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株式会社 A.I.F.
A.I.F. COMPANY
〒105-0011 東京都港区芝公園1-3-10 ハリファックス芝ビル7F
Tel: 03-6435-7440 Fax: 03-6435-7442
e-mail: tyo@aifcompany.com
http://www.aifjapan.com

会社紹介
当社は全分野に渡るトータル・ロジステックス・プロバイダーの先頭
に立ち、あらゆる領域において正確で信頼性のあるサービスを提供す
るため、力を注いできました。お客様のニーズに速やかに対応し、最高
のサービス提供を目指して、より迅速かつ最適の条件で一括した輸送
サービスを提供しています。アメリカやヨーロッパはもちろん、海外
現地での貨物輸送においても、最高の物流専門家と先端の物流システ
ムで、お客様のさまざまなニーズに対応し、最高の物流専門企業を目
指して努力しています。

運送

事業・商品
AIR Freight Service 航空貨物
当社は、お客様のために最も効率的で柔軟性のあるサービス供給体制を取り、主要航空会
社との業務協力を通して、世界中の航空物流輸送サービスを提供しています。航空貨物運
送においては、何よりも迅速で明確な輸送サービスが重要です。当社は、お客様の希望の時
間に安全に目的地まで輸送できるよう、最善を尽くしております。私ども航空輸送事業部
スタッフは皆、航空貨物輸送サービスに必要な総合的知識とキャリアを備えた専門家から
構成され、お客様への最上のサービスを提供する体制を整えています。

SEA Freight Service 海上貨物
当社はnon-vessel-operating common carrier として、海上貨物輸送サービスを提供
しております。自家船舶を保有してはいませんが、ベストプライスでベストサービスを提
供する世界有数の船会社と業務提携をしています。当社の倉庫は、余分なコストや遅れを
防ぐために、各地の港内の輸送に有利な場所に位置しており、速やかな輸送と物流のコス
トダウンを通して、競争力のあるサービスをご提供しています。

LAND Transportation Service 陸上輸送
アメリカおよびヨーロッパ内地域を結ぶA.I.F. の内陸輸送サービスは、ピックアップやド
アツードアデリバリーサービスによって、お客様のご希望の場所まで速やかで安全かつ経
済的なサービスを提供しています。

A.I.F. プロジエクト
◉ 輸送業務の計画および分析、海上および航空貨物に対する用船業務の提供、重量物
及び特殊貨物の取扱

◉ 出荷時点から最終到着地までの一括輸送および全輸送期間のコントロール、事後管理
◉ 定期的な貨物輸送の段階別現況報告書提供
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エイチアンドフレンズGTLジャパン株式会社
H & Friends GTL (JAPAN) Co.,Ltd.
〒108-0023 東京都港区芝浦3-7-9 サニープレイス田町ビルディング9F
Tel: 03-6865-1231 Fax: 03-6865-1235
e-mail: tyoair@hnfriends.com
http://www.hnfriends.com

会社紹介
当社は「オープンマインド精神とともに歩んでゆく社会」という経営
理念を元に、社員、お客様、そして各パートナー社を家族のように大切
にする気持ちを心がけ、
「 より効率的で効果的な物流システムを創ろ
う」という希望をもって、1992 年に創立しました。以来、世界的な物流
企業を目標に、北米、ヨーロッパ、アジアに支店を設立しています。今
後も大陸間グローバル物流ネットワークの展開に積極的に取り組み、
お客様に必要とされるグループの価値を更に拡大していきます。

運送

事業・商品
航空輸出・入サービス
国際航空運送分野で蓄積された豊富な経験と知識、そして信用を基に、大手企
業を含めた約15,000 社のお客様とともに、国内航空部門における最高水準
の専門運送会社へと成長しました。今後もより良いサービスのため、ＥＤＩシ
ステムの構築及び業務の合理化を通じて、価格と最上のサービスをお客様に提
供します。

海上輸出・入サービス
海外のネットワークおよび海外パートナー社とのリアルタイムな先端ＩＴ業
務体制により、コンテナ貨物、バルク貨物、各種プロジェクト貨物などの多様な
形態の貨物に対して、お客様のご要望に応える一貫した運送サービスを提供し
ます。また、入港から出港までの情報およびスケジュールを活用・管理し、的確

でいきます。
内陸運送サービス

通関サービス

保管サービス

展示貨物サービス
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に「高品質なサービスの提供」と「お客様のコスト削減への貢献」に取り組ん
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エース物流サービス株式会社
ACE DISTRIBUTION SERVICE CO.,LTD
〒121-0836 東京都足立区入谷5-2-28
Tel: 03-6807-1200 Fax: 03-6807-1207
e-mail: miyata@acexp.jp
http://acexp.jp

会社紹介
当社は海外引越し、海外物流のエキスパートとして、陸・海・空の効率
的な組み合わせにより、より迅速で的確な輸送をモットーとしており
ます。お客様の多様化するニーズに的確にお答えできるよう、ワンス
トップビジネスソリューションを提供しており、お客様からも多大な
る評価を頂いております。是非お気軽にお問合せください。

事業・商品
1.  海外引越し（海外48ヶ国の輸送拠点）

運送

2.  海外物流（輸出、輸入）
3.  梱包、倉庫保管
4.  3PL
5.  重量物輸送
6.  展示物輸送
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SK海運ジャパン株式会社
SK shipping japan Co., Ltd.
〒105-0003 東京都港区西新橋1-1-3 東京桜田ビル8F
Tel: 03-3591-7871 Fax: 03-3591-7870
http://www.skshipping.com

会社紹介
SK 海運株式会社は、タンカー、ガス船、バルク・キャリアー、バンカー
リングなどの4 大事業を中心に、多様な海上運送の経験とノウハウを
蓄積してきた、韓国最高の資源運送専門会社です。
SK 海運株式会社の日本法人である当社は、1989 年11 月28 日、YKL
ジャパン株式会社として初めて日本に進出して以来、1997 年から
2003 年までのエスケイグループジャパン株式会社（SKGJ）時代を経
て、2003 年8 月に、SK 海運ジャパン株式会社として再出発しました。

主要業務

運送

事業・商品
タンカー船事業では、アジアのメジャー規模の船隊を基に、国内外で活発な事
業を展開しています。原油船では、韓国内の原油導入量の1/3 を担当して東北
アジア最高の原油輸送会社として認められており、シンガポールを拠点とした
石油製品船事業でも、船隊を拡充して積極的に事業を広げています。ガス船事
業では、全6 隻のLNG 船を保有して安定的にLNG 輸送サービスを行ってお
り、LPG 輸送でも韓国内随一の実力を発揮しています。バルク・キャリアー事
業においても競争力のある船隊とネットワークを備え、メジャーバルク貨物
を対象に、年間1,000 回以上の航海を行っています。バンカーリング事業で
は、海上で操業する遠洋漁船を対象に、高品質の燃料油やさまざまな物資、付帯
サービスを総合的に提供し、世界シェア1 位を記録しています。

◉ SK海運株式会社の日本向けRepresentative & Business Coordinator
◉ 船舶Sourcing & Refinancing
◉ Vessel ／cargo Chartering & Broking
◉ 船舶エージェンシー
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SK 海運ジャパン株式会社の事業
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コールチャイナロジスティクスジャパン株式会社
KORCHINA LOGISTICS JAPAN CO.,LTD.
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-29-9 ネオテック水天宮ビル4F
Tel: 03-5644-7555 Fax: 03-5644-5066
e-mail: Info.tyo@korchina.co.jp
http://www.korchina.co.jp

会社紹介
当社は2004 年の設立以来、国際利用運送事業（国際航空・海上貨物
フォワーディングサービス）を主力商品としている企業です。現在、全
世界67 カ所におよぶ自社物流支店代理店のネットワークを利用し、
特にアジアを中心に、輸出入貿易業にたずさわるお客様のニーズに
合わせた、各種テーラーメイド・物流サービスの提案を使命としてい
ます。支店間EDI、独自の貨物追跡システム、品質評価システム、マイ
レージサービス等、オリジナリティあふれるユニークなサービスで、
皆様から好評を得ています。

運送

事業・商品
事業案内
◉ 世界的なサプライチェーンマネージメント
◉ ロジスティクス・サービス・プロバイダー
◉ 航空貨物輸送
◉ 海上貨物輸送
◉ SEA＆AIR複合輸送
◉ バイヤーズ混載
◉ 倉庫サービス
◉ 国内配送サービス
◉ 在庫管理サービス
◉ コンテナ配送サービス
◉ 自社CFSにおける輸出入貨物の取扱
◉ 航空パレットの自社ビルトアップ
◉ 中国国内トラック輸送デイリーサービス
◉ 保険代理店
◉ エキスプレス・クーリエサービス
◉ 第二種貨物利用運送事業認可業者
◉ IATA公認貨物代理店（ＨＯ 16-3 1499 6 001）
◉ 特定航空運送代理店（RA）認定業者（認定番号 198号）
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株式会社国際エキスプレス
KOKUSAI EXPRESS CO.,LTD.
〒105-6124 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル24F
Tel: 03-5776-1180 Fax: 03-5776-1185
http://kokusaiexpress.com

会社紹介
設立以来、物流の基本である「確実」
「迅速」
「リーズナブル」の3 原則を守り“ 顧
客満足サービス” をモットーとして総合物流企業への道を歩んできました。ま
た、これまで蓄積された豊かな経験や物流システム、専門的なネットワークを
活用し、グローバル物流企業として業務領域を拡大しつつあります。
＜企業理念＞
・ 顧客の満足と喜びを最優先
・ 変化を恐れず真の勇気や情熱を持つ
・ 革新的な物流システムの開発を通じて会社の発展や社会的な貢献のために努力する
・ 全てのビジネスに対して徹底した安全管理および環境保存のために最善を尽くす

海上輸送		

全世界を結ぶネットワークを通じ、コンテナ、バルク／プロジェクト貨

				

物などの海上貨物に対して、より多様化した最適な運送サービスを提供

航空輸送		

リードタイムの短縮やコストの削減、輸送時の品質・安全性の確保など、

				

国際物流に求められるニーズは高度化・多様化している

陸上輸送		

製品特性に合わせた最適車両の提供など、あらゆるニーズに対応できる

				

輸送方法と輸送ネットワークを構築

物流倉庫		

弊社の保税倉庫（東京、横浜、大阪、羽田）は、CY と隣接。港湾内や市内・

				

都心への運送コストを抑え、顧客の低原価物流システムを構築

運送

事業・商品

東京本社

東京第一物流センター

通関・フォワーディング
フォワーディング事業と表裏一体となる、輸出入通関の専門会社とし

				

て、通関手続関連法令を熟知した通関士を擁しており、豊富な知識と経

				

験を駆使し迅速で適切なサービスを提供

東京第二物流センター

3PL（サード・パーティ・ロジスティクス）
				

輸送や保管など物流を構成する諸機能を個別に請け負う従来の物流業

				

とは異なり、お客様のSCM を支えるロジスティクス業務を包括的に設

				

計・管理・運営

国際宅配		

蓄積された物流ノウハウを基盤に、差別化されたサービスと価格で安

				

全・確実にお届け

横浜物流センター

引越サービス 20 年に亘る海外引越の豊かな経験と専門性を基に、国内・海外引越は
				

もちろん、精巧な運送ノウハウが必要な海外設備移転、展示会への物資

				

運送に至るまで、梱包・通関・保管・配送の総合サービスを提供

Korean Enterprises in Japan

				

大阪物流センター
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（株）コナポンコーポレーション
KONAPON CORPORATION
〒110-0005 東京都台東区上野1-4-8 上野フジタエステート1-4F
Tel: 03-5812-2350 Fax: 03-5812-2351
e-mail: info@konapon.com
http://www.konapon.com

会社紹介
「顧客最優先主義」を実現する為に、毎年新しいことに挑戦し、変化し
ていくコナポンングループは日本の代表的な総合物流企業として最
先端の電子システムを駆使し、最高の顧客サービスを提供しておりま
す。また、貿易及び新規ロジスティクスなどの核心事業において持続
的な事業ポートフォリオを構築し実行することで国際的な競争力を
兼ね備えたグローバル企業として認められるよう、コナポングループ
は止まることなくさまざまな可能性に挑戦し続けております。

運送

事業・商品
1. 組織
◉ 日本
・東京本社
・成田支社
・大阪支社
・名古屋支社
◉ 子会社
・( 株) コナポンエクスプレス
◉ 韓国
・ソウル支社
・釜山支社
◉ 中国
・上海支社
・大連支社
・天津支社

2. 事業内容
・国際物流事業部（海上、航空貨物）
・内陸運送事業部
・国際急送事業部
・Hand-Carry 事業部
・通関事業部
・国内、外引越事業部
・IT ／CT 事業部
・貿易事業部
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高麗海運株式会社
KOREA MARINE TRANSPORT CO.,LTD.
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-16 日本生命新橋ビル4F

Tel: 03-3500-5051 Fax: 03-3500-5095
e-mail: jun@kmtcjapan.com
http://www.ekmte.com

会社紹介
当社は「挑戦、革新、創造」の社是を会社経営の基本理念として1954
年に創立され、日本／韓国、韓国／中国、東南アジア航路における近
海航路船社として、確固たる地位を築いています。現在、日本の34 港
と釜山との間に定期航路を展開しており、釜山港をハブとしたトラン
シップによるワールドワイドサービス等、定評ある多様なサービスを
提供し、各顧客より高い評価と信頼を得ています。50 年以上の海運業
のノウハウの蓄積を通じてサービスの向上と航路拡充に努め、より良
いサービスを提供できるよう努力していきます。

運送

事業・商品
Intra Asia 定期船フルコンテナサービス（20 カ国、80 港に寄港）

主要サービス航路
韓／日サービス
◉ 京浜・中京サービス
東京／千葉／横浜／清水／四日市／名古屋／豊橋／仙台／小名浜
◉ 阪神・瀬戸内サービス
神戸／大阪／福山／水島／高松／徳島／広島／松山／今治／伊予三島
◉ 北海道サービス
苫小牧／石狩／室蘭
◉ 日本海・東北サービス
秋田／酒田／新潟／直江津／富山／金沢／境港
◉ 九州サービス

韓／中サービス
◉ Shanghai ／Ningbo サービス
◉ Xingang サービス
◉ Dalian サービス
◉ Qingtao サービス
◉ Incheon ／Shanghai サービス
◉ Incheon ／Ningbo サービス
韓／中／日サービス
東南アジアサービス
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八代／熊本／長崎／伊万里／下関／門司／志布志／細島

中東／インドサービス
韓／ロシアサービス
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株式会社サンスターライン
SANSTAR LINE CO.,LTD.
〒541-0052 大阪市中央区安土町2-3-13 大阪国際ビルディング 7F
Tel: 06-6267-9778 Fax: 06-6267-9766
http://panstar.jp

会社紹介
サンスターラインは大阪、敦賀、金沢、東京～釜山、馬山に高速フェ
リーを運航するパンスターグループの日本法人で船社代理店業務だ
けではなく直接船のオペレーション業務も行っています。以外に第１
種利用運送事業、第2 種貨物利用運送事業( 鉄道貨物運送)、通関業( 大
阪、東京) の免許を持ち、総合物流会社を目指しています。また、旅行業
( 第1 種旅行業) を取得しパンスターフェリーの旅客向けの自社旅行
商品の販売も行っています。
東京支店 〒104-0061 東京都中央区銀座7-12-18 第一銀座ビル7F

運送

Tel: 03-3544-5123 Fax: 03-3544-5126
北陸支店 〒920-8202 石川県金沢市西都2-40 吉原ビル1F
Tel: 076-254-6884 Fax: 076-254-6885

事業・商品
1. 船社業務
大阪～釜山: 毎週月～金曜日まで毎日フェリー船入出港
敦賀～釜山: 毎週水、土曜日貨物フェリー船入出港
金沢～釜山: 毎週水、土曜日貨物フェリー船入出港
東京～釜山: 毎週月曜日貨物フェリー船入出港

2. 通関業＆乙仲業
◉ 大阪、東京で通関免許を取得し、荷主の要請に応じて対応
特に、フェリー船が寄港している、大阪、敦賀、金沢、東京にて自社通関を行って
いる。これによってフェリー船の早い運航速度+ 入港当日に自社通関及び搬出
サービスを行っている。

3. PUEサービス（Panstar Ultra Express）
◉ 日韓物流の中心を大阪に変える、高コストの航空に代わる特急運送サービス
◉ パンスターフェリーと大阪から、東京・名古屋に陸上物流ルートを構築し、
東京・名古屋・敦賀⇔釜山を2日以内に配送する、ホットデリバリサービス（釜
山⇔北海道は3日以内）

4. 旅行商品
◉ 旅行会社ではなく、自社でパック商品を企画しネット等を利用し販売
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三洋マリタイム株式会社
SANYO MARITIME CO.,LTD.
〒105-0004 東京都港区新橋5-23-10 片山ビル3F
Tel: 03-3437-7788 Fax: 03-3437-7789
e-mail: smc@sanyomaritime.com
http://www.sanyomaritime.com

会社紹介
当社は総合物流企業として、小型貨物から大型へビー貨物までの運
送、梱包及び海上・航空輸送までを一貫して行っています。さらにグ
ローバルネットワークを駆使し、第３国出荷から現地の輸入通関・内
陸運送までをコ－ディネートします。永年物流業界に携わってきた熟
練のスタッフにより、ヘビーバルクなどの貨物部門では特に力を発揮
しています。NVOCC の本来の姿であるスピーディーな業務処理を目
指し、邁進する毎日です。

運送

事業・商品
国際複合運送業（NVOCC）
◉ 海上・航空貨物の輸出入業務全般(CONTAINER/BULK貨物)
◉ 3国間貿易
◉ 通関、梱包、倉庫などの各業務・コンサルティング
◉ ヘビーバルク・プロジェクトカーゴサービス
◉ 中古自動車＆建設機械類

専門

船舶代理店
◉ 韓国船社：
DOWON SHIPPING(TOYAMA-VLADIVOSTOK RO/RO(定期service/週1便)
DONGIL SHIPPING, KOEL INTERNATIONAL LTD, ESPRIT KOREA CO LTD.

ロシア・CIS地域サービスVIA TSR / TCR ROUTE
コンテナリース・販売業
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CJ korea express Japan 株式会社
CJ korea express Japan Corporation
〒105-0003 東京都港区西新橋2-7-4 CJビル9F
Tel: 03-3500-5841 Fax: 03-3500-5120
http://www.korex.co.kr/web/jp/

会社紹介
韓 国 最 大 総 合 物 流 企 業 で あ るCJ 大 韓 通 運 の 日 本 法 人 と し て､「CJ korea
express Japan」は設立されました。1930 年に第一歩を踏み出したCJ 大韓通
運の長い歴史とノウハウ、特別なサービス精神を土台とし、小口貨物から大規
模なプロジェクト輸送まで安定的な物流操作を通じその優秀性は国内外から
幅広く認められています。世界を繋ぐグローバルネットワークや150 社あま
りのAgent Office、Global Visibility を実現できる各種先端物流システムと運
賃の競争力確保を通じ、世界を対象に総合物流サービスを実現しております。
2020 年までにはグローバルTOP5 の物流会社を目指しております。

運送

事業・商品
海上・航空フォワーディング
一般貨物から危険物まで専門的な取扱いが必要なあらゆるタイプの貨物に最適な運送
サービスをラインアップし、お客様の細かいニーズに対応しています。

通関
通関免許取得。迅速な通関業務のOPERATING は勿論、税関対応まで、長年の経験を持つ
スペシャリストが品目の分類から書類作成及び手続き、各種検査、保税運送、保管、国際運
送（物流）までトータルサービスを提供、物流コストの削減のために最大の努力を尽くし
ております。

海外引越し
小規模の引越しから企業や官公社などの大規模引越しまで可能です。
包装・運送・事後管理まで、全てのスケジュール管理をお客様の希望に添って行い、安全で
便利に移送致します。

第三者物流（3PL）
3PL とは、
「Third Party Logistics」という意味で、物流システムを設計し管理する、物
流サービスの包括的なアウトソーシングサービスです。物流パートの設計から在庫管理ま
でお客様のニーズに貢献しております。

倉庫
2013 年からスタートした倉庫業は保管・荷役といった一般的な倉庫業の業務に加え、輸
配送、流通加工や在庫管理・受発注等の情報管理業務等を併せて行い、物流の円滑化や商
品価格の安定に寄与致します。

コイルコンテナ
輸出向け鉄コイル製品を安全に運送することができるコイルコンテナを国内初として取
り入れました。一般貨物用コンテナに比べ、約30% 厚い材質を使用しており、重い鉄コ
イル製品に対する高い安全性を保障致します。

042

天敬海運株式会社
CK LINE CO.,LTD
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-15-13 ヒューリック江戸橋ビル 9 F
Tel: 03-3271-1319 Fax: 03-3271-1307
e-mail: ope.ckm@ckm.co.jp
http://www.ckline.co.kr

会社紹介
当社は1962 年に設立され、現在は韓日・韓中・中日・東南アジア航路
を中心にコンテナ・在来船のサービスを提供しており、特に東南アジ
アへのサービスの拡大に向けて、事業を展開しています。また、自社船
11 隻（コンテナ８、在来船3）、チャーター船6 隻を保有しています。

事業・商品
韓日コンテナ定期船サービス
韓日在来貨物定期船サービス

運送

韓中コンテナ定期船サービス
中日コンテナ定期船サービス
東南アジアコンテナ定期船サービス
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ジェームストランス株式会社
JAMES TRANS CO., LTD.
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-3-15 藤和日本橋堀留ビル5F
Tel: 03-5614-5072 Fax: 03-03-5640-4360
e-mail: info@james-trans.com
http://www.james-trans.com/

会社紹介
ジェームストランス株式会社は2003 年の創業以来、国家間の貿易業
務の円滑な流れを主導する「物流総合マネジメント社」としての誇り
をもってフォワーディング業務を行っています。航空・海上部門で、
CLIENT の物流輸出入に係る手続き（通関・保管・配送手配・書類作成）
の代行業務を中心に収益をあげています。2010 年からは海外引越業
務も遂行しており、お客様との距離を縮めるとともに、より良いサー
ビス向上に向けて日々邁進しています。

運送

事業・商品
1.  貨物運送取扱業
2.  国際間複合輸送業務
3.  陸海空複合運送事業
4.  通関業務
5.  倉庫業
6.  輸出入手続の事務代行業
7.  下記物品の輸出入販売業
（1） 靴、玩具、日用雑貨品
（2） 医療機器及び健康機器
（3） 食料品、衣料品、衣料品雑貨、装身品
（4） 自動車及び自動車用品並びに自動二輪車及び自動二輪車用品
（5） 家庭用電気製品及び部品
（6） コンピューター及び周辺機器

8.  複合運送周旋業
9.  前各号に附帯する一切の業務
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シグマシッピング株式会社
SIGMA SHIPPING,INC.
〒105-0022 東京都港区海岸2-6-31 日建ビル7F
Tel: 03-3454-3750 Fax: 03-3798-8324
e-mail: amatsuda@sigma.ship.com
http://www.sigma-ship.com

会社紹介
当社は2001 年度に設立し、2010 年には成田空港にて通関事業を開
始し、陸海空の一貫輸送サービスを構築しております。お客様に幸せ
を提供する国際物流のベストパートナーとして、最適なソリューショ
ンを提供しながら、世界の舞台に力強く躍進することを目指しており
ます。

事業・商品
◉ 輸出･ 輸入における通関、梱包、配送。

運送

航空輸送、海上輸送に関する付帯業務の全般を行います。
◉ 国際配送代行( お客様が外国のNET/WEB で個人購入した商品の、日本へ
の国際輸送を代行させて頂きます；SP 通関･ 配送)
特に海外からの輸送・輸入、通関後の保管・国内配送には長い間に培った
高いサービス力を持っております。
◉ 電機、電子部品などの小さいものから大型貨物まで幅広い商品取扱の経験
で最高のサービスを保障いたします。

Korean Enterprises in Japan
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株式会社シノコー成本
SINOKOR SEIHON CO.,LTD.
〒104-0061 東京都中央区銀座5-13-12 サンビル4F
Tel: 03-6278-6040 Fax: 03-6278-6038
e-mail: seihon@sinokor.co.jp
http://seihon.sinokor.co.kr/

会社紹介
韓国船社、長錦商船の日本現地法人である当社は、1999 年2 月から日
本⇔韓国航路サービスをスタートし、2014 年11 月現在、日本の36 港
に寄港しております。日本⇔韓国航路のみならず日本⇔中国、日本⇔東
南アジア、日本⇔ロシアを繋ぐコンテナサービスを展開しています。
東京本社、大阪支店をはじめ、日本全国の地方代理店を通じて、お客様
のご要望に迅速、正確、安全に対応しております。また、韓国の本社で
ある長錦商船のネットワーク(16 カ国60 港、34 現地法人及び事務所)
を通じて、最適・最善の物流サービスを提供しております。

運送

大阪支店
〒541-0056

大阪市中央区久太郎町2-5-31 本町寺田ビル9F

Tel: 06-6253-7660

Fax: 06-6253-7666

e-mail: osaka@sinokor.co.jp

http://seihon.sinokor.co.kr/

事業・商品
コンテナ海上運送
◉ 京浜サービス
東京、横浜、名古屋 ⇔ 釜山、光陽

定期サービス／週3 便

◉ 阪神サービス
大阪、神戸 ⇔ 釜山、光陽

定期サービス／週3 便

◉ 瀬戸内サービス
伊予三島、水島、高知、松山、今治、岩国、大竹、高松、福山、徳島、徳山、広島 ⇔ 釜山
定期サービス／週1 便〜3 便
◉ 九州サービス
下関、門司、響、細島、博多、長崎、八代、志布志 ⇔ 釜山、馬山
定期サービス／週1 便〜5 便
◉ 日本海サービス
苫小牧、秋田、新潟、直江津、富山新港、酒田、境港、舞鶴、金沢、敦賀 ⇔ 釜山
定期サービス／週1 便〜3 便
◉ 中国直航サービス
京浜( 東京、横浜) ⇔ 上海、青島 ( 直航サービス 週2 便)
阪神( 大阪、神戸) ⇔ 上海、青島 ( 直航サービス 週1 便)
苫小牧、秋田、新潟 ⇔ 上海、寧波 ( 直航サービス 週1 便)
◉ その他
日本全国36 港から釜山を経由し中国、
東南アジア、
ロシア、
中東向けのサービスを提供中
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太榮商船株式会社 東京事務所
Tai Young Shipping Co., Ltd. Tokyo Office
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル5F
Tel: 03-5566-6961 Fax: 03-5566-8282
e-mail: bizop@daieiship.co.jp
http://www.daieiship.co.jp

会社紹介
太榮商船（株）は1955 年4 月に創立され、韓日間を始めとする近海
海上輸送の一翼を担ってきました。その後総合物流企業を目指し、
2006 年5 月に総合物流企業認証を獲得、同3 月には総合物流システ
ムUni-TY を立ち上げ、
「Sailing for you、Sailing with you」のキャッ
チフレーズのもと、より幅広い顧客志向のサービスを行っています。
1990 年には、日本にて現地合弁会社のダイエイシッピング（株）を
設立し、先進海運のノウハウを取り入れながら、日本側荷主に対する
サービスの強化に努め、現在に至っています。また1995 年、海務・工
効率性と専門性向上に努めています。

運送

務業務を独立させ太榮船務（株）の別会社化し、船員・船舶管理部門の

事業・商品
太榮商船株式会社

www.taiyoungship.co.kr

◉ コンテナ定期船サービス（韓／日／中）
◉ 日韓在来定期船サービス（横浜／名古屋／大阪／神戸⇔仁川 週1便）
◉ 不定期船サービス（韓／日、中国、東南アジアなど）
太榮山九国際物流株式会社(TSL)

www.taiyoung-sankyu.co.kr

◉ International Freight Forwarder Business
◉ 韓国国内一貫輸送及びJust in Time デリバリーサービス
ダイエイシッピング株式会社

www.daieiship.co.jp

◉ 用船および船舶運航事業、貨物および船舶仲介事業
◉ International Freight Forwarder Business（JIFFA会員）
◉ 海上運送および日本国内の一貫輸送サービス
◉ 2009年9月、輸入自動車部品の日本国内JIT（Just in Time）デリバリー
サービス開始
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Pan Ocean 日本株式会社
Pan Ocean Japan Corporation
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-19-5
Tel: 03-5510-3203 Fax: 03-5510-1336
e-mail: jmkwon@panocean.com
http://www.panocean-japan.co.jp

会社紹介
当社は1973 年3 月1 日、汎洋商船株式会社東京支店を発足させ、始ま
りました。2006 年3 月、STX Pan Ocean 日本株式会社に社名を変更
することによって正式に日本法人になりましたが、2014 年4 月1 日
STX GROUP から分離されてPan Ocean グループの海外子会社とし
ての一翼を担うようになりました。当社は日本内の主要船主/ 荷主の
ネットワークをベースに、韓国本社の優秀な海運システムを組み合わ
せて、最高の海上運送サービスを維持できるように続けて努力する所
存です。

運送

事業・商品
海運 SERVICE
船舶及び貨物の運送、仲介、物流関連事業
全世界に穀物、セメント、肥料、スクラップ、鉱物等の乾貨物（Dry Cargo) 運
送サービスを提供しており、多様な荷主の運送需要に合わせ、特化された航路
で不定期的日程で運営されるサービスです。Small Handy 級からSupramax
級まで全ての種類のDry Bulk サービスの提供において世界的競争力を備えて
おります。
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汎州海運株式会社
PAN CONTINENTAL SHIPPING CO.,LTD.
〒105-8688 東京都港区虎ノ門2-1-1
Tel: 03-3587-7571 Fax: 03-3587-7707
e-mail: woongkyu.kim@mol-liner.com
http://www.pancon.co.kr/

会社紹介
1969 年設立。商船三井の韓国総代理店業務に加えて1981 年より韓
国⇔日本間の定期コンテナサービスを開始しました。日本⇔韓国⇔華
北・華中各地へ定曜日フルコンテナサービスをご提供しています。韓
国（釜山、仁川、蔚山）、日本( 東京、横浜、名古屋、清水、四日市、豊橋、千
葉、大阪、神戸、水島、高松、広島)、中国（上海、寧波、天津新港、大連、青
島、烟台、連雲港）各港の定曜日フルコンテナサービスに加えて2012
年11 月より北陸（新潟、富山、金沢、敦賀）－韓国－華中（上海、寧波）
への自社運航フルコンテナサービスを開始しました。

運送

事業・商品
自社船運航
PANCON GLORY（1,009TEU）東日本サービス
PANCON SUCCESS（1,009TEU）北陸サービス
EASTERN EXPRESS（840TEU）北陸サービス
ASIA EXPRESS（342TEU）西日本サービス
OCEAN EXPRESS（700TEU）韓国 ― 中国航路サービス

定曜日フルコンテナサービス
韓国⇔日本 : 週3次航（東日本、西日本、北陸 各1便）
韓国⇔中国 : 週2次航（上海、寧波 1便 青島、烟台 1便）
日本⇔中国 : 週1次航 直行便 北陸サービス
週1-3次航 釜山経由

船舶代理店
商船三井 韓国総代理店
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株式会社韓進海運 日本支店
HANJIN SHIPPING Co.,Ltd.
〒105-0014 東京都港区芝3-4-15 東京KAL BLDG. 3/4F
Tel: 03-5443-3704 Fax: 03-5443-3707
e-mail: jrkim@hanjin.com
http://www.hanjin.com

会社紹介
韓進海運は韓国内で最大の海運企業で、コンテナ船、バルク船など約
170 隻の船舶、約60 航路の定期航路を運営し、年間１億トン以上の貨
物を輸送しています。全世界で約60 ヶ国の拠点、約5800 名のグロー
バルスタッフ、世界主要港13 ヶ所に専用ターミナルと6 ヶ所の内陸物
流基地を運営するなど、グローバルに物流ネットワークを展開してい
ます。また、物流サービスの核心である世界的水準のグローバル物流
IT システム開発、韓国内最初の自動化ターミナル運営など最先端を
いくサービス体制の構築を実践しています。

運送

事業・商品
コンテナ、バルクの海上運送を行っており、系列会社としては、大韓航空、韓国
航空、静石企業、韓進等があります。
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パントスジャパン株式会社
Pantos Logistics Japan Inc.
〒104-0031 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー14F
Tel: 03-5299-4450 Fax: 03-5299-4451
e-mail: pantosjp-admin@pantos.com
http://www.pantosjapan.com

会社紹介
当社は韓国LG グループのハウスフォワーダー（グループの指定物流
専門会社）として、海運・航空に関する国際物流業務を一手に引き受け
るロジスティクスプロバイダーです。現在、世界中で40 ヶ国183 ヶ所
の現地法人・支店を運営しています。2020 年までにはグローバルトッ
プ10 に入る物流会社を目指しています。今後も国際統合輸送体制の
確立に向け、世界市場を視野に入れた活動を展開、ジャストインタイ
ムの発送・納品を実現し、効率的で信頼性の高いサービスを提供して
いきます。

運送

事業・商品
海運輸入・輸出
パントスジャパンだけの特化した地域混載貨物サービスは、他のフォワーダー
と作業する手間を省き、独自に積載（stuffing）と運送を行うことで、現地支
社や代理店を通じての一括処理が可能となります。混載貨物の一括処理システ
ムは、輸出者だけではなく輸入者の方々にも、運送の信頼性を高く評価されて
います。

航空輸入・輸出

30 年以上の航空貨物サービスのノウハウに加え、全世界50 以上の主要航空
会社と戦略的提携を結んでいます。各航空会社の航空機の特性、運賃などを総
合的に考慮し、お客様のさまざまな小口貨物に対して、常に最適な混載貨物
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サービスをご提供できるよう、最善を尽くしています。
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株式会社 BNX SHIPPING INC.
BNX SHIPPING INC.
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-10-16 第8センタ－プラザ5F
Tel: 03-5642-8555 Fax: 03-5642-8556
e-mail: sales.tyo@bnxlogistics.com
http://www.bnxinc.com

会社紹介
当社は国際総合物流企業として、小型貨物から大型ヘビー貨物までの
運送、梱包及び海上、航空輸送まで一貫して行っております。1993 年
度に創業して以来、持続的に成長し現在まで至っております。本社は
アメリカにあり、自社の支店のあるアメリカ、ヨーロッパ、インド、ベ
トナム、カナダはもちろん海外パートナーを生かし全世界がカバーで
きるネットワークを構築しております。今後もお客さまのニーズに
より積極的に取り組み、より良いサービスを提供して行きたいと思い
ます。

運送

事業・商品
物流に関するすべてに対応
◉ 国際複合輸送業（NVOCC）
◉ 海上輸出入サービス
◉ 航空輸出入サービス
◉ 保管サービス
◉ 梱包サービス
◉ 通関サービス
◉ 展示貨物サービス
◉ 内陸運送サービス
◉ フェリーサービス
◉ 第3者物流（3PL）

自社ネットワーク
（U.S.A.）LOS ANGELES／SAN FRANCISCO／ATLANTA／
NEW YORK／CHICAGO／HAWAII
（CANADA）TORONTO
（VIETNAM）HOCHIMINH／HANOI
（INDIA）MUMBAI／CHENNAI
（EUROPE）FRANKFURT
代表メール sales.tyo@bnxlogistics.com までお問い合わせください。
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現代商船ジャパン株式会社
HYUNDAI MERCHANT MARINE JAPAN CO., LTD
〒105-6131 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル31F
Tel: 03-5425-4711 Fax: 03-5425-4775
http://www.hmm21.com/japan

会社紹介
当社は日本、北米、ヨーロッパ、アジア地域の輸出入コンテナ貨物を対
象に、グローバルなネットワーク、多様な物流施設、最先端のIT シス
テム、熟練した海運専門の担当者を土台として、最高の海上運送サー
ビスを提供しています。創立は1989 年3 月、資本金3 億円。代表取締
役社長は呉政玟、従業員数66 名、売上高は744 百万円（2013 年現在）
です。

事業・商品
北米地域

運送

主要サービス地域

◉ アメリカ西海岸: Long Beach, Oakland, Tacoma, Seattle, 		
Chicago, Houston 等
◉ アメリカ東海岸： New York, Charleston, Miami, Jacksonville,
Savannah, Norfolk, Baltimore 等
欧州/地中海域
◉ 欧州： Netherlands, Germany, France, UK, Finland, Sweden,
Norway, Denmark, Russia 等
◉ 地中海: Italy, Slovenia, Spain, Egypt, Turkey 等
アジア地域
◉ 東南アジア／香港： Hong Kong, Singapore, Haiphong, Jakarta,

◉ 中東／パキスタン： UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Pakistan 等
◉ インド： India
オーストラリア／ロシア／中南米
◉ オーストラリア： Sydney, Melbourne, Brisbane
◉ ロシア： Russia
◉ 中南米： Rio De Janeiro, Santos, Buenos Aires, Montevideo,
Navegantes, Paranagua 等
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Port Kelang 等

Special Container Business： Flat Rack, Super Rack, Open Top
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プロラインジャパン株式会社
PROLINE JAPAN
〒105-0004 東京都港区新橋4-24-11 TKK 新橋ビル6F
Tel: 03-3436-6771 Fax: 03-3436-6772
e-mail: info@prolinelogic.co.jp
http://www.prolinelogic.co.jp

会社紹介
プロライン海運（株）は21 世紀をリードする国際物流企業として、
2006 年4 月に設立し、今日に至るまで、充実の成長を重ねてきており
ます。これをもって、プロライン海運( 株）の総合物流サービスをお客
様へ提供するためプロライン日本法人を2010 年に設立、2012 年11
月には大阪支社を設立し輸送、包装、倉庫などの物流サービスを行っ
ています。

事業・商品
運送

国際物流会社として通関・倉庫・梱包・配送など様々な航空／海上輸出入の物
流サービスを行っております。
◉ 倉庫保管業務及び代行
◉ 通関業務代行
◉ 空港操業業務及び代行
◉ 港湾荷役の仲介業務及び代行
◉ 海上混載サービス
◉ 内陸輸送
◉ 展示会などの特殊設備貨物取扱
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ユーコー・カーキャリアーズ株式会社東京支店
EUKOR Car Carriers Inc. Tokyo office
〒105-6033 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー33F
Tel: 03-5472-1269 Fax: 03-3578-0808
e-mail: yspark@eukor.com
http://www.eukor.com

会社紹介
当社は自動車の輸送を専門に手掛ける海運会社で、本社をソウルに置
く韓国企業です。株主はノルウェー及びスウェーデンの海運会社（持
分各40％）に加え、現代自動車と起亜自動車グループが残りの20％を
保有しています。社名である「EUKOR」とは、まさに欧州（EU）と韓
国（KOR）の架け橋の象徴です。自動車や建設機械など、自走する貨
物を専門に扱うこの分野では、世界でも屈指の輸送量を誇ります。日
本の拠点である東京支店は10 名ほどで運営しており、外部の企業と
パートナー契約し、お客様への対応に心がけています。

運送

事業・商品
韓国からの現代自動車・起亜自動車の輸送を中心に、日本においては、日本の
中古自動車、建設機械、農業機械及びバルク貨物（非自走）の輸出輸送に寄与し
ています。外航航路として欧州、南米西岸、南米東岸、カリブ海、スリランカ、中
東、東・南アフリカ方面への輸送ルートを持ち、また欧州から多くの輸入車を
日本まで定期輸送しています。
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