
【内貿1航路，外貿1航路，計2航路】

【内貿2航路，外貿2航路，計4航路】

【内貿1航路】

ほくれん丸：13,950G/T・130台
第二ほくれん丸：13,950G/T・130台　　［デイリー運航］

川崎近海汽船㈱

ほっかいどう丸：11,386G/T・160台
冨王丸：11,413G/T・160台
まりも：8,348G/T・125台
ましう：8,349G/T・125台　 ［毎日２便（日曜日を除く）］

近海郵船㈱
川崎近海汽船㈱

勇王丸 ： 9,348G/T･105台

 　　　　　　　　　　　　　　  　　　  ［週2便（水・土）］

川崎近海汽船㈱

清島丸 ： 499G/T・104TEU 
駿河丸 ： 498G/T・104TEU
　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  ［週１便（金）］

OOCL
鈴与海運㈱

日立̶釧路
　　　　　　　　　　　　　 　　　（H5.7開設）

常陸那珂̶苫小牧

　　　　　　　　　　　　  　　　（H13.7開設）
　　　　　　　　　　　　  　　　（H21.8増便）

北海道
定期RORO航路

FRONTIER ACE：52,276G/T
LEO SPIRIT：60,825G/T 他　　　　　　　 ［月1-2便］

ホーグ
オートライナーズ㈱

ブレーマーハーフェン̶サウサンプトン等̶日立
　　　　　　　　　　　　 　　　（H26.7開設）

西欧
定期RORO航路

北海道
定期RORO航路

さんふらわあ だいせつ：11,401G/T
さんふらわあ しれとこ：11,410G/T
さんふらわあ さっぽろ：13,654G/T
さんふらわあ ふらの：13,816G/T
　　　　　　　　　　  　　　  ［毎日２便（日曜日を除く）］

商船三井フェリー㈱大洗̶苫小牧

　　　　　　　　　　　　 　　　（Ｓ60.3開設）

北海道
定期フェリー航路

清島丸 ： 499G/T・104TEU
駿河丸 ： 498G/T・104TEU
　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　  ［週1便（金）］

OOCL
鈴与海運㈱

常陸那珂̶鹿島̶横浜・東京（H20.8開設）
横浜・東京でOOCL東南アジア航路等に接続
（基隆‚香港‚シンガポール‚レムチャバン等）

国際フィーダー
航路

つるかぶと：749G/T・240TEU
　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　  ［週1便（土）］

㈱商船三井
井本商運㈱

鹿島－東京（H28.9開設)
東京でMOLの主要航路に接続（北米・欧州・アジア等）

国際フィーダー
航路

HEUNG-A MANILA ： 8,299G/T・653TEU

　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　  ［週1便（金）］

興亜海運㈱鹿島－釜山－仙台－鹿島
（中国，東南アジアへの輸出入は釜山積替）
　　　　　　　　　　 　　　　  （H28.7開設）

韓国定期コンテナ
航路

常陸那珂̶北九州
　　　　　　　　　　　　  　　　（H18.6開設）
　　　　　　　　　　　  　　　（H23.2シフト）

北九州
定期RORO航路

常陸那珂̶鹿島̶横浜・東京　　（H20.2開設）
横浜・東京でOOCL東南アジア航路等に接続
（基隆‚香港‚シンガポール‚レムチャバン等）

国際フィーダー
航路

つるかぶと ： 749G/T・240TEU 

　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  ［週１便（水）］

㈱商船三井
井本商運㈱

常陸那珂̶東京　　　        　　 （H28.4開設）
東京でMOLの主要航路に接続
（北米・欧州・アジア等）

国際フィーダー
航路

WESTWOOD COLUMBIA:32,551G/T･2,048TEU
WESTWOOD RAINIER:32,551G/T･2,048TEU
WESTWOOD VICTORIA:32,551G/T･2,048TEU
WESTWOOD OLYMPIA:32,551G/T･2,048TEU
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ［月2便］

Westwood
Shipping Lines

北米西岸（バンクーバー・タコマ等）
̶常陸那珂̶清水̶横浜̶東京̶釜山（韓国）
̶大阪̶名古屋̶清水̶東京
̶北米西岸（バンクーバー・タコマ等）̶ 常陸那珂
　　　　　　　　　　　　　　　  （H16.2開設）

北米
定期コンテナ航路

南星海運㈱
（NAMSUNG
 SHIPPING Co.Ltd）

韓国・中国
定期コンテナ航路

常陸那珂̶小名浜̶仙台̶釧路̶酒田̶釜山
̶蔚山̶光陽̶寧波̶上海̶釜山̶清水̶常陸那珂
（タイ‚ベトナムなど東南アジア等への輸出入は
 釜山積替）
　　　　　　　　　　　　　　　  （H12.8開設）

ISOLDE：51,071G/T
LIBERTY：51,858G/T　　　　　　 　　　  ［月1-2便］
FALSTAFF:51,858G/T  　　　　 　　 　　 ◎①休止中

Wallenius
Wilhelmsen
Lines

中国・東南アジア
定期RORO航路

①常陸那珂̶横浜̶名古屋̶神戸̶馬山̶仁川̶天津̶上海
②常陸那珂̶横浜̶名古屋̶神戸̶東播磨̶馬山̶上海
　̶広州̶レムチャバン̶ジャカルタ 　（H23.1開設）

TAMESIS：67,140G/T
TAIKO：66,635G/T 他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ［月1-2便］

Wallenius
Wilhelmsen
Lines

常陸那珂̶ロングビーチ̶北米東岸
　　　　　　　　　　　　 
    　　　　　　　　　　　　　　（H12.11開設）

北米
定期RORO航路

STAR CALLENGER:9,955G/T・962TEU
STAR VOYAGER: 9,955G/T・962TEU
BOHAI STAR:7,409G/T・706TEU　　　［週1便（木）］

南星海運㈱
（NAMSUNG
 SHIPPING Co.Ltd）

常陸那珂－ひびき－釜山－蔚山－光陽－大連－
青島－釜山－新潟－函館－苫小牧－釧路－八戸
－仙台－常陸那珂
　　　　　　　　　　　　　　　 （H29.4開設）

韓国・中国
定期コンテナ航路

HOEGH COPENHAGEN：68,392G/T
PLEIADES SPIRIT：60,330G/T 他  
                                                     　　　　［月2-3便］

ホーグオートライナーズ㈱
日産専用船㈱

常陸那珂̶ブレーマーハーフェン̶アムステルダム
̶アントワープ̶ニューカスル̶バルセロナ
̶ルアーブル  　　　　　           （H12.12開設）

欧州
定期RORO航路

RYOFU：4,464G/T
EELDUGA:5.927G/T
SUNGARI:5,535G/T　　　　　　　 　　　  ［月1-2便］

Inderton Limited
(インチケープシッピング)

常陸那珂̶横浜̶釜山̶
ウラジオストック・ナホトカ
　　　　　　　　　  　　 　　　（H22.10開設）

極東ロシア
定期RORO航路

OCEAN HIGHWAY：49,212G/T
PEGASUS HIGHWAY：49,012G/T　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ［月1-2便］

川崎汽船㈱常陸那珂̶アムステルダム̶ブレーマーハーフェン
̶ジーブルージュ̶リボルノ̶ピラレウス
                                             （H26.11開設）

西ヨーロッパ
定期RORO航路

HOEGH SYDNEY ： 51,731G/T
HOEGH PUSAN ： 44,219G/T
HOEGH BRASILIA ： 51,731G/T　　他　  ［月1-2便］

ホーグオートライナーズ㈱常陸那珂̶ダーバン・マプト等

                                              （H28.7開設）

アフリカ
定期RORO航路

内

　貿

南星海運㈱
(NAMSUNG 
SHIPPING Co.Ltd)

常陸那珂̶鹿島̶釜山̶蔚山̶光陽̶上海̶寧波
̶釜山̶清水̶仙台̶常陸那珂̶鹿島
（タイ‚ベトナムなど東南アジア等への輸出入は釜山積替）
　　　　　　　　　　　　 　　　（H23.2開設）

韓国・中国
定期コンテナ航路

外

　貿

【内貿4航路，外貿14航路，計18航路】

BRIGHT STATE：9,991G/T
GOLD MENAM：9,999G/T　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ［月2-3便］

イースタン・
カーライナー㈱

常陸那珂̶マニラ̶ポートケラン̶
レムチャバン̶シンガポール̶ジャカルタ
　　　　　　　　　　　　  　　  （H23.6開設）

東南アジア
定期RORO航路

DURBAN HIGHWAY：58,997G/T
GRAND MARK：50,310G/T　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ［月1-2便］

川崎汽船㈱常陸那珂̶横浜̶名古屋̶神戸̶水島̶中関̶苅田
̶タウンズヴィル̶ブリスベン̶ポートケンブラ̶メルボルン
̶アデレード̶ダーウィン̶フリーマントル   （H24.3開設）

豪州
定期RORO航路

MERMAID ACE：58,939G/T
HOEGH BEIJING：47,232G/T
OCEAN CHALLENGER:60,213G/T 　　　［月1-2便］

ホーグ
オートライナーズ㈱

常陸那珂̶上海̶サンアントニオ等
　　　　　　　　　  　　　
　　　　　　　　　　　　  　　  （H23.2開設）

南アメリカ
定期RORO航路

GLOVIS PRESTIGE:36,834G/T
GLOVIS CLIPPER:58,767G/T　　他　　　［月1-2便］

HYUNDAI GLOVIS常陸那珂̶モンバサ̶ダルエスサラーム̶
ダーバン等　　　　　　　　　  （H25.10開設）

東・南アフリカ
定期RORO航路

1. 日立港区

2. 常陸那珂港区

3. 大洗港区

内

　
　貿

内
貿
外
貿

外

　
　
　
　
　
　
　貿

STAR UNIX : 9,522G/T･962TEU
STAR CLIPPER:9,520G/T･962TEU
STAR EXPRESS:9,520G/T･953TEU
STAR SKIPPER:9,520G/T･962TEU
STAR PIONEER:9,520G/T･953TEU　 ［週1便（土）］

南星海運㈱
（NAMSUNG
 SHIPPING Co.Ltd）

韓国・中国
定期コンテナ航路

常陸那珂̶釜山̶蔚山̶光陽̶上海̶寧波
̶釜山̶新潟̶苫小牧̶八戸̶仙台̶常陸那珂
（タイ‚ベトナムなど東南アジア等への輸出入は
 釜山積替）
　　　　　　　　　　　　　　　 （H29.4開設）

STAR UNIX : 9,522G/T･962TEU
STAR CLIPPER:9,520G/T･962TEU
STAR EXPRESS:9,520G/T･953TEU
STAR SKIPPER:9,520G/T･962TEU
STAR PIONEER:9,520G/T･953TEU　 ［週1便（土）］

茨城県重要港湾の定期航路状況
茨城港１

航　路　名 航　　　路 運航船社 備　　　考

航　路　名 航　　　路 運航船社 備　　　考

航　路　名 航　　　路 運航船社 備　　　考

航　路　名 航　　　路 運航船社 備　　　考

◎休止中

鹿島港2

（H29.9.15現在）
【内貿7航路,外貿16航路,計23航路】

発行／茨城県港湾振興協会連合会　編集／茨城県土木部港湾課
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【発　行】　茨城県港湾振興協会連合会 (e-mail:kowan5@pref.ibaraki.lg.jp)
【事務局】　茨城県土木部港湾課内
　　　　　  〒310-8555　水戸市笠原町978番6　TEL.029-301-4536（ダイヤルイン）
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　　　　　　http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kowan/kowan/shitetop.html

常陸那珂港区にクルーズ船「飛鳥Ⅱ」が寄港（平成２９年9月）

茨城港にクルーズ船が続々寄港
～クルーズポートとして定着しています～
第１１回茨城ビルフィッシュトーナメント＆
海の感謝祭２０１７が開催されました
第６０回日立港まつりが開催されました
鹿島港貿易実務セミナーを開催しました
常陸那珂港区で韓国・中国定期コンテナ航路
開設の記念セレモニーを開催しました
茨城県産原木の輸出が常陸那珂港区でスタート！
定期航路一覧

………………… 2
　

…………………… 4
　………………… 4
　………………… 5

…………………… 6
　……… 7

　……………………………………………… 8
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陸・海・空　総合物流陸・海・空　総合物流
丸 全 昭 和 運 輸 株 式 会 社

�港湾運送事業　�倉庫事業　�トラック事業　�構内作業
�海運　�保全作業業務

�港湾運送事業　�倉庫事業　�トラック事業　�構内作業
�海運　�保全作業業務

お問い合わせ　鹿島支店　TEL 0479-40-1111　FAX 0479-40-1110お問い合わせ　鹿島支店　TEL 0479-40-1111　FAX 0479-40-1110

　出港時には，地元の堀川保育園の園児による太鼓演奏や大洗高校マーチングバンド部「ブ
ルーホークス」によるお見送り演奏が行われ，紙テープが舞う中，次港の横浜港に向けて出港し
ていきました。

　このように，茨城港では続々とクルーズ船が寄港しており，クルーズポートとして更なる発展
が期待されます。

　茨城港では，本年度中にクルーズ船の寄港が7回（大洗港区5回，常陸那珂港区2回）予定さ
れており，既に大洗港区で3回，常陸那珂港区で1回寄港したところです。
　大洗港区では，商船三井客船㈱が運航するクルーズ船「にっぽん丸」が7月12日(水)及び29
日(土)に相次いで寄港し，大洗港振興協会（会長：小谷隆亮大洗町長）が中心となり，茨城県や
大洗町と協力し，歓迎イベントを開催しました。歓迎イベントでは，大洗高校マーチングバンド
部「ブルーホークス」による演奏で入出港を歓待したほか，会場となった第4ふ頭イベント広場
では「茨城を感じていただこう」と県内市町村の観光物産コーナーをはじめ，地元大洗町による
海の幸グルメのブースや，オプショナルツアー先の常陸大宮市や水戸市，栃木県日光市などの
観光ブースが設けられました。

　常陸那珂港区には，昨年に続き，郵船クルーズ㈱が運航する国内最大のクルーズ船「飛鳥Ⅱ」
が9月15日(金)寄港し，「飛鳥Ⅱ」茨城港常陸那珂港区おもてなし実行委員会（会長：本間源基
ひたちなか市長）主催による歓迎イベントを開催しました。
　入港時には，東海高校「East Ocean Jazz Orchestra」による演奏でお迎えし，中央ふ頭に
おいて県内市町村の観光物産展や建設機械の展示などを行い，乗客の皆様をおもてなししま
した。また，一般船内見学会も行われ，抽選で選ばれた80名の方々が参加したほか，「飛鳥Ⅱ」を
一目見ようと訪れたたくさんの来場者で会場は大いににぎわいました。

茨城港にクルーズ船が続々寄港
～クルーズポートとして定着しています～

平成２９年度茨城港へのクルーズ船寄港予定

常陸那珂港区

寄港日
Ｈ29.6.19～23

船　名

にっぽん丸
Ｈ29.7.12
Ｈ29.7.29
Ｈ29.10.4～9
Ｈ30.3.3～3.8

内　容
大洗発着　小笠原クルーズ
八戸～大洗～横浜

寄港日
Ｈ29.9.15

船　名

飛鳥Ⅱ
Ｈ29.10.25

内　容
仙台～常陸那珂～横浜
博多～新宮～東京～常陸那珂～石巻～高知～博多

横浜～大洗～横浜
大洗発着　世界遺産巡りと瀬戸内クルーズ
大洗発着　小笠原・八丈島スプリングクルーズ

大洗港区

県内のゆるキャラたちによる歓迎

クルーズ船「飛鳥Ⅱ」 お見送りの様子

県内市町村の観光物産コーナー大洗港振興協会小谷隆亮会長
（大洗町長）による記念品の贈呈

大洗高校マーチングバンド部
「ブルーホークス」による歓迎演奏
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日立埠頭は環境にやさしい総合物流サービスを提供いたします
❶一般港湾運送事業　❷倉庫及び上屋業　❸通関業　❹海運仲立業　
❺一般貨物自動車運送事業　❻船舶代理店業　❼曳船業　
❽内航海運業　❾旅行業

日立埠頭株式会社
本社：茨城県日立市久慈町1丁目3-10　
TEL 0294（53）4111㈹　FAX 0294（53）0911
http://www.hitachi-futo.co.jp

•常陸那珂事務所
　茨城県那珂郡東海村照沼字渚768-46
　TEL 029（265）5700　FAX 029（265）2350
•ポートサービス本部
　茨城県日立市みなと町14番1号
　TEL 0294（53）0313　FAX 0294（53）0340

営
業
種
目

･一般港湾運送事業 ･通関業
･上屋保管業 ･貨物利用運送事業

･船舶代理店業

Sailing toward your future
安全で質の高い港湾サービスをご提供いたします

鹿島埠頭株式会社
◇本　　  　社（総務部・船舶部）
　茨城県神栖市東深芝8　　　　　　 TEL 0299-92-5551　FAX 0299-92-8586
◇物流センター（業務部）
　茨城県神栖市奥野谷出羽4186-19　TEL 0299-97-0661　FAX 0299-97-0665

鹿島港貿易実務セミナーを開催しました
　鹿島港振興協会（会長：保立一男神栖市長）では，8月23日（水）から25日（金）までの3日間，
神栖市内において「平成29年度鹿島港貿易実務セミナー」を開催しました。当セミナーは，
企業において輸出入や物流に関連した業務に従事する方を対象に毎年実施しており，今年も
地元企業を中心に県内から延べ27名が参加しました。
　セミナーでは，初日に貿易の仕組みなど貿易実務の基礎に関する講義を，2日目には貿易
実務の実践的な演習を，最終日には，鹿島港や東京税関，東京港コンテナターミナルなどの現
地見学を行いました。
　3日間を通じ，受講者からは「貿易の仕組みや流れがとても分かり易かった」「ロールプレイに
より貿易の全体像をイメージできた」「現場見学が貴重な経験となった」などの好評の声をいた
だき，セミナーは盛況のうちに終了しました。

第１１回茨城ビルフィッシュトーナメント＆
海の感謝祭２０１７が開催されました

第60回日立港まつりが開催されました

　8月26日（土），27日（日）の２日間にわたり，いば
らきビルフィッシュトーナメントネットワーク主催に
よる「茨城ビルフィッシュトーナメント」が大洗港区
で開催されました。当トーナメントは，カジキを対
象としたボートによるゲームフィッシング大会で，
北は宮城県，南は兵庫県から55隻の参加がありま
した。
　参加者が釣り上げたカジキは検量所に持ち込ま
れ，100キロを超えるカジキがクレーンで吊り上げられると，その迫力で会場は歓声に包まれ
ました。また当日，同時開催となった大洗まつり実行委員会主催の｢大洗海の感謝祭2017」
では，カジキの解体ショーやカジキ料理の提供なども行われました。

　7月30日（日）に日立港まつり実行委員会が主催する「第６０回日立港まつり」が，昨年を5千
人上回る8万人の来場者を迎え，盛大に開催されました。
　60回の節目を迎え，開会式では記念の紅白餅がまかれ，会場は大いに盛り上がりました。
昼間の部では，毎年恒例の神輿渡御や山車巡行，日立太鼓連盟の演技が披露され，夜の部で
は，第４埠頭から夏の夜空に打ち上げられた約2,000発の花火が，集まった大勢の人々を魅了
しました。

検量後の記念撮影

山車巡行 開会式の様子

ロールプレイによる貿易取引演習

貿易現場の視察
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新造船就航
2018年1月
新造船就航新造船就航

～茨城港【日立/常陸那珂】から北海道へ 九州へ 充実の３航路～～茨城港【日立/常陸那珂】から北海道へ 九州へ 充実の３航路～
■常陸那珂/北九州（日明）（週2便運航）
　※2018年3月から、常陸那珂～清水～大分航路へ再編致します。（スケジュール等、詳細はお問い合わせ下さい）
常陸那珂㈬ 04：00入港-08：00出港→北九州㈭ 18：00入港-22：00出港
常陸那珂㈯ 07：30入港-20：00出港→北九州㈪ 06：30入港-19：00出港

■常陸那珂/苫小牧（月～土曜毎日2便運航  日曜日は揚荷のみ）

常陸那珂19：30入港-23：00出港
苫小牧20：15入港-23：45出港

勇王丸

【早便】ほっかいどう丸/冨王丸
常陸那珂21：45入港-25：15出港
苫小牧22：00入港-25：30出港

【遅便】まりも/ましう

■日立/釧路（毎日運航）

日立14：00入港-18：00出港/釧路14：00入港-18：00出港
ほくれん丸/第二ほくれん丸 東京（050）3821-1397

日立（050）3821-1495

2016年10月就航「冨王丸」2016年10月就航「冨王丸」

常陸那珂港振興協会
本間源基会長（ひたちなか市長）の挨拶

南星海運ジャパン(株) 
平田優治代表取締役副社長の挨拶

記念撮影 南星海運の「CARINA STAR」

　常陸那珂港振興協会（会長：本間源基ひたちなか市長）では，6月22日（木）に常陸那珂港区北
埠頭において，韓国・中国定期コンテナ航路が週３便化されたことを記念し，関係者列席の下，
セレモニーを開催しました。
　当日は主催者を代表し，本間会長から，「週3便化は常陸那珂港区の発展に大きく寄与する
ものと期待している。当協会としても貨物の集荷に取り組んでまいりたい。」との挨拶があり，
南星海運ジャパン(株)の平田優治代表取締役副社長からは「港のアクセスが良好であること，
使い勝手のいい港であること，北関東に立地する企業の集荷が見込めることから今回の3便
化に至った。これからも使い勝手のよさをPRしていきたい」とのご挨拶をいただいた後，花束
と記念品の贈呈を行いました。
　本航路は本年4月から週３便化となり，上海・寧波の週2便化や，大連・青島と直行便で結ばれ
るなど，利便性が大幅に向上しており，更なる港の利用拡大が期待されます。

常陸那珂港区で韓国・中国定期コンテナ航路開設の
記念セレモニーを開催しました

　8月2日（水）に，常陸那珂港区から中国向けに茨城県産原木の輸出が開始されました。
　常陸那珂港振興協会では，当日，本船「JIN AO」（総トン数2,982トン）を訪問し記念セレモニー
を行い，船長に花束と記念品を贈呈しました。その後，同船は原木約2,700トンを積載し，上海
港に向け出港しました。
　今後も，継続して輸出が行われることとなっており，更なる取扱量の増加が期待されます。

茨城県産原木の輸出が常陸那珂港区でスタート！

記念撮影

県産原木を積み込む「JIN AO」 記念セレモニー（花束贈呈）



ibaraki  portnews
7

ibaraki  portnews
6

いばらきポートニュース
ibaraki  portnews

新造船就航
2018年1月
新造船就航新造船就航

～茨城港【日立/常陸那珂】から北海道へ 九州へ 充実の３航路～～茨城港【日立/常陸那珂】から北海道へ 九州へ 充実の３航路～
■常陸那珂/北九州（日明）（週2便運航）
　※2018年3月から、常陸那珂～清水～大分航路へ再編致します。（スケジュール等、詳細はお問い合わせ下さい）
常陸那珂㈬ 04：00入港-08：00出港→北九州㈭ 18：00入港-22：00出港
常陸那珂㈯ 07：30入港-20：00出港→北九州㈪ 06：30入港-19：00出港

■常陸那珂/苫小牧（月～土曜毎日2便運航  日曜日は揚荷のみ）

常陸那珂19：30入港-23：00出港
苫小牧20：15入港-23：45出港

勇王丸

【早便】ほっかいどう丸/冨王丸
常陸那珂21：45入港-25：15出港
苫小牧22：00入港-25：30出港

【遅便】まりも/ましう

■日立/釧路（毎日運航）

日立14：00入港-18：00出港/釧路14：00入港-18：00出港
ほくれん丸/第二ほくれん丸 東京（050）3821-1397

日立（050）3821-1495

2016年10月就航「冨王丸」2016年10月就航「冨王丸」

常陸那珂港振興協会
本間源基会長（ひたちなか市長）の挨拶

南星海運ジャパン(株) 
平田優治代表取締役副社長の挨拶

記念撮影 南星海運の「CARINA STAR」

　常陸那珂港振興協会（会長：本間源基ひたちなか市長）では，6月22日（木）に常陸那珂港区北
埠頭において，韓国・中国定期コンテナ航路が週３便化されたことを記念し，関係者列席の下，
セレモニーを開催しました。
　当日は主催者を代表し，本間会長から，「週3便化は常陸那珂港区の発展に大きく寄与する
ものと期待している。当協会としても貨物の集荷に取り組んでまいりたい。」との挨拶があり，
南星海運ジャパン(株)の平田優治代表取締役副社長からは「港のアクセスが良好であること，
使い勝手のいい港であること，北関東に立地する企業の集荷が見込めることから今回の3便
化に至った。これからも使い勝手のよさをPRしていきたい」とのご挨拶をいただいた後，花束
と記念品の贈呈を行いました。
　本航路は本年4月から週３便化となり，上海・寧波の週2便化や，大連・青島と直行便で結ばれ
るなど，利便性が大幅に向上しており，更なる港の利用拡大が期待されます。

常陸那珂港区で韓国・中国定期コンテナ航路開設の
記念セレモニーを開催しました

　8月2日（水）に，常陸那珂港区から中国向けに茨城県産原木の輸出が開始されました。
　常陸那珂港振興協会では，当日，本船「JIN AO」（総トン数2,982トン）を訪問し記念セレモニー
を行い，船長に花束と記念品を贈呈しました。その後，同船は原木約2,700トンを積載し，上海
港に向け出港しました。
　今後も，継続して輸出が行われることとなっており，更なる取扱量の増加が期待されます。

茨城県産原木の輸出が常陸那珂港区でスタート！

記念撮影

県産原木を積み込む「JIN AO」 記念セレモニー（花束贈呈）



【内貿1航路，外貿1航路，計2航路】

【内貿2航路，外貿2航路，計4航路】

【内貿1航路】

ほくれん丸：13,950G/T・130台
第二ほくれん丸：13,950G/T・130台　　［デイリー運航］

川崎近海汽船㈱

ほっかいどう丸：11,386G/T・160台
冨王丸：11,413G/T・160台
まりも：8,348G/T・125台
ましう：8,349G/T・125台　 ［毎日２便（日曜日を除く）］

近海郵船㈱
川崎近海汽船㈱

勇王丸 ： 9,348G/T･105台

 　　　　　　　　　　　　　　  　　　  ［週2便（水・土）］

川崎近海汽船㈱

清島丸 ： 499G/T・104TEU 
駿河丸 ： 498G/T・104TEU
　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  ［週１便（金）］
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鈴与海運㈱

日立̶釧路
　　　　　　　　　　　　　 　　　（H5.7開設）

常陸那珂̶苫小牧
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　　　　　　　　　　　　  　　　（H21.8増便）
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LEO SPIRIT：60,825G/T 他　　　　　　　 ［月1-2便］

ホーグ
オートライナーズ㈱

ブレーマーハーフェン̶サウサンプトン等̶日立
　　　　　　　　　　　　 　　　（H26.7開設）

西欧
定期RORO航路

北海道
定期RORO航路

さんふらわあ だいせつ：11,401G/T
さんふらわあ しれとこ：11,410G/T
さんふらわあ さっぽろ：13,654G/T
さんふらわあ ふらの：13,816G/T
　　　　　　　　　　  　　　  ［毎日２便（日曜日を除く）］

商船三井フェリー㈱大洗̶苫小牧

　　　　　　　　　　　　 　　　（Ｓ60.3開設）

北海道
定期フェリー航路

清島丸 ： 499G/T・104TEU
駿河丸 ： 498G/T・104TEU
　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　  ［週1便（金）］

OOCL
鈴与海運㈱

常陸那珂̶鹿島̶横浜・東京（H20.8開設）
横浜・東京でOOCL東南アジア航路等に接続
（基隆‚香港‚シンガポール‚レムチャバン等）

国際フィーダー
航路

つるかぶと：749G/T・240TEU
　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　  ［週1便（土）］

㈱商船三井
井本商運㈱

鹿島－東京（H28.9開設)
東京でMOLの主要航路に接続（北米・欧州・アジア等）

国際フィーダー
航路

HEUNG-A MANILA ： 8,299G/T・653TEU

　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　  ［週1便（金）］

興亜海運㈱鹿島－釜山－仙台－鹿島
（中国，東南アジアへの輸出入は釜山積替）
　　　　　　　　　　 　　　　  （H28.7開設）

韓国定期コンテナ
航路

常陸那珂̶北九州
　　　　　　　　　　　　  　　　（H18.6開設）
　　　　　　　　　　　  　　　（H23.2シフト）

北九州
定期RORO航路

常陸那珂̶鹿島̶横浜・東京　　（H20.2開設）
横浜・東京でOOCL東南アジア航路等に接続
（基隆‚香港‚シンガポール‚レムチャバン等）

国際フィーダー
航路

つるかぶと ： 749G/T・240TEU 

　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  ［週１便（水）］

㈱商船三井
井本商運㈱

常陸那珂̶東京　　　        　　 （H28.4開設）
東京でMOLの主要航路に接続
（北米・欧州・アジア等）

国際フィーダー
航路

WESTWOOD COLUMBIA:32,551G/T･2,048TEU
WESTWOOD RAINIER:32,551G/T･2,048TEU
WESTWOOD VICTORIA:32,551G/T･2,048TEU
WESTWOOD OLYMPIA:32,551G/T･2,048TEU
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ［月2便］

Westwood
Shipping Lines

北米西岸（バンクーバー・タコマ等）
̶常陸那珂̶清水̶横浜̶東京̶釜山（韓国）
̶大阪̶名古屋̶清水̶東京
̶北米西岸（バンクーバー・タコマ等）̶ 常陸那珂
　　　　　　　　　　　　　　　  （H16.2開設）

北米
定期コンテナ航路

南星海運㈱
（NAMSUNG
 SHIPPING Co.Ltd）

韓国・中国
定期コンテナ航路

常陸那珂̶小名浜̶仙台̶釧路̶酒田̶釜山
̶蔚山̶光陽̶寧波̶上海̶釜山̶清水̶常陸那珂
（タイ‚ベトナムなど東南アジア等への輸出入は
 釜山積替）
　　　　　　　　　　　　　　　  （H12.8開設）

ISOLDE：51,071G/T
LIBERTY：51,858G/T　　　　　　 　　　  ［月1-2便］
FALSTAFF:51,858G/T  　　　　 　　 　　 ◎①休止中

Wallenius
Wilhelmsen
Lines

中国・東南アジア
定期RORO航路

①常陸那珂̶横浜̶名古屋̶神戸̶馬山̶仁川̶天津̶上海
②常陸那珂̶横浜̶名古屋̶神戸̶東播磨̶馬山̶上海
　̶広州̶レムチャバン̶ジャカルタ 　（H23.1開設）

TAMESIS：67,140G/T
TAIKO：66,635G/T 他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ［月1-2便］

Wallenius
Wilhelmsen
Lines

常陸那珂̶ロングビーチ̶北米東岸
　　　　　　　　　　　　 
    　　　　　　　　　　　　　　（H12.11開設）

北米
定期RORO航路

STAR CALLENGER:9,955G/T・962TEU
STAR VOYAGER: 9,955G/T・962TEU
BOHAI STAR:7,409G/T・706TEU　　　［週1便（木）］

南星海運㈱
（NAMSUNG
 SHIPPING Co.Ltd）

常陸那珂－ひびき－釜山－蔚山－光陽－大連－
青島－釜山－新潟－函館－苫小牧－釧路－八戸
－仙台－常陸那珂
　　　　　　　　　　　　　　　 （H29.4開設）

韓国・中国
定期コンテナ航路

HOEGH COPENHAGEN：68,392G/T
PLEIADES SPIRIT：60,330G/T 他  
                                                     　　　　［月2-3便］

ホーグオートライナーズ㈱
日産専用船㈱

常陸那珂̶ブレーマーハーフェン̶アムステルダム
̶アントワープ̶ニューカスル̶バルセロナ
̶ルアーブル  　　　　　           （H12.12開設）

欧州
定期RORO航路

RYOFU：4,464G/T
EELDUGA:5.927G/T
SUNGARI:5,535G/T　　　　　　　 　　　  ［月1-2便］

Inderton Limited
(インチケープシッピング)

常陸那珂̶横浜̶釜山̶
ウラジオストック・ナホトカ
　　　　　　　　　  　　 　　　（H22.10開設）

極東ロシア
定期RORO航路

OCEAN HIGHWAY：49,212G/T
PEGASUS HIGHWAY：49,012G/T　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ［月1-2便］

川崎汽船㈱常陸那珂̶アムステルダム̶ブレーマーハーフェン
̶ジーブルージュ̶リボルノ̶ピラレウス
                                             （H26.11開設）

西ヨーロッパ
定期RORO航路

HOEGH SYDNEY ： 51,731G/T
HOEGH PUSAN ： 44,219G/T
HOEGH BRASILIA ： 51,731G/T　　他　  ［月1-2便］

ホーグオートライナーズ㈱常陸那珂̶ダーバン・マプト等

                                              （H28.7開設）

アフリカ
定期RORO航路

内

　貿

南星海運㈱
(NAMSUNG 
SHIPPING Co.Ltd)

常陸那珂̶鹿島̶釜山̶蔚山̶光陽̶上海̶寧波
̶釜山̶清水̶仙台̶常陸那珂̶鹿島
（タイ‚ベトナムなど東南アジア等への輸出入は釜山積替）
　　　　　　　　　　　　 　　　（H23.2開設）

韓国・中国
定期コンテナ航路

外

　貿

【内貿4航路，外貿14航路，計18航路】

BRIGHT STATE：9,991G/T
GOLD MENAM：9,999G/T　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ［月2-3便］

イースタン・
カーライナー㈱

常陸那珂̶マニラ̶ポートケラン̶
レムチャバン̶シンガポール̶ジャカルタ
　　　　　　　　　　　　  　　  （H23.6開設）

東南アジア
定期RORO航路

DURBAN HIGHWAY：58,997G/T
GRAND MARK：50,310G/T　　他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ［月1-2便］

川崎汽船㈱常陸那珂̶横浜̶名古屋̶神戸̶水島̶中関̶苅田
̶タウンズヴィル̶ブリスベン̶ポートケンブラ̶メルボルン
̶アデレード̶ダーウィン̶フリーマントル   （H24.3開設）

豪州
定期RORO航路

MERMAID ACE：58,939G/T
HOEGH BEIJING：47,232G/T
OCEAN CHALLENGER:60,213G/T 　　　［月1-2便］

ホーグ
オートライナーズ㈱

常陸那珂̶上海̶サンアントニオ等
　　　　　　　　　  　　　
　　　　　　　　　　　　  　　  （H23.2開設）

南アメリカ
定期RORO航路

GLOVIS PRESTIGE:36,834G/T
GLOVIS CLIPPER:58,767G/T　　他　　　［月1-2便］

HYUNDAI GLOVIS常陸那珂̶モンバサ̶ダルエスサラーム̶
ダーバン等　　　　　　　　　  （H25.10開設）

東・南アフリカ
定期RORO航路

1. 日立港区

2. 常陸那珂港区

3. 大洗港区

内

　
　貿

内
貿
外
貿

外

　
　
　
　
　
　
　貿

STAR UNIX : 9,522G/T･962TEU
STAR CLIPPER:9,520G/T･962TEU
STAR EXPRESS:9,520G/T･953TEU
STAR SKIPPER:9,520G/T･962TEU
STAR PIONEER:9,520G/T･953TEU　 ［週1便（土）］

南星海運㈱
（NAMSUNG
 SHIPPING Co.Ltd）

韓国・中国
定期コンテナ航路

常陸那珂̶釜山̶蔚山̶光陽̶上海̶寧波
̶釜山̶新潟̶苫小牧̶八戸̶仙台̶常陸那珂
（タイ‚ベトナムなど東南アジア等への輸出入は
 釜山積替）
　　　　　　　　　　　　　　　 （H29.4開設）

STAR UNIX : 9,522G/T･962TEU
STAR CLIPPER:9,520G/T･962TEU
STAR EXPRESS:9,520G/T･953TEU
STAR SKIPPER:9,520G/T･962TEU
STAR PIONEER:9,520G/T･953TEU　 ［週1便（土）］

茨城県重要港湾の定期航路状況
茨城港１

航　路　名 航　　　路 運航船社 備　　　考

航　路　名 航　　　路 運航船社 備　　　考

航　路　名 航　　　路 運航船社 備　　　考

航　路　名 航　　　路 運航船社 備　　　考

◎休止中

鹿島港2

（H29.9.15現在）
【内貿7航路,外貿16航路,計23航路】
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【発　行】　茨城県港湾振興協会連合会 (e-mail:kowan5@pref.ibaraki.lg.jp)
【事務局】　茨城県土木部港湾課内
　　　　　  〒310-8555　水戸市笠原町978番6　TEL.029-301-4536（ダイヤルイン）

【いばらきの港ホームページアドレス】
　　　　　　http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kowan/kowan/shitetop.html

常陸那珂港区にクルーズ船「飛鳥Ⅱ」が寄港（平成２９年9月）

茨城港にクルーズ船が続々寄港
～クルーズポートとして定着しています～
第１１回茨城ビルフィッシュトーナメント＆
海の感謝祭２０１７が開催されました
第６０回日立港まつりが開催されました
鹿島港貿易実務セミナーを開催しました
常陸那珂港区で韓国・中国定期コンテナ航路
開設の記念セレモニーを開催しました
茨城県産原木の輸出が常陸那珂港区でスタート！
定期航路一覧
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