


平素より弊社に対し、格別なご厚情を賜りお礼申し上げます。
浜田港運株式会社は、1941年11月に設立され、以来輸入木材を
中心とした港湾荷役を展開してきました。
2001年には国際定期コンテナ航路も開設され、一般輸出入貨物
の取り扱いも順調に増加傾向で推移してまいりました。
現在では、在来貨物・コンテナ貨物・プラント貨物等々の幅広
いラインナップで取扱いを行っており、浜田港の発展と共にお
客様のご愛顧に支えられ事業を 展開しております。これから
も浜田港をご利用頂くお客様により良いサービスを提供してま
いりますので、より一層のご愛顧を賜ります様、よろしくお願
い申し上げます。

ご挨拶



明治10年 三菱汽船 日本海航路寄港開始

明治17年 大阪商船 山陰航路寄港開始

明治42年 外国貿易船 通算1,000隻入港

大正 4年 外国貿易船 通算2,000隻入港

大正 5年 アメリカ向け 魚類缶詰 初輸出

昭和21年 中華民国向け 坑木輸出

昭和22年 朝鮮向け 竹材初輸出

昭和32年 重要港湾(港湾法)に指定される

昭和35年 ラワン材初輸入

昭和36年 ソ連船初入港

昭和42年 米材、ニュージーランド材初輸入

昭和43年 セリサイト初輸入

昭和46年 外国貿易船 通算3,000隻入港

昭和49年 パプアニューギニア材初輸入

昭和63年 外国貿易船 通算4,000隻入港

平成元年 中国産ウッドチップ 初輸入

平成 2年 旅客船「ぱしふぃっくびいなす」初入港

平成 4年 インドネシア産合板 初輸入

平成12年 外国貿易船 通算5,000隻入港

平成13年 国際定期コンテナ航路 (ナムスン)開設

平成17年 外国貿易船 通算6,000隻入港

平成18年 RORO船(ロシア向け中古車) 初入港

平成20年 外国貿易船 通算7,000隻入港

平成20年 国際RO-RO航路開設

平成21年 旅客船「飛鳥Ⅱ」初入港

平成27年 インドネシア産PKS 初輸入

平成30年 コンテナ取扱量3,777TEU
平成31年 ガントリークレーン共用開始

(令和元年)   国際定期コンテナ航路(シノコー)開設

コンテナ取扱量4,113TEU
令和 2年 国際定期コンテナ航路(ヒュンガ)開設

コンテナ取扱量4,539TEU（過去最高）

浜田港岸壁

長浜埠頭 １号岸壁 －10m

長浜埠頭 ２号岸壁 － 7.5m

長浜埠頭 ３号岸壁 － 5m

長浜埠頭 ４号岸壁 － 5.5m

福井埠頭 １号岸壁 － 7.5m

福井埠頭 ２号岸壁 － 5.5m

福井埠頭 ３号岸壁 －14m(暫定－12m)

福井埠頭 ４号岸壁 － 8.5m

浜田港倉庫

県営倉庫

長浜 １号上屋 総面積 1,966㎡
長浜 ２号上屋 総面積 1,644㎡
福井 上屋 総面積 1,013㎡
福井 定温倉庫 総面積 379㎡
CFS 総面積 330㎡
くん蒸倉庫 総面積 200㎡ (15㎡×2庫)

自社倉庫

福井倉庫 総面積 1,989㎡
浜田港荷役機械

多目的クレーン 三井造船製 34.1t
(タイヤマウント型ダブルリンク式

引込みクレーン)

ガントリー
クレーン

三井造船製 35.6t
(橋型マントロリー式クレーン)

リーチスタッカ 三菱重工製 荷重45t /5段積可能
(エンジン式フォークリフト)

リーファー電源 210V ×4Plugs×1基、440V ×4Plugs×5基



社 名 浜田港運株式会社

所在地 〒697-0063

島根県浜田市長浜町1785番地7

代表者 代表取締役 佐々木 伸一郎

創 業 1927年(昭和2年)

設 立 1941年(昭和16年) 11月 18日

資本金 30,000,000円

従業員 49名(令和4年 2月現在)

主要営業種目
港湾運送事業 海上運送事業 船舶代理店業
通関業 倉庫業 植物防除業 外国貨物取次業
船用品販売業 通船並びに綱取放業
貨物自動車運送事業 自動車運送取扱事業 その他

主要株主
日本通運株式会社
日新林業株式会社
島根合板株式会社

取引銀行
山陰合同銀行 浜田支店
日本海信用金庫 長浜支店

事業所

本 社
〒697-0063

島根県浜田市長浜町1785番地7
Tel: (0855) 27-0072(代)
Fax: (0855) 27-3409

福井事務所
〒697-0062

島根県浜田市熱田町2135番地1
Tel: (0855) 27-0073(代)
Fax: (0855) 27-0596

沿革

昭和16年11月 浜田海運株式会社として設立
代表取締役に小林藤一郎 就任
海運・回送業を開始

昭和20年 5月 浜田港運株式会社に商号変更
昭和24年10月 代表取締役に宮下又一 就任
昭和45年 4月 通関業の免許取得
平成 元年 4月 代表取締役に宮下義重 就任
平成 2年10月 海運部事務所開設
平成13年 3月 コンテナ取扱いを開始

浜田CFSに事務所開設
平成14年12月 新社屋完成

海運部を本社機能に統合
平成25年 5月 代表取締役に山本洋治 就任
平成28年10月 福井倉庫完成
平成29年 5月 代表取締役に須賀 孝 就任

令和 元年 5月 代表取締役に高浪秀紀 就任
令和 3年 5月 代表取締役に佐々木伸一郎 就任



船舶代理店業務

弊社は、入出港本船(船会社)と諸官庁(税関、入国管理局、海上保安部
等)の間をつなぐ重要な役割(船長業務の補助等)として、許可申請手続

きを代行しています。その他、荷主や商社との間にも立ち、荷積みや
荷卸し等の流通が迅速に行えるよう関係部署と緊密な連携をとり、本
船の入出港、貨物の流通がスムースに行えるよう、パイロットやタグ
ボート、荷役、通関、検疫(本船くん蒸)の手配等を迅速に対応していま
す。

通関業務

1970年４月に通関業の免許を取得して以来、お客様により良いサービ

スを提供してきましたが、近年来コンピューターの導入や税関の
NACCSシステム導入もあり、ネットワークを駆使した情報の収集等や

管理の合理化・スピード化の強化により一層質の高いサービスに努め
ています。輸出入の申告等の手続きは専門的な知識が必要とされます。
お客様に代わり弊社が通関手続きを実施します。お客様に満足して頂
けるよう最大限努力しています。

倉庫業務

島根県より借用している倉庫施設を保税蔵置場としてお客様の大切な
商品を一時お預かりし、迅速、確実な入出庫、適正かつ迅速な通関を
行えるように保管管理を行うため、日々努力しています。整頓された
貨物を熟練したオペレーターによる正確な入出庫作業を提供し、お客
様に安心と信頼をいただけるサービスを提供しています。

荷役業務

輸入貨物である原木、石炭、その他鉱物などのバラ貨物やコンテナ貨
物、輸出入貨物である資源材料や工業製品などは、浜田港の主力取扱
い品目にあたります。それらは、熟練した弊社のオペレーターが操作
する揚貨装置、多目的クレーン、移動式クレーン、リーチスタッカ、
ログローダーなどの機械を駆使して陸揚げや船積みされます。こうし
た船内荷役・沿岸荷役は当社の主力業務で、長年にわたってお客様の
厚い信頼を得ています。

検疫業務

弊社はお客様の依頼により、植物防疫所と動物検疫所、厚生労働省管
轄の検疫所への諸手続きを行い、輸入貨物、輸出貨物の各検査申請立
会い、貨物によっては輸入貨物の消毒を申請・実施をし、お客様の貨
物が円滑に流通するように努力しています。近年ではPQnetworkや
ANIPAS、FAINSなどパソコンから手続きが可能となり、より迅速な
サービスとなっています。



クローラクレーン 2台

コベルコ製

パワーショベル 6台
ミニ油圧ショベル：1台
0.4：1台、0.45：2台
0.5：1台
0.7：1台

ホイールローダー 12台

コマツ、 キャタピラー

ヒタチ、 カワサキ

フォークリフト 14台(軽油)
2.5t: 4台、 3t: 4台
4t:  5台、 6t: 1台

2台(電気)
3.5t: 1台、 3t: 1台

トラックローダー ２台

キャタピラー コンパクトトラックローダー

グラブバケット ８基

福島製作所製

小型船舶 2隻



浜田港 長浜１号上屋 並び 長浜２号上屋

住 所：島根県浜田市長浜町1785-14

総面積 長浜１号上屋 1,966 ㎡
長浜２号上屋 1,644 ㎡

浜田港の県営倉庫

浜田港 福井上屋

住 所：島根県浜田市熱田町2135-1

総面積：1,997 ㎡

浜田港 ＣＦＳ（コンテナフレートステーション）

住 所：島根県浜田市熱田町2135-1

総面積：330 ㎡

浜田港 燻蒸倉庫

住 所：島根県浜田市熱田町2135-1

総面積：200 ㎡



倉庫概要（平成28年10月より利用開始）
住所：〒697-0062

島根県浜田市熱田町2087-2

敷地面積：3,651.28 ㎡
延床面積：1,989.44 ㎡

浜田港運㈱福井自社倉庫は、浜田港の貨物量増加に伴う環境整備の拠点となります。
また、自社倉庫の特徴としては、SOLASフェンスにより制限された監視区域内に位置
し、総床面積約600坪、外国貨物および内国貨物といった幅広い貨物の一時保管に対
応可能です。これからも、皆様の物流貨物のご要望にお応えできるよう努力してまい
ります。

浜田港運㈱福井自社倉庫

<福井自社倉庫 (北西方向から撮影)>

<福井自社倉庫 (南東方向から撮影)>

<福井自社倉庫 (北方向から撮影)>





JR浜田駅から当社まで約15ｋｍ

乗用車(約20分)
石見交通バス(上長浜停留所まで約30分)→ 徒歩約5分
JR列車(西浜田駅まで約8分)→ 徒歩25分

JR浜田駅までのアクセスポイント

JR益田駅から ・・・ JR(普通約50分、特急約35分)
石見空港から JR益田駅まで 連絡バス(約15分)

JR出雲市駅から ・・・ JR(普通約2時間30分、特急約1時間10分)
出雲空港から JR出雲市駅 まで 連絡バス(約25分)

JR広島駅から ・・・ 高速バス(約2時間30分)
広島空港から JR広島駅まで リムジンバス(約25分)



浜田港運株式会社

総務部総務課

〒697-0063

島根県浜田市長浜町1785番地7
TEL：(0855) 27-0072
FAX：(0855) 27-3409

総務部通関課

〒697-0062

島根県浜田市熱田町2135番地1
TEL：(0855) 26-0055
FAX：(0855) 27-0596

業務部作業課

〒697-0063

島根県浜田市長浜町1785番地7
TEL：(0855) 27-0072
FAX：(0855) 27-3409

編集・発行/ 浜田港運㈱ 総務部
2015年8月10発行 2022年2月改定版

営業部営業課

〒697-0063

島根県浜田市長浜町1785番地7
TEL：(0855) 27-0072
FAX：(0855) 27-3409

営業部海運課

〒697-0063

島根県浜田市長浜町1785番地7
TEL：(0855) 26-0515
FAX：(0855) 27-3409

業務部作業課

〒697-0062

島根県浜田市熱田町2135番地1
TEL：(0855)27-0073
FAX：(0855)27-0596


