
 

２０２２ 港湾料率表資料提供者名簿（令和４年 7月１日現在） 

 

 

料率の種類 会社名又は団体名 郵便番号 住     所 連 絡 先 

水先料 
伊勢三河湾水先区水先人会 
合同事務所 

455-0032 
愛知県名古屋市港区入船二丁目４番６号 
  名港ビルディング１７階 

052-304-8311 

エスコートボー
ト使用料 

上野マリタイム・ジャパン株式
会社 中部センター 

510-0011 
三重県四日市市霞二丁目１番 
  四日市港ポートビル４Ｆ 

059-361-1033 

船舶関係電話料 

株式会社ドコモＣＳ 
東海衛星サービスセンター 

460-0008 
愛知県名古屋市中区栄３－３２－２０ 
朝日生命矢場町ビル８F 

052-264-1002 

ドコモ  
ワイドスターコールセンター 

100-6150 
東京都千代田区永田町２－１１－１ 

山王パークタワー６Ｆ 
0120-616-360 

臨時通船料・船舶
廃棄物収集料 

株式会社平成船舶商事 455-0055 愛知県名古屋市港区品川町一丁目51番地 052-653-1505 

臨時通船料 有限会社知多ボートサービス 455-0037 愛知県名古屋市港区名港二丁目８番10号 052-653-0127 

綱取放・通船給水 株式会社ナゴヤシップサービス 455-0033 愛知県名古屋市港区港町１番９号 052-651-7401 

飛島公共交通バス 
飛島村地域公共交通活性化再生法定協議会  
 (飛島村役場総務部企画課) 490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目１番地 0567-97-3462 

綱取放・給水料 
ＥＮＥＯＳ知多サポート株式会社 
物流部代理店課 

478-0046 愛知県知多市北浜町25番地 0562-32-6252 

給水料 
知多港運株式会社 
   知多営業所 

478-0045 
愛知県知多市南浜町11番地 
 出光興産㈱愛知製油所内 

0562-55-3711 

綱取放料 
知多桟橋管理株式会社 
  業務運営グループ 

478-0045 愛知県知多市南浜町27番地の１ 0562-55-0585 

私設岸壁使用料 

東陽倉庫株式会社 
  国際営業本部 

455-0032 愛知県名古屋市港区入船一丁目２番10号 052-652-2111 

名港海運株式会社 
   国内物流部 455-8650 愛知県名古屋市港区入船二丁目４番６号 052-661-8132 

伊勢湾海運株式会社 鉄鋼課 455-0032 愛知県名古屋市港区入船一丁目７番40号 052-661-5191 

日本通運株式会社 
名古屋フォワーディング支店 
事業推進部 

450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目16番21号 
名古屋三井物産ビル6階 

052-561-2213 

日清オイリオグループ株式会社 
名古屋工場物流サイログループ 
          （サイロ） 

455-0028 愛知県名古屋市港区潮見町37番地15 052-611-4111 

株式会社フジトランスコーポレ
ーション 
 船舶運航管理部 運航調整課 

455-0028 愛知県名古屋市港区潮見町37-75 052-614-5630 

日藤海運株式会社 営業部 231-0062 
神奈川県横浜市中区桜木町一丁目1番地8   

日石横浜ビル27Ｆ 
045-641-8155 

株式会社上組名古屋支店 
        管理部 

455-0032 愛知県名古屋市港区入船一丁目２番12号 052-652-8881 

杤木合同輸送株式会社 455-0847 愛知県名古屋市港区空見町31番地 052-398-1201 

名古屋港鉄鋼埠頭株式会社 
      業務部営業課 

455-0847 愛知県名古屋市港区空見町36番地 052-398-1181 

岡谷鋼機株式会社 
  空見埠頭倉庫 

455-0847 愛知県名古屋市港区空見町27番地 052-398-1151 

神鋼物流株式会社 
  名古屋物流センター 490-1445 愛知県海部郡飛島村金岡７番 0567-55-1556 

  



 

料率の種類 会社名又は団体名 郵便番号 住     所 連 絡 先 

私設岸壁使用料 

王子物流株式会社中部事業本部 
名古屋支店飛島分室 490-1446 愛知県海部郡飛島村東浜一丁目5-10 0567-55-1541 

東レ株式会社 
東海工場総務課 476-8567 愛知県東海市新宝町31番地 052-604-3171 

トヨタ自動車株式会社 
  名港センター車両物流部 
        車両管理室 

476-0005 愛知県東海市新宝町33-3 052-604-2255 

全農サイロ株式会社東海支店 
          営業部 

478-0046 愛知県知多市北浜町16番地 0562-32-5207 

知多埠頭株式会社 
オペレーション部 

478-0046 愛知県知多市北浜町24番地の66 0562-54-0035 

ＪＦＥ物流株式会社 
名古屋物流センター 

476-0005 愛知県東海市新宝町29番地 052-603-3321 

豊田スチールセンター株式会社 
           営業部 

476-8533 愛知県東海市新宝町33番地の４ 052-601-5412 

東洋グレーンターミナル 
株式会社 営業部 

478-0046 愛知県知多市北浜町14番地の９ 0562-32-5371 

日清サイロ株式会社 
    知多事業所 478-8501 愛知県知多市北浜町12番地 0562-32-4135 

東晃鋼業株式会社 490-1445 愛知県海部郡飛島村金岡12番地 0567-55-1128 

由良海運株式会社 
  総務部庶務課 

455-0037 愛知県名古屋市港区名港二丁目５番６号 052-661-2756 

阪和流通センター名古屋 
        株式会社 

490-1445 愛知県海部郡飛島村金岡13番地 0567-55-2691 

船積貨物警備料 
港湾運送料 名古屋港運協会 455-0037 

愛知県名古屋市港区名港二丁目３番22号 
      名古屋港福利厚生会館１階 052-661-9771 

検量・検査・鑑定・
分析料 

一般社団法人日本海事検定協会 455-0032 愛知県名古屋市港区入船二丁目４番23号 052-653-1404 

検量料 
一般財団法人日本穀物検定協会 
     中部支部検査課 

455-0032 愛知県名古屋市港区入船一丁目３番33号 052-651-0151 

検数料 

一般社団法人全日検 
  名古屋支部 業務部業務課 

455-0843 愛知県名古屋市港区錦町27番32号 052-381-5411 

一般社団法人日本貨物検数協会 
      名古屋支部業務課 

455-0032 愛知県名古屋市港区入船一丁目８番30号 052-661-6184 

総合輸出貨物船
積料金 

名古屋海運貨物取扱業会 455-0033 
愛知県名古屋市港区港町１番11号 
         名古屋港湾会館４階 

052-651-4118 

給水料・大型機械
荷役料金 

名古屋埠頭株式会社 455-0844 愛知県名古屋市港区潮凪町無番地 052-381-1571 

飛島ふ頭北・南コ
ンテナターミナ
ル使用料金 

名古屋港埠頭株式会社 455-0847 愛知県名古屋市港区空見町40番地 052-398-1063  

海上起重機船使
用料 

深田サルベージ建設株式会社 
        名古屋支店 455-0037 

愛知県名古屋市港区名港一丁目20番6号 
大昂築地センタービル4階 052-661-9416 

荷役機械賃貸料 
中部資材株式会社 
稲永サービスセンター 455-0844 愛知県名古屋市港区潮凪町１番地３ 052-381-8133 

くん蒸作業料 中部資材株式会社 燻蒸部  490-1447 愛知県海部郡飛島村西浜28番 0567-55-1290 

船舶消毒作業料 中部環境サービス株式会社 455-0032 愛知県名古屋市港区入船二丁目2番28号 052-652-6278 

ひき船使用料 

名古屋港タグ事業協同組合 
（名古屋港タグセンター） 

455-0032 愛知県名古屋市港区入船一丁目7番28号 
          シーガルビル3階 

052-659-3939 

三洋海事株式会社 
名古屋支店 

455-0032 
愛知県名古屋市港区入船二丁目４番６号 
            名港ビル９階 

052-652-6721 

  



 

料率の種類 会社名又は団体名 郵便番号 住     所 連 絡 先 

ひき船使用料 

名古屋汽船株式会社 
営業運航部 455-0032 

愛知県名古屋市港区入船二丁目２番28号 
          第２名港ビル５階 052-653-6621 

グリーン海事株式会社 455-0036 
愛知県名古屋市港区浜二丁目３番５号 
       築港ビルディング５階 052-654-2245 

日本栄船株式会社 名古屋支店 455-0036 
愛知県名古屋市港区浜二丁目３番５号 
       築港ビルディング２階 052-652-1035 

ケイライン ポートサービス 
         株式会社 455-0037 

愛知県名古屋市港区名港二丁目９番27号 
        ポートプラザビル５階 052-659-2711 

普通倉庫保管・ 
荷役料 東海倉庫協会 460-0008 

愛知県名古屋市中区栄二丁目10番19号 
       名古屋商工会議所ビル 052-232-2277 

冷蔵倉庫保管・ 
荷役料 愛知県冷蔵倉庫協会 460-0008 

愛知県名古屋市中区栄三丁目31番21号 
          伊東屋ビル６階 052-241-7590 

水面木材倉庫保
管料 

名古屋港木材倉庫株式会社 
    西部木材港事務所 

490-1447 愛知県海部郡飛島村西浜８番地 0567-55-1281 

中部木材倉庫株式会社 
       営業部 

455-0036 愛知県名古屋市港区浜二丁目３番１号 052-661-8181 

一般貨物自動車
運送事業の運賃・
国際大形海上コ
ンテナ運送料金 

社団法人愛知県トラック協会 
       業務部業務課 

467-0856 愛知県名古屋市瑞穂区新開町12番６号 052-871-1921 

廃油収集・処理料
金 

有限会社ダイコーマリン 456-0062 
愛知県名古屋市熱田区大宝４丁目14番17
号 

052-681-3887 

福利厚生施設 
公益財団法人 
名古屋港湾福利厚生協会 

455-0037 
愛知県名古屋市港区名港二丁目３番22号 
      名古屋港福利厚生会館１階 

052-651-8181 

 

 


