
◆ 各種問合わせ
関光ロジスティクス韓国株式会社
 ソウル特別市鐘路区セムナン路 92
 新門路 1街 光化門OFFICIA 1124-1126 号
 TEL： 02-3276-3207
 FAX： 02-3276-3208
 E-Mail：    kankokorea@kankokorea.com

韓国側
◆ D/O 交換
○石島 山東鈞富国際物流有限公司
 石島分公司
  石島海港路 19 号華東船舶代理 3楼
○青島 青島関光国際物流有限公司
  青島市香港中路 36号
  新世界数碼港招銀大廈 1209 室
○大連 萬嘉集運物流有限公司
  大連市中山区人民路 23号
  虹源大廈 906 室

◆ 各種問合わせ
青島関光国際物流有限公司
 青島市香港中路 36号
 新世界数碼港招銀大廈 1209 室
 TEL： 0532-8573-2033
 E-MAIL： qd_kanko@bdchina.com

中国側
◆ 貨物搬入先
下関市営細江 3号 B上屋
（NACCS CODE：6NK41）
 山口県下関市細江新町 4丁目 3番
 ※貨物送り状に「中国向け T/S 貨物」と記載希望

◆ 貨物搬入締め切り：出港日 12:00 まで
  　　 （LCL、FCL 共通）

◆ BOOKING 書類受付
関光汽船株式会社
 山口県下関市竹崎町 4丁目 6番 8号
 TEL： 083-234-5100
 E-MAIL： tsbooking@shk.kankokisen.co.jp 

◆ 書類締め切り：出港前日 16:00 まで
  （月曜出港時は金曜 16:00）

日本側

【連絡先】

関光ロジスティクス韓国株式会社
 TEL：82-2-3276-3207 ／ FAX：82-2-3276-3208
 ソウル特別市鍾路区セムナン路 92 新門路 1街
 光化門OFFICIA 1124-1126 号

青島関光国際物流有限公司
 TEL：86-532-85732033 ／ FAX：86-532-85733389
 青島市香港中路 36 号 新世界数碼港招銀大廈 1209 室

海外拠点

関光汽船株式会社
　・下関本社 国際営業部 国際営業課
 TEL：083-234-1855 ／ FAX：083-228-6925
 〒750-0025 山口県下関市竹崎町 4-6-8
　・東京支店 国際営業課
 TEL：03-6661-7103 ／ FAX：03-6661-7763
 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 4-1 伊場仙ビル 6F
　・大阪支店 国際営業課
 TEL：06-6343-1924 ／ FAX：06-6344-2819
 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第 3ビル 23F

国内拠点

【営業窓口】

FCL サービス
( 石島 Ferry) 下関→石島

下関出港 釜山入港 群山出港 石島入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
水曜日 木曜日 金曜日
土曜日 日曜日 月曜日

19:45 08:00 18:00 08:30
時
間

37

LCL&FCL サービス
( 威東 Ferry) 下関→青島

下関出港 釜山入港 仁川出港 青島入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
水曜日 木曜日 金曜日
金曜日 土曜日 日曜日

19:45 08:00 18:00 08:30
時
間

37

② 石島向けFCL（月・水・土）週３便サービス

LCL&FCL サービス 下関→大連

下関出港 釜山入港 仁川出港 大連入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
水曜日 木曜日 金曜日
金曜日※ 土曜日 日曜日

19:45 08:00 17:00 08:00
時
間

36

※金  … LCL&FCL 受け

③大連向けLCL&FCL（月・水・金）週３便サービス

① 青島向けLCL&FCL（月・水・金）週３便サービス

【輸送ルート】

WestBound 情報（日本⇒中国）

◆ 到着確認、D/O 交換
関光汽船株式会社
 山口県下関市竹崎町 4丁目 6番 8号
 TEL： 083-228-2200 / 234-5385
 E-MAIL： import-agent@shk.kankokisen.co.jp

日本側
◆ 各種問合わせ
関光ロジスティクス韓国株式会社
 ソウル特別市鐘路区セムナン路 92
 新門路 1街 光化門OFFICIA 1124-1126 号
 TEL： 02-3276-3207
 FAX： 02-3276-3208
 E-Mail：    kankokorea@kankokorea.com

韓国側
◆ 貨物搬入先
○石島　石島国際航運有限公司
　　　　 山東省栄成市石島海港路 19号

○青島　青島中外運集装箱有限公司
　　　　 青島市 8号埠頭港華路 3号

◆ 貨物搬入締め切り：出港日 12:00 まで
  　　 （LCL、FCL 共通）

◆ BOOKING 書類受付
青島関光国際物流有限公司
 青島市香港中路 36号
 新世界数碼港招銀大廈 1209 室
 TEL： 0532-8573-2033
 E-MAIL： qd_kanko@bdchina.com

◆ 書類締め切り：出港日 09:00 まで

中国側

【連絡先】

関光ロジスティクス韓国株式会社
 TEL：82-2-3276-3207 ／ FAX：82-2-3276-3208
 ソウル特別市鍾路区セムナン路 92 新門路 1街
 光化門OFFICIA 1124-1126 号

青島関光国際物流有限公司
 TEL：86-532-85732033 ／ FAX：86-532-85733389
 青島市香港中路 36 号 新世界数碼港招銀大廈 1209 室

海外拠点

関光汽船株式会社
　・下関本社 国際営業部 国際営業課
 TEL：083-234-1855 ／ FAX：083-228-6925
 〒750-0025 山口県下関市竹崎町 4-6-8
　・東京支店 国際営業課
 TEL：03-6661-7103 ／ FAX：03-6661-7763
 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 4-1 伊場仙ビル 6F
　・大阪支店 国際営業課
 TEL：06-6343-1924 ／ FAX：06-6344-2819
 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第 3ビル 23F

国内拠点

【営業窓口】

LCL&FCL サービス
( 石島 Ferry) 石島→下関

石島出港 群山入港 釜山出港 下関入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
火曜日※ 水曜日 木曜日
水曜日 木曜日 金曜日

4 木曜日※ 金曜日 土曜日
5 土曜日 日曜日 月曜日
6 日曜日※ 月曜日 火曜日

18:00 08:30 21:00 07:45

時
間

38

※2018.4.16 増便（週３便⇒週６便）

※火・木・日は FCL 対応

② 石島発（月・火・水・木・土・日）週６便サービス

LCL&FCL サービス
( 威東 Ferry) 青島→下関

青島出港 仁川入港 釜山出港 下関入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
水曜日 木曜日 金曜日
金曜日 土曜日 日曜日

17:30 11:00 21:00 07:45
時
間

38

① 青島発（月・水・金）週３便サービス

【輸送ルート】

EastBound 情報（中国⇒日本）

2019.9

キーワードは、「速い」・「便利」・「確実」です。

山東省⇔下関 TransShipment サービス



◆ 各種問合わせ
関光ロジスティクス韓国株式会社
 ソウル特別市鐘路区セムナン路 92
 新門路 1街 光化門OFFICIA 1124-1126 号
 TEL： 02-3276-3207
 FAX： 02-3276-3208
 E-Mail：    kankokorea@kankokorea.com

韓国側
◆ D/O 交換
○石島 山東鈞富国際物流有限公司
 石島分公司
  石島海港路 19 号華東船舶代理 3楼
○青島 青島関光国際物流有限公司
  青島市香港中路 36号
  新世界数碼港招銀大廈 1209 室
○大連 萬嘉集運物流有限公司
  大連市中山区人民路 23号
  虹源大廈 906 室

◆ 各種問合わせ
青島関光国際物流有限公司
 青島市香港中路 36号
 新世界数碼港招銀大廈 1209 室
 TEL： 0532-8573-2033
 E-MAIL： qd_kanko@bdchina.com

中国側
◆ 貨物搬入先
下関市営細江 3号 B上屋
（NACCS CODE：6NK41）
 山口県下関市細江新町 4丁目 3番
 ※貨物送り状に「中国向け T/S 貨物」と記載希望

◆ 貨物搬入締め切り：出港日 12:00 まで
  　　 （LCL、FCL 共通）

◆ BOOKING 書類受付
関光汽船株式会社
 山口県下関市竹崎町 4丁目 6番 8号
 TEL： 083-234-5100
 E-MAIL： tsbooking@shk.kankokisen.co.jp 

◆ 書類締め切り：出港前日 16:00 まで
  （月曜出港時は金曜 16:00）

日本側

【連絡先】

関光ロジスティクス韓国株式会社
 TEL：82-2-3276-3207 ／ FAX：82-2-3276-3208
 ソウル特別市鍾路区セムナン路 92 新門路 1街
 光化門OFFICIA 1124-1126 号

青島関光国際物流有限公司
 TEL：86-532-85732033 ／ FAX：86-532-85733389
 青島市香港中路 36 号 新世界数碼港招銀大廈 1209 室

海外拠点

関光汽船株式会社
　・下関本社 国際営業部 国際営業課
 TEL：083-234-1855 ／ FAX：083-228-6925
 〒750-0025 山口県下関市竹崎町 4-6-8
　・東京支店 国際営業課
 TEL：03-6661-7103 ／ FAX：03-6661-7763
 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 4-1 伊場仙ビル 6F
　・大阪支店 国際営業課
 TEL：06-6343-1924 ／ FAX：06-6344-2819
 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第 3ビル 23F

国内拠点

【営業窓口】

FCL サービス
( 石島 Ferry) 下関→石島

下関出港 釜山入港 群山出港 石島入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
水曜日 木曜日 金曜日
土曜日 日曜日 月曜日

19:45 08:00 18:00 08:30
時
間

37

LCL&FCL サービス
( 威東 Ferry) 下関→青島

下関出港 釜山入港 仁川出港 青島入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
水曜日 木曜日 金曜日
金曜日 土曜日 日曜日

19:45 08:00 18:00 08:30
時
間

37

② 石島向けFCL（月・水・土）週３便サービス

LCL&FCL サービス 下関→大連

下関出港 釜山入港 仁川出港 大連入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
水曜日 木曜日 金曜日
金曜日※ 土曜日 日曜日

19:45 08:00 17:00 08:00
時
間

36

※金  … LCL&FCL 受け

③大連向けLCL&FCL（月・水・金）週３便サービス

① 青島向けLCL&FCL（月・水・金）週３便サービス

【輸送ルート】

WestBound 情報（日本⇒中国）

◆ 到着確認、D/O 交換
関光汽船株式会社
 山口県下関市竹崎町 4丁目 6番 8号
 TEL： 083-228-2200 / 234-5385
 E-MAIL： import-agent@shk.kankokisen.co.jp

日本側
◆ 各種問合わせ
関光ロジスティクス韓国株式会社
 ソウル特別市鐘路区セムナン路 92
 新門路 1街 光化門OFFICIA 1124-1126 号
 TEL： 02-3276-3207
 FAX： 02-3276-3208
 E-Mail：    kankokorea@kankokorea.com

韓国側
◆ 貨物搬入先
○石島　石島国際航運有限公司
　　　　 山東省栄成市石島海港路 19号

○青島　青島中外運集装箱有限公司
　　　　 青島市 8号埠頭港華路 3号

◆ 貨物搬入締め切り：出港日 12:00 まで
  　　 （LCL、FCL 共通）

◆ BOOKING 書類受付
青島関光国際物流有限公司
 青島市香港中路 36号
 新世界数碼港招銀大廈 1209 室
 TEL： 0532-8573-2033
 E-MAIL： qd_kanko@bdchina.com

◆ 書類締め切り：出港日 09:00 まで

中国側

【連絡先】

関光ロジスティクス韓国株式会社
 TEL：82-2-3276-3207 ／ FAX：82-2-3276-3208
 ソウル特別市鍾路区セムナン路 92 新門路 1街
 光化門OFFICIA 1124-1126 号

青島関光国際物流有限公司
 TEL：86-532-85732033 ／ FAX：86-532-85733389
 青島市香港中路 36 号 新世界数碼港招銀大廈 1209 室

海外拠点

関光汽船株式会社
　・下関本社 国際営業部 国際営業課
 TEL：083-234-1855 ／ FAX：083-228-6925
 〒750-0025 山口県下関市竹崎町 4-6-8
　・東京支店 国際営業課
 TEL：03-6661-7103 ／ FAX：03-6661-7763
 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 4-1 伊場仙ビル 6F
　・大阪支店 国際営業課
 TEL：06-6343-1924 ／ FAX：06-6344-2819
 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第 3ビル 23F

国内拠点

【営業窓口】

LCL&FCL サービス
( 石島 Ferry) 石島→下関

石島出港 群山入港 釜山出港 下関入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
火曜日※ 水曜日 木曜日
水曜日 木曜日 金曜日

4 木曜日※ 金曜日 土曜日
5 土曜日 日曜日 月曜日
6 日曜日※ 月曜日 火曜日

18:00 08:30 21:00 07:45

時
間

38

※2018.4.16 増便（週３便⇒週６便）

※火・木・日は FCL 対応

② 石島発（月・火・水・木・土・日）週６便サービス

LCL&FCL サービス
( 威東 Ferry) 青島→下関

青島出港 仁川入港 釜山出港 下関入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
水曜日 木曜日 金曜日
金曜日 土曜日 日曜日

17:30 11:00 21:00 07:45
時
間

38

① 青島発（月・水・金）週３便サービス

【輸送ルート】

EastBound 情報（中国⇒日本）

”経 済 性 ”” 利 便 性 ”

” 高 品 質 ”” スピード ”

・ 日中韓において関光グループによる自社フォワーデング体制での低価格実現・  E/B、W/B ともに週 9便を設定。お客様のジャストインタイムに対応します。
・大連、天津、広州からの引取りも可能です。

・ フェリー利用による貨物に優しい輸送モード
・ UTOPIA での約 20 年に渡る対山東省物流の経験値
・関光グループ一貫輸送により貨物動静等、情報伝達が迅速且つ正確

・ フェリー to フェリーによる航空便にも劣らないリードタイム
・ 下関港は年中無休、即日通関体制
・貨物搬入は出港日当日 CUT（E/B、W/B）

500km

1,000km

下関下関

東京東京

名古屋名古屋大阪大阪

石島
(Shidao)
石島
(Shidao)

群山群山 釜山釜山

蘇州・太倉
(Taicang)

蘇州・太倉
(Taicang)

広州
(Guangzhou)
広州
(Guangzhou)

青島
(Qingdao)
青島
(Qingdao)

仁川仁川
天津
(Tianjin)
天津
(Tianjin)

大連
(Dalian)
大連
(Dalian)

は  ま  ゆ  う
HAMAYUU

山東省⇔下関 TransShipment サービス

2019.9

キーワードは、「速い」・「便利」・「確実」です。

山東省⇔下関 TransShipment サービス



◆ 各種問合わせ
関光ロジスティクス韓国株式会社
 ソウル特別市鐘路区セムナン路 92
 新門路 1街 光化門OFFICIA 1124-1126 号
 TEL： 02-3276-3207
 FAX： 02-3276-3208
 E-Mail：    kankokorea@kankokorea.com

韓国側
◆ D/O 交換
○石島 山東鈞富国際物流有限公司
 石島分公司
  石島海港路 19 号華東船舶代理 3楼
○青島 青島関光国際物流有限公司
  青島市香港中路 36号
  新世界数碼港招銀大廈 1209 室
○大連 萬嘉集運物流有限公司
  大連市中山区人民路 23号
  虹源大廈 906 室

◆ 各種問合わせ
青島関光国際物流有限公司
 青島市香港中路 36号
 新世界数碼港招銀大廈 1209 室
 TEL： 0532-8573-2033
 E-MAIL： qd_kanko@bdchina.com

中国側
◆ 貨物搬入先
下関市営細江 3号 B上屋
（NACCS CODE：6NK41）
 山口県下関市細江新町 4丁目 3番
 ※貨物送り状に「中国向け T/S 貨物」と記載希望

◆ 貨物搬入締め切り：出港日 12:00 まで
  　　 （LCL、FCL 共通）

◆ BOOKING 書類受付
関光汽船株式会社
 山口県下関市竹崎町 4丁目 6番 8号
 TEL： 083-234-5100
 E-MAIL： tsbooking@shk.kankokisen.co.jp 

◆ 書類締め切り：出港前日 16:00 まで
  （月曜出港時は金曜 16:00）

日本側

【連絡先】

関光ロジスティクス韓国株式会社
 TEL：82-2-3276-3207 ／ FAX：82-2-3276-3208
 ソウル特別市鍾路区セムナン路 92 新門路 1街
 光化門OFFICIA 1124-1126 号

青島関光国際物流有限公司
 TEL：86-532-85732033 ／ FAX：86-532-85733389
 青島市香港中路 36 号 新世界数碼港招銀大廈 1209 室

海外拠点

関光汽船株式会社
　・下関本社 国際営業部 国際営業課
 TEL：083-234-1855 ／ FAX：083-228-6925
 〒750-0025 山口県下関市竹崎町 4-6-8
　・東京支店 国際営業課
 TEL：03-6661-7103 ／ FAX：03-6661-7763
 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 4-1 伊場仙ビル 6F
　・大阪支店 国際営業課
 TEL：06-6343-1924 ／ FAX：06-6344-2819
 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第 3ビル 23F

国内拠点

【営業窓口】

FCL サービス
( 石島 Ferry) 下関→石島

下関出港 釜山入港 群山出港 石島入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
水曜日 木曜日 金曜日
土曜日 日曜日 月曜日

19:45 08:00 18:00 08:30
時
間

37

LCL&FCL サービス
( 威東 Ferry) 下関→青島

下関出港 釜山入港 仁川出港 青島入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
水曜日 木曜日 金曜日
金曜日 土曜日 日曜日

19:45 08:00 18:00 08:30
時
間

37

② 石島向けFCL（月・水・土）週３便サービス

LCL&FCL サービス 下関→大連

下関出港 釜山入港 仁川出港 大連入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
水曜日 木曜日 金曜日
金曜日※ 土曜日 日曜日

19:45 08:00 17:00 08:00
時
間

36

※金  … LCL&FCL 受け

③大連向けLCL&FCL（月・水・金）週３便サービス

① 青島向けLCL&FCL（月・水・金）週３便サービス

【輸送ルート】

WestBound 情報（日本⇒中国）

◆ 到着確認、D/O 交換
関光汽船株式会社
 山口県下関市竹崎町 4丁目 6番 8号
 TEL： 083-228-2200 / 234-5385
 E-MAIL： import-agent@shk.kankokisen.co.jp

日本側
◆ 各種問合わせ
関光ロジスティクス韓国株式会社
 ソウル特別市鐘路区セムナン路 92
 新門路 1街 光化門OFFICIA 1124-1126 号
 TEL： 02-3276-3207
 FAX： 02-3276-3208
 E-Mail：    kankokorea@kankokorea.com

韓国側
◆ 貨物搬入先
○石島　石島国際航運有限公司
　　　　 山東省栄成市石島海港路 19号

○青島　青島中外運集装箱有限公司
　　　　 青島市 8号埠頭港華路 3号

◆ 貨物搬入締め切り：出港日 12:00 まで
  　　 （LCL、FCL 共通）

◆ BOOKING 書類受付
青島関光国際物流有限公司
 青島市香港中路 36号
 新世界数碼港招銀大廈 1209 室
 TEL： 0532-8573-2033
 E-MAIL： qd_kanko@bdchina.com

◆ 書類締め切り：出港日 09:00 まで

中国側

【連絡先】

関光ロジスティクス韓国株式会社
 TEL：82-2-3276-3207 ／ FAX：82-2-3276-3208
 ソウル特別市鍾路区セムナン路 92 新門路 1街
 光化門OFFICIA 1124-1126 号

青島関光国際物流有限公司
 TEL：86-532-85732033 ／ FAX：86-532-85733389
 青島市香港中路 36 号 新世界数碼港招銀大廈 1209 室

海外拠点

関光汽船株式会社
　・下関本社 国際営業部 国際営業課
 TEL：083-234-1855 ／ FAX：083-228-6925
 〒750-0025 山口県下関市竹崎町 4-6-8
　・東京支店 国際営業課
 TEL：03-6661-7103 ／ FAX：03-6661-7763
 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 4-1 伊場仙ビル 6F
　・大阪支店 国際営業課
 TEL：06-6343-1924 ／ FAX：06-6344-2819
 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第 3ビル 23F

国内拠点

【営業窓口】

LCL&FCL サービス
( 石島 Ferry) 石島→下関

石島出港 群山入港 釜山出港 下関入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
火曜日※ 水曜日 木曜日
水曜日 木曜日 金曜日

4 木曜日※ 金曜日 土曜日
5 土曜日 日曜日 月曜日
6 日曜日※ 月曜日 火曜日

18:00 08:30 21:00 07:45

時
間

38

※2018.4.16 増便（週３便⇒週６便）

※火・木・日は FCL 対応

② 石島発（月・火・水・木・土・日）週６便サービス

LCL&FCL サービス
( 威東 Ferry) 青島→下関

青島出港 仁川入港 釜山出港 下関入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
水曜日 木曜日 金曜日
金曜日 土曜日 日曜日

17:30 11:00 21:00 07:45
時
間

38

① 青島発（月・水・金）週３便サービス

【輸送ルート】

EastBound 情報（中国⇒日本）

”経 済 性 ”” 利 便 性 ”

” 高 品 質 ”” スピード ”

・ 日中韓において関光グループによる自社フォワーデング体制での低価格実現・  E/B、W/B ともに週 9便を設定。お客様のジャストインタイムに対応します。
・大連、天津、広州からの引取りも可能です。

・ フェリー利用による貨物に優しい輸送モード
・ UTOPIA での約 20 年に渡る対山東省物流の経験値
・関光グループ一貫輸送により貨物動静等、情報伝達が迅速且つ正確

・ フェリー to フェリーによる航空便にも劣らないリードタイム
・ 下関港は年中無休、即日通関体制
・貨物搬入は出港日当日 CUT（E/B、W/B）

500km

1,000km

下関下関

東京東京

名古屋名古屋大阪大阪

石島
(Shidao)
石島
(Shidao)

群山群山 釜山釜山

蘇州・太倉
(Taicang)

蘇州・太倉
(Taicang)

広州
(Guangzhou)
広州
(Guangzhou)

青島
(Qingdao)
青島
(Qingdao)

仁川仁川
天津
(Tianjin)
天津
(Tianjin)

大連
(Dalian)
大連
(Dalian)

は  ま  ゆ  う
HAMAYUU

山東省⇔下関 TransShipment サービス

2019.9

キーワードは、「速い」・「便利」・「確実」です。

山東省⇔下関 TransShipment サービス



◆ 各種問合わせ
関光ロジスティクス韓国株式会社
 ソウル特別市鐘路区セムナン路 92
 新門路 1街 光化門OFFICIA 1124-1126 号
 TEL： 02-3276-3207
 FAX： 02-3276-3208
 E-Mail：    kankokorea@kankokorea.com

韓国側
◆ D/O 交換
○石島 山東鈞富国際物流有限公司
 石島分公司
  石島海港路 19 号華東船舶代理 3楼
○青島 青島関光国際物流有限公司
  青島市香港中路 36号
  新世界数碼港招銀大廈 1209 室
○大連 萬嘉集運物流有限公司
  大連市中山区人民路 23号
  虹源大廈 906 室

◆ 各種問合わせ
青島関光国際物流有限公司
 青島市香港中路 36号
 新世界数碼港招銀大廈 1209 室
 TEL： 0532-8573-2033
 E-MAIL： qd_kanko@bdchina.com

中国側
◆ 貨物搬入先
下関市営細江 3号 B上屋
（NACCS CODE：6NK41）
 山口県下関市細江新町 4丁目 3番
 ※貨物送り状に「中国向け T/S 貨物」と記載希望

◆ 貨物搬入締め切り：出港日 12:00 まで
  　　 （LCL、FCL 共通）

◆ BOOKING 書類受付
関光汽船株式会社
 山口県下関市竹崎町 4丁目 6番 8号
 TEL： 083-234-5100
 E-MAIL： tsbooking@shk.kankokisen.co.jp 

◆ 書類締め切り：出港前日 16:00 まで
  （月曜出港時は金曜 16:00）

日本側

【連絡先】

関光ロジスティクス韓国株式会社
 TEL：82-2-3276-3207 ／ FAX：82-2-3276-3208
 ソウル特別市鍾路区セムナン路 92 新門路 1街
 光化門OFFICIA 1124-1126 号

青島関光国際物流有限公司
 TEL：86-532-85732033 ／ FAX：86-532-85733389
 青島市香港中路 36 号 新世界数碼港招銀大廈 1209 室

海外拠点

関光汽船株式会社
　・下関本社 国際営業部 国際営業課
 TEL：083-234-1855 ／ FAX：083-228-6925
 〒750-0025 山口県下関市竹崎町 4-6-8
　・東京支店 国際営業課
 TEL：03-6661-7103 ／ FAX：03-6661-7763
 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 4-1 伊場仙ビル 6F
　・大阪支店 国際営業課
 TEL：06-6343-1924 ／ FAX：06-6344-2819
 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第 3ビル 23F

国内拠点

【営業窓口】

FCL サービス
( 石島 Ferry) 下関→石島

下関出港 釜山入港 群山出港 石島入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
水曜日 木曜日 金曜日
土曜日 日曜日 月曜日

19:45 08:00 18:00 08:30
時
間

37

LCL&FCL サービス
( 威東 Ferry) 下関→青島

下関出港 釜山入港 仁川出港 青島入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
水曜日 木曜日 金曜日
金曜日 土曜日 日曜日

19:45 08:00 18:00 08:30
時
間

37

② 石島向けFCL（月・水・土）週３便サービス

LCL&FCL サービス 下関→大連

下関出港 釜山入港 仁川出港 大連入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
水曜日 木曜日 金曜日
金曜日※ 土曜日 日曜日

19:45 08:00 17:00 08:00
時
間

36

※金  … LCL&FCL 受け

③大連向けLCL&FCL（月・水・金）週３便サービス

① 青島向けLCL&FCL（月・水・金）週３便サービス

【輸送ルート】

WestBound 情報（日本⇒中国）

◆ 到着確認、D/O 交換
関光汽船株式会社
 山口県下関市竹崎町 4丁目 6番 8号
 TEL： 083-228-2200 / 234-5385
 E-MAIL： import-agent@shk.kankokisen.co.jp

日本側
◆ 各種問合わせ
関光ロジスティクス韓国株式会社
 ソウル特別市鐘路区セムナン路 92
 新門路 1街 光化門OFFICIA 1124-1126 号
 TEL： 02-3276-3207
 FAX： 02-3276-3208
 E-Mail：    kankokorea@kankokorea.com

韓国側
◆ 貨物搬入先
○石島　石島国際航運有限公司
　　　　 山東省栄成市石島海港路 19号

○青島　青島中外運集装箱有限公司
　　　　 青島市 8号埠頭港華路 3号

◆ 貨物搬入締め切り：出港日 12:00 まで
  　　 （LCL、FCL 共通）

◆ BOOKING 書類受付
青島関光国際物流有限公司
 青島市香港中路 36号
 新世界数碼港招銀大廈 1209 室
 TEL： 0532-8573-2033
 E-MAIL： qd_kanko@bdchina.com

◆ 書類締め切り：出港日 09:00 まで

中国側

【連絡先】

関光ロジスティクス韓国株式会社
 TEL：82-2-3276-3207 ／ FAX：82-2-3276-3208
 ソウル特別市鍾路区セムナン路 92 新門路 1街
 光化門OFFICIA 1124-1126 号

青島関光国際物流有限公司
 TEL：86-532-85732033 ／ FAX：86-532-85733389
 青島市香港中路 36 号 新世界数碼港招銀大廈 1209 室

海外拠点

関光汽船株式会社
　・下関本社 国際営業部 国際営業課
 TEL：083-234-1855 ／ FAX：083-228-6925
 〒750-0025 山口県下関市竹崎町 4-6-8
　・東京支店 国際営業課
 TEL：03-6661-7103 ／ FAX：03-6661-7763
 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 4-1 伊場仙ビル 6F
　・大阪支店 国際営業課
 TEL：06-6343-1924 ／ FAX：06-6344-2819
 〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第 3ビル 23F

国内拠点

【営業窓口】

LCL&FCL サービス
( 石島 Ferry) 石島→下関

石島出港 群山入港 釜山出港 下関入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
火曜日※ 水曜日 木曜日
水曜日 木曜日 金曜日

4 木曜日※ 金曜日 土曜日
5 土曜日 日曜日 月曜日
6 日曜日※ 月曜日 火曜日

18:00 08:30 21:00 07:45

時
間

38

※2018.4.16 増便（週３便⇒週６便）

※火・木・日は FCL 対応

② 石島発（月・火・水・木・土・日）週６便サービス

LCL&FCL サービス
( 威東 Ferry) 青島→下関

青島出港 仁川入港 釜山出港 下関入港

月曜日1
2
3

火曜日 水曜日
水曜日 木曜日 金曜日
金曜日 土曜日 日曜日

17:30 11:00 21:00 07:45
時
間

38

① 青島発（月・水・金）週３便サービス

【輸送ルート】

EastBound 情報（中国⇒日本）

”経 済 性 ”” 利 便 性 ”

” 高 品 質 ”” スピード ”

・ 日中韓において関光グループによる自社フォワーデング体制での低価格実現・  E/B、W/B ともに週 9便を設定。お客様のジャストインタイムに対応します。
・大連、天津、広州からの引取りも可能です。

・ フェリー利用による貨物に優しい輸送モード
・ UTOPIA での約 20 年に渡る対山東省物流の経験値
・関光グループ一貫輸送により貨物動静等、情報伝達が迅速且つ正確

・ フェリー to フェリーによる航空便にも劣らないリードタイム
・ 下関港は年中無休、即日通関体制
・貨物搬入は出港日当日 CUT（E/B、W/B）

500km

1,000km

下関下関

東京東京

名古屋名古屋大阪大阪

石島
(Shidao)
石島
(Shidao)

群山群山 釜山釜山

蘇州・太倉
(Taicang)

蘇州・太倉
(Taicang)

広州
(Guangzhou)
広州
(Guangzhou)

青島
(Qingdao)
青島
(Qingdao)

仁川仁川
天津
(Tianjin)
天津
(Tianjin)

大連
(Dalian)
大連
(Dalian)

は  ま  ゆ  う
HAMAYUU

山東省⇔下関 TransShipment サービス

2019.9

キーワードは、「速い」・「便利」・「確実」です。

山東省⇔下関 TransShipment サービス


