
門司

施設紹介

■太刀浦コンテナターミナル

 「PORT MOJI」として世界的にも長年親しまれている、西日本有数のコンテナターミ

ナルです。全国で初めて、複数の元請港運事業者によるコンテナ荷役作業の共同化を実

現し、効率的な運営が行われています。 

 現在、中国・韓国方面を中心に外航定期コンテナ航路が開設され、月間 160 便（H30.6

現在）が就航しています。豊富な航路網と地理的優位性を活かし、アジアのゲートウェ

イとして充実した物流サービスの提供に努めています。 

【太刀浦コンテナターミナルの施設概要】

区 分 第 1コンテナターミナル 第 2コンテナターミナル 

岸壁・延長 620m 555m 

水深 －12m －10m 

ターミナル総面積 16.2ha 16.1ha 

コンテナクレーン 4 3 

ストラドルキャリア 18 13 

蔵置能力 6,424TEU 4,152TEU 

冷凍コンセント 400V×95 400V×96、200V×36 

運営形態 公 共 公 共 

第１コンテナ 
ターミナル 

・岸壁延長 620m 
・水深－12m 

第２コンテナ 
ターミナル 

・岸壁延長 555m 
・水深－10m 
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◆門司港コンテナターミナル貨物情報サービス

 ○MOJI PORT WEB 

  （http://www.moji-cont.com/） 

 ○システムの利用料（登録料等）は無料です。

 ○コンテナ情報を 24時間ネット上に公開しています。

 ○システムメニューは以下のとおりです。

 ・本船スケジュール照会 ・PICKUP オーダー入力 

 ・本船荷役情報照会   ・搬出入予約登録

 ・コンテナ情報照会   ・検査情報照会（税関等）

■田野浦ＲＯＲＯターミナル 

田野浦自動車物流センターは、約 2,000 台の自動車蔵置能力を有し、中古自動車の輸

出基地として、主にニュージーランド及びカリブ海向け自動車輸送船（PCC）が寄港し

ています。 

また、アジアに近い地理的優位性を活かし、RORO 船による半導体製造装置等の国際

輸送拠点としても活用されています。 

【エコキャリアの導入】

現在、ソーラーパネルや

LED、排ガス浄化マフラー等

を搭載した環境配慮型の新

型ストラドルキャリアを順

次導入しています。 

※H29.6 月現在･･･7 台

エコキャリア写真 

自動車物流 

センター
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ひびき

■ひびきコンテナターミナル

◆ひびきコンテナターミナルの施設概要 

区 分 詳  細 

岸壁・延長 350m×2 170m×2 

水深 -15m -10m 

ターミナル総面積 39ha 

コンテナクレーン 3 基 

トランスファークレーン 7 基 

蔵置能力 22,464TEU （4段積み） 

冷凍コンセント 400V×324 

運営形態 公共 

アジア各国へのコンテナ航路網に加え、南・北米

とダイレクトに繋がる在来航路網も充実していま

す。また、直背後の広大な産業用地には、物流施設

をはじめ各種企業の立地が加速しており、今後更な

る発展が見込まれています。  
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◆ひびきコンテナターミナルの特長 

〇 アジアの主要港と接続する日本海ルート上に位置する港 

〇 大型船の寄港に適した大水深岸壁（-15m）を有する港 

〇 -10m 岸壁を多目的バースとして暫定活用 

〇 危険物蔵置エリアの設定（拡張可能） 

〇 ターミナル背後地に広がる 安価で広大な産業用地 

〇 大型クルーズ船の受け入れも可能 

◆企業進出が進む響灘地区 

地区内には、ひびきコンテナターミナルを配すとともに、北九州市が有する 24 時間

運用可能な空港やフェリー・RORO 船、鉄道貨物ターミナルの物流インフラを活用した

物流網の構築が可能となっています。 

日本とアジアを結ぶゲートウェイとして、製造・物流の拠点として、多くの企業から

熱い注目を集めております。 

また、同地区では、グリーンエネルギーポートひびき事業に基づき、風力発電産業を

はじめとした環境・エネルギー産業の集積を図っています。 

ひひひびびびきききコココンンンテテテナナナ

タタターーーミミミナナナルルル
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新門司

■新門司フェリーターミナル

新門司北地区

新門司フェリーターミナル  

西日本最大級のフェリー基地として、関西、四国、関東への長距離フェリーと名古屋等

へのＲＯＲＯ船が就航しており、大消費地との多頻度輸送が可能です。 

新門司自動車物流センター  

自動車物流における海上輸送の効率化及び国内自動車メーカーの共同輸送を実現する、

九州最大規模の総合的な自動車物流センターです。完成車 62万台、自動車部品搬送用トレ

ーラー8万台、計 70 万台の年間取扱能力を有し、完成車・自動車部品の国内物流を強力に

サポートしています。 

新門司発着航路一覧  

阪九フェリー         

神戸向け    1 便／日 

泉大津向け   1 便／日 

名門大洋フェリー       

大阪南港向け  2 便／日 

オーシャントランス      

徳島・東京向け 1 便／日 

トヨフジ海運・ 

フジトランスコーポレーション

名古屋等向け  7 便／週 

新門司自動車 

物流センター 

阪九フェリー 
オーシャン 

トランス 
名門大洋 

フェリー 

トヨフジ海運・ 

フジトランスコーポレーション 

新門司フェリーターミナル 



小倉

施設紹介

■小倉ＲＯＲＯターミナル

小倉ＲＯＲＯターミナル               

■小倉(浅野)フェリーターミナル 

小倉（浅野）フェリーターミナル                松山・小倉フェリー 

ひびきＣＴの供用開始に伴い、平成１９年よりＲＯＲＯ専用ターミナルとして運用

を開始しました。都市高速や北九州貨物ターミナル駅へのアクセスも良好で、背後に

は物流業者が集積し、多種多様な貨物輸送が可能です。 

北九州貨物ターミナル駅 

①24 時間稼動、②本線上の列車から

のコンテナの直接荷卸し(着発線荷

役方式)により迅速な荷役作業が可

能、③海上コンテナへの対応により

アジアへ向けた「シー＆レール」が

可能という 3 つの特徴を有し、全国

のコンテナ取扱駅と豊富なダイヤで

結ばれています。 

都心に近くＪＲへのアクセスもよい利便性にすぐれたフェリーターミナルです。

四国（松山）へ毎日 1便のフェリーが運航されています。 



臨海部産業団地
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＜響灘地区＞ 

■響灘臨海工業団地 

広大な用地を持ち、地区内に整備された豊富な港湾インフラにより、原材料や製品の海上

輸送に適した工業団地で、ブリヂストンを始め、製造業を中心とした数多くの企業立地が進ん

でいます。 

また、中国を始めとするアジアの国々に近接しており、アジア諸国と連携した生産拠点とし

ても最高のロケーションです。 

さらに団地を含めた響灘地区は「次世代エネルギーパーク」として認定されており、今後、

製造業だけでなく、グリーンエネルギー関連産業の集積も期待されています。 

響灘西部地区臨海造成地 
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＜新門司地区＞ 

■マリナクロス新門司 

九州の最北端に位置し、高速道路にわずか 5 分

でアクセスできるロケーションは、九州だけでなく、

中国地方への最適物流が実現できる九州でも有

数の物流団地です。 

また、団地内には西日本最大級のフェリーターミ

ナルを擁し、関東・関西圏へのグリーン物流を実現

します。 

現在、トヨタ自動車の物流拠点など約 100 社の

企業が立地しています。 

特に東九州自動車道の開通により、本州、九州への結束点としての優位性が高まり、西日

本における物流拠点として物流企業の集積が加速しています。 

新門司ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ

北九州空港
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北九州市 市民太陽光発電所

現在の発電量が分かります 
http://210.191.73.35/megasolar/p/publish/kitakyushu.action

■市民太陽光発電所の概要 

◇所 在 地 ：北九州市若松区響町 

◇敷地面積 ：２．３ｈa 

◇発電出力 ：１，５００ｋW 

◇発電開始 ：平成２５年９月１日

◇発電形式 ：太陽光発電（多結晶シリコン太陽電池） 



北九州空港 ～早朝から深夜まで、利便性の高い海上空港～
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■北九州空港の概要 

◇設置管理者 国土交通大臣      

◇所 在 地 福岡県北九州市小倉南区空港北町   

◇標 点 位 置 北緯 33°50′44″            

         東経 131°02′06″           

◇管 理 面 積 約 160ha                  

◇空港島面積 約 373ha（4,125ｍ×900ｍ）      

◇滑 走 路 (Ｌ)2,500ｍ×(Ｗ)60ｍ           

◇開 港 平成 18 年 3 月              

■北九州空港からの就航路線図 

◇定期便運航状況（平成30年6月現在） 

種  別 路  線 航空会社 便 数 等

旅

客

国
内
線

東京（羽田）
日本航空 ５往復/日
スターフライヤー 11 往復/日

名古屋（小牧） フジドリームエアラインズ １往復/日

沖縄（那覇） スターフライヤー
H30 年 7月 13 日～10月 27日 

２往復/日

国
際
線

大連（中国） 天津航空 ２往復/週
釜山（韓国） ジンエアー ５往復/週

ソウル(仁川)（韓国） ジンエアー ２往復/日

襄陽（韓国） コリアエクスプレスエア
平成３０年５月２７日定期運航開始

３往復/週

務安（韓国） コリアエクスプレスエア
平成３０年５月２７日定期運航開始

３往復/週

台北（台湾） スターフライヤー 
平成３０年１０月２８日定期運航予定

１往復/日

貨
物

国
際
線

関西→北九州→那覇

→ソウル・上海・台北・香港

バンコク・シンガポール

ＡＮＡ Ｃａｒｇｏ
平成３０年６月５日定期運航開始

５便/週
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■北九州空港ターミナルビル 

◇快適性と安全性を追求したわかりやすく機能的な館内構造。 

◇様々な先進テクノロジーを結集して自然環境との共生を実現。 

◇北九州の山並みや海、祭の山車をモチーフにした地方色豊かな外観。 

◇イベントや地域情報も発信する憩いとにぎわいのエントランス。 

◇全館インターネット利用可能な、無線 LAN 環境。 

■北九州空港利用者数 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

航空便 

利用者数（人）
1,387,470 1,258,779 1,318,010 1,402,796 1,644,094 

１F 到着フロア＆エントランス 2F 出発フロア＆ショッピング 

3F 展望デッキ（足湯）  2F 出発フロア 

 3F レストラン 
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■貨物拠点化を目指す 北九州空港 

北九州空港の貨物拠点化のメリットについて 

◇九州で唯一 24時間発着可能な海上空港 

◇就航時間に左右されず、早朝・深夜の貨物輸送が可能 

◇アジアに近い地理的な優位性を持つ 

◇空港島の護岸を使った Sea＆Air 輸送が可能 

◇税関空港、検疫空港、動物検疫空港に指定

国際貨物定期便について 

◇全日本空輸（ANA）による貨物定期便が就航 

◇九州唯一の貨物機（B767-300F）による定期便 

◇ANA の沖縄貨物ハブを経由しアジア 6 都市へ翌朝 

 到着のハイスピード輸送が可能 

  （ソウル、上海、台北、香港、バンコク、シンガポール） 

◇旅客便と貨物便とを運航するコンビネーションキャリア 

の強みを生かした国内約 50 都市、世界 40 都市以上 

へ広がる航空ネットワーク 

国際貨物チャーター便について 

◇日本貨物航空、アトラス航空、大韓航空、 

シンガポール航空、ボルガ・ドニエプル航空などが就航 

   ◇ジャンボ貨物機（B747）やアントノフ（An-124）などの大型 

機材によるチャーター便 

◇一般貨物の輸出入チャーターのほか、カナダから馬、 

オーストラリアから牛の輸入チャーターが運航 

   ◇貨物高の高い貨物や長尺貨物、重量物、大量貨物から 

旅客便で搭載できない危険品まであらゆる貨物の搭載が 

可能 

国際貨物上屋（荷捌き施設）について 

◇地上 1階、鉄骨造、延べ床面積 約 1,000 ㎡ 

◇国際貨物の荷捌き施設

◇カーゴハンドリングシステム導入 

（トラックドックリフター、14 トンスケール、 

  冷凍冷蔵コンテナなど完備） 

大型貨物用エプロン（90 番スポット）について 

◇エプロン：コンクリート舗装 17,900 ㎡ 

◇ノーズオペレーション用地：コンクリート舗装 3,000 ㎡ 

◇ノーズオペレーションによる長尺貨物の取扱いが可能 

日本貨物航空 

アトラス航空 

シンガポール航空 

大型貨物用エプロン 

ボルガ・ドニエプル航空 

全日本空輸 



公共埠頭の運営
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港を構成する水域の泊地や航路、陸域の岸壁、荷さばき地、上屋、野積場、臨港道路など、

船舶が安全に入出港するとともに、船舶と市街地の間を連絡して貨物を運送するために必要

な施設を港湾施設といいます。港湾施設には、地方自治体などの港湾管理者が管理する公

共施設と、企業が所有し独自に利用する専用施設とがあります。 

港湾管理者は、公共の港湾施設を船会社や港運事業者などの申請に基づいて使用許可

し、施設の整備費や管理運営費に充てるために、使用面積や時間に応じて使用料を徴収し

ています。 

港に入出港する船舶は、定期的に運航されるもの、一度だけ入港するものなど様々であり、

所定の優先順位に応じてその都度、岸壁を使用許可しています。ただし、特に高い定時性が

求められるフェリーの旅客定期船については、専用的な使用を許可しています。 

また、港で取り扱う貨物の種類も様々ですが、近代的な荷役の中心となったコンテナ貨物

に対応するため、公共施設としてガントリークレーンを設置するなど、港湾活動の効率化に努

めています。なお、主に外航船舶が利用する国際港湾施設には、フェンスやゲートなどを設

置して、港湾の保安対策にも努めています。 

■港湾施設の基本的な形態 

係留施設は、水深によって、大型船（総トン数 500 トン以上）が係留する岸壁と小型船用の

物揚場に区分されます。荷さばき地は、海上輸送貨物を積降ろしするために仕分けや整理を

する場所で、岸壁のすぐ背後に位置しています。荷さばき地に建てられた建物が上屋であり、

保管を目的とする倉庫と異なります。保管施設は、荷さばき地背後の貨物を保管する場所で、

荷さばき地より長期の保管を目的としており、野積場のほか、民間の倉庫があります。 
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多様な用途に対応した公共埠頭

① 新門司埠頭 

新門司北及び新門司南の物流・工業団地の中心に位置する大規模な埠頭です。 

新門司北埠頭には、西日本最大のフェリーターミナルがあり、神戸・大阪・徳島・東京に向けて 1

日 5 便の大型フェリーが就航しています。また、完成自動車の物流センターや国内最大の肉用子牛

の輸入基地としても利用されています。 

新門司南埠頭では、周辺の工業団地の製品などが取り扱われています。 

利用状況 

係留施設 新門司北埠頭  岸壁（-4.5ｍ～-10.0ｍ）14 バース 

新門司南埠頭  岸壁（-5.5ｍ～-7.5ｍ）5バース 

入港隻数 2,071 隻 

取扱貨物 完成自動車、その他輸送機械、鋼材 

数量   32,890 千ｔ 

【北九州港 公共埠頭】 

①新門司埠頭    ②太刀浦埠頭     ③田野浦埠頭    ④門司・新浜埠頭 

⑤門司・西海岸埠頭 ⑥高浜埠頭      ⑦砂津・浅野埠頭  ⑧日明埠頭 

⑨堺川埠頭     ⑩戸畑（川代）埠頭  ⑪黒崎埠頭     ⑫堀川埠頭 

⑬二島埠頭     ⑭若松埠頭      ⑮北湊埠頭     ⑯響灘埠頭 

⑰響灘西埠頭 
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② 太刀浦埠頭 

コンテナターミナルをはじめ多くの港湾施設が集積する、北九州港を代表する埠頭です。 

太刀浦コンテナターミナルは第 1及び第 2の 2つのターミナルから成り、ガントリークレーン７基を備え、月

間約 160 便の定期航路が就航するなど、西日本有数の規模を誇っています。また、在来埠頭も多くの内外船舶

に利用され、多様な品種の貨物が取り扱われています。 

利用状況 

係留施設 太刀浦第 1 コンテナターミナル  岸壁（-12.0ｍ）2バース 

太刀浦第 2 コンテナターミナル  岸壁（-10.0ｍ）4バース 

在来埠頭  岸壁（-4.5ｍ～-10.0ｍ）33 バース 

入港隻数 4,358 隻 

取扱貨物 自動車部品、化学薬品、染料・塗料、合成樹脂、その他化学工業品   数量   8,346 千ｔ 

③ 田野浦埠頭 

中古自動車の輸出基地や国際ＲＯＲＯターミナルと

して使用されています。また、埠頭背後に立地する

工場の原材料や製品を取り扱うほか、西日本一円の

青果物の輸入基地にもなっています。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-6.0ｍ～-10.0ｍ） 

8 バース 

入港隻数 523 隻 

取扱貨物 完成自動車、電機機械、砂利・砂 

数量   331 千ｔ 

④ 門司・新浜埠頭 

門司地区のうち、門司港レトロ地区を挟んで西海岸

埠頭の北側に位置する埠頭で、主に周辺の飼料工場

で利用される飼肥料や食品原料などが取り扱われて

います。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-9.0ｍ～-11.0ｍ） 

3 バース 

入港隻数 81 隻 

取扱貨物 動植物性製造飼肥料、製造食品、豆類 

数量   38 千ｔ 

⑤ 門司・西海岸埠頭 

明治期から外国航路が開設された北九州港発祥の 

埠頭で、関門海峡に沿って岸壁と荷さばき施設が 

広がっています。現在は主に周辺の肥料工場や食品

工場で利用される原材料等を中心に取り扱われて 

おります。 

また、北端部は門司港レトロ地区の一画として多く

の市民や観光客が訪れており、下関との間の連絡船

や関門海峡の遊覧船が就航しています。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-10.0ｍ～-11.0ｍ） 

10 バース 

入港隻数 448 隻 

取扱貨物 とうもろこし、砂糖、紙・パルプ 

数量   446 千ｔ 

⑥ 高浜埠頭 

北九州港で唯一、大量ばら積みを通例とする物資の

取り扱いを目的とする臨港地区の特殊物資港区に 

指定された、砂利・砂の取り扱いに特化した埠頭

です。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-4.5ｍ）4バース 

入港隻数 91 隻 

取扱貨物 砂利・砂 

数量   77 千ｔ 
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⑦ 砂津・浅野埠頭 

ＪＲ小倉駅に近接した埠頭で、松山行きのフェリー

ターミナルが駅のすぐ北側にあるほか、離島への航

路が就航しています。このほか周辺の工場で生産さ

れる製品などが取り扱われています。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-7.5m～-9.0ｍ） 

3 バース 

入港隻数 1,602 隻 

取扱貨物 完成自動車、金属くず 

数量   2,072 千ｔ 

⑧ 日明埠頭 

多くの港湾施設が集積する、北九州港を代表する 

埠頭の一つです。 

日明東埠頭には、ＲＯＲＯターミナルがありま

す。 

このほか、鋼材を中心に輸送機械、金属製品など

幅広い貨物が取り扱われています。 

利用状況 

係留施設 日明東・南埠頭 

岸壁（-5.5ｍ～-12.0ｍ） 

8 バース 

日明北埠頭 

岸壁（-5.5ｍ）7バース 

入港隻数 2,719 隻 

取扱貨物 鋼材、その他輸送機械、化学肥料 

数量   2,326 千ｔ 

⑨ 堺川埠頭 

埠頭の周辺に広がる工業地帯の原材料や製品を 

中心に取り扱う埠頭です。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-4.5ｍ～-7.5ｍ） 

7 バース 

入港隻数 623 隻 

取扱貨物 砂利・砂、化学薬品、化学肥料 

数量   216 千ｔ 

⑩ 戸畑（川代）埠頭 

鉄鋼製品を中心に取り扱っている埠頭です。 

このほか、周辺の工業地帯の原材料などが取り扱

われています。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-5.5ｍ～-9.0ｍ） 

12 バース 

入港隻数 666 隻 

取扱貨物 鉄鋼、化学製品、非鉄金属 

数量   84 千ｔ 

⑪ 黒崎埠頭 

周辺の工業地帯で利用されるコークスや石炭などを中心に、その製品なども取り扱う埠頭です。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-4.5ｍ～-8.0ｍ）7バース 

入港隻数 312 隻 

取扱貨物 石炭、金属くず、コークス 

数量   490 千ｔ 
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⑫ 堀川埠頭 

砂利・砂を中心に取り扱う埠頭です。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-5.5ｍ）4バース 

入港隻数 287 隻 

取扱貨物 砂利・砂、染料・塗料、合成樹脂その

他化学工業品、化学薬品 

数量   175 千ｔ 

⑬ 二島埠頭 

二島工業団地の中心に位置し、工業団地の原材料で

ある鉄スクラップや製品を中心に取り扱う埠頭で

す。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-5.5ｍ～-7.5ｍ） 

2 バース 

入港隻数 177 隻 

取扱貨物 金属くず、鋼材、木材チップ 

数量   211 千ｔ 
⑭ 若松埠頭 

船舶の離着岸の補助などを行なうタグボートの基地

として利用されている埠頭です。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-5.5ｍ～-8.0ｍ） 

6 バース 

入港隻数 58 隻 

⑮ 北湊埠頭 

鋼材、砂利・砂を中心に周辺の工業地帯の原材料や

製品を中心に取り扱う埠頭です。 

利用状況 

係留施設 岸壁（-5.0ｍ）8バース 

入港隻数 1,088 隻 

取扱貨物 金属製品、砂利・砂、非鉄金属 

数量   136 千ｔ 

⑯ 響灘埠頭 

洞海湾に面した響灘南埠頭及び響灘に接する安瀬埠

頭ともに響灘臨海工業団地内に立地し、工業団地の

製品やコークスなどを中心に取り扱っています。 

特に、響灘南埠頭は、在来埠頭としては洞海・響灘

地区で最大の施設規模を誇っています。また、北九

州港で唯一、廃棄物を取り扱うためのリサイクルポ

ート岸壁を整備しています。 

利用状況 

係留施設 響灘南埠頭 

岸壁（-5.5ｍ～-10.0ｍ） 

6 バース 

安瀬埠頭 

     岸壁（-5.5ｍ）5バース 

入港隻数 1,163 隻 

取扱貨物 コークス、石炭、非金属鉱物 

数量   1,753 千ｔ 

⑰ 響灘西埠頭 

コンテナ船の大型化に対応した-15ｍ岸壁を有する

コンテナターミナルを供用し、周辺に広がる産業用

地と一体となって利用されています。 

また、-10ｍ岸壁は、多目的利用として、コンテナ

には収まらない大型タイヤの輸出などにも利用さ

れています。 

利用状況 

係留施設 ひびきコンテナターミナル

岸壁（-10.0ｍ～-15.0ｍ） 

4 バース 

在来埠頭 

     岸壁（-5.0ｍ）2バース 

入港隻数 611 隻 

取扱貨物 化学薬品、ゴム製品、自動車部品 

数量   659 千ｔ 


