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2022年 5月 13日 

御客様各位 

濃飛(上海)物流有限公司 

 

華東地区の船積みについて 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 掲題の情報を更新させて頂きますので、業務のご参考として頂けましたら幸甚に存じます。 

 

１．各地の状況（トピックス） 

◆上海 

概況：経済面の新たな施策は出ておりませんが、1 日の新規陽性者(無症状者含む)が 2,000 人前

後まで減少して来ましたが、｢静黙期｣と銘打ち局所的且つゲリラ的な引き締め管理で突発

的に一切のデリバリーや外出が禁止される等、より一層の感染減少に向けた厳格管理が実

施されています。 

物流：｢静黙期｣により一部のコンテナデポの出入りが一時的に停止する等の影響が出ましたが、

これによる弊社船積みに関する影響は出ていません。 

工場・物流の稼働申請は増加していますが、稼働条件として指定業者による PCR 検査の実

施や毎日の消毒、｢住み込み式(バブル式)｣対応のインフラ整備等、コスト面で再開の目途

が立たないケースも出ています。 

また地域差も出ており、｢社会面基本的ゼロ(ゼロコロナ相当)｣と見なされた地域(奉賢区､

金山区､崇明区､青浦､松江区､普陀､嘉定区､徐匯区と浦東新区の一部地域)の申請が先行す

る傾向にあります。 

 

◆太倉 

概況：｢住み込み式(バブル式)｣或いは｢居住地⇔勤務先往復の厳守｣を条件とした工場・物流の稼

働が増加し、徐々に回復が進んでおります。 

物流：綜合保税区に続き、弊社の一般倉庫も稼働を再開しました。庫内作業の能力はほぼ回復し

ましたが、外地から太倉市内へ乗り入れる為の通行証(貨運コード)取得の成否には くじ

引き的要素が残っていたり、受け入れ側が通行証を持ったトラックを高速出入口まで送迎

したり(寄り道をさせない為)、全体の作業効率回復には暫く時間がかかる見通しです。 

 

◆寧波/南京/南通 

概況：新規陽性者も少なく比較的安定しています。 

物流：ドライバーに対する 48 時間以内の PCR 検査証明と通行証は必須で、事前予約が必要な倉

庫もあり、陸送に時間を要すケースもありますが概ね安定しています。 
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２．船積みのご案内 

◆江蘇省・安徽省に所在の工場様  あああ 推奨ルート 

工場

上海(ShangHai) コンテナ ◯ ◯ 南通 注1)参照

混載便 - ◯ 南通 コンテナ船　　注1)参照

混載便 - ◯ 上海 フェリー　　　注2)参照

太倉(TaiCang) コンテナ ◯ ◯ 太倉 倉庫が稼働再開

南通(NanTong) コンテナ △ - - 空コンテナ不足傾向

南京(NanJing) コンテナ ◯ ◯ 南京

張家港(ZhangJiaGang) コンテナ △ - - 空コンテナ不足傾向

仕出地 タイプ 備考
港倉庫

バンニング

  

注 2)上海倉庫への搬入が困難な SHIPPER様には個別に対応をさせて頂きます。 

注 1)南通 CFS 

本船 POL POD 出港 入港
一般船 上海 東京 木(四) 16:00 木(四) 14:00 月(一) 木(四)

金(五) 15:00 金(五) 14:00 火(二) 木(四)
月(一) 16:00 月(一) 14:00 金(五) 月(一)

一般船 上海 名古屋 金(五) 15:00 金(五) 14:00 火(二) 木(四)
月(一) 16:00 月(一) 14:00 金(五) 月(一)
水(三) 16:00 水(三) 14:00 日(日) 水(三)

一般船 上海 大阪 金(五) 15:00 金(五) 14:00 火(二) 木(四)
月(一) 16:00 月(一) 14:00 金(五) 月(一)
水(三) 16:00 水(三) 14:00 日(日) 火(二)

CFS CLOSE S/I CUT-OFF

 

 ※スケジュールの変更等は別途案内させて頂きます。 

倉庫住所 ：江蘇弘准供応鏈管理有限公司 

江蘇省南通市通州区扜亭河西路与通呂公路交叉口西北角 

      ※連絡先、注意事項等はブッキングを頂いた際にご案内致します。 

お問合せ先：濃飛(上海)物流有限公司 

      邱先生 Mail： qiu_nohhi_sha@163.com / 携帯： 13918239005 

      閻小姐 Mail： yan_nohhi@163.com / 携帯： 13636527293 

 

◆浙江省に所在の工場様   あああ 推奨ルート 

工場

寧波(NingBo) コンテナ ◯ ◯ 寧波 倉庫は要事前予約

混載便 - ◯ 寧波 倉庫は要事前予約

乍浦(ZhaPu) コンテナ ◯ - -

仕出地 タイプ 備考
バンニング

港倉庫

 

お問合せ先：濃飛(上海)物流有限公司 

 倪先生 Mail： dayi_nohhi@163.com / 携帯： 13636423113 

 劉小姐 Mail： cs1@nohhi.com.cn / 携帯： 15800864213 

 

mailto:qiu_nohhi_sha@163.com
mailto:yan_nohhi@163.com
mailto:dayi_nohhi@163.com
mailto:cs1@nohhi.com.cn
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◆本船スケジュール 

上海 別途スケジュール表をご参照下さい。 

 

太倉 別途スケジュール表をご参照下さい。 

 

南京 TCLC  南京(土)→東京(土)→横浜(日)→川崎(日)→名古屋(月) 

   TCLC  南京(水)→名古屋(土)→東京(日)→横浜(月) 

TCLC  南京(火)→大阪(金)→神戸(金)→広島(土)→門司(日)→博多(日) 

TCLC  南京(土)→大阪(金)→神戸(金) 

 

南京／南通／張家港 

      SINO  南京(水)→張家港(木)→南通(木)→東京(月)→横浜(火)→名古屋(水)→神戸(木) 

      SINO  南京(金)→張家港(土)→南通(日)→大阪(水)→神戸(水)→名古屋(木)→横浜(金) 

→東京(金) 

 

寧波／乍浦  

 NOS  乍浦(火)→寧波(水)→大阪(土)→神戸(土)→名古屋(日)→横浜(金)→東京(金) 

 NOS 乍浦(金)→寧波(土)→名古屋(火)→東京(水)→横浜(木) 

 NOS  乍浦(金)→寧波(土)→大阪(月)→神戸(火) 

 

以上 


