
お客様の貨物は 
私たちに
お任せください。



NORVICは、世界のドライバル
ク商品取引海上輸送サービス
を提供いたします。

15年以上
事業年数

3,500万個以上以上
年間貨物(MT)輸送量

2,100港以上
年間寄港数

750以上
年間航行数

700以上
顧客企業

130名以上
世界中の従業員

8事業所
グローバルオフィス

100隻
航行中の船舶数



シンガポール

ムンバイ
ドバイ

コペンハーゲン

NORVIC  
SHIPPING設立

原油・石油製品を輸送する
タンカー会社として設立。

ドライバルクへ
事業拡張

Norvicは、事業を拡大してドライバルク
ビジネスに参入し、ハンディサイズ、スー
プラマックス、パナマックスをはじめとし

てフリート船隊を増強しています。

海外事業所

Norvicは、世界中の主要都市に
戦略的拠点を置いています。

NORVICについて 

Norvicは15年間にわた
り、業界最前線を走り続
けています。

2006年、競争力のある貨物輸送サービスを提
供するために、カナダのトロントにNorvic 
Shippingが設立されました。 顧客へのコミッ
トメントは当初から変わることなく、お客様の
ニーズを深く理解し最適な海運ソリューション
を提供するため、長期的なお客様との関係構
築に力を注いでいます。

現在は、ニューヨークからヒューストン、コペ
ンハーゲン、ドバイ、シンガポールまで、世界中
の戦略都市から事業を展開しています。 グロ
ーバルなプレゼンスにより、お客様のためにサ
ービスをカスタマイズすることが可能で、各地
のチームは、メジャーバルクからマイナーバル
クまで多種多様な商品を幅広く扱うことがで
きる十分な経験と能力を持っています。

2006 2012

2012年～現在

サンフランシスコ

ヒューストン

ニューヨーク
トロント



事業内容 

貨物と運送会社を結びつける
だけでなくお客様との強力な
関係性を築いていきます。

ドライバルク貨物運送。 船舶の運航。 コマー
シャルマネジメント。 Norvicでは、地域に密着
したグローバルなパワーを提供しています。



2%  鉄鋼
5%  ペトコーク

当社は、農産物、金属、工業、産業資材など、
幅広いドライバルク貨物をタイムリーかつ安
全に世界中に輸送しています。

ドライバルク貨物輸送は、各商品に独自の
安全対策が求められることから難しい課題
があります。 当社は専門知識と経験をもっ
て、世界中のドライバルク貨物を遅延なく安
全に輸送するために、業界の最前線で活躍
しています。

34% エネルギー

10%  肥料

8%  農産物

8%  産業資材

7%  建設資材

7%  石灰石

5%  マンガン

14% 鉄鉱石

農産物
キャノーラ種子、トウモロコシ、DDG、レンズ豆、エ
ンドウ豆、大豆、大豆粕、砂糖、小麦など

建設資材
セメント、粘土、クリンカ-等

肥料
アンモニウム、リン酸塩、BHF、DAP、MOP、リン酸
ロック、ソーダ長石、尿素等

金属
銑鉄、スクラップ、スラグ、鉄鋼、鋼ビレット、
コイル、スラブ等

鉱物
ボーキサイト、石炭、精鉱、ドロマイト、石膏、鉄鉱石、
石灰石、マンガン鉱石、ミルスケール、メットコークス、
ペットコークス、塩、硫黄等

貴社の貨物が見当たりませんか?
これらは、当社が運ぶ貨物のほんのわずかな例です。 ソリュ
ーションのカスタマイズについては、お問い合わせください。
貴社のビジネスを支援するご提案をさせていただきます。

多様な貨物輸送を700
社以上のお客様にご利

用いただいています

運送貨物 

Norvicは、すべての主要商品
セクターにサービスを提供し
ています。

3,500万トン以上
年間貨物(MT)輸送量



ハンディサイズ
主な貨物

セメント
石炭
肥料
農産物
鉄鉱石
鉱物
スクラップ 鋼鉄
砂糖

顧客

セメント製造業
肥料製造業
穀物商社
鉱山会社
電力会社
製鉄会社
砂糖製造業
商社

サイズ

25,000～49,000重量トン

スープラマックス
主な貨物

セメント
石炭
肥料
農産物
鉄鉱石
ピート
コークス
鋼鉄
砂糖

顧客

セメント製造業
肥料製造業
穀物商社
鉱山会社
電力会社
製鉄会社
砂糖製造業
商社

サイズ

50,000～60,000重量トン

ウルトラマックス
主な貨物

セメント
石炭
肥料
農産物
鉄鉱石
ピート
コークス
鋼鉄
砂糖

顧客

セメント製造業
肥料製造業
穀物商社
鉱山会社
電力会社
製鉄会社
砂糖製造
商社

サイズ

60,000～65,000重量トン

パナマックス
主な貨物

鉄鋼
石炭
穀物
ボーキサイト 鋼鉄
肥料

顧客

製鉄会社
鉱業
電力会社
穀物商社
商社

サイズ

70,000～99,000重量トン

使用船舶 

Norvicは、船主と15年間にわ
たるパートナーシップを築いて
きました。
ハンディサイズ、スーパーマックス、ウルトラマックスなど、さまざまなドライバ
ルク船を運航しています。 これらの船舶は一般的にクレーンを備え、港湾施
設に依存せずより効率的かつ独立して運航できるようになっています。



大西洋事業部は、北米東海岸から西アフリ
カ、ヨーロッパ（地中海、黒海を含む）まで
の大西洋流域を取り扱っています。 北米西
部は、大西洋事業部と太平洋事業部が共
同で担当しています。

ヒューストン事業所
+ 1-346 368-2200 
americas@norvicshipping.com

コーペンハーゲン事業所
+45 70-555-700 
atlantic@norvicshipping.com

大西洋事業部

中東事業部は、インド西海岸からペルシャ
湾、アラビア湾、アフリカの東海岸、南アフリ
カ、インド洋をカバーしています。

ドバイ事業所
+971 424-67900 
dubai@norvicshipping.com

中東事業部

太平洋事業部は、インド東海岸、オースト
ラリア、極東から大西洋事業部と共同でカ
バーされている北米西海岸までを担当し
ています。 

シンガポール事業所
+65 6713-9570 
ops@norvicshipping.com

インド事業所
+91 120-613-6000 
ops@norvicshipping.com

太平洋事業部

事業部

Norvicは世界中の必要な場
所にサービスをご提供します。

Norvicは3つの事業部で構成され、ニューヨ
ーク、ヒューストン、トロント、コペンハーゲン、
ドバイ、ムンバイ、シンガポール、サンフランシ
スコに事業所を構えています。

グローバルに展開しローカライズされたサー
ビスを提供することで、顧客の個別ニーズに
対応できる機動性を確保しています。各事業
部は、各地域で独自の権限を持って顧客サー
ビスを提供しています。



8事業所
グローバルオフィス

73%
男性

17か国
従業員の出身国

27%
女性

130人以上
世界中の従業員

25
使用言語

加盟団体

顧客企業人材

専門チームが現場のニーズ
に応えます。

当社は、世界中のチームのために最高の人
材を見つけることに尽力しています。 情熱、
高い向上心、卓越性への貢献と挑戦をチー
ムのメンバーに求め、成長とイノベーション
を促す多様な環境を創造しています。

NORVICのコミットメント

Norvicは、ドライバルク船のリーディング・
オペレーターであることを目指すだけでな
く、 最高水準の倫理的慣行と環境の持続可
能性を維持し、贈収賄を許容することなく汚
職に毅然とした態度で臨んでいます。



本社
米国 ニューヨーク
Norvic Shipping USA Inc. 
250 West 55th St, Suite 2503 
New York, New York 10019 
+1 646-921-6363 (代表)

カナダ トロント
Norvic Shipping International Ltd. 
110 Sheppard Ave E, Suite #300B, P.O. Box 3 
Toronto, Ontario M2n 6Y8, Canada 
+1 416-673-9500 (代表)

大西洋事業部
デンマーク コペンハーゲン 
Norvic Shipping Europe ApS 
Philip Heymans Alle 29, 2900 Hellerup 
Copenhagen, Denmark 1411 
+45 70-555-700

米国 ヒューストン 
Norvic Shipping USA Inc. 
16190 City Walk, Suite 250 
Sugar Land, Texas 77479 
+1 346-368-2200

米国 サンフランシスコ 
Norvic Shipping USA Inc. 
575 Redwood Highway, Suite No. 250 
Mill Valley, CA 94941, USA 
+1 415-309-1704

太平洋事業部
インド ムンバイ
Norvic Shipping India Pvt. Ltd. 
Unit 301-304, Atrium-2 CTS No. 228, Cross Road A 
Chakala MIDC, Amdheri (East), Mumbai - 400093 
Maharashtra, India 
+91 120-613-6000

シンガポール
Norvic Shipping Asia Pte. Ltd. 
ARC 380, 380 Jalan Besar, #12-02/03/04 
Singapore 209000 
+65 6713-9570

インド洋・中東事業部
アラブ首長国連邦 ドバイ
Norvic Shipping Middle East DMCC 
Unit 601-602, Reef Tower, Cluster 0 
Jumeirah Lake Towers (JLT) 
Dubai, UAE 
+971 424-67900

詳細についてのご質問、また最寄りの
チームをお探しの際は、 
corporate@norvicshipping.com 
までメールでお問い合わせ下さい。

事業所

グローバルな顧客ニーズに現
地で対応します。
当社の事業所は、顧客のニーズに迅速に対応
できるよう戦略的に配置されています。



 globe norvicshipping.com 
 Twitter NorvicShipping 
 linkedin Norvic Shipping International Ltd. 
 Instagram norvic_shipping
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