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境港には現在、中国航路、韓国航路、韓国・中国航路の国際定期コンテナ船が運航しています。
2020 年は神原汽船が運航する中国航路、高麗海運が運航する韓国航路が境港就航 25 周年、興亜
LINE（就航時は興亜海運）が運航する韓国航路が就航 15 周年を迎えました。
周年期を迎えた各運航船社には、伊達会長（境港市長）が地元を代表して訪問し、長年にわたる安
定した運航と良質なサービスの提供により境港の利用促進に大きく寄与された功績に対して感謝の
意を伝え、感謝状を贈呈しました。

神原汽船株式会社／中国航路運航船社

高麗海運株式会社／韓国航路運航船社

神原宏達 代表取締役社長

日本総代理店・高麗海運ジャパン㈱
李尚禹 代表取締役

−1995 年 5 月就航−

興亜LINE株式会社／韓国航路運航船社
※就航時は興亜海運㈱

−2005 年 3 月就航※−

2019 年、興亜 LINE ㈱設立
（日本総代理店：㈱シノコー成本）

日本総代理店・㈱シノコー成本
金周澤 代表取締役社長

−1995 年 8 月就航−

2020 年は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に
より境港の国際定期コンテナ航路を利用する貨物も大
きな影響を受けているところですが、運航船社には今
後見込まれる貨物の状況や境港の港湾整備の予定など
を説明し、引き続き安定的なサービスを提供いただけ
るよう関係性を深めることができました。
当会ではこのたびの周年期を機に決意を新たにし、
地元と運航船社との懸け橋となり、境港の国際定期
コンテナ航路の利便性向上とさらなる
利用促進に取り組ん
でまいります。
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を開催しました
境港を 【出雲会場】
さかいこう
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鳥取県と島根県の真ん中にある国際貿易港“ 境港”を、地元の方に
知っていただくため、利用促進懇談会を島根県出雲市で開催しました。
コロナ禍での開催となるため、会場にお越しいただけなくてもご参

令和 2 年 11 月 25 日（水）

13：30〜15：30

出雲ロイヤルホテル

（島根県出雲市渡橋町 831）

約 130 名

（来場約 70 名、
WEB 視聴約 60 名）

加いただけるようインターネットでライブ配信も行い、境港の最新情
報や境港利用企業からの実例紹介などをお届けしました。
伊達会長（境港市長）は開会の挨拶で、2020年の境港のコンテ
ナ取扱貨物量は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による経
済活動の停滞を受け前年の約８割にとどまっており、大変厳しい状
況にあることを報告。
『こうした状況下ではあるが、令和４年に国際
コンテナターミナルにガントリークレーンが１基 増 設され、境港の
一層の機能強化が図られる。今後は、鳥取・島根両県や関係機関の

＜伊達会長＞

方々と連携し、ウィズコロナ・アフターコロナの時代を見据えた利用
促進に取り組んでいく。』と参加者へ境港の利用を検討していただく
よう呼びかけました。
講演では、
（株）
日本政策投資銀行 松江事務所長 廣田晃良 様をお
招きし、
「山陰地方と境港の可能性」
と題して、
ご講演をいただきました。

廣田所長のご講演での主なメッセージ
●釜山港や上海港をハブ港として利用すれば、地理的に
近い境港には大きなチャンスがある。
●ＢＣＰ
（事業継続計画）の観点から、災害時の代替港と
して境港の可能性・重要性がある。
＜講演・廣田所長＞

●北極海航路の開発が進めば、ウラジオストク港の重要
性が増し境港との交易が拡大する可能性がある。

セミナーでは境港の最新状況や利用助成制度の説明のほか、島根県庁及びしまね産業振興財団から海外展開の支援
策について、地元代理店である境港海陸運送（株）から取扱いサービス等についてご紹介をいただきました。
そして、実際に境港を利用されている荷主企業として（有）出雲竹材工業所 代表取締役 髙木善之様に実例紹介を
していただきました。髙 木
社長には、神戸港から境港
に振 替えた事 例をもとに、
境港利用でのメリットや課
題について率直なご意見を
発表いただきました。
＜サービス紹介・境港海陸運送
（株）
＞

＜実例紹介・
（有）出雲竹材工業所＞

セミナーの後には、企業の方と境港の関連企業の方同士が直接話の
できる個別相談会の場を設け、利用に向けたお話などに活用いただき
ました。
今回の利用促進懇談会は初めての試みとなるインターネットライブ
配信を行ったことで、東京・大阪など県外企業の皆様にも多数ご参加
（ご視聴）いただくことができました。参加された方からは「境港につい

＜個別相談会の様子＞

て理解を深めることができた」
「会場に行くのは難しかったためライブ
配信で視聴したが、今後もライブ配信をしていただきたい」などご好評をいただきました。今後もライブ配信を含め、
ニーズにあった利用促進懇談会の開催方法について、引き続き検討していきたいと思います。

(有)出雲竹材工業所 様（島根県松江市）は、食用竹串製造販売では国内
シェアトップを誇り、中国各地の工場から境港に製品（焼き鳥・団子等の食品
用竹串、爪楊枝、竹製割り箸など）を輸入しておられます。
今回、境港利用の実例としてご発表いただいた主な内容をご紹介します。

（有）出雲竹材工業社様 の
実例紹介
境港利用に至った経緯

境港を評価する点

境港の課題と思う点

○以前は神戸港を拠点に輸入してい
たが、1995年、境港にコンテナ船
が初就航した第１便から境港利用
を開始。

○通関からドレージ・荷下ろし作業補助までトー
タルで手配頂けるので手間がかからない。

○諸費用を含めたINVOICE価格が
他港より高い場合、納付する関税・
消費税はその分上がる。

○災害発生等により他港が使用不可
能になった場合のリスク回避に備
え境港に振替えた。

○コンテナフリータイムを事前に長く申請して
おけばコンテナ入港後の通関・ドレージ時間
がタイトにならなくてよい。
○海上運賃は神戸港利用より高いが、陸送費を
含めたトータル費用は神戸より安くなる。

令和2年度 境港利用助成制度

○境港への直行便のない港から出港
すると、釜山等でトランジットにな
り、輸送時間が掛かる。また事前に
到着スケジュールが読めない。

申請書提出期日について

令和２年度 境港利用助成制度の申請書提出期日は下記のとおりとなっております。
申請される方は、提出期日にご注意ください。

令和2年

4月

令和2年４月１日 〜

❶

5月

12 月 31日 境港利用分
令和3年

6月

7月

8月

9月

10月 11月 12月 1月1日〜

境港利用期間

令和2年

申請期間
注) 令和3年2月1日
以降は申請不可

❷

令和3年１月１日 〜

4月〜12月

1月

申請不可

（申請対象外）

提出期限

【当会必着】

3月 31日 境港利用分

令和3年

2月

3月

境港利用期間

4 月 1 日〜

申請期間

❷
4月10日
提出期限

【当会必着】

❶ 令和2年４月１日〜12月31日 境港利用分
❷ 令和3年１月１日〜 ３月31日 境港利用分
■ 助成金の上限金額に達した時点
■ 年 度内の利用が 終 了 し た 時 点

❶
1月31日

⇒
⇒

令和3年１月31日 当会必着
令和3年４月10日 当会必着

での申請は随時受け付けております。
｝

境港利用助成制度の詳細については、当会のホームページよりご覧いただけます。

http://www.sakaiminato-faz.co.jp/

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

境港定期船運航図

境港に寄港している定期船のスケジュール
（2020 年 12 月現在）

〜定期航路情報〜

ハルピン

【中 国 航 路】

週1便

【韓 国 航 路】

週3便

【韓・中航路】

週2便

瀋陽

牡丹江
綏芬河
琿春

大連

青島

連雲港

トロイツァ
（ザルビノ）

煙台
威海

ポシェット

ソウル

【輸出】青島まで 17 日
釜山まで 12 日

上海

蔚山

釜山

光陽

【輸入】釜山から最短 1 日
【輸出】釜山まで最短 2 日
【輸入】釜山から６日
【輸出】釜山まで２日

寧波
福州

【輸入】上海から 13 日
釜山から 10 日
【輸出】上海まで 8 日
釜山まで 2 日

台北

ウラジオストク
ナホトカ
ボストーチヌイ

【輸入】青島から 3 日
釜山から 1 日

廈門

ハバロフスク

長春

天津

境港

【輸入】上海から3 日
【輸出】上海まで4 日

高雄

定期船寄港日・運航船社
月

中

火

国

韓

神原汽船㈱

水

国

木

韓国・中国

韓

国

土

韓国・中国

興亜LINE㈱
長錦商船㈱

高麗海運㈱
南星海運㈱

興亜LINE㈱
長錦商船㈱

高麗海運㈱
南星海運㈱

※協調配船

※協調配船

※協調配船

※協調配船

韓

国

高麗海運㈱

★釜山・上海トランシップにより、東南アジア・中国各港および欧米等世界各地への接続も可能です。詳しくは各境港代理店までお問い合わせください。
★上海トランシップにより、台湾発着サービス展開中。

当会のホームページから、境港定期船運航図の詳細についてご覧いただけます。http://www.sakaiminato-faz.co.jp/

具体的な見積り等についてのお問い合せ先
企

業

〜通関からお手元までトータルなサービスを提供する地元企業〜

名

境港海陸運送 株式会社

（神原汽船㈱、高麗海運㈱、長錦商船㈱、南星海運㈱ 境港代理店）

株式会社 上組 境港支店

（興亜LINE㈱ 境港代理店）

株式会社 ミック 米子営業所

業

務

荷役

通関

保管

運送

荷役

通関

保管

運送

通関

保管

運送

株式会社 ニューウェーブ インターナショナル

貨物集荷代理店

株式会社マブチ
関西プラント梱包事業部 鳥取工場

輸出梱包 大型貨物梱包
（出張サービス可）

ヤマトパッキングサービス株式会社
山陰流通トリニティーセンター

輸出梱包

大型梱包

運送

連

絡

連

絡

先

TEL 0859-44-1652
FAX 0859-47-0090
http://sakaiminato-kairiku.com/
TEL 0859-45-8707
FAX 0859-45-7182
http://www.kamigumi.co.jp/
TEL 0859-37-6771
FAX 0859-37-6772
http://www.mikcorp.com/
TEL 0859-38-1150
FAX 0859-38-1157
http://www.new-wave-int.jp/
TEL 0859-39-6300
FAX 0859-39-6310
http://www.k-mabuchi.co.jp/
TEL 0859-21-7331
FAX 0859-24-5350
http://www.y-logi.com/ypc/

関係機関が相互に連携して、いろいろなご相談に応じます
機

関

名

境港貿易振興会
境港管理組合
とっとり国際ビジネスセンター
（公財）しまね産業振興財団
ジェトロ鳥取貿易情報センター
ジェトロ松江貿易情報センター

主

な

業

務

ポートセールス（利用助成制度） TEL 0859-47-3905
港湾施設管理
TEL 0859-42-3705
TEL 0859-30-3161
貿易サポート
TEL 0852-60-5114
TEL 0857-52-4335
国際ビジネス情報の
提供・相談・企業支援
TEL 0852-27-3121

先

FAX
FAX
FAX
FAX
FAX
FAX

0859-47-3906
0859-42-3735
0859-30-3162
0852-60-5116
0857-52-4336
0852-22-4196

