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適用サービス適用サービス適用サービス適用サービス 地区地区地区地区 入港地入港地入港地入港地 代理店及び連絡先代理店及び連絡先代理店及び連絡先代理店及び連絡先 電話番号電話番号電話番号電話番号 オペレーターオペレーターオペレーターオペレーター 所　　在　　地所　　在　　地所　　在　　地所　　在　　地 電話番号電話番号電話番号電話番号

東京 東京 オペレーター 右同じ NYTT 東京都品川区八潮２-５-２　大井公社埠頭７号 （輸出）０３-５４９２-７５０３ （輸入）０３-５４９２-７５０２

横浜* 東京 オペレーター 右同じ 山九 神奈川県横浜市中区本牧埠頭１－１９５　本牧ＢＣ-1ターミナル （輸出）０４５-６２３-２９３３ （輸入）０４５-６２３－１９２４ 

名古屋 名古屋 名港海運 （輸出）052-661-8143(輸入) 052-661-8123 旭運輸 (NYK船) 愛知県海部郡飛島村東浜３-１-４　飛島ふ頭南側コンテナターミナル(TCB) 左記代理店経由で

名港海運 （輸出）052-661-8143 (輸入) 名港海運(OOCL船) 愛知県海部郡飛島村東浜３-１－４　飛島ふ頭南側コンテナターミナル(TCB) 左記代理店経由で

（輸出）052-661-8143 (輸入) フジトランス（Habag船） 愛知県海部郡飛島村東浜３-１－４　飛島ふ頭南側コンテナターミナル(TCB) 左記代理店経由で

大阪* 神戸 オペレーター 右同じ 山九 大阪府大阪市住之江区南港中７丁目 C-７ ０６-６６１２-４５９０

神戸 神戸 オペレーター 右同じ NYKT 兵庫県神戸市東灘区向洋町東４-２５　六甲C－６/７ （輸出）０７８-８５７-７５５０（輸入）０７８-８５７-７５６０

仙台 仙台 塩釜港運送 右同じ 塩釜港運送 仙台市宮城野区港１丁目７番１号  業務本部　高砂コンテナターミナル事業部　海上コンテンナ課 TEL：022-254-0948、　FAX：022-254-2983

横浜 横浜 オペレーター 右同じ 山九 神奈川県横浜市中区本牧埠頭１－１９５　本牧ＢＣ-1ターミナル （輸出）０４５-６２３-２９３３ （輸入）０４５-６２３－１９２４ 

川崎* 横浜 オペレーター 右同じ 東洋埠頭 神奈川県川崎市川崎区東扇島９２番地　 （輸出）０４４-２７０-１０１９（輸入）０４４-２７０-１０１８

千葉* 横浜 オペレーター 右同じ 山九 千葉県千葉市中央区中央港１-１７４ ０４３-２３８-７７２０

東京 東京 オペレーター 右同じ 上組 東京都江東区青海3丁目4-7 青海ｺﾝﾃﾅ埠頭第３バース （輸出）０３－３５２０－２７８９（輸入）０３-３５２０-２７７１

名古屋 名古屋 オペレーター 右同じ 上組 愛知県海部郡飛島村東浜２-１０　飛島南（西部南）ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ （輸出）0567-55-3267　(輸入)　0567-55-0138

大阪 大阪 山九 ０６-６６１２-４９８４ 辰巳商会 大阪府大阪市住之江区南港東6丁目3-59 C-2/4 左記代理店経由で

神戸 神戸 山九 （輸出）０７８-３０４-１２１６（輸入）０７８-３０４-１２１４ KICT 兵庫県神戸市中央区港島９丁目 １０番　PC-１６/１７ 左記代理店経由で

横浜 横浜 オペレーター 右同じ 山九 神奈川県横浜市中区本牧埠頭１－１９５　本牧ＢＣ-1ターミナル （輸出）０４５-６２３-２９３３ （輸入）０４５-６２３－１９２４ 

川崎* 横浜 オペレーター 右同じ 東洋埠頭 神奈川県川崎市川崎区東扇島９２番地　 （輸出）０４４-２７０-１０１９（輸入）０４４-２７０-１０１８

千葉* 横浜 オペレーター 右同じ 山九 千葉県千葉市中央区中央港１-１７４ ０４３-２３８-７７２０

東京 東京 オペレーター 右同じ 上組 東京都江東区青海3丁目4-7 青海ｺﾝﾃﾅ埠頭第３バース （輸出）０３－３５２０－２７８９（輸入）０３-３５２０-２７７１

名古屋 名古屋 オペレーター （輸出）０５２-６６１－８１４３(輸入０５２-６６１-８１２３ 名港海運 愛知県海部郡飛島村東浜２-１０　名古屋コンテナバース（NCB) ０５６７-５５-２２８０

大阪 大阪 山九 ０６-６６１２-４９８４ 辰巳商会 大阪府大阪市住之江区南港東6丁目3-59 C-2/4 左記代理店経由で

神戸 神戸 山九 （輸出）０７８-３０４-１２１６（輸入）０７８-３０４-１２１４ KICT 兵庫県神戸市中央区港島９丁目 １０番　PC-１６/１７ 左記代理店経由で

大阪* 神戸 オペレーター 右同じ 山九 大阪府大阪市住之江区南港中７丁目 C-７ ０６-６６１２-４５９０

東京 東京 オペレーター 右同じ 山九 東京都江東区青海２丁目３１-２ 青海ｺﾝﾃﾅ埠頭第1バース （輸出）０３－３５２０－０３３９３５２０－０３３９３５２０－０３３９３５２０－０３３９（輸入）０３-３５２９-３９４４

横浜* 東京 オペレーター 右同じ 山九 神奈川県横浜市中区本牧埠頭１－１９５　本牧ＢＣ-1ターミナル （輸出）０４５-６２３-２９３３（輸入）０４５-６２３－１９２４

名古屋 名古屋 オペレーター 右同じ 上組 愛知県海部郡飛島村東浜２-１０　飛島南（西部南）ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ （輸出）0567-55-3267　(輸入)　0567-55-0138

四日市 四日市 オペレーター 右同じ 日本トランスシティー 三重県四日市市霞２-２ (輸出）0593-64-1311　（輸入）0593-64-1312

神戸 神戸 山九 （輸出）０７８-３０４-１２１６（輸入）０７８-３０４-１２１４ KICT 兵庫県神戸市中央区港島９丁目１０番 PC-１６/１７ 左記代理店経由で

東京 東京 オペレーター 03-3790-1140 TICT(宇徳） 東京都品川区八潮２-３-１０ 大井埠頭ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ３/４号
横浜 横浜 オペレーター 045-623-1207 YICT(宇徳) 神奈川県横浜市中区本牧埠頭１-１６ 
清水 清水 清水倉庫 054-366-3367 鈴与 静岡県静岡市清水区興津清見寺町1380番地　清水港公共コンテナターミナル　新興津埠頭

四日市 四日市 オペレーター 059-361-7701 日本トランスシティー 三重県四日市市霞2－26

名古屋 名古屋 オペレーター 0567-57-2402 名港海運 愛知県海部郡飛島村東浜3-1-4

博多 博多 オペレーター 092-663-3131 博多港運 福岡県博多市東区香椎浜ふ頭4-2-2

東京 東京 オペレーター 03-3790-1140 TICT(宇徳） 東京都品川区八潮２-３-１０ 大井埠頭ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ３/４号
横浜 横浜 オペレーター 045-623-1207 YICT(宇徳) 神奈川県横浜市中区本牧埠頭１-１６ 

名古屋 名古屋 オペレーター 0567-55-2280 名港海運 愛知県海部郡飛島村東浜2－10
神戸 神戸 オペレーター 078-304-1216 KICT(商船港運） 兵庫県神戸市中央区港島9－12
東京 東京 オペレーター 右同じ 宇徳（TICT) 東京都品川区八潮２-３-１０ 大井埠頭ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ３/４号 （輸出）０３-３７９０-１１４０（輸入）０３-３７９０-１１４２

横浜 横浜 オペレーター 右同じ 宇徳（YICT) 神奈川県横浜市中区本牧埠頭１-１６ D-５ （輸出）０４５-６２３-１２０７（輸入）０４５-６２３-１２０５

四日市 四日市 四日市コンテナターミナル 右同じ 日本トランスシティー 三重県四日市市霞2-26 （輸出）059-361-7701

神戸 神戸 オペレーター 078-304-1216 KICT(商船港運） 兵庫県神戸市中央区港島9－12
大阪 大阪 オペレーター 右同じ 商船港運(OICT) 大阪府大阪市住之江区南港東６丁目３番５９号 ０６－６６１２－１７０１

オペレーター 右同じ 上組 (OOCL&ANL船) 神奈川県横浜市鶴見区大黒埠頭２１番地 ０４５-５０４-２８５４

オペレーター 右同じ 鈴江コーポレーション　（Cosco船） 神奈川県横浜市中区本牧埠頭1-198 (輸出）０４５－６２５－５５５２（輸入）０４５－６２５－５５５１

東京* 横浜 山九 右同じ 山九 東京都大田区城南島6丁目地先　(TKK JONANJIMA H/W) ０３-３７９０-３９６９

オペレーター 右同じ 上組(ANL船） 大阪市此花区夢州東1丁目 06-6467-1821

オペレーター 右同じ 上組　（COSCO船） 大阪市住之江区南港東９丁目２番９７ 06-4703-4555
山九 06-6612-4984 辰巳商会（CSCL&OOCL船） 大阪府大阪市住之江区南港東6丁目3-59 C-2/4 左記代理店経由で

神戸* 大阪 山九 右同じ 山九 兵庫県神戸市東灘区向洋町西２丁目 ０７８－８５７－１９８１

東京 東京 オペレーター 右同じ 住友倉庫 東京都江東区青海２丁目３１-２ 青海ｺﾝﾃﾅ埠頭第1バース (03) 3528 - 0850

横浜 横浜 オペレーター 右同じ APLターミナル 神奈川県横浜市中区本牧埠頭1-10　本牧D-4 045-625-4321
名古屋 名古屋 オペレーター 右同じ フジトランス（APL船） 愛知県海部郡飛島村東浜３-１－４　飛島ふ頭南側コンテナターミナル(TCB) (0567) 57 - 2409

神戸 神戸 オペレーター 右同じ 上組　PC-18 兵庫県神戸市中央区湊島8丁目14番地 （078）306-3900

苫小牧 苫小牧 代理店 右同じ 栗林商会 北海道苫小牧市元中野町2丁目13番地16号 ０１４４－３２－５１６１

仙台 仙台 代理店 右同じ 塩釜港運送 宮城県仙台市宮城野区港1丁目7－1 (輸出)０２２－２５４－０９４８(輸入)０２２－２５４－０３３３

常陸那珂 常陸那珂 代理店 右同じ 東洋埠頭株式会社 茨城県那珂郡東海村照沼768-30 ０２９２－６５－５８４０

鹿島 鹿島 代理店 右同じ 鹿島港湾運送株式会社 茨城県神栖市奥野谷4438番地 (輸出)０２９９－９０－０７７７(輸入)０２９９－９６－８００８

清水 東京 OOCL東京 0120-975-324/0120-975-366 鈴与 静岡県静岡市清水区興津清見寺町1380番地　清水港公共コンテナターミナル　新興津埠頭 左記代理店経由で

御前崎 御前崎 代理店（鈴与） ０５４８－６３－３０３３ 御前崎国際コンテナターミナル 御前崎市港 6620-42 (輸出)左記代理店経由で(輸入)０５４８－５５－５０２０

豊橋 豊橋 代理店 右同じ (株)上組豊橋支店 愛知県豊橋市明海町５番７４号、三河港豊橋コンテナターミナル 0532-22-1982

四日市 名古屋 オペレーター 右同じ 日本トランスシティー 三重県四日市市霞２-２ (輸出）059-361-7701（輸入）059-361-7702

泉北 泉北 オペレーター 右同じ 山九 大阪府泉大津市小津島　4-1 （輸出）０７２５－３１－３９３１〔輸入）0725-22-9039

高松 高松 代理店 ０８７－８２１－６２９３ 日本通運 香川県高松市朝日新町13-2 高松港コンテナターミナル内 左記代理店経由で

徳島 徳島 代理店 右同じ 日本通運 徳島市東沖洲2丁目66番地　徳島コンテナターミナル 088-664-4107　〔輸入）0885-35-6231

今治 今治 代理店 右同じ 日本通運 愛媛県今治市冨田新港　1-1-5 ０８９８－４８－６９００

松山 松山 代理店 ０８９－９５２－２３４１ 日本通運 愛媛県松山市大可賀　3丁目　地先 左記代理店経由で

四国中央 四国中央 代理店 0896-24-9240 大王海運 愛媛県四国中央市三島紙屋町7番35号 左記代理店経由で
水島 水島 代理店 右同じ 上組 岡山県倉敷市玉島乙島字新湊　8262-1 ０８６－５２５－８６７０

福山 福山 代理店 右同じ （株）上組箕沖支店 広島県福山市箕沖町109番3 084-981-3235

広島 神戸 代理店 右同じ マツダロジスティクス 広島県広島市南区出島２丁目１-６７　広島港国際コンテナターミナル ０８２－２５０－１９１６
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適用サービス適用サービス適用サービス適用サービス 地区地区地区地区 入港地入港地入港地入港地 代理店及び連絡先代理店及び連絡先代理店及び連絡先代理店及び連絡先 電話番号電話番号電話番号電話番号 オペレーターオペレーターオペレーターオペレーター 所　　在　　地所　　在　　地所　　在　　地所　　在　　地 電話番号電話番号電話番号電話番号

神戸 代理店 ０８２－２５０－１９１６ マツダロジスティクス 広島県安芸郡坂町北新地３-３-８　広島港コンテナターミナル (内航船) 左記代理店経由で

岩国 岩国 代理店 右同じ 山九 山口県岩国市新港町3-10-17 ０８２７－２２－３９１５

徳山 徳山 代理店 右同じ 山九 山口県周南市晴海町 6-51 〔輸出）０８３４－２１－０３９３　〔輸入）0834-22-1998

中関 中関 代理店 右同じ マロックス 山口県防府市大字浜方字鶴浜　351-12 ０８３５－２４－１５７７

宇部 宇部 オペレーター 右同じ 宇部興産海運 山口県宇部市大字沖宇部字沖ノ山 5272-8 中黒,9,中黒,10番地 ０８３６－３４－５５１２

下関 下関 代理店 右同じ 下関海陸運送 山口県下関市岬之町 20-15 ０８３２－３４－１５５５

門司 門司 山九 ０９３－３３２－４２９２ 関門コンテナターミナル 福岡県北九州市門司区太刀浦海岸地先 左記代理店経由で

門司 神戸 山九 ０９３－３３２－４２９２ 関門コンテナターミナル 福岡県北九州市門司区太刀浦DHA No.２ CY  (内航船) 左記代理店経由で

博多 博多 山九 092-633-3960 博多港運 福岡市東区香椎浜ふ頭4丁目2-2 左記代理店経由で

博多 神戸 山九 092-633-3960 博多港運 福岡市東区香椎浜ふ頭4丁目2-2　(内航船) 左記代理店経由で

大分 大分 代理店 右同じ 日本通運 大分県大分市大在６番地　大在コンテナターミナル内 〔輸出）０９７－５２４－２１２０〔輸入）097-524-2118　

長崎 長崎 代理店 右同じ 日本通運 長崎市小ケ倉町3丁目76番91号 ０９５－８９５－７６５１

八代 八代 代理店 右同じ 日本通運 熊本県八代市新港町2丁目4番1号 ０９６５－３７－００１１

薩摩川内 薩摩川内 代理店 右同じ 日本通運 鹿児島県薩摩川内市百次町14番1 0996-22-4171

細島 細島 代理店 右同じ センコー 宮崎県日向市竹島町 ３番地 ０９８２－５２－３１５１

油津 油津 代理店 右同じ 日本通運 宮崎県日南市大字平野字大節8338-41 0987-23-2148

志布志 志布志 代理店 右同じ 東洋埠頭 鹿児島県志布志市志布志町安楽字潮掛296-1 0994-72-8270

那覇 那覇 代理店 右同じ さき商会 沖縄県那覇市港町 1丁目 16-10 098-877-7838

Niche Ports 共通


