三条、柏崎、小千谷、
十日町、糸魚川、高田

940-8654 長岡市南町3丁目9番1号

0258-35-2070
DI 35-8738

長野

上田、信濃中野、佐久

380-8612 長野市西後町608番地の2

026-234-0111
DI 234-4383

松本

飯田、諏訪、伊那、大町、
木曽

390-8710 松本市城西2丁目1番20号

0263-32-2790
DI 39-3289

【東京国税局管内】
設置税務署

担当税務署

郵便番号

所在地

電話番号

千葉東

千葉南、千葉西、館山、
木更津、茂原

260-8577 千葉市中央区祐光1丁目1番1号

043-225-6811

松戸

市川、船橋、柏

271-8533 松戸市小根本53番地の3

047-363-1171

成田

銚子、佐原、東金

286-8501 成田市加良部1丁目15番地

0476-28-5151

京橋

麹町、神田、日本橋、
小石川、本郷

104-8557 中央区新富2丁目6番1号

03-3552-1151

芝

麻布、品川、荏原、大森、
雪谷、蒲田

108-8401 港区芝5丁目8番1号

03-3455-0551

新宿

四谷、中野、杉並、荻窪

169-8561 新宿区北新宿1丁目19番3号

03-3362-7151

東京上野

浅草、王子、荒川、足立、
西新井

110-8607 台東区池之端1丁目2番22号

渋谷

目黒、世田谷、北沢、玉川

150-8333 渋谷区宇田川町1番10号

板橋

豊島、練馬東、練馬西

173-8530 板橋区大山東町35番1号

葛飾
立川
横浜中

上野合同庁舎

渋谷地方合同庁舎

03-3821-9001
03-3463-9181
03-3962-4151

本所、向島、江東西、
124-8560 葛飾区立石8丁目31番6号
江東東、江戸川北、江戸川南
八王子、武蔵野、青梅、
武蔵府中、町田、日野、
190-8565 立川市高松町2丁目26番12号
東村山
保土ヶ谷、横浜南、戸塚、
231-8550 横浜市中区山下町37番地9号 横浜地方合同庁舎
横須賀、鎌倉

03-3691-0941
042-523-1181
045-651-1321

川崎北

鶴見、神奈川、緑、川崎南、
213-8503 川崎市高津区久本2丁目4番3号
川崎西

044-852-3221

厚木

平塚、藤沢、小田原、
相模原、大和

243-8577 厚木市水引1丁目10番7号

046-221-3261

甲府

鰍沢

400-8584 甲府市丸の内1丁目11番6号

055-233-3111

山梨

大月

405-8585 山梨市上神内川738番地

0553-22-1411
DI 22-2975

【金沢国税局管内】
設置税務署

担当税務署

郵便番号

所在地

富山

高岡、魚津、砺波

930-8530 富山市丸の内1丁目5番13号

金沢

七尾、小松、輪島、松任

920-8505 金沢市西念3丁目4番1号

福井

敦賀、武生、小浜、大野、
三国

910-8566 福井市春山1丁目1番54号

電話番号
富山丸の内合同庁舎

金沢駅西合同庁舎
福井春山合同庁舎

076-432-4191
076-261-3221
0776-23-2690

【名古屋国税局管内】
設置税務署

担当税務署

郵便番号

所在地

電話番号

岐阜北

岐阜南、大垣、高山、
多治見、関、中津川

500-8711 岐阜市千石町1丁目4番地

058-262-6131

静岡

清水、島田、富士、藤枝

420-8606 静岡市葵区追手町10番88号

054-252-8111

浜松西

浜松東、磐田、掛川

430-8585 浜松市元目町120番地の1

053-473-1111

沼津

熱海、三島、下田

410-8686 沼津市米山町3番30号

055-922-1560

名古屋中村

名古屋西、中川、一宮、半
田、津島

453-8686 名古屋市中村区太閤3丁目4番1号

052-451-1441

名古屋中

名古屋市中区三の丸3丁目3番2号
千種、名古屋東、名古屋北、
460-8522
合庁舎
昭和、尾張瀬戸、小牧

熱田

豊橋、岡崎、刈谷、豊田、西
456-8711 名古屋市熱田区花表町7番17号
尾、新城

052-881-1541

津

四日市、伊勢、松阪、桑名、
514-8545 津市桜橋2丁目99番地
上野、鈴鹿、尾鷲

059-228-3131

名古屋国税総

052-962-3131

【大阪国税局管内】
設置税務署

担当税務署

郵便番号

所在地

電話番号

大津

彦根、長浜、近江八幡、
草津、水口、今津

520-8510 大津市中央4丁目6番55号

077-524-1111

上京

左京、中京、東山、下京、
右京、園部

602-8555 京都市上京区一条通西洞院東入元真如堂町358

075-441-9171

伏見

宇治

612-0084 京都市伏見区鑓屋町

075-641-5111

620-0055 福知山市篠尾新町1丁目37番地

0773-22-3121
DI 22-3230

福知山
東
南

舞鶴、宮津、峰山、豊岡、
和田山、柏原
大阪福島、西淀川、東成、
旭、城東、東淀川、北、大
淀、枚方、門真
西、港、天王寺、浪速、
生野、阿倍野、住吉、
東住吉、西成

540-8557

大阪市中央区大手前1丁目5番63号
第3号館

大阪合同庁舎

06-6942-1101

542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号

06-6768-4881

堺

岸和田、泉大津、泉佐野

590-8550 堺市堺区南瓦町2番20号

072-238-5551

茨木

豊能、吹田

567-8565 茨木市上中条1丁目9番21号

072-623-1131

東大阪

八尾、富田林

577-8666 東大阪市永和2丁目3番8号

06-6724-0001

神戸

兵庫、長田、須磨、洲本

650-8511 神戸市中央区中山手通2丁目2番20号

078-391-7161

姫路

相生、龍野

670-8543 姫路市北条1丁目250番地

079-282-1135

明石

加古川、西脇、三木、社

673-8555 明石市田町1丁目12番1号

078-921-2261

西宮

尼崎、伊丹

662-8585 西宮市江上町3番35号

0798-34-3930

芦屋

灘

659-8503 芦屋市公光町6番2号

0797-31-2131

奈良

葛城、桜井、吉野

630-8567 奈良市登大路町81

0742-26-1201

和歌山

海南、御坊、田辺、新宮、
粉河、湯浅

640-8520 和歌山市湊通丁北1丁目1

奈良合同庁舎

073-424-2131

【広島国税局管内】
設置税務署

担当税務署

郵便番号

所在地
鳥取市富安２丁目89番地4
舎

鳥取第一地方合同庁

電話番号
0857-22-2141

鳥取

米子、倉吉

680-8541

松江

浜田、出雲、益田、
石見大田、大東、西郷

690-8505 松江市向島町134番10

岡山東

岡山西、西大寺、児島、倉
敷、玉島、津山、玉野、笠
700-8655 岡山市天神町３番23号
岡、高梁、新見、瀬戸、久世

086-225-3141

広島東

広島南、広島西、広島北、
三次、庄原、廿日市、吉田

730-0012 広島市中区上八丁堀3番19号

082-227-1155

福山

三原、尾道、府中

720-8652 福山市三吉町4丁目4番8号

084-922-1350

西条

呉、竹原、海田

739-8615 東広島市西条昭和町16番8号

082-422-2191

山口

下関、宇部、萩、徳山、防
府、岩国、光、長門、柳井、 753-8509 山口市中河原町6番16号
厚狭

松江地方合同庁舎

山口地方合同庁舎2号館

0852-21-7711

083-922-1340

【高松国税局管内】
設置税務署
徳島
高松
松山
高知

担当税務署
鳴門、阿南、川島、脇町、
池田

郵便番号

所在地

770-0847 徳島市幸町3丁目54番地

丸亀、坂出、観音寺、長尾、
760-0018 高松市天神前2番10号 高松国税総合庁舎
土庄
今治、宇和島、八幡浜、
新居浜、伊予西条、大洲、
790-0808 松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎
伊予三島
安芸、南国、須崎、中村、
780-0870 高知市本町5丁目6番15号
伊野

電話番号
088-622-4131
087-861-4121
089-941-9121
088-822-1123

【福岡国税局管内】
設置税務署

担当税務署

郵便番号

所在地

電話番号

小倉

門司、若松、八幡、行橋

803-8602 北九州市小倉北区大手町13番17号

093-583-1331

博多

香椎、直方、飯塚、田川

812-8706 福岡市東区馬出1丁目8番1号

092-641-8131

福岡

西福岡、筑紫、壱岐、厳原

810-8689 福岡市中央区天神4丁目8番28号

092-771-1151

久留米

大牟田、甘木、八女、大川

830-8688 久留米市諏訪野町2401の10

0942-32-4461

佐賀

唐津、鳥栖、伊万里、武雄

840-8611 佐賀市駅前中央3丁目3番20号

長崎

佐世保、島原、諫早、
福江、平戸

850-8678 長崎市松が枝町6番26号

佐賀第二合同庁舎

0952-32-7511
095-822-4231

【熊本国税局管内】
設置税務署
熊本西
大分

担当税務署

郵便番号

所在地

熊本東、八代、人吉、玉名、
天草、山鹿、菊池、宇土、
860-8624 熊本市二の丸1番4号
阿蘇
別府、中津、日田、佐伯、
870-8616 大分市中島西1丁目1番32号
臼杵、竹田、宇佐、三重

電話番号
096-355-1181
097-532-4171

宮崎

都城、延岡、日南、小林、
高鍋

880-8666 宮崎市広島1丁目10番1号

0985-29-2151

鹿児島

川内、鹿屋、出水、指宿、
種子島、知覧、伊集院、
加治木、大隅

890-8691 鹿児島市荒田1丁目24番4号

099-255-8111

894-8677 奄美市名瀬長浜町1番1号

0997-52-4321

大島

−

名瀬地方合同庁舎

【沖縄国税事務所管内】
設置税務署
那覇

担当税務署
宮古島、石垣、北那覇、名
護、沖縄

郵便番号
900-8543 那覇市旭町9番地

所在地
沖縄国税総合庁舎

電話番号
098-867-3101

申告も納税も、e-Tax で。
自宅やオフィス
税理士事務所などから

申告

納税

所得税、法人税
消費税、酒税、印紙税

全税目

申請・届出

インターネット

e-Tax でらくらく送信
源泉所得税の毎月納付分、
消費税の中間申告・納付など、
ご利用機会の多い手続は特に便利！

イータ君

e-Tax（国税電子申告・納税システム）を利用するには、
事前に開始届出書の提出、電子証明書の取得などが必要です。

e-Tax ホームページ

www.e-tax.nta.go.jp

e-Tax で利用できる酒税関係の手続

酒税の申請

酒税の申告

酒税の納付

酒税に関する申請・届

酒税の納税申告書など

酒税の納付ができま

出を提出できます。

提出できます。

す。

○

酒類販売業者の方が利用できる主な手続き
・ 酒類の販売数量の報告
・ 未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等の報告
・ 酒類の蔵置所設置（廃止）の報告 など

○

酒類製造業者の方が利用できる主な手続き
・ 酒税の納税申告及び納付
・ 酒類の製成及び移出の数量等の申告
・ 酒類の移出数量明細の提出
・ 酒類等の亡失・腐敗の届出

など

