
平成２３年度

輸送依頼者 輸送事業者

1 泉大津港～新門司港間のフェリーを利用した食品輸送のモーダルシフト事業 興國海運株式会社 阪九フェリー株式会社

2 新門司港～泉大津港間のフェリーを利用した食品輸送のモーダルシフト事業 興國海運株式会社 阪九フェリー株式会社

3 新門司港～神戸港・泉大津港間のフェリーを利用した食品輸送のモーダルシフト事業 興国運輸株式会社 阪九フェリー株式会社

4
防振、自動車用ホース、化成品各事業部における、小牧ー九州間でのフェリー便によるモーダルシフト事
業【小牧～九州（豊後高田）間での事業での増量による申請】

東海ゴム工業株式会社 株式会社TRIロジテック

5
防振、自動車用ホース、化成品各事業部における、小牧ー九州間でのフェリー便によるモーダルシフト事
業【小牧～九州（行橋）間での事業】

東海ゴム工業株式会社 株式会社TRIロジテック

6 新門司港⇔泉大津港のフェリーを利用した住宅機材輸送のモーダルシフト事業 株式会社ニッコン九州 阪九フェリー株式会社

7 新門司港～大阪南港のフェリーを利用した精密部品輸送のモーダルシフト事業 日本電産ロジステック株式会社 株式会社名門大洋フェリー

8 自動車用品輸送の大阪南港～新門司港間フェリーを活用したモーダルシフト事業 株式会社笠子流通 株式会社名門大洋フェリー

9 RORO船（小倉／常陸那珂）を利用したプラスチック原料のモーダルシフト事業 南九州センコー株式会社 川崎近海汽船株式会社

10 堺市～北九州市間のフェリーを利用したスクラップ輸送のモーダルシフト事業 フェリックス物流株式会社 株式会社名門大洋フェリー

11 滋賀県草津市～福岡県糟屋郡間のフェリーを利用した家電品輸送のモーダルシフト事業 フェリックス物流株式会社 株式会社名門大洋フェリー

12 愛知県尾張旭市～福岡県京都郡間のフェリーを利用したALC建材輸送のモーダルシフト事業 フェリックス物流株式会社 株式会社名門大洋フェリー

13 下関～関東地区間のフェリーを利用した銅製品のモーダルシフト事業 日新運輸工業株式会社 オーシャントランス株式会社

14 宇部市～東北地区間のフェリーを利用したナイロンのモーダルシフト事業 関光汽船株式会社 オーシャントランス株式会社

北九州港のモーダルシフト推進補助事業を利用してＣＯ２削減に貢献いただいた企業

事　　　　業　　　　名
企　　　業　　　名



平成２２年度

輸送依頼者 輸送事業者

1 神戸港～新門司港間のフェリーを利用した飲料水輸送のモーダルシフト事業 興国運輸株式会社 阪九フェリー株式会社

2 北九州～京浜間の内航コンテナ船を利用した産業廃棄物輸送のモーダルシフト事業 光和精鉱株式会社 井本商運株式会社

3 北九州/東京のフェリーを活用した化学工業品の混載便のモーダルシフト事業 東ソー物流株式会社 オーシャントランス株式会社

4 北九州市新門司港/東京有明港のフェリーを利用した電子部品材料のモーダルシフト事業 西鉄運輸株式会社 オーシャントランス株式会社

5 RORO船（小倉/日立）を利用した紙製品輸送のモーダルシフト事業 北越紀州製紙株式会社 川﨑近海汽船株式会社

6 日立～小倉間のRORO船を利用した精密機械輸送のモーダルシフト事業 キャリムエンジニアリング株式会社 川﨑近海汽船株式会社

7
新門司～大阪南港間のフェリーを利用した住友林業クレスト㈱の住宅部材輸送のモーダルシフト増量事
業

住友林業クレスト株式会社 東洋陸運株式会社

8
愛知/福岡間の日用雑品（ケース）輸送に於いて神戸港～新門司港間のフェリーを利用したモーダルシフ
ト

関光汽船株式会社 阪九フェリー株式会社

9 中国輸入鋳物部品の北九州輸送 株式会社豊田自動織機 大興運輸株式会社

10
京都/福岡間のフォークリフト輸送について、フェリー輸送分を増量し、よりCO２排出量を削減するモーダ
ルシフト

株式会社ミクニランテック 阪九フェリー株式会社

11 RORO船（小倉/日立）を利用した自動車部品のモーダルシフト事業 山九株式会社 川﨑近海汽船株式会社

12 新門司港～大阪南港間のフェリーを利用した鋼材輸送のモーダルシフト増量事業 福岡トランス株式会社 株式会社名門大洋フェリー

13 ウレタン原料輸送の大阪南港～新門司港間フェリーを活用したモーダルシフト事業 中部ケミカル仲継株式会社 株式会社名門大洋フェリー

株式会社中央倉庫

関光汽船株式会社

15
兵庫県神戸市～福岡県朝倉市の果汁原料輸送について、フェリー輸送分を増量し、よりCO２排出量を削
減するモーダルシフト

神戸高速運輸株式会社 阪九フェリー株式会社

株式会社名門大洋フェリー

阪九フェリー株式会社
16

防振、自動車用ホース、化成品各事業部における、小牧－九州間でのフェリー便によるモーダルシフト事
業

東海ゴム工業株式会社

14 東京/北九州間のフェリーを利用した、東レ㈱ポリプロピレンフィルム輸送のモーダルシフト事業 オーシャントランス株式会社

北九州港のモーダルシフト推進補助事業を利用してＣＯ２削減に貢献いただいた企業

事　　　　業　　　　名
企　　　業　　　名



平成２１年度

輸送依頼者 輸送事業者

1 下関～関東地区間のフェリーを利用したアルミ製品のモーダルシフト事業 日新運輸工業株式会社 オーシャントランス株式会社

2 関東／北九州のフェリーを活用した包装容器輸送のモーダルシフト 鈴与カーゴネット株式会社 オーシャントランス株式会社

3 北九州／関東のフェリーを活用した食品輸送のモーダルシフト 鈴与カーゴネット株式会社 オーシャントランス株式会社

フェリックス物流株式会社

株式会社名門大洋フェリー

フェリックス物流株式会社

株式会社名門大洋フェリー

6
新門司～大阪南港間のフェリーを利用した東洋プライウッド株式会社の住宅部材輸送のモーダルシフト
増量事業

東洋プライウッド株式会社九州工場 東洋陸運株式会社九州支店

7
北九州新門司港／東京有明港のフェリーを利用した紙（上り）、飲料、雑貨（下り）のモーダルシフト増量
事業

株式会社亀万運送 オーシャントランス株式会社

8 北九州新門司港／東京有明港のフェリーを利用した建設資材のモーダルシフト増量事業 小倉運送株式会社 オーシャントランス株式会社

9
製紙メーカーの原料輸送にあたり、「限りある資源を有効利用する」を合言葉に環境に優しい輸送を行う
ため、北九州新門司港～大阪南港間をフェリー利用し、モーダルシフトを図る輸送事業

日豊運送株式会社 株式会社名門大洋フェリー

10 自動車部品輸送の大阪南港～新門司港間フェリーを活用したモーダルシフト輸送事業 丸加運輸株式会社 株式会社名門大洋フェリー

11
北九州／神戸間のフェリーを利用した神鋼特殊鋼管株式会社（下関市）扱いステンレスパイプ輸送のモー
ダルシフト事業

関光汽船株式会社北九州支店 阪九フェリー株式会社

12 北九州／大阪間のフェリーを利用した日用品輸送のモーダルシフト事業 関光汽船株式会社北九州支店 阪九フェリー株式会社

13 北九州／大阪間のフェリーを利用した化学工業品（フレコン）輸送のモーダルシフト事業 関光汽船株式会社北九州支店 阪九フェリー株式会社

14 関東／北九州のフェリーを活用した家電輸送のモーダルシフト ニッポー物流サービス株式会社 オーシャントランス株式会社

15 北九州／関西間のフェリーを活用した自動車部品のモーダルシフト 鈴与カーゴネット株式会社 阪九フェリー株式会社

16 昇降機部品輸送の大阪南港～新門司港間フェリーを活用したモーダルシフト事業 株式会社リョーウンエキスプレス 株式会社名門大洋フェリー

阪九フェリー株式会社

株式会社名門大洋フェリー

北九州港のモーダルシフト推進補助事業を利用してＣＯ２削減に貢献いただいた企業

事　　　　業　　　　名
企　　　業　　　名

九州産業運輸株式会社
太平洋工業株式会社の自動車部品輸送について、20ｔセミトレーラを活用した輸送とし、かつ北九州新門
司港～大阪南港間をフェリー利用したモーダルシフト事業4

コカ・コーラウエストロジスティクス株式会社
コカ・コーラウエスト株式会社の清涼飲料水輸送について、２０トンセミトレーラを活用し、かつ北九州新門
司港～大阪南港間のフェリーを利用したモーダルシフト輸送事業5

日本梱包運輸倉庫株式会社大阪／新門司間のフェリーを利用した自動車部品輸送のモーダルシフト事業17



平成２１年度

輸送依頼者 輸送事業者

阪九フェリー株式会社

株式会社名門大洋フェリー

19 中国輸入鋳物部品の北九州輸送 株式会社豊田自動織機 大興運輸株式会社

フェリックス物流株式会社

株式会社名門大洋フェリー

21 東京／北九州のフェリーを活用した洗剤のモーダルシフト増量事業 日正運輸株式会社 オーシャントランス株式会社

22 RORO船（小倉/日立）を利用した住宅関連機器輸送におけるモーダルシフト増量事業 株式会社シーゲートコーポレーション 川﨑近海汽船株式会社

23 システムキッチンカウンター製品搬送及び搬送用ラック回収 パナソニック電工株式会社 株式会社丸仲運輸

24 九州～関西間のフェリーを利用した自動車部品輸送のモーダルシフト 大井運輸株式会社 阪九フェリー株式会社

北九州港のモーダルシフト推進補助事業を利用してＣＯ２削減に貢献いただいた企業

事　　　　業　　　　名
企　　　業　　　名

18
熊本交通運輸株式会社の行う青果物輸送について、従前のフェリー輸送分を増量し、よりCO２排出量を
削減するモーダルシフト事業

熊本交通運輸株式会社

20 大阪南港～新門司港間のフェリーを利用したキリンビール製品のモーダルシフト事業 キリン物流株式会社



平成２０年度

輸送依頼者 輸送事業者

1 北九州/関西間のフェリーを活用した自動車部品のモーダルシフト 鈴与カーゴネット株式会社 阪九フェリー株式会社

2
東京有明港→北九州新門司港のフェリーを活用した九州製紙株式会社向け古紙のモーダルシフト増量
事業

日豊運送株式会社 オーシャントランス株式会社

3 北九州/関東間のフェリーを活用した自動車部品（宇部興産アルミホイール）輸送のモーダルシフト 関光汽船株式会社 オーシャントランス株式会社

4 内航RORO船を利用した北九州/関東間の板硝子モーダルシフト輸送 株式会社シー・ロードエキスプレス 川崎近海汽船株式会社

5
専用セミトレーラーを用いたフェリー無人車航送による関西⇔九州間のラウンドモーダルシフト事業（特殊
硝子）

株式会社シー・ロードエキスプレス 阪九フェリー株式会社

6
専用セミトレーラーを用いたフェリー無人車航送による関西⇔九州間のラウンドモーダルシフト事業（エア
コン）

株式会社シー・ロードエキスプレス 株式会社名門大洋フェリー

7 RORO船（小倉/日立）を利用した自動車部品輸送のモーダルシフト 株式会社シーゲートコーポレーション 川崎近海汽船株式会社

8 RORO船（小倉/日立）を利用したセラミック製品輸送のモーダルシフト 三井金属鉱業株式会社 川崎近海汽船株式会社

9
東洋プライウッド株式会社の住宅部材の陸送を新門司～大阪南港間のフェリーに代替するモーダルシフ
ト

東洋プライウッド株式会社 東洋陸運株式会社

10 自動車部品輸送の大阪南港～新門司港間フェリーを活用したモーダルシフト事業 株式会社久津運送店 株式会社名門大洋フェリー

11 昇降機部品輸送の大阪南港～新門司港間フェリーを活用したモーダルシフト事業 株式会社リョーウンエキスプレス 株式会社名門大洋フェリー

12 RORO船（小倉/日立）を利用した医療品のモーダルシフト 株式会社日本生物製剤 川崎近海汽船株式会社

13 中国輸入鋳物部品の北九州直送 株式会社豊田自動織機 大興運輸株式会社

北九州港のモーダルシフト推進補助事業を利用してＣＯ２削減に貢献いただいた企業

事　　　　業　　　　名
企　　　業　　　名



平成１９年度

輸送依頼者 輸送事業者

1 自動車用ハーネス海外生産国内輸送の、鉄道によるモーダルシフト及び拠点集約事業 三菱電線工業株式会社 山九株式会社

2 ＲＯＲＯ船（小倉／日立）を利用した製品輸送のモーダルシフト事業 丸善海陸運輸株式会社 川崎近海汽船株式会社

3 北九州港（ひびき）と三井武田大牟田工場間の化学品輸出に係わる鉄道輸送事業 オー・オー・シー・エル（ジャパン）株式会社 山九株式会社

4 北九州港（ひびき）と岩国港間の内航フィーダー事業 オー・オー・シー・エル（ジャパン）株式会社 山九株式会社

5 関東／北九州間のＲＯＲＯ船を活用した自動車用部品（ﾊﾞｯﾃﾘｰ）輸送のモーダルシフト事業 古河電池株式会社 古河物流株式会社

6 北九州向けアルミ製品輸送 株式会社神戸製鋼所 株式会社丸運

フェリックス物流株式会社

株式会社名門大洋フェリー

フェリックス物流株式会社

株式会社名門大洋フェリー

9 冷凍食品輸送の大阪南港～新門司港間フェリーを活用したモーダルシフト事業 キャリーネット株式会社 株式会社名門大洋フェリー

10 ＲＯＲＯ船（小倉／日立）を利用した雑貨輸送のモーダルシフト事業 株式会社　下田屋 川崎近海汽船株式会社

11 シャープ＆郵船港運ジョイントによる「北九州港発モーダルシフト」 シャープトレーディング株式会社 郵船港運株式会社

北九州港のモーダルシフト推進補助事業を利用してＣＯ２削減に貢献いただいた企業

パナホーム株式会社の住宅部材輸送の大阪南港～新門司港間フェリーを活用したモーダルシフトによる
輸送効率向上事業

事　　　　業　　　　名
企　　　業　　　名

株式会社　日本陸送

株式会社日新

自動車部品輸送の、大阪南港～新門司港間フェリーを活用したモーダルシフトによる輸送効率向上事業

7

8



平成１８年度

輸送依頼者 輸送事業者

1 自動車用ハーネス海外生産国内輸送の、鉄道によるモーダルシフト及び拠点集約事業 三菱電線工業株式会社 山九株式会社

2 鉄道を利用した高速対応貨物の輸送 セイノーロジックス株式会社 小倉運送株式会社

3 上海～門司間のシー＆レール輸送事業 コスコン・ジャパンエクスプレス株式会社 山九株式会社

4 北九州港（小倉）と瀬戸内諸港間の内航フィーダー事業 オー・オー・シー・エル（ジャパン）株式会社 山九株式会社

5 北九州／関東間のフェリーを活用した自動車部品（タイヤ）輸送のモーダルシフト化 有限会社チクホーロジコム オーシャン東九フェリー株式会社

6 北九州／徳島間をフェリー活用した化学工業品（フレコン）輸送のモーダルシフト事業 関光汽船株式会社 オーシャン東九フェリー株式会社

フェリックス物流株式会社

株式会社名門大洋フェリー

フェリックス物流株式会社

株式会社名門大洋フェリー

フェリックス物流株式会社

株式会社名門大洋フェリー

10
加工食品物流の海上輸送ルートを活用したモーダルシフトによる輸送効率向上事業（下関市～宇都宮
市）

味の素物流株式会社 フェリックス物流株式会社

関光汽船株式会社

ブルーハイウェイエクスプレス九州

12 内航ＲＯＲＯ船を利用した九州～中京間モーダルシフト事業 株式会社ジェネック 株式会社フジトランスコーポレーション

13 専用特殊セミトレーラとフェリーでの無人航送利用による国内海陸一貫輸送 株式会社シー・ロードエキスプレス オーシャン東九フェリー株式会社

14 北九州／関東間のフェリーを活用した鉄骨・家電製品輸送のモーダルシフト 東　海運株式会社 オーシャン東九フェリー株式会社

北九州港のモーダルシフト推進補助事業を利用してＣＯ２削減に貢献いただいた企業

フェリー輸送による焼酎等酒用空壜輸送 新熊本産業株式会社

奈良市発リサイクルプラスチックの『大阪南港～新門司港』間フェリーを活用したモーダルシフトによる輸
送効率向上事業

株式会社岡山積載運輸

加工食品物流の『新門司港～大阪南港』間フェリーを活用したモーダルシフトによる輸送効率向上事業
（下関市～西宮市・摂津市）

味の素物流株式会社

株式会社ヤマゼン発リサイクルプラスチックの『大阪南港～新門司港』間フェリーを活用したモーダルシフ
トによる輸送効率向上事業

株式会社ヤマゼン7

事　　　　業　　　　名
企　　　業　　　名

8

9

11


