
1. 博多港全図

アイランドシティ

荒津・漁港地区 

香椎パークポート 

箱崎ふ頭 

東浜ふ頭 

中央ふ頭 

博多ふ頭 

須崎ふ頭 
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荒津・漁港地区 

 
須崎ふ頭 

 

荒津地区 

漁港地区 

須崎ふ頭北護岸 

須崎ふ頭西-7.5m 号岸壁 

須崎ふ頭西-5.5m 岸壁 

須崎ふ頭東-12.0m 岸壁 

須崎ふ頭-7.5m 岸壁 

那の津西-5.5m 岸壁 

那の津南-5.5m 岸壁 

須崎ふ頭 

西物物揚場 

須崎ふ頭東物揚場 
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博多ふ頭・中央ふ頭 

 

 

 

 

 

中央ふ頭 
博多ふ頭 

博多ふ頭

-5.5m 岸壁 

中央ふ頭北-5.5m 岸壁先端部 

中央ふ頭 

東-7.5m 岸壁 

中央ふ頭 

東-6.5m 岸壁 

中央ふ頭西-10.0m 岸壁 

中央ふ頭西-10.0m3 号岸壁 

博多ふ頭東岸壁 

 博多ふ頭浮桟

イベントヤード 

中央ふ頭 

東物揚場 
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東浜ふ頭

東浜ふ頭 

東護岸 

東浜ふ頭 

東-7.5m 岸壁 

東浜ふ頭北-7.5m 岸壁 

東浜ふ頭 

西-5.5mC・D 岸壁 

東浜ふ頭 

西-5.5m 岸壁 

東浜ふ頭 

西-4.5m 岸壁 
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箱崎ふ頭

箱崎ふ頭 

西-7.5m 号岸壁 

箱崎ふ頭 

-12.0m 岸壁

箱崎ふ頭-7.5m1 号岸壁 

箱崎ふ頭-7.5m2 号岸壁 

箱崎ふ頭-12.0m3 号岸壁 

箱崎ふ頭-12.0m2 号岸壁 
箱崎ふ頭(木材港)北-10.0m岸壁 

箱崎ふ頭 

-10.0m 岸壁

箱崎ふ頭 1号物揚場 

箱崎ふ頭北 1号岸壁 

箱崎ふ頭北2号護岸 
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香椎パークポート・アイランドシティ

香椎パークポート 

アイランドシティ

香椎パークポート 

-7.5m 岸壁 

香椎 

パークポート取付先端護岸 

香椎パークポート-11.0m 岸壁 

香椎パークポート-13.0m 岸壁 

香椎パークポート北-7.5m 岸壁 

アイランドシティ-15.0m 岸壁

アイランドシティ-14.0m 岸壁

アイランドシティ-11.0m 岸壁

アイランドシティ-7.5m 岸壁
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大分類 内容例示

麦 11 大麦、裸麦、小麦、えん麦、ライ麦、精麦、メスリン、オート

米 21 もみ、玄米、精米、砕精米

とうもろこし 22 とうもろこし

豆類 23 大豆、他の豆類

その他雑穀 24 あわ、ひえ、もろこし（マイロ）、そば、カナリシード

野菜・果物 31 いも類、野菜類、果物類、冷凍果実及び冷凍ナッツ

綿花 41 綿花、ボーンバックス綿、アスクレピアス綿

その他農産品 51 工芸作物（繊維用作物など原料作物）、農産加工品、他の農産品

羊毛 61 羊毛

その他畜産品
71

鳥獣類、鳥獣肉、未加工乳、鶏卵、動物性粗繊維・原皮・原毛布、他の畜産
品

水産品 81 魚介類（生鮮、冷凍、塩蔵、乾燥）、他の水産品

原木 91 製材用丸太、足場用材、銘木原木

製材 92 板類、ひき割り類、ひき角類、押角、耳付き材、銘木、床板、きりげた材

樹脂類 101 生ゴム、天然樹脂、ラテックス、類似ゴム、生松脂、生漆、ラック

木材チップ 111 木材チップ、木くず、木粉

その他林産品 112 果樹、他の樹木、かん木、つる、苗木、花木、竹材

薪炭 121 薪炭（しばまき、そだ）、木炭（黒炭、たどん、おがライト、加工木炭）

石炭 131 石炭（無煙炭、せん石、原料炭）

鉄鉱石 141 鉄鉱石、砂鉄鉱、硫化鉄鉱

金属鉱
151

非鉄鉱、他の金属（鉄マンガン鉱、マンガン鉱、クロム鉱、タングステン鉱
など）

砂利・砂 161 砂利、砕石、スラグ、バラスト、軽量骨材、砂（河砂、浜砂など）

石材
162

建設用岩石（花崗岩、大理石）、基礎石材（割石、玉石）、石材製品（石碑
など）

原油 171 原油、瀝青油、天然揮発油、天然ガス、タールサンド

りん鉱石 181 りん鉱石（グアノ、りん酸カリウム、りん酸アルミニウム）

石灰石 191 セメント用石灰石、鉄鋼用石灰石、石灰石（大理石を除く。）

原塩 201 岩塩、天日塩、にがり、かん水

非金属鉱物 211 非金属鉱物（肥料原料用、陶磁器原料用、耐火材料、工芸用鉱物など）

鉄鋼 221 銑鉄、原鉄、鋳鉄品、鋼

鋼材 222 形鋼、棒鋼、鋼板、帯鋼、鋼管

非鉄金属 231 非鉄金属（地金、合金、伸銅品、電線、ケーブル、他の非鉄金属

金属製品 241 建設用金属製品、建築用金属製品、綿材製品、刃物工具、他の金属製品

鉄道車両 251 機関車、電車、客車

完成自動車 252 完成自動車、シャーシ

その他輸送用車両 253 産業用運搬車、構内作業車、装甲車両など

二輪自動車 254 オートバイ、モータ・スクータ、二輪車用側車

自動車部品 255 自動車用機関（ガソリン機関、ディーゼル機関、電動機、部品）、車体

その他輸送機械 256 自転車その他車両、船舶、飛行機、空シャーシー

産業機械
261

エレベーター、破砕機、掘削機、農業用機械、冷凍機・空調装置、他の産業
機械

電気機械 262 変圧器、配電盤、コンピュータ、電動工具、半導体、ソーラーパネル

測量・光学・医療用機械 263 測量機、計量器、望遠鏡、カメラ

2．品種分類表（８１分類表）
中分類

(1) 農水産品

(2) 林産品

(3) 鉱産品

(4) 金属機械工業
品
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事務用機器 264 電子卓上計算機、複写機、ワードプロセッサ

その他機械 265 自動販売機、消火装置、温水暖房装置

陶磁器 271 台所食卓用品、衛生用品

セメント 281 ポルトランドセメント、高炉セメント、他のセメント

ガラス類 291 板ガラス、ガラス製品、光ファイバー

窯業品 301 れんが、セメント製品、コンクリート製品、石灰製品

重油 311 Ａ重油、Ｂ重油、Ｃ重油

石油製品 321 ガソリン、ナフサ、灯油、軽油、潤滑油

ＬＮＧ（液化天然ガス） 322 液化天然ガス

ＬＰＧ（液化石油ガス） 323 液化プロパンガス、液化ブタン

その他石油製品 324 絶縁油、グリース、ワセリン

コークス 331 コークス、半成コークス

石炭製品 341 練炭、豆炭

化学薬品 351 硫酸、塩酸、か性ソーダ、アンモニア、アセチレンガス

化学肥料 361 硫酸アンモニウム、尿素、硫酸カリウム、化成肥料

染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品
371 合成染料、有機顔料、ラッカー、合成ゴム、医薬品、火薬、接着剤、農薬

紙・パルプ 381 パルプ、紙

糸及び紡績半製品 391 紡績半製品、糸、糸製品

その他繊維工業品 401 織物、不織布、ひも

砂糖 411 粗糖、氷砂糖、水あめ、ぶどう糖

製造食品 421 肉製品、酪農製品、缶詰、菓子、調理冷凍食品、調味料

飲料 422 清涼飲料、ビール、清酒

水 423 飲料水、氷、雪

たばこ 424 紙巻たばこ、葉巻たばこ

その他食料工業品 425 食塩、化学調味料

がん具 431 がん具、人形

衣服・身廻品・はきもの 441 衣服、寝具、かばん、靴

文房具・運動娯楽用品・楽器 442 書籍・印刷物、文具・紙製品、レコード、楽器

家具装備品 443 家具、衛生暖房用品（業務用除く）、台所用品、食卓用品、美術品、骨董品

その他日用品 444 ろうそく、ヘアブラシ、ハンガー

ゴム製品 451 ゴムタイヤ、再生ゴム、ゴムバンド

木製品 461 単板、合板、プレハブ建築物、工業生産建築物、建築用ユニット

その他製造工業品
471

皮革製品、他に分類されない製造工業品（医療用品、農林水産器具、救命防
災器具）

金属くず 481 鉄くず、鋼くず

再利用資材 491 古紙、紡績ウエスト、プラスチックスクラップ

動植物性製造飼肥料 501 動・植物性製造肥料

廃棄物 511 じんかい、ふん尿

廃土砂 512 廃土砂、残土

輸送用容器 521 金属製容器（ドラムかん、貯蔵タンク）、他の輸送用容器

取合せ品 531 引越荷物、郵便物、小荷物、内外航船舶の小口混載貨物

(9) 分類不能のも
の

分類不能のもの
541 分類不能のもの、工業用水など

(7) 雑工業品

(8) 特殊品

(5) 化学工業品

(6) 軽工業品
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