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国際コンテナの売買およびリース事業を通して、日本人が何百年もの間築き上げてきた日本的マネージメント、

日本人の価値観、人間的な豊かさ、人を大切にする心、相手を思いやるチームワーク等々を世界の人々に

理解してもらうことを使命とし、今、日本人が出来ること、日本人だから出来ること、日本人でなければ出来ない

サービスで世界の人々を幸福にする事が当社の企業理念です。

常に新しいことに挑戦し、お客様に対する新たな解決策をご提案し続ける会社でありたいと考えています。

Through buying, selling and leasing container the traditional Japanese 
management established hundreds years ago and the sense of value, richness in 
humanity, humane spirit and the teamwork spirit mutually helped among Japanese 
should be getting known people of the world as our mission. We would like to make 
people of the world happy by what Japanese can do, what only Japanese can do, 
what should be the service limited to Japanese.
We would like to be a company, which always tries new things and keeps 
providing new solutions for the customers.

設      立 2010年3月2日 資 本 金 2,000万円 代 表 者 中尾 治美

会 社 名 株式会社EFインターナショナル（エフインターナショナル）

事業内容 国際海上コンテナの売買、リース、コンサルタント業務、及びそれらに付帯する一切の業務

許 認 可 古物商 神奈川県公安委員会 許可証番号 第451380005504号

所 在 地 〒231-0012 横浜市中区相生町6-104 横浜相生町ビル8F
TEL : 045-264-4540　FAX : 045-264-4539　E-mail : info@ef-international.com

Secondhand Dealer Kanagawa Public Safety Commission, Permit No. 451380005504

Founding Date March 2, 2010 Capital 20,000,000 JPY Representative Harumi Nakao

Company Name EF International Ltd.

Business Overview Selling, Buying, Leasing International Sea Container & its related Business & Consultant.

License

Address Yokohama Aioicho Bldg. 8F, 6-104 Aioicho, Naka-ku, Yokohama, 231-0012, JAPAN
TEL : +81-(0)45-264-4540   FAX : +81-(0)45-264-4539   E-mail : info@ef-international.com

グローバリゼーションの波の中で日本人としての役割を果たすべく、

2010年3月に株式会社EFインターナショナルを設立いたしました。

以来、多くのお客様にご支援を賜り、順調に業績を拡大させて頂いております。

米国大手リース会社の揺籃期から、大手リース会社と呼ばれるようになるまでの

26年間の成功体験と、計50年以上に及ぶコンテナリース業界の経験と

ノウハウを駆使し、引き続き御客様の問題解決のお手伝いができればと考えております。

これまでのキャリアで培われた熱い反骨精神と、日本人としてのアイデンティティ

を活かし、業界の更なる発展にも貢献したいと考えております。

何卒お引き立てのほど宜しくお願い申し上げます。

I established EF International Ltd. in March 2010 to fulfill a role as a Japanese in a wave of globalization.
Since then, we have been supported by a number of customers and have steadily expanded the business.  I acquired 
success experiences for 26 years from infancy of a US major leasing company up to be known as a major leasing 
company.  I have also acquired experiences and Know-how of container lease for more than 50 years.  Using these 
experiences and know-how, I would like to keep helping you to solve problems.
With our serious indomitable spirit cultivated in the career and identity as a Japanese, we would like to contribute to
the further development of the industry.
Thank you for your patronage in the future.

代表取締役　中尾 治美

Harumi Nakao, Managing Director

�� 代表者あいさつ Greeting

�� 会社概要 Company Profile

�� Business Policy企業理念

�� EFI’s Valuable PerformanceE F Iの強み

ワンストップ
サービス

ONE STOP
SERVICES

Expertise to Satisfy
our Customers

「求めるモノ、事」 
を形にする力

Reliable Partners
Worldwide

海外ネットワーク
の広さ、世界対応

Offers the best solution by 
sincere consultation

あらゆるコンサルティングで、
ベストなソリューションを提案

Has many personal 
connections in Japan
and overseas

国内・海外ともに
豊富な人脈

Consists of well 
experienced and
young staffs

ベテランから若手
の幅広い社員層

Meets customers’ demand, 
from a big project to one pc 
of security seal

セキュリティーシール1本から
大型案件まで対応

情報発信 Information and Media EFIはSDGsに賛同します
■ コンテナ市況レポート
　 Container Market Report

■ YouTube, SNS

EFI supports SDGs.
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コンテナ売買 Sales & Purchase of Containers

Product�� 製品紹介Service�� サービス紹介

海上輸送以外にも様々なフィールドで使われています Containers are used in a variety of fields other than marine transportation

新造・中古を問わず、SOC船積み用から倉庫用まで、1本から大量調達まで、様々なご要望に対応。

ドライコンテナはもちろん、リーファーコンテナ、タンクコンテナ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
他特殊コンテナ（バルク、オープントップ、フラットラック 等）まで幅広く取扱い。

新造コンテナは貴社ご要求仕様をご相談ください。 コンテナメーカーとの連携により図面作成からの製造実績多数。
ドライ、リーファー、タンク、他特殊コンテナ等、それぞれ経験豊富な担当者が丁寧に対応します。

不要コンテナの買取り・処分にも対応。 まずはご連絡を。

日本全国各地（メインポート、ローカルポート、内陸地）で供給可能。 提携運送業者により現地までの輸送・設置にも対応。

多くの海外ネットワークを駆使し、世界各地でも対応可能。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中でもKukdong MES/JJ MESは長年のパートナー。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
世界的ネットワークでコンテナ関連事業を展開する老舗トレーダー。

ECO POWERを標準搭載、従来品よりも約20％以上燃料節約

Thermo King社以外のISO冷凍コンテナにも、電源供給可能

18KW出力、460Vac、3相、60Hz、
TK社製ディーゼルエンジン30馬力搭載

リーファーコンテナ Reefer Container

Thermo King社(米国)は世界で初めて冷凍コンテナを世に出した、世界的冷凍機・
発電機メーカーです。  国際海上輸送・国内輸送のほか、倉庫代わりにもご利用頂けます。
用途に合わせカスタマイズ(LED照明、ジョロダーレール、カーテン等)も承ります。

Thermo King (USA) is a global leading manufacturer of refrigerated container units and generators 
who introduced a reefer container to the world for the first time. Reefer containers can be used for 
international marine transportation, and inland transportation, as well as storage purpose. Customized 
option (LED light, Joloda rail, curtain, etc.) is also available in accordance with your request.

Regardless of whether newly built or used container, from SOC shipping to warehousing, from a single container to a large quantity, we can meet various requests.
We handle not only dry containers, but also Reefer containers, Tank containers, and other special type containers (Bulk, Open Top, Flat Rack, etc.).
Please contact us with your specifications for newly built containers.In cooperation with container manufacturers, we have a lot of experience 
in manufacturing containers from drawings.Experienced experts are available for Dry, Reefer, Tank, and other special type containers.
We can also purchase and dispose of unnecessary containers. Please contact us first.
Supply is available at all locations throughout Japan (main ports, local ports, inland areas).Transport and installation to the site is 
also available through partner carriers.
We have a large overseas network and can provide services in various parts of the world.KD MES/JJ MES is one of our 
longest-standing partners and a well-established trader in the container-related business with a global network.

ECO POWER as standard, with more than 20% fuel savings 
compared to standard offering
Can power all ISO reefer units including but not limited to Thermo King
18 KW output, 460 Vac, 3 phase, 60 Hz, TK diesel engine 30 hp

日本国内・海外問わず、海上輸送用・倉庫用等、お客様の多様なご要望に対応します。
各種コンテナ(ドライ、リーファー、特殊コンテナ)を、短期レンタル・長期リースでご提供しています。

We are willing to deal with the diverse needs of our customers, such as marine transportation and 
warehousing, regardless of whether they are in Japan or overseas. We offer a short-term rental and a 
long-term lease for various containers (Dry, Reefer, and other special type containers).

We can handle a wide range of containers in close cooperation with UES, a leading
container leasing company with a worldwide network and abundant experiences.

世界中に広がるネットワークと豊富な経験を有するコンテナリースのリーディングカンパニー
であるUES社と緊密に連携し、幅広いコンテナバリエーションに対応可能。

コンテナレンタル&リース Rental & Lease

Warehouses, Stores, Event Booths, Temporary Housing

Transportation and storage of seafood and premium ice cream 
(frozen and ultra-low temperature frozen)
Storage of rice, vegetables, fruits, fresh flowers, wine and sake 
(refrigerated, controlled temperature)

Cultivation of vegetables and mushrooms (controlled temperature)

Transportation and storage of pharmaceuticals            
(refrigerated, frozen, ultra-low temperature frozen)
Transportation of precision equipment and art works       
(controlled temperature)

取付位置に応じ３機種ご用意しております。

発 電 機 Generator

3 models to choose from in accordance
with your requirement.

SG-3000e series

倉庫、店舗、イベントブース、仮設住宅

魚介類、高級アイスクリームの輸送・保管 （冷凍・超低温冷凍）

米・野菜・果物・生花、ワイン・日本酒の貯蔵（冷蔵）

野菜、きのこ栽培 （定温）

医薬品の輸送・保管 （冷蔵・冷凍・超低温冷凍）

精密機器・美術品の輸送（定温）

SG-3000e シリーズ

機 種
MODEL

MAGNUM PLUS

+ 30℃　～　- 40℃

高い冷凍能力、かつ低消費電力
シンプルな構造で頑丈、故障が少ない
High cooling capacity, and low power consumption
Simple and robust structure,
resulting in less malfunctions

Can achieve -70°C, which is unique to Thermo King.
Can preserve "just-caught" freshness,and ideal for high
value cargo like sashimi-grade tuna and sea urchins.

他社では類をみない -70℃対応
マグロやウニ等の高価な貨物を獲れたての鮮度で貯蔵 

SUPER FREEZER　超低温冷凍

標準仕様　STANDARD

特別仕様　SPECIAL

- 10℃　～　- 60℃

- 10℃　～　- 70℃
設定温度
SET POINT

特 長
FEATURES

SGCO-3000e
クリップオン

Clip On

SGCM-3000e
センターマウント

Center Mount

SGSM-3000e
サイドマウント

Side Mount

他に、CARB適合の北米向け仕様
SG-5000も取り扱っております。
For U.S market, SG-5000 in compliance
with CARB is also available.

4 EF インターナショナル 5E F  I n t e r n a t i o n a l  L t d .



JJAP社 (中国 Jingjiang Asian-Pacific Logistics Equipment Co.,Ltd.)は、最新の設備を備え開発から
設計・製造まで一貫対応のメーカーです。高品質のタンクコンテナを世界中で展開しています。
ISOタンクコンテナは世界共通の国際標準規格で製造され、海上・陸上・鉄道の各輸送モードに対応しています。
液体の大量輸送、一時貯蔵タンクとして、またタンクローリーからの切り替えにもご検討下さい。

“JJAP TANK” (Jingjiang Asian-Pacific Logistics Equipment Co., Ltd.), specializes in tank container design, development, production 
and repair, and is able to provide high-level tank container equipment globally.  ISO TANK CONTAINERS, manufactured in global 
standard, can be used for transportation in marine, land, and railway. ISO TANK CONTAINERS are useful for fluid bulk cargo, as 
well as temporally storage tanks, and could be an alternative to tank lorries.

コンテナ内への浸水・貨物の濡れ損を減らす、特殊構造を採用。(特許第6443785号)　通常のリアドアに加えサイド
からも開口するため、荷役効率がアップします。 長尺物の積載・運搬、イベント施設、仮設店舗としても利用可能です。

MIRAI HITEC社(韓国)は2000年設立の
シャーシ・トレーラー専門の中堅メーカーです。
高い技術力が結集された製品は韓国国内のみならず、
日本や世界各国で高評価を得ています。 
小ロット、カスタム仕様にも、柔軟に対応可能です。

Kalmar社(フィンランド)はグローバル企業の
カーゴテックグループ会社。 
世界120ヶ国以上で事業展開をしている
世界トップクラスの荷役機器大手メーカーで
100年以上の長い歴史があります。 
リーチスタッカーは従来の大型フォークリフトや
トップリフターと比べ、コンテナハンドリング機器
としてコンテナシャーシからの積卸・移動・保管
（5段積み）など効率アップとなります。

TydenBrooks社（米国）は100年以上の歴史を持つセキュリティーシールのトップブランドです。  
封印することで安全性を担保するセキュリティーシール。  ボルト、ケーブル、プラスチック、ラベルなど様々な
種類のシールを取り揃え、あらゆる分野の企業様に採用されております。 
特に、国際輸送では、米国のC-TPATプログラムで要求されるISO17712:2013に準拠したHigh Security Sealを
多数準備しております。 中でも「Super Bolt Seal」の開封には専用カッターが必要で、
ご購入に際しては専用カッターと併せてご購入していただいております。

Kalmar (Finland) belongs to Cargotec group. Kalmar has a 
history of over 100 years and presently they are one of the 
world’s largest manufacturer of cargo handling equipment 
and automated terminal solutions, software and support 
services with global service network covers over 120 
countries. Compared to a traditional product such as Top 
Lifter and Forklift, “Reachstacker” can provide you with 
an efficient container handling operation not only 
loading/unloading from truck chassis, but also shifting and 
storage (max 5 tiers).

TydenBrooks, incorporated in 1870, is the first security seal manufacturer in America and they offer full range of security products to 
meet your industry's needs for indicative and tamper evident security seals. As for the international transportation, they can provide a 
series of High Security Seals rated per *ISO 17712 standard. Particularly, Super Bolt Seals offer extreme durability in all conditions. 
So, in order to cut (remove) the Super Bolt Seal, a special/restricted removal tool is required. *ISO is a compliance standard from the 
US Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) and the World Customs Organization’s Framework of standards.

EFI has a patented special structure that refrains from water ingress into the container and wet cargo damage. Since it opens from the 
side in addition to the normal rear door, cargo handling efficiency is improved. It can also be used for loading and transporting 
lengthy cargo, event facilities and temporary stores.

Super Bolt Seal Snap Tracker Bolt Seal Flex Secure Cable Seal Secure-Grip Seal Tamper Evident LabelsMIRAI HITEC Co., Ltd. (Korea) is a mid-sized manufacturer 
specializing in chassis and trailers established in 2000. Products 
with high technological capabilities are highly evaluated not 
only in Korea but also in Japan and other countries around the 
world. We can flexibly handle small lots and custom-built.

製 品
Product

適合認証
Approval

積載貨物
Cargo

20FT ISO規格タンクコンテナ
20FT ISO Tank container

UN Portable tank (IMDG,CFR49,RID/AIR) 
UK/Dft, US/DoT, TIR, CSC, TC

液体化学品類(危険品・非危険品)、アルコール類、飲料水など
Fluid chemical (dangerous, non-dangerous), Alcohol, Drinking water, etc.

リーチスタッカー　Reachstacker

ターミナルトラクター　Terminal Tractor

タンクコンテナ Tank Container 港湾荷役運搬効率化用機器
Efficient Container Handling Equipment

セキュリティーシール Security Seal

サイドオープンコンテナ（EFIモデル） Side Open Container (EFI Model)

シャーシ Chassis

Product�� 製品紹介

グースネックシャーシ
Gooseneck Chassis

40FT 平板トレーラー
Flat Trailer

40FT

コンテナシャーシ
Container Chassis

20FT
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