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運航事業者の呼称航路名 運航事業者 寄  港  地 就航船名 TEU 寄港回数 集荷代理店 船舶代理店
ﾀｰﾐﾅﾙｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

（着岸岸壁）
備  考

JK2 ONE CONFIDENCE 1091 ウィークリー 名港海運㈱
オーシャンネットワークエクス
プレスジャパン㈱中部支店

名古屋船舶㈱ 名港海運

（日） <輸出> <輸出> 652-6610 （NCB）

NCB 0567-55-2280 ----- 253-7463

<輸入> <輸入>

NCB 0567-55-2280 -----

KJK2 CK LINE KOTA TAMPAN 764 ウィークリー 伊勢湾海運㈱ 伊勢湾海運㈱ 五洋海運㈱       五洋海運㈱       伊勢湾海運

　（天敬海運） BAL STAR 700 （火） <輸出> <輸出>  652-2181 651-5171 （鍋田）

鍋田 0567-68-5771 伊勢湾海運西名港 0567-55-2711

<輸入> <輸入>

TAIYOUNG TY INCHEON 756 鍋田 0567-68-5771 伊勢湾海運西名港 0567-55-2711 伊勢湾海運㈱ 伊勢湾海運㈱

　（太栄商船） 653-3331 653-3331

*KMTC

　（高麗海運）

*PAN CON

　（汎州海運）

KEIHIN-Container Service DONGJIN DONGJIN VENUS 953 ウィークリー ㈱フジトランス コーポレーション ㈱フジトランス コーポレーション 中京海運㈱ 中京海運㈱ フジトランス

　（東進商船） （土） <輸出> <輸出> 201-7831 651-6451 コーポレーション

鍋田 0567-66-3380 フジトランスコーポレーション第1流通センター2号倉庫 （鍋田）

*DYS 0567-57-2271

　(東暎海運) <輸入> <輸入>

*HEUNG A 鍋田 0567-66-3380 フジトランスコーポレーション第1流通センター2号倉庫

（興亜LINE） 0567-57-2271

KJEK3 KMTC SUNNY DAHLIA 728 ウィークリー 伊勢湾海運㈱ 伊勢湾海運㈱ 五洋海運㈱        五洋海運㈱       伊勢湾海運

　(高麗海運） （金） <輸入> <輸入> 652-2181 651-5171 （鍋田）

鍋田 0567-68-5771 伊勢湾海運西名港 0567-55-2711

*CK LINE

　（天敬海運)

*PAN CON

　（汎州海運）

*TAIYOUNG

　(太栄商船)

JP1 HAPAG-LLOYD LANTAU BAY 1049 ウィークリー ㈱フジトランス コーポレーション ㈱フジトランス コーポレーション ハパックロイドジャパン㈱ 中京海運㈱ フジトランス

※このｻｰﾋﾞｽは中近東・ *ONE （水） <輸出> <輸出> 名古屋支店 651-6541 コーポレーション

 ﾖｰﾛｯﾊﾟ・北中南米ﾌｨｰﾀﾞｰｻｰﾋﾞｽ NCB 0567-55-3145 西浜コンテナヤード 0567-57-0511 211-4881 （NCB）

<輸入> <輸入>

NCB 0567-55-3145 西浜コンテナヤード 0567-57-0512

CYオペレーター・CY所在地 CFSオペレーター・CFS所在地

釜山／清水／横浜／東京／名

古屋／釜山

名古屋／四日市／豊橋／蔚山

／釜山／清水／名古屋

名古屋／神戸／博多／釜山／

博多／清水／名古屋

釜山／神戸／大阪／名古屋／

釜山

釜山／清水／東京／横浜／名

古屋／釜山／仁川／木浦／釜

山／横浜／東京／千葉／釜山

／仁川／釜山

（注）■*印はスロットチャーターの船社。（この場合、右項の項目の内容は省略してあります。）
（注）■定期航路の最新情報については、各船社（代理店）、オペレーター等にご確認ください。
※市外局番は未記入の場合052（名古屋市）
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運航事業者の呼称航路名 運航事業者 寄  港  地 就航船名 TEU 寄港回数 集荷代理店 船舶代理店
ﾀｰﾐﾅﾙｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

（着岸岸壁）
備  考

KHX1 HEUNG A HEUNG-A YOUNG 1103 ウィークリー ㈱上組名古屋支店 ㈱富士トランスポート ㈱フジトランス コーポレーション 上組

（興亜LINE） （火） <輸出> <輸出> 652-7330 652-7597 （鍋田）

鍋田 0567-66-3390 -----

*DONGJIN

　（東進商船） <輸入> <輸入>

*DYS 鍋田 0567-66-3390 -----

　(東暎海運)

BKH（京浜） NAMSUNG STAR SKIPPER 962 ウィークリー ㈱フジトランス コーポレーション ㈱フジトランス コーポレーション 東亜シッピング㈱ ㈱フジトランス コーポレーション フジトランス

　（南星海運） （土） <輸出> <輸出> 659-1550 652-7597 コーポレーション

鍋田 0567-66-3380 フジトランスコーポレーション第1流通センター2号倉庫 （鍋田）

*PAN OCEAN 0567-57-2271

*SINOKOR <輸入> <輸入>

　（長錦商船） 鍋田 0567-66-3380 フジトランスコーポレーション第1流通センター2号倉庫

0567-57-2271

EKS PAN CON PANCON SUCCESS 1009 ウィークリー 名港海運㈱ 名港海運㈱ アジアカーゴサービス㈱ 名古屋船舶㈱ 名港海運

　（汎州海運） （木） <輸出> <輸出> 050-5578-9460 652-6610 （鍋田）

鍋田 0567-66-3373 名港海運西４区物流センター 0567-55-2420

*CK LINE

　(天敬海運) <輸入> <輸入>

*KMTC 鍋田 0567-66-3373 名港海運西2区物流センター 0567-55-1522

　（高麗海運）

*TAIYOUNG

　(太栄商船)

韓国サービス PAN OCEAN POS YOKOHAMA 702 ウィークリー 伊勢湾海運㈱ 伊勢湾海運㈱ 東陽倉庫㈱   東陽倉庫㈱   伊勢湾海運

（木） <輸出> <輸出> 655-8711 661-5233 （鍋田）

*NAMSUNG 鍋田 0567-68-5771 伊勢湾海運西名港 0567-55-2711

　（南星海運）

*SINOKOR <輸入> <輸入>

　（長錦商船） 鍋田 0567-68-5771 伊勢湾海運西名港 0567-55-2711

KJS1 SINOKOR SINOKOR AKITA 834 ウィークリー ㈱上組名古屋支店 ㈱上組名古屋支店 ㈱上組名古屋支店 ㈱上組名古屋支店 上組

（JAPAN KOREA SERVICE ） 　（長錦商船） （火） <輸出> <輸出> 652-8911 652-8911 （鍋田）

鍋田 0567-66-3390 上組KTLB 0567-31-7501

*NAMSUNG

　（南星海運） <輸入> <輸入>

*PAN OCEAN 鍋田 0567-66-3390 上組KTLB 0567-31-7501

*PAN CON

　（汎州海運）

CYオペレーター・CY所在地 CFSオペレーター・CFS所在地

釜山／東京／横浜／名古屋／

豊橋／蔚山／釜山

釜山／東京／横浜／名古屋／

三島川之江／釜山

清水／東京／豊橋／四日市／

名古屋／蔚山／釜山／清水

釜山／東京／横浜／名古屋／

四日市／光陽／釜山

釜山／東京／横浜／名古屋／

光陽／釜山

（注）■*印はスロットチャーターの船社。（この場合、右項の項目の内容は省略してあります。）
（注）■定期航路の最新情報については、各船社（代理店）、オペレーター等にご確認ください。
※市外局番は未記入の場合052（名古屋市）


