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東海協和株式会社
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名古屋港におけるお客様の物流基地として、

国内・国際輸送をはじめとした

多様なサービスをご提供しています。

introduction

東海協和株式会社は、国際物流、国内物流、名古屋港におけるコンテナ保管、

港湾施設における貨物の積卸しなどの各種港湾作業といったサービスの提供を通し、

お客様の物流における課題解決に挑む企業です。

「海外から安全・確実に貨物を運びたい」「国内から世界各国に貨物を輸出したい」

「国内外を問わず、陸海の輸送ルートを一貫してプロデュースしてほしい」など、

お客様のあらゆるご要望に、豊富な経験とノウハウを駆使してお応えしています。

国際物流

豊富な国際ネットワークを駆使し、
国際複合一貫輸送をご提案します。

国内物流

【名古屋港発着】北海道航路・
沖縄航路を活用した「海陸一貫輸送」。

コンテナ保管

海陸複合一貫輸送のスペシャリスト

名古屋港の主要ターミナルから
ほど近い好立地の多機能施設。

港湾物流

名古屋港の多様な物流機能を駆使し、
安全・迅速・正確に海・陸輸送を支えます。

お客様からお預かりした貨物を国内・国外問わず、世界中の国・地域へ「Door to Door」でお届けします。東海協和の特徴は、
海陸のあらゆる輸送手段をお客様の課題ごとに取捨選択し、複合一貫輸送のソリューションを提供できることです。名古屋から
沖縄や北海道へ。名古屋港から世界中のご指定地域へ。海陸の輸送手段を総合プロデュースします。

TOKAI KYOWA CO.,LTD.
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バンプール業務
倉庫業務

船内荷役業務

コンテナ
ターミナル業務

国内物流 国際物流
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国際物流

お客様の工場などご指定場所での集荷から、保税

倉庫での貨物の保管、通関業務、コンテナ船による

海外輸送、現地の港からご指定場所への陸送ま

で。「Door to  Door」のサービスをご提供していま

す。どんな貨物を、世界のどの場所に、いつまでに

運びたいのか。お客様の課題に最適のソリュー

ションをご提案します。

世界中の国と地域を結ぶデリバリーネットワークを保有。
お客様に Door  t o  Doo r のサービスをご提供しています。 国内物流 【名古屋港発着】北海道航路・沖縄航路を活用した「海陸一貫輸送」。

日本全国に行き届く物流ネットワークでお客様の物流を最適化します。

ものづくりに欠かせない鋼材（インゴット、丸鋼、鋼板、長尺物）な
どの重量物。粉体・流体。石材、木材などの建築資材。食品関連
の原材料、日用雑貨など。お客様が運びたいものを安全・正確に
届けるための輸送手段をご提案します。

●　あらゆる貨物の取り扱いが可能です

お客様の工場や倉庫など、指定場所での集荷から承っていま
す。段ボール単位の小口から、重量物や長尺物まで可能です。
工場の設備類など大型機械は、指定場所からの引き出しからト
ラックへの積み込みまで対応。

●　貨物の集荷からお任せください

貨物の安全・正確な国際輸送を実現するために、ニーズに合わ
せた輸出貨物の梱包サービスをご提供しています。貨物の形状
を考慮し、輸出相手国の法令に則った梱包材を使用するなど、
荷物を運ぶためのノウハウの蓄積があります。

●　梱包作業、流通加工サービスのご提供

フォークリフトや専用荷役機器を使用し、集荷した貨物のコンテ
ナへの積み込み作業を行います。コンテナ詰め作業のほか、仕
分け、パレッタイズ作業などの付帯作業も可能です。

●　倉庫作業（輸出・輸入）

輸出・輸入された貨物は港湾施設内の保税地域に搬入後、輸
出・輸入申告を行ないます。当社では専門知識を持ち、かつ経験
豊富な通関士が通関業務を行い、安全・正確な輸出・輸入業務
をご提供しています。

●　通関（輸出・輸入）

海上輸送の主流であるコンテナ船だけでなく、重量物や特殊貨
物を運ぶ在来型貨物船やRO／RO船などを使い分け、お客様
の貨物を安全・正確に世界各地へお届けします。

●　国際輸送

貨物が港に到着した後は、トラックによる小口混載便での配送
や、チャーター便での配送によりご指定の場所まで貨物をお届け
します。工場の設備類など大型機械は、指定場所への据え付け
まで担当します。

●　港に到着後、ご指定場所まで配送します

2020年4月にタイ駐在員事務所を開設しました。日本とタイ間
の輸出・輸入業務はもちろん、現地からASEAN各国への輸送
まで強固なネットワークを活用した安全・正確な輸送サービスをご
提供します。

●　タイ駐在員事務所を活用した三国間貿易

【Breadth｜広範囲性】北海道から沖縄まで日本全国の輸送をカバーしています。

【Variety｜多様性】あらゆる貨物をご指定の場所までお届けします。

【Consistency｜一貫性】輸送手段の一元管理で一貫したサービスをご提供します。

【Certainty｜確実性】物流の効率化とコスト低減を実現します。

●　「海陸一貫輸送」のメリット

【沖縄向け輸送】毎週金曜日出港の定期船により、小口（混載商品）から大口（10・12・20フィート
コンテナ及び20トントレーラーを輸送機材とする）貨物まで多様な貨物に対応しています。

【北海道向け輸送】名古屋港発着のRO／RO船によるトレーラー輸送。名古屋港発～東京～仙台
～苫小牧～釧路の寄港地ごとに、集荷、船積み～配送までの一貫輸送サービスをご提供します。

●　名古屋港発着の沖縄便、北海道便で幅広いサービスをご提供

自然災害など緊急時のリスクヘッジに、海上・陸送など複数の手段を複合的に提供可能な当社の物
流サービスが寄与します。また、環境問題への取り組みに対しても海上輸送は効果的な手段です。二
酸化炭素の排出量が少ない海上輸送は「地球にやさしい輸送手段」として注目されています。さらに、
物流業界におけるトラックドライバーの人手不足という経営課題においても、物流ネットワークに海上
輸送を組み込むことにより、物流現場の負担軽減に貢献します。

●　BCP、環境問題、トラックドライバー不足などに貢献

集荷 梱包

輸出通関

輸入通関

輸出倉庫作業

海上輸送

輸入倉庫作業流通加工配送

TOKAI KYOWA CO.,LTD.

荷
主
様

お
届
け
先

集荷
（陸上輸送）

積み込み 本船作業 海上輸送 配送
（陸上輸送）

集荷

積み込み

本船作業

海上輸送

配送

International  Logistics Domestic  logistics

お客様のご依頼を受け、速やかな車両手配のもと
一個単位から貨物を集荷します。

集荷後、船に積み込む準備をします。
貨物の検品、コンテナへの積み込み、
出航に備えた貨物の保管、書類作成業務など
すべての手続きを担います。

保管した貨物を船内に積み込みます。
確かな管理体制のもとで効率的な
本船作業を行なっています。

定期便の利用により安定したスケジュールでの
海上輸送が可能です。

港に到着後の配送業務も行います。
一貫した物流サービスをご提供しています。
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海上輸送と陸上輸送の接点となるコンテナターミナ

ルでのコンテナの積卸し作業をはじめ、名古屋港を

起点にした物流に欠かせない業務を正確に行なうこ

とで、お客様の物流をサポートしています。

【輸入／実入りコンテナの保管】コンテナヤードでの長期保管が発生し超過保管料が発生してしまう
場合は当社にご相談ください。当社では、バンプール内において実入り専用トップリフターを所有し、
実入りコンテナの保管・ハンドリングサービスを行なっています。
【輸出／空・実入りコンテナの保管】輸出前の空・実入りコンテナの保管場所にお困りでしたら当社
にご相談ください。保税蔵置場の機能（NACCS保税コード：5EWG8）を保有しているため、輸出通
関後の貨物が入ったコンテナのお預かりも可能です。

●　コンテナの保管【デマレージコスト（超過保管料）削減】
名古屋港の主要ターミナルにおいて、お客様の貨物を安全・正確
に輸出・輸入できるよう管理しています。輸出に際してはコンテナの
ターミナルへの搬入から出港までの保管、船積みまで。輸入に際し
てはコンテナ船からの貨物の受け取りから、ターミナル内ヤードでの
保管、指定業者への引き渡しまで。最新の情報を管理し輸出入業
務をサポートしています。

●　コンテナターミナル業務

コンテナ船、自動車専用船、在来線など、あらゆる船での貨物の積
卸し作業を担っています。船のタイプごとに貨物の種類、サイズ、形
状が異なるため、状況に応じて適切な作業方法を選択し、安全・正
確な作業を行なっています。

●　船内荷役業務

コンテナのメンテナンス（修理）、保管に関する手配など、海上・陸
上輸送に欠かせないコンテナの管理業務を行なっています。最新
の状態を把握できるよう、履歴データの入力業務及びそれに付随す
る管理を行なっていますので、コンテナが今どこにあるのかご確認い
ただくことが可能です。

●　バンプール

輸入・輸出の際の貨物の一時保管、付随する各種業務を行っていま
す。貨物の特性に応じて入庫から出庫まで適切に管理します。また、
お客様からお預かりした輸出前の貨物の梱包、コンテナへの積込み
や、お客様にお届けする輸入貨物をコンテナから出す作業、開梱作
業なども行なっています。

●　倉庫

輸出入・運搬に欠かせないタンクコンテナの運送、保管、通関、加温、メンテナンスまでの一貫サービ
スをご提供しています。もちろん、お客様のご要望に合わせた個別サービスのご提供も可能です。名
古屋港の各ターミナルにほど近い好立地のバンプールのため、輸出・輸入の際のタンクコンテナの搬
入・搬出作業に最適です。また、各種設備と技術を保有しているため、お客様の貨物を安全・正確に
保管、管理いたします。

●　タンクコンテナの保管、加温、メンテナンス

□土曜日の搬入、搬出も対応します

□長期保管が可能です。
　基本的には保管期間の制限はありません。

□名古屋港の主要ターミナルから
　すぐ近くでアクセス抜群です。

□ターミナルから当社バンプールまでの
　コンテナ配送もご相談ください。

●　サービスの特徴

名古屋港湾地区の主要ターミナルからほど近い好立地

に、官公庁から許可を得た多機能施設を保有しています。

この設備を活用し、お客様の課題を解決するコンテナ保

管サービスをご提供しています。輸入した実入りコンテナ

の一時保管。輸出前の空・実入りコンテナの保管。タンク

コンテナの運送、保管、通関、加温、メンテナンスなど。輸

出入の際のコンテナの扱いにお困りなら、ぜひ一度ご相

談ください。

□保税エリア機能があるため、
　外国貨物の保管も可能です。

□税関検査未許可による一時的な
　外国貨物の保管も可能です。

□コスト面での調整もご相談ください。

設備概要

危険物貯蔵ヤード収納能力：最大224本
●第4類～指定可燃物の貯蔵が可能。但し、引火点は0℃以上（0℃以下はご相談）。
●作業機器：43tトップリフト2台
●高圧ガス貯蔵ヤード収納：お問い合わせください（輸入検査も可能です）

屋外貯蔵所

メンテナンス場

施設場所

スチーム加温：6レーン
移液レーン

作業レーン：5レーン

事業所名：東海協和株式会社 西浜バンプール　住所：愛知県海部郡飛島村西浜28番地

一般取扱所

TOKAI KYOWA CO.,LTD.

コンテナ保管
名古屋港の主要ターミナルからほど近い好立地の多機能施設。
コンテナの保管（輸入／実入り・輸出／空・実入り）、
タンクコンテナの保管、加温、メンテナンス。 港湾物流 名古屋港の多様な物流機能を駆使し、

安全・迅速・正確な海・陸輸送を支えます。

Container storage Port  logistics
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