
当該 ID サービスにて引受可能な貨物は、以下の通りとなります。
【単体貨物重量：2,500KGS 未満】
【単体貨物寸法：長さ 4M 未満／幅 2.2M 未満／高さ 2.2M 未満】
上記条件を超える貨物、または、段積みが出来ない貨物等につき
ましては、料金を含め別途条件付きでのお取り扱いとなります。

下関港下関港

関東 ID
（神奈川）
関東 ID
（神奈川）中部 ID

（愛知）
中部 ID
（愛知）関西 ID

（大阪）
関西 ID
（大阪）

江蘇省・太倉港江蘇省・太倉港

お問合せ先＆貨物搬入先

【蘇州側連絡先】
　青島関光国際物流有限公司
　蘇州分公司
　　中国蘇州工業園区蘇州大道西119号
　　蘇悦商貿広場11F   1108-2号室
　　TEL 0512-62963635
　　FAX 0512-62963646
　　担当：崔、倪、王
　　　　　（中国語,日本語対応）

【貨物搬入先】
①関東ID／㈱新三善運輸倉庫
　神奈川県足柄上郡大井町山田2061
　TEL 0465-85-1800 / 担当：石井

②中部ID／東陽倉庫㈱
　愛知県弥富市楠3-9-1
　TEL 0567-68-5377 / 担当：岩田

③関西ID／㈱大運南港雑貨センター
　大阪府大阪市住之江区南港中6-7
　TEL 06-6612-4020 / 担当：佐藤(所長)

　〒750-0025 山口県下関市竹崎町4-6-8

【お問合せ先】
　・下関本社 083-234-1855(国際営業課)
　・大阪支店 06-6343-1924
　・東京支店 03-6661-7103

リードタイム

関東ID

CUT: 月16:00/木16:00

出発:月17:00/木17:00

中部ID

CUT: 月15:30/木15:30

出発:火12:00/金12:00

関西ID

CUT: 火15:30/金15:30

出発:火17:00/金17:00

下関港

ETD: 
水17:00/
日11:00

太倉港

ETA:
金10:00/
月19:00

※ 各IDで貨物お預かり後、弊社一貫輸送により江蘇省・太倉港までお届けいたします。
※ 各IDより太倉港までの所要時間は以下の通りです。（ID CUT時間起算）
【関東ID】88時間/月曜CUT【中部ID】88.5時間/月曜CUT【関西ID】64.5時間/火曜CUT
　　　　　 97時間/木曜CUT　　　　　 97.5時間/木曜CUT　　　　　 73.5時間/金曜CUT

※ 弊社グループ「蘇州下関フェリー」ジョイントによる週２便定曜日サービスを
　ご提供いたします。

※ 太倉港到着後は、弊社現地法人である「青島関光国際物流有限公司蘇州分公司」
　が輸送のお手伝いをいたします。

この度、既存IDサービス（博多、広島)に加え、新たに、
“関東、中部、関西からのインランドデポサービス”を開始！
関東、中部、関西地区のお客様向けに、江蘇省・太倉港
への輸出フェリーサービスを進化させました！

※太倉向け輸出ｻー ﾋ゙ ｽ関東、中部、関西Inland Depot サービスのご案内

当該 ID サービスにて引受可能な貨物は、以下の通りとなります。
【単体貨物重量：2,500KGS 未満】
【単体貨物寸法：長さ 4M 未満／幅 2.2M 未満／高さ 2.2M 未満】
上記条件を超える貨物、または、段積みが出来ない貨物等につき
ましては、料金を含め別途条件付きでのお取り扱いとなります。
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下関港下関港

釜山港釜山港

関東 ID
（神奈川）
関東 ID
（神奈川）中部 ID

（愛知）
中部 ID
（愛知）関西 ID

（大阪）
関西 ID
（大阪）

お問合せ先＆貨物搬入先

【韓国側連絡先】
　関光ロジスティクス韓国㈱
　 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)
　 TEL 02-3276-3207
　 FAX 02-3276-3208
　 担当：Deputy General Manager Son, Hwa-Jin
     　　　Manager Kim, Tae-Yun

　〒750-0025 山口県下関市竹崎町4-6-8

【お問合せ先】
　・下関本社 083-234-1855(国際営業課)
　・大阪支店 06-6343-1924
　・東京支店 03-6661-7103

【貨物搬入先】
①関東ID／㈱新三善運輸倉庫
　神奈川県足柄上郡大井町山田2061
　TEL 0465-85-1800 / 担当：石井

②中部ID／東陽倉庫㈱
　愛知県弥富市楠3-9-1
　TEL 0567-68-5377 / 担当：岩田

③関西ID／㈱大運南港雑貨センター
　大阪府大阪市住之江区南港中6-7
　TEL 06-6612-4020 / 担当：佐藤(所長)

リードタイム

関東ID

CUT: 月16:00/木16:00

出発:月17:00/木17:00

中部ID

CUT: 月15:30/木15:30

出発:火12:00/金12:00

関西ID

CUT: 火15:30/金15:30

出発:火17:00/金17:00

下関港

ETD: 
水/土19:45

釜山港

ETA: 
木/日8:00

※ 各IDで貨物お預かり後、弊社一貫輸送により釜山港までお届けいたします。
※ 各IDより釜山港までの所要時間は以下の通りです。（ID CUT時間起算）
　【関東ID発】64時間【中部ID発】64.5時間【関西ID発】40.5時間
※ 弊社ｸﾞﾙｰﾌﾟ「関釜フェリー」ｼﾞｮｲﾝﾄによる週２便定曜日サービスを
　ご提供いたします。
※ 釜山港到着後は、弊社現地法人である「関光ロジスティクス韓国㈱」が
　輸送のお手伝いをいたします。

この度、既存IDサービス（博多、広島)に加え、新たに、
“関東、中部、関西からのインランドデポサービス”を開始！
関東、中部、関西地区のお客様向けに、
韓国への輸出フェリーサービスを進化させました！

※韓国向け輸出ｻー ﾋ゙ ｽ関東、中部、関西Inland Depot サービスのご案内



当該 ID サービスにて引受可能な貨物は、以下の通りとなります。
【単体貨物重量：2,500KGS 未満】
【単体貨物寸法：長さ 4M 未満／幅 2.2M 未満／高さ 2.2M 未満】
上記条件を超える貨物、または、段積みが出来ない貨物等につき
ましては、料金を含め別途条件付きでのお取り扱いとなります。

下関港下関港

関東 ID
（神奈川）
関東 ID
（神奈川）中部 ID

（愛知）
中部 ID
（愛知）関西 ID

（大阪）
関西 ID
（大阪）

江蘇省・太倉港江蘇省・太倉港

お問合せ先＆貨物搬入先

【蘇州側連絡先】
　青島関光国際物流有限公司
　蘇州分公司
　　中国蘇州工業園区蘇州大道西119号
　　蘇悦商貿広場11F   1108-2号室
　　TEL 0512-62963635
　　FAX 0512-62963646
　　担当：崔、倪、王
　　　　　（中国語,日本語対応）

【貨物搬入先】
①関東ID／㈱新三善運輸倉庫
　神奈川県足柄上郡大井町山田2061
　TEL 0465-85-1800 / 担当：石井

②中部ID／東陽倉庫㈱
　愛知県弥富市楠3-9-1
　TEL 0567-68-5377 / 担当：岩田

③関西ID／㈱大運南港雑貨センター
　大阪府大阪市住之江区南港中6-7
　TEL 06-6612-4020 / 担当：佐藤(所長)

　〒750-0025 山口県下関市竹崎町4-6-8

【お問合せ先】
　・下関本社 083-234-1855(国際営業課)
　・大阪支店 06-6343-1924
　・東京支店 03-6661-7103

リードタイム

関東ID

CUT: 月16:00/木16:00

出発:月17:00/木17:00

中部ID

CUT: 月15:30/木15:30

出発:火12:00/金12:00

関西ID

CUT: 火15:30/金15:30

出発:火17:00/金17:00

下関港

ETD: 
水17:00/
日11:00

太倉港

ETA:
金10:00/
月19:00

※ 各IDで貨物お預かり後、弊社一貫輸送により江蘇省・太倉港までお届けいたします。
※ 各IDより太倉港までの所要時間は以下の通りです。（ID CUT時間起算）
【関東ID】88時間/月曜CUT【中部ID】88.5時間/月曜CUT【関西ID】64.5時間/火曜CUT
　　　　　 97時間/木曜CUT　　　　　 97.5時間/木曜CUT　　　　　 73.5時間/金曜CUT

※ 弊社グループ「蘇州下関フェリー」ジョイントによる週２便定曜日サービスを
　ご提供いたします。

※ 太倉港到着後は、弊社現地法人である「青島関光国際物流有限公司蘇州分公司」
　が輸送のお手伝いをいたします。

この度、既存IDサービス（博多、広島)に加え、新たに、
“関東、中部、関西からのインランドデポサービス”を開始！
関東、中部、関西地区のお客様向けに、江蘇省・太倉港
への輸出フェリーサービスを進化させました！

※太倉向け輸出ｻー ﾋ゙ ｽ関東、中部、関西Inland Depot サービスのご案内




