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秋田空港定期国際航空路線
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現在の運航状況（平成１９年９月現在）
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※ 秋田空港の税関空港指定
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航空貨物量・貿易額の推移

(秋田県商業貿易室調べ)
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貨物量 39.701トン
550,793千円
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1,028,004千円
268,240千円
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定期国際航空路線
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Ⅳ

貿易関係団体等連絡先

《 官公庁 》
法務省仙台入国管理局秋田出張所

010-0976

秋田市八橋南二丁目 10-16

018-895-5221

財務省函館税関秋田船川税関支署

011-0945

秋田市土崎港西一丁目 7-35

018-845-0735

財務省函館税関秋田船川税関支署秋田空港出張所

010-1211

秋田市雄和椿川字山籠 48-3 秋田空港ターミナルビル内

018-881-3177

厚生労働省仙台検疫所秋田船川出張所

011-0945

秋田市土崎港西一丁目 7-33

018-846-8280

厚生労働省仙台検疫所秋田空港出張所

010-1211

秋田市雄和椿川字山籠 48-3 秋田空港ターミナルビル内

018-886-8311

農林水産省横浜植物防疫所新潟支所秋田出張所

011-0945

秋田市土崎港西一丁目 7-35

018-845-1411

農林水産省動物検疫所仙台空港出張所

989-2401

宮城県名取市下増田字南原 仙台空港ターミナルビル内

022-383-2302

国土交通省東北運輸局秋田運輸支局

010-0816

秋田市泉字登木 74-3

018-863-5812

国土交通省東北地方整備局秋田港湾事務所

011-0945

秋田市土崎港西一丁目 1-49

018-847-2511

秋田市商工部港湾貿易振興課

010-8560

秋田市山王一丁目 1-1

018-866-2164

秋田県農林水産部流通経済課

010-8570

秋田市山王四丁目 1-1

018-860-1767

秋田県建設交通部建設交通政策課

010-8570

秋田市山王四丁目 1-1

018-860-1282

秋田県建設交通部港湾空港課

010-8570

秋田市山王四丁目 1-1

018-860-2541

秋田県産業経済労働部商業貿易室

010-8570

秋田市山王四丁目 1-1

018-860-2219

日本貿易振興機構（ジェトロ）秋田貿易情報センター

010-0951

秋田市山王二丁目 1-40 田口ビル 1 階

018-865-8062

社団法人秋田県貿易促進協会

010-0923

秋田市旭北錦町 1-47 秋田県商工会館 5 階

018-896-7366

日本通運株式会社秋田海運支店

011-0944

秋田市土崎港穀保町 130-1

018-845-2291

日本通運株式会社秋田航空支店

010-0942

秋田市川尻大川町 1-31

018-896-5917

秋田海陸運送株式会社

011-0945

秋田市土崎港西二丁目 5-9

018-845-0185

能代運輸株式会社秋田港運事業所

011-0951

秋田市土崎港相染町字浜ナシ山 124-5

018-880-5880

横手運送株式会社

013-0072

横手市卸町 8-14

0182-32-3667

秋田運送株式会社

010-0802

秋田市外旭川字水口 155-1

018-824-1081

秋田銀行 証券国際部

010-8655

秋田市山王三丁目２-1

018-867-1220

北都銀行 市場営業部 市場金融グループ

010-0001

秋田市中通三丁目 1-41

018-833-4311

《 貿易支援団体 》

《 船社代理店・通関業者 》

《 金融機関・貿易相談窓口 》
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Ⅴ

貿易関連トピックス

秋田港に韓国・中国航路開設

～中国・天津新港との間に週１便、韓国航路と併せてますます便利に～

平成 19 年 7 月 22 日より、秋田港に韓国・中国航路が約２年ぶりに開設されました。
中国・天津新港及び韓国・釜山港などと秋田港との間を週１便運航するもので、秋田県内
を始めとした中国との貿易を行う企業にとって、その利便性が大きく向上することとなり
ました。
秋田港にはそのほか、韓国(釜山)航路が週３便就航しています。韓国・釜山港向けには、
このたび開設された韓国・中国航路と合わせて週４便が就航しており、東北及び本州日本
海側でも有数の利便性となっています。
韓国・釜山港はアジア有数のハブ港であり、秋田港では釜山港経由で世界各地へ、そし
て世界各地からのコンテナの輸送が可能です。
☆お問い合わせ先（船社代理店）
秋田海陸運送株式会社
日本通運株式会社秋田海運支店

電話
電話

018-845-0185
018-845-2291

秋田港にロシア・ウラジオストク港向け Ro/Ro 船がトライアル寄港中
平成 19 年４月より、秋田港にウラジオストク港向け Ro/Ro 船がトライアル寄港し、
秋田港からロシア極東に向けた中古自動車の輸送について、実地試験が行われています。
Ro/Ro 船は、自動車等をクレーンを使わずに自走で船内に積み込むことができることか
ら、多くの自動車を安全かつスピーディーに輸送することができます。秋田県内を始めと
した中古自動車等の輸出を行う事業者の利便性の向上が見込まれることから、定期寄港化
に向けて、ポートセールス活動などの取り組みが行われています。
☆お問い合わせ先（船社代理店）
秋田海陸運送株式会社

電話

018-845-0185

※Ro/Ro 船
「ろーろーせん」と読み、Roll on Roll off Ship の略称。自動車自走式専用船であり、
船積みする自動車が自走で船内に入り、到着した港でも自走で船内から出る。船積み時のふ
頭でのクレーン等が不要であり、波の障害にも強い特性がある。

秋田港発全世界向けＬＣＬ(小口混載貨物)サービス
平成１８年７月１日より、秋田港から韓国・釜山港を経由した世界向けＬＣＬ（Less
than Container Load、小口混載貨物) サービスが開始されました。
秋田港からは、これまで韓国・釜山港向け小口混載輸送サービスは実現していましたが、
このサービス開始により、釜山港で積み替えることでヨーロッパ・アメリカ・アジア・ア
フリカを仕向地とした全世界向け小口混載輸送サービスが実現することとなりました。ま
た、小口の荷物について輸送コスト削減の可能性もあるなど、秋田港を利用する事業者の
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利便性が大きく向上しました。
平成１９年７月からは、ハバロフスクやイルクーツクなどを始めロシア内陸部を仕向け
地とする小口混載輸送サービスも開始されています。
☆お問い合わせ先
セイノーロジックス株式会社
日本通運株式会社秋田海運支店

電話
電話

0120-210-041
018-845-2291

秋田空港のエアカーゴ（国際航空貨物）
秋田空港では、2002 年(平成 14 年)4 月に税関空港の指定を受け、同年 7 月からエア
カーゴ（国際航空貨物）の取り扱いが行われています。
秋田空港にはエアカーゴ輸送実績世界第１位(2005(平成 17)年度)である大韓航空が就
航し、秋田－ソウル（仁川）間を週 3 便運航しています。この便を利用すると、東南アジ
アや欧米とのハブ空港である仁川国際空港を経由し、世界各地へ、そして世界各地からの
輸送が可能です。
秋田空港のエアカーゴの利用は、仙台、成田などの空港を利用した場合と比べ、荷物の
陸路輸送に要する時間やコストの削減が期待できます。
☆お問い合わせ先
日本通運株式会社秋田航空支店

電話

018-896-5917

環日本海地域専門コーディネーターを御活用ください
秋田県では平成１８年度から、社団法人秋田県貿易促進協会に委託し、ロシア・ウラジ
オストク、中国・長春、台湾・台北に専門コーディネーターを配置しています。
専門コーディネーターは、秋田県内企業の海外での経済活動を支援するほか、現地政府
機関・企業等からの情報収集、県産品売り込みのためのバイヤー発掘などを行うこととし
ており、平成１８年度には、企業等活動の支援として、商談先企業の紹介及び商談アレン
ジ、現地関係企業・機関とのアポイントメントの手配などの実績があります。
現地でのアテンドや見本市・商談会への参加支援等を行うこともできますので、海外で
の経済活動に、専門コーディネーターを是非御活用ください。
☆お問い合わせ先
社団法人秋田県貿易促進協会

電話

018-896-7366
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秋田県の貿易《平成 18 年版》
発行：平成１９年１０月

編集：秋田県産業経済労働部商工業振興課商業貿易室
〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目１番１号
電話 018-860-2219
ファクシミリ 018-860-3887
E-mail com-tra@pref.akita.lg.jp
この冊子はインターネットからダウンロードできます。
秋田県公式ＷＥＢサイト 美の国あきたネット

http://www.pref.akita.lg.jp/

美の国あきたホーム ＞ 組織別案内 ＞ 産業経済労働部 ＞ 商工業振興課商業貿易室
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