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横浜港南本牧ふ頭ＭＣ４コンテナターミナルは、ＭＣ３との連続バースとし

て、世界最大級のコンテナ船に対応できる水深１８ｍ、延長９００ｍの国内最

大水深を有する高規格コンテナターミナルとして、令和２年８月７日に暫定供

用しております。 

この度、世界最大級のコンテナ船である「MSC ISABELLA」（全長約４００ｍ、

船幅６１ｍ、最大積載数２３，６５６ＴＥＵ）が令和３年３月１４日（日）に

ＭＣ３・４に入港いたします。本船は我が国に寄港する過去最大のコンテナ船

となります。これまでの最大は、横浜港に平成３１年３月に寄港した「MSC 

ELOANE」（最大積載数１９，４６２ＴＥＵ）です。 

なお、ＭＣ４コンテナターミナルは４月１日の供用開始を予定しています。 

 

入港の取材をご希望される報道関係者の方は別添１を参照の上、別添２の取

材申込書にてＦＡＸでお申し込み下さい。 

 

発表記者クラブ 

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、神奈川県政記者クラブ、横浜海事記者クラブ、 

横浜市政記者会、物流専門紙 

問い合わせ先 

 ○国土交通省関東地方整備局 港湾空港部 

港湾高度利用調整官 笠井 良真（かさい よしまさ） TEL：045-211-7437 

   港政調整官     伊藤 洋二（いとう ようじ）  TEL：045-211-7406 

                             FAX：045-211-0203 

   ※入港等に関する問合せは港湾高度利用調整官、取材に関する問合せは港政調整官へ 

お願いします。 

 ○横浜市港湾局 物流運営課 

担当課長      帰山 誠人（かえりやま まこと）TEL：045-671-2919 

 ○横浜川崎国際港湾株式会社 営業部 

  営業部長      鹿島 聖峰（かしま きよみね） TEL：045-680-6583 

令和３年３月１１日（木） 

国土交通省関東地方整備局  
横 浜 市 港 湾 局  
横浜川崎国際港湾株式会社  

横浜港南本牧ふ頭コンテナターミナルに 

世界最大級のコンテナ船「MSC ISABELLA」が 

３月１４日に入港します！ 
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In a single voyage a MSC Isabella can carry approximately:

(**) Approx. cargo volume equivalent // Bananas: considering reefer capacity(*) Twenty-foot equivalent unit
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47,312
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222 million
Bananas**

2.93 million
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Pairs of shoes

Impressive 
dimensions

333 m
Tokyo Tower

4 x (60 x 100)400 m
MSC Isabella

A new class of 
sustainable 
container shipping

MSC Isabella has one of the lowest  
carbon footprints per container carried 
by design

7.72 grams of CO2 emissions to move
1 ton of cargo 1 nautical mile

MSC ISABELLA
資料提供：MSC



取 材 要 領

（１）取材受付場所・日時

場 所 横浜港南本牧ふ頭地区新待機場（新管理棟前） （別紙参照）

日にち 令和３年３月１４日(日)

時 間 １２：００～、１３：００～、１４：００～取材開始予定

※1 申し込み順により取材対応を行います。感染症対策として、取材時間を50分程度
毎に分けて複数回実施しますが、申し込みの件数により、上記以外の時間となる場
合があります。取材開始時刻は３月１２日（金）１８時までに当局よりFAXでご連
絡いたします。

※2 気象状況等により、入港日時が変更される場合があります。ついては、

FAX送信後に入港時間等の変更が生じた場合は、取材申込書に記載頂いた電話

番号に電話いたします。

※3 新待機場にて受付をします。（取材開始時間15分前より受付開始）
※４ 当日は、取材に先立ち当局より事業概要説明をおこないます。

※５ 取材場所の都合上、ムービーカメラは１系列につき１台、スチールカメラは１社

につき１台とさせて頂きます。

（２）取材事前申込

取材にあたっては事前登録が必要となります。取材を希望される方は、

３月１２日(金)１５時までに、所定の取材申込書にてＦＡＸでお申し込み下さい。

※感染症対策として、最小限の人数での参加をお願いいたします。

（３）新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る対応

・取材時はマスクを着用してください。

・受付時に検温させて頂き、37.5℃以上の発熱が確認された場合には取材をお断りさ

せて頂きます。

（４）その他

・取材受付場所への移動は各自で行ってください。車で来られる場合は指定する場所

へ駐車願います。

・受付にて名刺をお渡し下さい。

・受付後は取材終了時まで身分証及び自社腕章を必ず着用してください。

・取材場所では係員の指示に従ってください。

・撮影中の事故（転倒等）については責任を負いかねますので、ご注意願います。

・荷役作業中ですので、取材エリアは制限があります。

・一般の方のご来場はできません。

別添１

- ４ -



横浜港南本牧ふ頭コンテナターミナル
世界最大級のコンテナ船「MSC ISABELLA」入港 現 地 取 材 申 込 書

国土交通省関東地方整備局 港政課 行

ＦＡＸ：０４５－２１１－０２０３

氏名（全員の氏名をご記入下さい）
※新型コロナウイルス感染防止の観点から、
極力少人数の参加として下さい。

ＴＥＬ（代表者の携帯番号をご記入下さい）

ＦＡＸ

E-mail

所属記者クラブ

報道機関名

車両番号

【取材について】
・取材は、少人数で数回に分けて行いますので、集合時間が参加者毎に異なります。

ついては３月１２日（金）１８時までに当局より集合時間をFAXでお知らせします。
・本件取材は報道機関に限らせて頂きます。取材当日は来訪者全員の本人確認のできる身分

証（顔写真付き社員証や運転免許証など）をお持ち下さい。
・船舶の入港日時に変更があった場合など、取材内容や時間を変更する可能性があります。

３月１２日（金）１８時以降に変更が生じた場合は、取材申込書に記載いただいた電話番号
に電話いたします。

【個人情報の御記入にあたって】
・ご記入頂きました個人情報は、今回の取材に関する管理、ご連絡のみに利用します。

[問い合わせ先]

国土交通省関東地方整備局 港政課（０４５－２１１－７４０６）

港政調整官 伊藤 洋二（いとう ようじ）、係長 羽鳥 友和（はとり ともかず）、

係員 仲村 崇志（なかむら たかし）

[取材当日の連絡先・問い合わせ先]

国土交通省関東地方整備局 港政課

港政調整官 伊藤 洋二（いとう ようじ） ０９０－３３３２－６４３９

係長 羽鳥 友和（はとり ともかず） ０９０－１２５０－７４５０

取材方法 □ 写真撮影 □ ビデオ撮影 □その他（ ）

媒体 □ テレビ □ ラジオ □ 新聞 □ 雑誌 □ その他

（ ）

- ５ -

別添２

申込期限：

３月１２日（金）１５時 必着



MSC Isabella入港 現地取材会場位置図

- ６ -

※当日は係の者が誘導いたします。
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