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お問い合わせ

❶ガントリークレーン
●13列5段積対応　●コンテナ取扱能力 44個/時間
●定格荷重 35.6t　●吊上荷重 50.2t
●アウトリーチ 37m●バックリーチ 11m
●供用開始 平成24年4月（1号）
　　　　　 平成27年9月（2号）

❷トランスファークレーン
●タイヤ走行式橋形クレーン×3基
●定格荷重40.6t　●吊上荷重51.6t
●最大揚程15.24m（4段積）　
●走行速度135m/min
●供用開始 平成24年4月（2基）、平成26年8月（1基）

❸多目的上屋
天候に左右されない検査、小口貨物の荷捌き
場所
●検査・荷捌スペース 240m2

●X線検査装置スペース 80m2

●エプロン 200m2

●鉄骨造 520m2

❹くん蒸施設
●くん蒸倉庫等級：植物防疫所指定「特A級」
●オンシャーシ方式（40ftコンテナ1本）
●被くん蒸物：青果物、穀類等
● 使用くん蒸剤：臭化メチル、青酸ガス、
　リン化アルミニウム　●RC造 183.2m2

❺ターミナルゲート
コンテナ出入り管理・安全確保
●ゲート数 3レーン（IN：2 OUT：1）
●トラックスケール（偏荷重、過積載の監視）
●トラックモニター（放射線検知装置）

❻管理棟
ヤード管理・コンテナオペレーション
●RC造2階建 377.37m2

●1階（受付、スタッフルーム、ロッカールーム）
●2階（コンテナオペレーションルーム、会議室）

コンテナヤード
●取扱能力 100,000 TEU/年
●コンテナ蔵置能力
　ドライ 1,298 SLOT×3段=3,894 TEU
　リーファ 48 SLOT×2段= 96 TEU
　空コン 1,336 SLOT×3段=4,008 TEU
●冷凍電源設備（440V 30A）6口×8基=48基
●夜間照明設備 11基

施設紹介

秋田港シーアンドレール構想

リード
タイム短縮

　秋田港は、ロシア極東地域の港に本州日本海側で一
番近いという優位性を有しており、秋田港シーアンド
レール構想では、ロシア沿海地方の港との間の直行航
路とシベリア鉄道を活用することで、我が国と中央シ
ベリアやNIS諸国、欧州をつなぐ、新たなルートの構築
を目指しています。

国際コンテナ定期航路 （秋田港代理店）

日本通運株式会社 秋田港支店
（興亜海運、長錦商船）
TEL 018-845-2291 FAX 018-845-1844
〒011-0944　秋田市土崎港穀保町130-1
URL：http://www.nittsu.co.jp/

秋田海陸運送株式会社
（高麗海運、南星海運、天敬海運、フェスコ）
TEL 018-845-0185 FAX 018-845-4229
〒011-8585　秋田市土崎港西二丁目5-9

URL：http://www.kairiku.co.jp/

国際航空貨物

株式会社大韓航空 秋田支店
TEL 018-867-8800 FAX 018-867-8823
〒010-0951　秋田市山王2-1-53　山王21ビル5F

Customs（税関）／ Immigration（入管）／
Quarantine（検疫）関連機関

函館税関 秋田船川税関支署
TEL 018-845-0735　〒011-0945 秋田市土崎港西1-7-35

仙台入国管理局 秋田出張所
TEL 018-895-5221　〒010-0951 秋田市山王7-1-3

横浜植物防疫所新潟支所 秋田出張所
TEL 018-845-1411　〒011-0945 秋田市土崎港西1-7-35

農林水産省動物検疫所 仙台空港出張所
TEL 022-383-2302
〒989-2401 宮城県名取市下増田字南原 仙台航空ターミナルビル

関係機関

秋田県産業労働部商業貿易課
TEL 018-860-2218　〒010-8572 秋田市山王3-1-1（県庁第2庁舎3階）

秋田県建設部港湾空港課
TEL 018-860-2543　〒010-8570 秋田市山王4-1-1

船社代理店・通関業者

日本通運株式会社秋田港支店 〒011-0944　秋田市土崎港穀保町130-1 018-845-2291

秋田海陸運送株式会社 〒011-8585　秋田市土崎港西二丁目5-9 018-845-0185

能代運輸株式会社秋田港運事務所 〒011-0951　秋田市土崎港相染町浜ナシ山124-5 018-880-5880

ヨコウン株式会社秋田港営業所 〒011-0951　秋田市土崎港相染町浜ナシ山8-1 018-838-0616

秋田運送株式会社外貿事業所 〒011-0951　秋田市土崎港相染町大浜1-6 018-857-1120

東北ポートサービス株式会社能代営業所埠頭監視所 〒016-0807　能代市字大森山1-6 0185-53-2329

株式会社ダイニチ 〒016-0813　能代市能代町字下浜1-2 0185-52-1300
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［施設概要］

施設内容

❶ガントリークレーン 2基
❷トランスファークレーン 3基
❸多目的上屋 1棟
❹くん蒸施設 1棟
❺ターミナルゲート 1棟
❻管理棟 1棟
　車庫・備品庫 1棟
　保安施設 1式
　照明施設 1式

秋田港
国際コンテナ
ターミナル
施設概要

東アジア・世界を結ぶ国際物流ネットワーク

北米・南米へ

バンクーバー 輸出 ： 14日
輸入 ： 16日

ロサンゼルス 輸出 ： 15日
輸入 ： 16日

ニューヨーク 輸出 ： 26日
輸入 ： 32日

ヨーロッパへ

ロッテルダム 輸出 ： 34日
輸入 ： 42日

ハンブルグ 輸出 ： 37日
輸入 ：39日

ゴーセンブルグ 輸出 ：41日
輸入 ：46日

能代

秋田

由利本荘

にかほ

横手

湯沢

大曲

盛岡 宮古

北上

釜石

一関

大衡 石巻

酒田

村上
仙台

新潟

青森
弘前 八戸

大館

国道

高速道路

秋田港

国際コンテナ航路

国際コンテナ航路（直航）

内航フェリー航路

大韓航空韓国線

青　森 193 Km
弘　前 157 Km
八　戸 247 Km
盛　岡 135 Km
宮　古 229 Km
北　上 143 Km
釜　石 216 Km
一　関 186 Km
大　衡 238 Km
仙　台 260 Km
石　巻 249 Km
酒　田 111 Km

大　館 93 Km
能　代 57 Km
横　手 82 Km
湯　沢 101 Km
由利本荘 48 Km
にかほ 80 Km

釜山 1,106 Km

大連 2,161 Km

天津新港 2,504 Km

青島 2,030 Km

上海 2,002 Km

ウラジオストク 783 Km

ボストーチヌイ 715 Km

ロッテルダム 21,194 Km

ハンブルク 21,676 Km

シアトル 7,534 Km

ロサンゼルス 8,708 Km

秋田港
国際コンテナ
定期航路

　秋田港は、東日本における日本海側のゲートウェイであり、日本海側諸港と共に北東アジア及び
ロシアと日本との窓口として極めて重要な位置を占めています。
　1995年（平成7年）11月に韓国・釜山港の国際コンテナ航路が開設されて以来、着実に取扱
貨物量を増やし、利便性の高い航路ネットワークの構築に向け、韓国・釜山航路の維持拡充、中国
への延伸などに官民挙げて取り組んできました。
　アジア地区最大級のハブ港・韓国釜山港を経由して、大連・天津・青島・上海などの中国主要港
をはじめ、東南アジア、ロシア極東地域、欧州、アメリカ、アフリカ等世界各地と結ばれています。
　増大するコンテナ貨物に対応するため、2015年1月にコンテナターミナルを年間取扱能力
100,000TEUに拡大したほか、今後さらなる利便性の向上を図っていきます。

秋田港と各港間の概算距離

秋田港と
県外主要都市間の概算距離

秋田港と県内主要都市間の
概算距離

東南アジアへ

マニラ 輸出 ：   7日
輸入 ：   7日

ホーチミン 輸出 ：10日
輸入 ：   9日

レムチャパン 輸出 ：   9日
輸入 ： 12日

シンガポール 輸出 ： 11日
輸入 ： 12日

ジャカルタ 輸出 ： 12日
輸入 ： 11日

ポートケラン 輸出 ： 14日
輸入 ： 11日

※ 所要日数はあくまで目安です。荷物積みかえなどによ
り所要日数が、目安以上になることもあります。

※ 所要日数はあくまで目安です。荷物積みかえなどによ
り所要日数が、目安以上になることもあります。

小口混載貨物（LCL）サービス
　「コンテナ1つになるほどの貨物ではないのだけど…」という荷
主の皆様のために、秋田港では、秋田－釜山間、さらには釜山港
での積み替えにより世界各港向け小口混載貨物（LCL）サービス
を実施しています。
　小口用のコンテナ貨物料金で、リーズナブルに各地へ輸出する
ことができます。秋田港では、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、アフ
リカなどを仕向地とした全世界向け輸送サービスが可能です。ぜ
ひ、ご利用ください。

【お問い合わせ：秋田港代理店】 
日本通運株式会社秋田港支店
（セイノーロジックス株式会社代理店）
TEL 018-845-2291 

秋田海陸運送株式会社
（高麗海運株式會社秋田港代理店）※釜山向けのみ
TEL 018-845-0185

ターミナル面積 17.0ha
（取扱能力100,000TEU/年）
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ターミナルゲートターミナルゲートターミナルゲート

［施設概要］

施設内容

❶ガントリークレーン 2基
❷トランスファークレーン 3基
❸多目的上屋 1棟
❹くん蒸施設 1棟
❺ターミナルゲート 1棟
❻管理棟 1棟
　車庫・備品庫 1棟
　保安施設 1式
　照明施設 1式

秋田港
国際コンテナ
ターミナル
施設概要

東アジア・世界を結ぶ国際物流ネットワーク

北米・南米へ

バンクーバー 輸出 ： 14日
輸入 ： 16日

ロサンゼルス 輸出 ： 15日
輸入 ： 16日

ニューヨーク 輸出 ： 26日
輸入 ： 32日

ヨーロッパへ

ロッテルダム 輸出 ： 34日
輸入 ： 42日

ハンブルグ 輸出 ： 37日
輸入 ：39日

ゴーセンブルグ 輸出 ：41日
輸入 ：46日

能代

秋田

由利本荘

にかほ

横手

湯沢

大曲

盛岡 宮古

北上

釜石

一関

大衡 石巻

酒田

村上
仙台

新潟

青森
弘前 八戸

大館

国道

高速道路

秋田港

国際コンテナ航路

国際コンテナ航路（直航）

内航フェリー航路

大韓航空韓国線

青　森 193 Km
弘　前 157 Km
八　戸 247 Km
盛　岡 135 Km
宮　古 229 Km
北　上 143 Km
釜　石 216 Km
一　関 186 Km
大　衡 238 Km
仙　台 260 Km
石　巻 249 Km
酒　田 111 Km

大　館 93 Km
能　代 57 Km
横　手 82 Km
湯　沢 101 Km
由利本荘 48 Km
にかほ 80 Km

釜山 1,106 Km

大連 2,161 Km

天津新港 2,504 Km

青島 2,030 Km

上海 2,002 Km

ウラジオストク 783 Km

ボストーチヌイ 715 Km

ロッテルダム 21,194 Km

ハンブルク 21,676 Km

シアトル 7,534 Km

ロサンゼルス 8,708 Km

秋田港
国際コンテナ
定期航路

　秋田港は、東日本における日本海側のゲートウェイであり、日本海側諸港と共に北東アジア及び
ロシアと日本との窓口として極めて重要な位置を占めています。
　1995年（平成7年）11月に韓国・釜山港の国際コンテナ航路が開設されて以来、着実に取扱
貨物量を増やし、利便性の高い航路ネットワークの構築に向け、韓国・釜山航路の維持拡充、中国
への延伸などに官民挙げて取り組んできました。
　アジア地区最大級のハブ港・韓国釜山港を経由して、大連・天津・青島・上海などの中国主要港
をはじめ、東南アジア、ロシア極東地域、欧州、アメリカ、アフリカ等世界各地と結ばれています。
　増大するコンテナ貨物に対応するため、2015年1月にコンテナターミナルを年間取扱能力
100,000TEUに拡大したほか、今後さらなる利便性の向上を図っていきます。

秋田港と各港間の概算距離

秋田港と
県外主要都市間の概算距離

秋田港と県内主要都市間の
概算距離

東南アジアへ

マニラ 輸出 ：   7日
輸入 ：   7日

ホーチミン 輸出 ：10日
輸入 ：   9日

レムチャパン 輸出 ：   9日
輸入 ： 12日

シンガポール 輸出 ： 11日
輸入 ： 12日

ジャカルタ 輸出 ： 12日
輸入 ： 11日

ポートケラン 輸出 ： 14日
輸入 ： 11日

※ 所要日数はあくまで目安です。荷物積みかえなどによ
り所要日数が、目安以上になることもあります。

※ 所要日数はあくまで目安です。荷物積みかえなどによ
り所要日数が、目安以上になることもあります。

小口混載貨物（LCL）サービス
　「コンテナ1つになるほどの貨物ではないのだけど…」という荷
主の皆様のために、秋田港では、秋田－釜山間、さらには釜山港
での積み替えにより世界各港向け小口混載貨物（LCL）サービス
を実施しています。
　小口用のコンテナ貨物料金で、リーズナブルに各地へ輸出する
ことができます。秋田港では、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、アフ
リカなどを仕向地とした全世界向け輸送サービスが可能です。ぜ
ひ、ご利用ください。

【お問い合わせ：秋田港代理店】 
日本通運株式会社秋田港支店
（セイノーロジックス株式会社代理店）
TEL 018-845-2291 

秋田海陸運送株式会社
（高麗海運株式會社秋田港代理店）※釜山向けのみ
TEL 018-845-0185

ターミナル面積 17.0ha
（取扱能力100,000TEU/年）
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輸入 ： 7～14日
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長春 琿春

綏芬河

延吉
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秋田港
国際コンテナターミナル
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ターミナルゲートターミナルゲートターミナルゲート

［施設概要］

施設内容

❶ガントリークレーン 2基
❷トランスファークレーン 3基
❸多目的上屋 1棟
❹くん蒸施設 1棟
❺ターミナルゲート 1棟
❻管理棟 1棟
　車庫・備品庫 1棟
　保安施設 1式
　照明施設 1式

秋田港
国際コンテナ
ターミナル
施設概要

東アジア・世界を結ぶ国際物流ネットワーク

北米・南米へ

バンクーバー 輸出 ： 14日
輸入 ： 16日

ロサンゼルス 輸出 ： 15日
輸入 ： 16日

ニューヨーク 輸出 ： 26日
輸入 ： 32日

ヨーロッパへ

ロッテルダム 輸出 ： 34日
輸入 ： 42日

ハンブルグ 輸出 ： 37日
輸入 ：39日

ゴーセンブルグ 輸出 ：41日
輸入 ：46日

能代

秋田

由利本荘

にかほ

横手

湯沢

大曲

盛岡 宮古

北上

釜石

一関

大衡 石巻

酒田

村上
仙台

新潟

青森
弘前 八戸

大館

国道

高速道路

秋田港

国際コンテナ航路

国際コンテナ航路（直航）

内航フェリー航路

大韓航空韓国線

青　森 193 Km
弘　前 157 Km
八　戸 247 Km
盛　岡 135 Km
宮　古 229 Km
北　上 143 Km
釜　石 216 Km
一　関 186 Km
大　衡 238 Km
仙　台 260 Km
石　巻 249 Km
酒　田 111 Km

大　館 93 Km
能　代 57 Km
横　手 82 Km
湯　沢 101 Km
由利本荘 48 Km
にかほ 80 Km

釜山 1,106 Km

大連 2,161 Km

天津新港 2,504 Km

青島 2,030 Km

上海 2,002 Km

ウラジオストク 783 Km

ボストーチヌイ 715 Km

ロッテルダム 21,194 Km

ハンブルク 21,676 Km

シアトル 7,534 Km

ロサンゼルス 8,708 Km

秋田港
国際コンテナ
定期航路

　秋田港は、東日本における日本海側のゲートウェイであり、日本海側諸港と共に北東アジア及び
ロシアと日本との窓口として極めて重要な位置を占めています。
　1995年（平成7年）11月に韓国・釜山港の国際コンテナ航路が開設されて以来、着実に取扱
貨物量を増やし、利便性の高い航路ネットワークの構築に向け、韓国・釜山航路の維持拡充、中国
への延伸などに官民挙げて取り組んできました。
　アジア地区最大級のハブ港・韓国釜山港を経由して、大連・天津・青島・上海などの中国主要港
をはじめ、東南アジア、ロシア極東地域、欧州、アメリカ、アフリカ等世界各地と結ばれています。
　増大するコンテナ貨物に対応するため、2015年1月にコンテナターミナルを年間取扱能力
100,000TEUに拡大したほか、今後さらなる利便性の向上を図っていきます。

秋田港と各港間の概算距離

秋田港と
県外主要都市間の概算距離

秋田港と県内主要都市間の
概算距離

東南アジアへ

マニラ 輸出 ：   7日
輸入 ：   7日

ホーチミン 輸出 ：10日
輸入 ：   9日

レムチャパン 輸出 ：   9日
輸入 ： 12日

シンガポール 輸出 ： 11日
輸入 ： 12日

ジャカルタ 輸出 ： 12日
輸入 ： 11日

ポートケラン 輸出 ： 14日
輸入 ： 11日

※ 所要日数はあくまで目安です。荷物積みかえなどによ
り所要日数が、目安以上になることもあります。

※ 所要日数はあくまで目安です。荷物積みかえなどによ
り所要日数が、目安以上になることもあります。

小口混載貨物（LCL）サービス
　「コンテナ1つになるほどの貨物ではないのだけど…」という荷
主の皆様のために、秋田港では、秋田－釜山間、さらには釜山港
での積み替えにより世界各港向け小口混載貨物（LCL）サービス
を実施しています。
　小口用のコンテナ貨物料金で、リーズナブルに各地へ輸出する
ことができます。秋田港では、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、アフ
リカなどを仕向地とした全世界向け輸送サービスが可能です。ぜ
ひ、ご利用ください。

【お問い合わせ：秋田港代理店】 
日本通運株式会社秋田港支店
（セイノーロジックス株式会社代理店）
TEL 018-845-2291 

秋田海陸運送株式会社
（高麗海運株式會社秋田港代理店）※釜山向けのみ
TEL 018-845-0185

ターミナル面積 17.0ha
（取扱能力100,000TEU/年）
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お問い合わせ

❶ガントリークレーン
●13列5段積対応　●コンテナ取扱能力 44個/時間
●定格荷重 35.6t　●吊上荷重 50.2t
●アウトリーチ 37m●バックリーチ 11m
●供用開始 平成24年4月（1号）
　　　　　 平成27年9月（2号）

❷トランスファークレーン
●タイヤ走行式橋形クレーン×3基
●定格荷重40.6t　●吊上荷重51.6t
●最大揚程15.24m（4段積）　
●走行速度135m/min
●供用開始 平成24年4月（2基）、平成26年8月（1基）

❸多目的上屋
天候に左右されない検査、小口貨物の荷捌き
場所
●検査・荷捌スペース 240m2

●X線検査装置スペース 80m2

●エプロン 200m2

●鉄骨造 520m2

❹くん蒸施設
●くん蒸倉庫等級：植物防疫所指定「特A級」
●オンシャーシ方式（40ftコンテナ1本）
●被くん蒸物：青果物、穀類等
● 使用くん蒸剤：臭化メチル、青酸ガス、
　リン化アルミニウム　●RC造 183.2m2

❺ターミナルゲート
コンテナ出入り管理・安全確保
●ゲート数 3レーン（IN：2 OUT：1）
●トラックスケール（偏荷重、過積載の監視）
●トラックモニター（放射線検知装置）

❻管理棟
ヤード管理・コンテナオペレーション
●RC造2階建 377.37m2

●1階（受付、スタッフルーム、ロッカールーム）
●2階（コンテナオペレーションルーム、会議室）

コンテナヤード
●取扱能力 100,000 TEU/年
●コンテナ蔵置能力
　ドライ 1,298 SLOT×3段=3,894 TEU
　リーファ 48 SLOT×2段= 96 TEU
　空コン 1,336 SLOT×3段=4,008 TEU
●冷凍電源設備（440V 30A）6口×8基=48基
●夜間照明設備 11基

施設紹介

秋田港シーアンドレール構想

リード
タイム短縮

　秋田港は、ロシア極東地域の港に本州日本海側で一
番近いという優位性を有しており、秋田港シーアンド
レール構想では、ロシア沿海地方の港との間の直行航
路とシベリア鉄道を活用することで、我が国と中央シ
ベリアやNIS諸国、欧州をつなぐ、新たなルートの構築
を目指しています。

国際コンテナ定期航路 （秋田港代理店）

日本通運株式会社 秋田港支店
（興亜海運、長錦商船）
TEL 018-845-2291 FAX 018-845-1844
〒011-0944　秋田市土崎港穀保町130-1
URL：http://www.nittsu.co.jp/

秋田海陸運送株式会社
（高麗海運、南星海運、天敬海運、フェスコ）
TEL 018-845-0185 FAX 018-845-4229
〒011-8585　秋田市土崎港西二丁目5-9

URL：http://www.kairiku.co.jp/

国際航空貨物

株式会社大韓航空 秋田支店
TEL 018-867-8800 FAX 018-867-8823
〒010-0951　秋田市山王2-1-53　山王21ビル5F

Customs（税関）／ Immigration（入管）／
Quarantine（検疫）関連機関

函館税関 秋田船川税関支署
TEL 018-845-0735　〒011-0945 秋田市土崎港西1-7-35

仙台入国管理局 秋田出張所
TEL 018-895-5221　〒010-0951 秋田市山王7-1-3

横浜植物防疫所新潟支所 秋田出張所
TEL 018-845-1411　〒011-0945 秋田市土崎港西1-7-35

農林水産省動物検疫所 仙台空港出張所
TEL 022-383-2302
〒989-2401 宮城県名取市下増田字南原 仙台航空ターミナルビル

関係機関

秋田県産業労働部商業貿易課
TEL 018-860-2218　〒010-8572 秋田市山王3-1-1（県庁第2庁舎3階）

秋田県建設部港湾空港課
TEL 018-860-2543　〒010-8570 秋田市山王4-1-1

船社代理店・通関業者

日本通運株式会社秋田港支店 〒011-0944　秋田市土崎港穀保町130-1 018-845-2291

秋田海陸運送株式会社 〒011-8585　秋田市土崎港西二丁目5-9 018-845-0185

能代運輸株式会社秋田港運事務所 〒011-0951　秋田市土崎港相染町浜ナシ山124-5 018-880-5880

ヨコウン株式会社秋田港営業所 〒011-0951　秋田市土崎港相染町浜ナシ山8-1 018-838-0616

秋田運送株式会社外貿事業所 〒011-0951　秋田市土崎港相染町大浜1-6 018-857-1120

東北ポートサービス株式会社能代営業所埠頭監視所 〒016-0807　能代市字大森山1-6 0185-53-2329

株式会社ダイニチ 〒016-0813　能代市能代町字下浜1-2 0185-52-1300
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