
【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㈱日立̶釧路
　　　　　　　　　　　　　 　　　（H5.7開設）

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

ほっかいどう丸：11,386G/T・160台
冨王丸：11,413G/T・160台
北王丸：11,492G/T・160台
まりも：11,229G/T・160台
ましう：11,229G/T・160台　［毎日２便（日曜日を除く）］

近海郵船㈱
川崎近海汽船㈱

常陸那珂̶苫小牧

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

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：13,816G/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

鈴与海運：499G/T・104TEU
井本商運：749G/T・240TEU

　　　　　　　　　　　　　　　　   　  ［週２便（水・金）］

ＯＯＣＬ
鈴与海運㈱
井本商運㈱

常陸那珂̶鹿島̶横浜・東京
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）
　　　　　　　　　　 　　　　  （H20.8開設）
　　　　　　　　　　 　　　　 （H29.12増便）

国際フィーダー
航路

MAX PARTNER：7,464GT/698TEU

　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　  ［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

北王丸：11,492G/T･160台
ほっかいどう丸：11,386G/T・160台　　　 ［週１便（月）］

川崎近海汽船㈱常陸那珂̶清水̶大分　　　　　 （H18.6開設）
　　　　　　　　　　　　  　　　（H30.3改編）

清水・大分
定期RORO航路

鈴与海運：499G/T・104TEU
井本商運：749G/T・240TEU
　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　  　　［週２便（水・金）］

ＯＯＣＬ
鈴与海運㈱
井本商運㈱

常陸那珂̶鹿島̶横浜・東京
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）
　　　　　　　　　　　　  　　  （H20.2開設）
　　　　　　　　　　　　  　　（H29.12増便）

国際フィーダー
航路

つるかぶと：749G/T・240TEU 

　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  ［週１便（水）］

オーシャンネットワーク
エクスプレス
井本商運㈱

常陸那珂̶東京　　　        　　 （H28.4開設）
東京でONE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

【内貿4航路，外貿13航路，計17航路】

1. 日立港区

2. 常陸那珂港区

3. 大洗港区

内
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内
貿
外
貿

外
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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

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

◎休止中

鹿島港2

（H30.10.15現在）
【内貿7航路,外貿15航路,計22航路】

つるかぶと：749G/T・240TEU

　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　  ［週1便（土）］

オーシャンネットワーク
エクスプレス
井本商運㈱

鹿島̶東京（H28.9開設)
東京でONE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

内

　貿

外

　貿

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

川崎汽船㈱常陸那珂̶ピレウス̶リボルノ̶ブリストル
̶ゼーブルージュ̶ブレーマーハーフェン
                                             （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

ARCADIA HIGHWAY：49,015 G/T　　他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ［月1-2便］

川崎汽船㈱常陸那珂̶横浜̶タウンズヴィル̶プリスベン
̶ポートケンプラ̶メルボルン̶アデレード 等
　　　　　　　　　　　　  　　  （H24.3開設）

豪州
定期RORO航路

CALMY COARAL：9,910 G/T　　他

                                                     　　　　［月2-3便］

イースタン・
カーライナー㈱

常陸那珂̶名古屋̶バタンガス̶ジャカルタ̶
ポートケラン̶シンガポール̶コタキンバル
　　　　　　　　　　　　　　　  （H23.6開設）

東南アジア
定期RORO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

DIGNITY ACE：58,767 G/T　　他
  
                                                     　　　　［月2-3便］

ホーグオートライナーズ㈱
日産専用船㈱

常陸那珂̶ピレウス̶リボルノ̶バルセロナ
̶ニューカスル̶ロッテルダム̶アムステルダム
̶ブレーマーハーフェン  　　　　（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

南星海運㈱
（NAMSUNG　
SHIPPING Co.Ltd)

韓国･中国
定期コンテナ航路

常陸那珂̶仙台̶釜山̶蔚山̶光陽̶寧波
̶上海̶釜山̶清水̶常陸那珂
　　　　　　　　　　　　　　　  （H12.8開設）

STAR CLIPPER：9,520G/T・962TEU
STAR EXPRESS：9,520G/T・953TEU
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ［週1便（火）］

南星海運㈱
（NAMSUNG
SHIPPING Co.Ltd)

韓国･中国
定期コンテナ航路

常陸那珂̶小名浜̶仙台̶八戸̶苫小牧̶酒田
̶釜山̶蔚山̶光陽̶上海̶寧波̶釜山̶清水
̶常陸那珂
　　　　　　　　　　　　　　　  （H29.4開設）

STAR SKIPPER：9,520G/T・962TEU
STAR APEX：9,522G/T・962TEU
SUNNY DAISY：9,867G/T・1,000TEU
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ［週1便（金）］

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

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）

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
̶マプト　　　　　　　　　　　（H25.10開設）

東・南アフリカ
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

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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常陸那珂港区に新たな
国際フィーダーサービスが開始されました
茨城港に外国クルーズ船の寄港が決定しました
常陸那珂港区に最新鋭の自動車輸送船が入港しました
第61回日立港まつりが開催されました
第12回茨城ビルフィッシュトーナメント＆
海の感謝祭2018が開催されました
大洗マリーナにイタリアンレストランがオープンしました
鹿島港外港公共埠頭にバイオマス燃料の
木質ペレットを積載した貨物船が入港しました
平成30年度「いばらきの港説明会」を開催します
定期航路一覧
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鹿島港外港公共埠頭に入港した貨物船「TOYO ENERGY」（平成30年8月）
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横浜

インシグニア セブンシーズ  マリナー ウエステルダム セブンシーズ  エクスプローラー

常陸那珂港区に新たな
国際フィーダーサービスが開始されました

　常陸那珂港区において，７月１日（日）に新たな国際フィーダーサービスが開始されました。
　このサービスは，世界最大のコンテナ運航会社であるマースクラインによる国際フィーダー
サービスで，現在就航している井本商運㈱のフィーダー船を利用し，常陸那珂港区と横浜港を
週１便で運航しています。横浜港でマースクラインのグローバルネットワークに接続され，世界
各地へのアクセスが可能となっております。
　今回，フィーダーサービスの内容が更に拡大したことで，本県をはじめとする北関東の多く
の荷主企業に対するコンテナサービスの利便性が向上しております。

　茨城港に外国クルーズ船「ウエステルダム」と「セブンシーズ エクスプローラー」の２隻の寄
港が決定しました。この２隻はいずれも米国の会社が運航するクルーズ船であり，北米に向け
たクルーズを予定しています。これらのクルーズ船の寄港によって，現在，茨城港への寄港が
決定している外国クルーズ船は４隻となります。
　今後も本県の魅力をＰＲするとともに，受入時のおもてなしを充実させ，国内外を問わず，
多くのクルーズ船に寄港いただけるよう誘致を行っていきます。

茨城港に外国クルーズ船の寄港が決定しました

東京都港区赤坂2-17-7　赤坂溜池タワー10階
ＵＲＬ : https://www.maersk.com/

日本総代理店
　　マースクラインAS

茨城港に寄港予定の外国クルーズ船茨城港に寄港予定の外国クルーズ船

今後の茨城港へのクルーズ船寄港予定
大洗港区

常陸那珂港区

2019年3月 2日 にっぽん丸 大洗-八丈島-小笠原-横浜

2020年6月13日 インシグニア マイアミ-北米-南米-アフリカ-インド-東南アジア-日本各地-
大洗-青森-函館-ロシア-アラスカ-サンフランシスコ

寄港日 船　名 内　容

2019年3月19日 飛鳥Ⅱ 神戸-常陸那珂-横浜

2019年5月 7日 飛鳥Ⅱ 横浜-常陸那珂-八戸-函館-横浜

2019年4月28日 セブンシーズ
マリナー

東京-常陸那珂-仙台-函館-ロシア-アラスカ-バンクーバー

2020年4月26日 ウエステルダム 横浜-日本各地-ウラジオストク-日本各地-横浜-常陸那珂-
宮古-室蘭-釧路-アラスカ-バンクーバー

船　名 内　容

（180日）

（20日）

（30日）

2021年4月21日 セブンシーズ
エクスプローラー

東京-常陸那珂-仙台-函館-ロシア-アラスカ-バンクーバー
（20日）
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･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

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

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

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

　来る１１月２８日（水）に，平成３０年度「いばらきの港説明会」を茨城県・茨城県港湾振興協会連
合会・各港振興協会（日立港，常陸那珂港，大洗港，鹿島港）の主催によりロイヤルパークホテル
（東京都中央区）において開催します。
　本説明会は，本県港湾のより一層の利用と企業立地の促進を目的に隔年で開催しているも
のであり，「説明会」と「交流会」の２部構成で行われます。
　第１部の「説明会」では，本県における港湾振興・企業立地推進の概要や，本県港湾の利活用
の事例について，プレゼンテーションが行われる予定です。また，第２部「交流会」では，常陸牛
や地酒など茨城の豊かな県産食材を味わいながら，参加者の情報交換が行われることになっ
ております。
　詳細につきましては茨城県港湾課のホームページ等でご案内しております。
　多くの皆様のご来場をお待ちしております。

平成30年度「いばらきの港説明会」を開催します

貨物船「TOYO ENERGY」   新設された指定可燃物倉庫

第1部「説明会」の様子   第2部「交流会」の様子

　8月13日（月），鹿島港外港公共埠頭に，バイオマス燃料の木質ペレットを積んだ貨物船
「TOYO ENERGY」（総トン数8,552トン）が初入港しました。同船は，ベトナムから木質ペレット
約1万トンを積載して入港し，陸揚げされた木質ペレットは同外港地区に新設された丸全昭和
運輸（株）の燃料倉庫に保管され，神栖市内の火力発電所で使用される予定となっています。
　木質ペレットは年間12万トンを輸入する計画で，電力の安定供給と地域経済の発展に大きく
貢献されることが期待されています。

鹿島港外港公共埠頭にバイオマス燃料の
木質ペレットを積載した貨物船が入港しました

前回の様子

平成３０年１１月２８日（水）日 時

会 場

説明会
交流会

ロイヤルパークホテル
東京都中央区日本橋蛎殻町2－1－1　　TEL ： 03-3667-1111

午後３時３０分 開会（受付開始：午後２時３０分から）
午後５時２０分 開会

茨城県港湾課のホームページ ▶ https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/doboku/kowan/index.html
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～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/清水/大分（週1便）
　※なお、清水-大分間は、日曜を除く毎日運航しています。（詳しくはお問い合わせ下さい。）
〈西行き〉常陸那珂㈪ 03：00出港→清水㈪ 13：00入港/23：00出港→大分㈫ 19：00入港
〈東行き〉大分㈯ 23：00出港→清水㈰ 19：00入港/22：00出港→常陸那珂㈪ 09：00入港

■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

北王丸・ほっかいどう丸 ※左記2船が毎週交互に運航します。

【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

〈お問合わせ・ご予約はこちら〉
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/北九州（日明）航路は、2018年3月より休止致しました。

常陸那珂／清水／大分
運航開始！！

2018年3月

　７月２４日（火），㈱商船三井の次世代型自動車船FLEXIEシリーズの2番船である「ORCA  
ACE」（積載可能台数6,800台〔小型乗用車換算〕）が常陸那珂港区に初入港しました。
　同船は，多様化している輸送需要に柔軟に対応するために，上下に自由に動かすことが出来る
リフダブルデッキを２層から６層に増やすなど，機能性を大幅に刷新しています。また，船首部を
ラウンド形状とすることで風圧抵抗を低減させ，CO2削減効果等の環境負荷低減技術を備えて
いるのが特徴です。加えて，その最新鋭のデザインが高く評価され「グッドデザイン賞2018」を
受賞しています。常陸那珂港区より，北米向けの約3,000台の完成自動車を積載し，次の寄港
地のニューウェストミンスター（カナダ）に向けて出港しました。
　常陸那珂港区では，完成自動車の輸出が順調であり，今後も更なる発展が期待されています。

常陸那珂港区に最新鋭の自動車輸送船が入港しました 第61回日立港まつりが開催されました

次世代型自動車船「ORCA  ACE」 完成自動車の荷役作業

白を基調とした店内 潮風を感じる開放的なテラス

　８月２５日（土），２６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
洗港区で開催され北は宮城
県，南は兵庫県から４２隻の参
加がありました。
　参加者が釣り上げた，５０キロを超えるカジキがクレーンで吊り上げられると，会場は歓声に包
まれました。また，同時開催された大洗まつり実行委員会主催の「大洗海の感謝祭２０１８」では，
約３千人の来場者を迎え，カジキの解体ショーやカジキ料理の提供などが行われました。

検量後の記念撮影 カジキの解体ショー

神輿渡御と山車巡行 開会式の様子

第12回茨城ビルフィッシュトーナメント＆
海の感謝祭2018が開催されました

　９月２０日（木），大洗港区の大洗マリーナ２階に本格イタリアンレストランがオープンしました。
　店内にはピザ窯が設置され，焼立てのピザや地元の新鮮な魚介類を活かしたメニューが味わ
えます。また，レストラン内からは，マリーナに停泊するヨットやフェリーなど，一日を通してロ
ケーションが楽しめます。

大洗マリーナにイタリアンレストラン
「トラットリアJマリーナ」がオープンしました

　７月２９日（日）に日立港まつり実行委員会が主催する「第６１回日立港まつり」が，約６万５千
人の来場者を迎え，盛大に開催されました。
　会場では，毎年恒例の山車巡行や神輿渡御，日立太鼓連盟の演技が披露されました。また，
夜には花火大会が開催され，約2,000発の花火が，集まった大勢の人々を魅了しました。

11：00～15：00
（土日祝～17：00）
18：00～22：00
※オーダーストップ  21：30

（水曜定休）

ランチ

ディナー
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横浜

インシグニア セブンシーズ  マリナー ウエステルダム セブンシーズ  エクスプローラー

常陸那珂港区に新たな
国際フィーダーサービスが開始されました

　常陸那珂港区において，７月１日（日）に新たな国際フィーダーサービスが開始されました。
　このサービスは，世界最大のコンテナ運航会社であるマースクラインによる国際フィーダー
サービスで，現在就航している井本商運㈱のフィーダー船を利用し，常陸那珂港区と横浜港を
週１便で運航しています。横浜港でマースクラインのグローバルネットワークに接続され，世界
各地へのアクセスが可能となっております。
　今回，フィーダーサービスの内容が更に拡大したことで，本県をはじめとする北関東の多く
の荷主企業に対するコンテナサービスの利便性が向上しております。

　茨城港に外国クルーズ船「ウエステルダム」と「セブンシーズ エクスプローラー」の２隻の寄
港が決定しました。この２隻はいずれも米国の会社が運航するクルーズ船であり，北米に向け
たクルーズを予定しています。これらのクルーズ船の寄港によって，現在，茨城港への寄港が
決定している外国クルーズ船は４隻となります。
　今後も本県の魅力をＰＲするとともに，受入時のおもてなしを充実させ，国内外を問わず，
多くのクルーズ船に寄港いただけるよう誘致を行っていきます。

茨城港に外国クルーズ船の寄港が決定しました

東京都港区赤坂2-17-7　赤坂溜池タワー10階
ＵＲＬ : https://www.maersk.com/

日本総代理店
　　マースクラインAS

茨城港に寄港予定の外国クルーズ船茨城港に寄港予定の外国クルーズ船

今後の茨城港へのクルーズ船寄港予定
大洗港区

常陸那珂港区

2019年3月 2日 にっぽん丸 大洗-八丈島-小笠原-横浜

2020年6月13日 インシグニア マイアミ-北米-南米-アフリカ-インド-東南アジア-日本各地-
大洗-青森-函館-ロシア-アラスカ-サンフランシスコ

寄港日 船　名 内　容

2019年3月19日 飛鳥Ⅱ 神戸-常陸那珂-横浜

2019年5月 7日 飛鳥Ⅱ 横浜-常陸那珂-八戸-函館-横浜

2019年4月28日 セブンシーズ
マリナー

東京-常陸那珂-仙台-函館-ロシア-アラスカ-バンクーバー

2020年4月26日 ウエステルダム 横浜-日本各地-ウラジオストク-日本各地-横浜-常陸那珂-
宮古-室蘭-釧路-アラスカ-バンクーバー

船　名 内　容

（180日）

（20日）

（30日）

2021年4月21日 セブンシーズ
エクスプローラー

東京-常陸那珂-仙台-函館-ロシア-アラスカ-バンクーバー
（20日）
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･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

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
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•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

　来る１１月２８日（水）に，平成３０年度「いばらきの港説明会」を茨城県・茨城県港湾振興協会連
合会・各港振興協会（日立港，常陸那珂港，大洗港，鹿島港）の主催によりロイヤルパークホテル
（東京都中央区）において開催します。
　本説明会は，本県港湾のより一層の利用と企業立地の促進を目的に隔年で開催しているも
のであり，「説明会」と「交流会」の２部構成で行われます。
　第１部の「説明会」では，本県における港湾振興・企業立地推進の概要や，本県港湾の利活用
の事例について，プレゼンテーションが行われる予定です。また，第２部「交流会」では，常陸牛
や地酒など茨城の豊かな県産食材を味わいながら，参加者の情報交換が行われることになっ
ております。
　詳細につきましては茨城県港湾課のホームページ等でご案内しております。
　多くの皆様のご来場をお待ちしております。

平成30年度「いばらきの港説明会」を開催します

貨物船「TOYO ENERGY」   新設された指定可燃物倉庫

第1部「説明会」の様子   第2部「交流会」の様子

　8月13日（月），鹿島港外港公共埠頭に，バイオマス燃料の木質ペレットを積んだ貨物船
「TOYO ENERGY」（総トン数8,552トン）が初入港しました。同船は，ベトナムから木質ペレット
約1万トンを積載して入港し，陸揚げされた木質ペレットは同外港地区に新設された丸全昭和
運輸（株）の燃料倉庫に保管され，神栖市内の火力発電所で使用される予定となっています。
　木質ペレットは年間12万トンを輸入する計画で，電力の安定供給と地域経済の発展に大きく
貢献されることが期待されています。

鹿島港外港公共埠頭にバイオマス燃料の
木質ペレットを積載した貨物船が入港しました

前回の様子

平成３０年１１月２８日（水）日 時

会 場

説明会
交流会

ロイヤルパークホテル
東京都中央区日本橋蛎殻町2－1－1　　TEL ： 03-3667-1111

午後３時３０分 開会（受付開始：午後２時３０分から）
午後５時２０分 開会

茨城県港湾課のホームページ ▶ https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/doboku/kowan/index.html
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【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㈱日立̶釧路
　　　　　　　　　　　　　 　　　（H5.7開設）

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

ほっかいどう丸：11,386G/T・160台
冨王丸：11,413G/T・160台
北王丸：11,492G/T・160台
まりも：11,229G/T・160台
ましう：11,229G/T・160台　［毎日２便（日曜日を除く）］

近海郵船㈱
川崎近海汽船㈱

常陸那珂̶苫小牧

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

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：13,816G/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

鈴与海運：499G/T・104TEU
井本商運：749G/T・240TEU

　　　　　　　　　　　　　　　　   　  ［週２便（水・金）］

ＯＯＣＬ
鈴与海運㈱
井本商運㈱

常陸那珂̶鹿島̶横浜・東京
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）
　　　　　　　　　　 　　　　  （H20.8開設）
　　　　　　　　　　 　　　　 （H29.12増便）

国際フィーダー
航路

MAX PARTNER：7,464GT/698TEU

　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　  ［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

北王丸：11,492G/T･160台
ほっかいどう丸：11,386G/T・160台　　　 ［週１便（月）］

川崎近海汽船㈱常陸那珂̶清水̶大分　　　　　 （H18.6開設）
　　　　　　　　　　　　  　　　（H30.3改編）

清水・大分
定期RORO航路

鈴与海運：499G/T・104TEU
井本商運：749G/T・240TEU
　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  

　　　　　　　　　　　　　　　　  　　［週２便（水・金）］

ＯＯＣＬ
鈴与海運㈱
井本商運㈱

常陸那珂̶鹿島̶横浜・東京
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）
　　　　　　　　　　　　  　　  （H20.2開設）
　　　　　　　　　　　　  　　（H29.12増便）

国際フィーダー
航路

つるかぶと：749G/T・240TEU 

　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　  ［週１便（水）］

オーシャンネットワーク
エクスプレス
井本商運㈱

常陸那珂̶東京　　　        　　 （H28.4開設）
東京でONE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

【内貿4航路，外貿13航路，計17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

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

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

◎休止中

鹿島港2

（H30.10.15現在）
【内貿7航路,外貿15航路,計22航路】

つるかぶと：749G/T・240TEU

　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　  ［週1便（土）］

オーシャンネットワーク
エクスプレス
井本商運㈱

鹿島̶東京（H28.9開設)
東京でONE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

内

　貿

外

　貿

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

川崎汽船㈱常陸那珂̶ピレウス̶リボルノ̶ブリストル
̶ゼーブルージュ̶ブレーマーハーフェン
                                             （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

ARCADIA HIGHWAY：49,015 G/T　　他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ［月1-2便］

川崎汽船㈱常陸那珂̶横浜̶タウンズヴィル̶プリスベン
̶ポートケンプラ̶メルボルン̶アデレード 等
　　　　　　　　　　　　  　　  （H24.3開設）

豪州
定期RORO航路

CALMY COARAL：9,910 G/T　　他

                                                     　　　　［月2-3便］

イースタン・
カーライナー㈱

常陸那珂̶名古屋̶バタンガス̶ジャカルタ̶
ポートケラン̶シンガポール̶コタキンバル
　　　　　　　　　　　　　　　  （H23.6開設）

東南アジア
定期RORO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

DIGNITY ACE：58,767 G/T　　他
  
                                                     　　　　［月2-3便］

ホーグオートライナーズ㈱
日産専用船㈱

常陸那珂̶ピレウス̶リボルノ̶バルセロナ
̶ニューカスル̶ロッテルダム̶アムステルダム
̶ブレーマーハーフェン  　　　　（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

南星海運㈱
（NAMSUNG　
SHIPPING Co.Ltd)

韓国･中国
定期コンテナ航路

常陸那珂̶仙台̶釜山̶蔚山̶光陽̶寧波
̶上海̶釜山̶清水̶常陸那珂
　　　　　　　　　　　　　　　  （H12.8開設）

STAR CLIPPER：9,520G/T・962TEU
STAR EXPRESS：9,520G/T・953TEU
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ［週1便（火）］

南星海運㈱
（NAMSUNG
SHIPPING Co.Ltd)

韓国･中国
定期コンテナ航路

常陸那珂̶小名浜̶仙台̶八戸̶苫小牧̶酒田
̶釜山̶蔚山̶光陽̶上海̶寧波̶釜山̶清水
̶常陸那珂
　　　　　　　　　　　　　　　  （H29.4開設）

STAR SKIPPER：9,520G/T・962TEU
STAR APEX：9,522G/T・962TEU
SUNNY DAISY：9,867G/T・1,000TEU
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ［週1便（金）］

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

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）

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
̶マプト　　　　　　　　　　　（H25.10開設）

東・南アフリカ
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

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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大洗マリーナにイタリアンレストランがオープンしました
鹿島港外港公共埠頭にバイオマス燃料の
木質ペレットを積載した貨物船が入港しました
平成30年度「いばらきの港説明会」を開催します
定期航路一覧
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鹿島港外港公共埠頭に入港した貨物船「TOYO ENERGY」（平成30年8月）


