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FE-NET  各種メニューのご案内 

■トップ 

TDS(Tramp Data Service)のサービスメニューのほか、各種刊
行物が閲覧できます。FE-NETトライアルのお申し込みなどは、
「お問い合わせ」ページをご利用ください。 

 

■TDSレポート 

ドライバルク・マーケットの最新トピックや毎日の用船レート、
最新成約事例を掲載した「Daily」のほか、鉄鉱石、石炭、穀物な
ど7つのカテゴリー別に、1週間のマーケット動向が閲覧できる
「Weekly」などで構成。各種分析レポートやセミナー資料もダ
ウンロードできます。 

 

■用船料/貨物運賃 

船型別・水域別の用船レート、貨物運賃、成約統計で構成。貨物
運賃と用船料は、過去に遡って時系列で閲覧・ダウンロードでき
ます。 

 

■用船成約/運賃契約 

2003年1月から現在までのドライバルクの定期用船成約事例と運
賃契約事例、タンカーの用船成約事例を掲載。詳細条件を入力す
ることで、絞り込み検索も可能です。ドライバルクは、船型・航
路別による統計データも掲載。 

 

■竣工スケジュール 

1999年7月から現在までのドライバルクの現有船腹量、新造竣工
量、解撤量、新造契約量を掲載。船齢区分での現有船腹推移も確
認できます。竣工予定リストも掲載。 

■TDS予測 

海運関連データや経済データ、中国関連データがまとめて閲覧で
きる「長期予測総合連関表」のほか、ドライバルク用船料や貨物
運賃、新造船価・中古船価の実績値と予測値を掲載しています。 

 

■新造/中古船 

2003年1月から現在までの新造船契約事例と中古船売買事例、解
撤事例をリストで表示。詳細条件を入力することで、絞り込み検
索も可能です。 

 

■統計データ 

1985年1月から現在までのバルチック海運指数が閲覧できるほか、
主要海運銘柄と用船指数の相関チャートや経済関連データ、主要
港ごとの船舶燃料価格が確認できます。 

 

■マリナビ 

日本海事新聞のメインニュースを抜粋してFE-NET上でデイリー
で掲載しています。 

 

■用語・略語集 

FE-NET上に掲載された海運関連の専門用語・略語について解説
しています。 

 

左から順に、 
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ログイン/ログアウトする 

トップページ右肩の「USER ID」と
「PASSWORD」欄にIDとPASSWORDを入力、
ログインボタンを押すとログインができます。 

※ 「USER ID」と「PASSWORD」は、契約時に
発行いたします。 

http://www.tramp.co.jp/tramp/top 

ログアウトする際は、「ログアウト」ボタンを
クリックします。 

※ログインの際、ログインボタン横の「パスワー
ドを保存」にチェックを入れておくと、次回から
ログインボタンを押すだけで簡単にアクセスする
ことができます。 
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デイリーレポートを見る 

「TDS REPORT」メニューから「Daily 概況記事」を選択。ドライバルク・マーケットの最新トピックが
閲覧できます。 

過去のレポートは、ページ右の「バックナンバー」から
閲覧が可能。 

バックナンバーは、「日付指定」の右枠をクリックして
表示されるカレンダーで、閲覧したい年月日を指定する
ことでも閲覧できます。 

ウィークリーレポートを見る 

「TDS REPORT」メニューから「Weekly」を選択。鉄鉱石、石炭、穀物など7つのカテゴリー別に、1
週間のマーケット動向が閲覧できます。 

過去のレポートは、ページ右の「バックナンバー」から
閲覧が可能。 

バックナンバーは、 Daily記事同様、 「日付指定」の右
枠をクリックして表示されるカレンダーで、閲覧したい
年月日を指定することでも閲覧できます。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/daily_report/index/general 

http://www.tramp.co.jp/fenet/weekly_report 



6 

最新のバルチックドライ指数を見る 

「用船料/貨物運賃」メニューから「バルチック指数の時系列推移」を選択。「日、週、月、年」など異な
る集計単位でバルチックドライ指数が閲覧できます。 

ページ上部の「バルチックドライ指数」で、BDI、BCIな
ど5つのインデックスが閲覧できます。 

「 BDI：Baltic Dry Index 」ページ 

ページ上部の集計単位をクリックすると、その単位の指
数が表示されます。 

1985年1月から現在までの月別BDIを表示。 

カテゴリーのインデックス名をクリックすると時系列グ
ラフが表示されます。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/bfi 

http://www.tramp.co.jp/fenet/daily_report/index/rate 

「TDS REPORT」メニューから「Daily 用船レート」を選択。最新のバルチックドライ指数が閲覧できます。 

カテゴリーのインデックス名をクリックすると、時系列
グラフが表示されます。 

■バルチックドライ指数を時系列で見るには･･･ 

時系列グラフ(BDI) 

時系列グラフ(BDI) 
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最新の用船レート/FFA/貨物運賃を見る 

「TDS REPORT」メニューから「Daily 用船レート」を選択。最新のバルチックドライ指数や海上運賃先
物、鉄鉱石・石炭・穀物・原油などの主要貨物運賃と、主要航路の船型別用船レートが閲覧できます。 

バルチックドライ指数は「CATEGORY」のイン
デックス名を、運賃先物市場(FFA)は「TYPE」
の船型を、主要貨物運賃は「CARGO」
「TRADE」の項目を、主要航路サイズ別用船
レートは「TYPE」「TRADE」の項目をクリック
すると、時系列グラフが表示されます。 

時系列グラフ(BDI) 

時系列グラフ(172,000DWT) 

時系列グラフ(IRON ORE) 

時系列グラフ(172,000DWT) 

http://www.tramp.co.jp/fenet/daily_report/index/rate 

※用船レートを時系列で見るには、12ページ
「船型ごとの用船料推移を見る」をご参照くだ
さい。 
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最新の成約事例を見る 

「TDS REPORT」メニューから「Daily 最新成約事例」を選択。最新の運賃契約と定期用船成約が閲覧で
きます。 

運賃契約と定期用船成約日次で更新。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/daily_report/index/fixture 

過去の成約事例は、「SPOT需要動向」メニューの「用
船成約(T/C)」「運賃契約(V/C)」から閲覧が可能です。  

※操作方法は、用船成約(T/C)は13-14ページ、運賃契約(V/C)
は15ページをご参照ください。 

「用船成約(T/C）ページ 

「運賃契約V/C)」ページ 

http://www.tramp.co.jp/fenet/tcfi
xture_search 

http://www.tramp.co.jp/fenet/vcf
ixture_search 

■過去の成約事例を見るには･･･ 

ヘッダーをクリックすると、
昇順・降順が切り替わります。 
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船型別用船市況を見る 

「用船料/貨物運賃」メニューから「船型別指標」のCapesize、Panamax、Handymax、Handysizeのい
ずれかを選択。各船型ごとのバルチック指数、航路別用船レート、貨物運賃、航路別成約統計と最新定期
用船成約情報が閲覧できます。 

「日、週、月、年」のいずれかをクリック。日
別、週別、月別、年別のレートが表示されます。 

「バルチック指数」の「CATEGORY」のイン
デックス名をクリックすると、時系列のグラフ
が表示されます。 

航路別用船レート、貨物運賃、航路別成約統計
は「TRADE」の航路名をクリックすると時系
列グラフが表示されます。 

船型ごとの定期用船成約が閲覧できます。 

時系列グラフ(BCI) 

時系列グラフ(Capesize4航路平均) 

時系列グラフ(Iron Ore W.AUST/CHINA 150,000MT) 

http://www.tramp.co.jp/fenet/market_trend/drybulk/165 ほか 

時系列グラフ(PACIFIC ROUND : CAPESIZE(OVER 100,000 
DWT)) 

ヘッダーをクリックすると、
昇順・降順が切り替わります。 
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水域別用船市況を見る 

「用船料/貨物運賃」メニューから「水域別指標」のPacific Round、Pacific-Atlantic、Atlantic Round、
Atlantic-Pacificのいずれかを選択。各水域ごとのバルチック指数、船型別用船レート、貨物運賃、船型
別成約統計と最新定期用船成約情報が閲覧できます。 

「日、週、月、年」のいずれかをクリック。日
別、週別、月別、年別のレートが表示されます。 

「バルチックドライ指数」の「CATEGORY」
のインデックス名をクリックすると時系列のグ
ラフが表示されます。 

船型別用船レート、貨物運賃、船型別成約統計
は「TRADE」の航路名をクリックすると時系
列グラフが表示されます。 

水域ごとの定期用船成約が閲覧できます。 

時系列グラフ(Pacific Round 用船レート) 

時系列グラフ(BDI) 

時系列グラフ(WHEAT PNW/JPN 57,000LT) 

http://www.tramp.co.jp/fenet/market_trend_byarea/drybulk/pr ほか 

時系列グラフ(Pacific Round  CAPESIZE(OVER 100,000 DWT) : 
SPOT) 

ヘッダーをクリックすると、
昇順・降順が切り替わります。 
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貨物運賃の時系列推移を見る 

「用船料/貨物運賃」メニューから「貨物運賃の時系列推移」を選択。貨物・航路別運賃が表示されます。
ページ上部で「貨物の種類」と「集計単位」「対象期間」を指定すると、条件に合ったデータが表示されます。 

「貨物の種類」と「集計単位」「対象期間」を指定。 

「貨物の種類」がALL以外の場合は、「ダウンロー
ド」ボタンを押すと、指定した対象期間のデータが
ダウンロードできます。 

集計単位に「月」を選択した場合は、「DETAIL」
ボタンが表示され、「DETAIL」ボタンをクリック
すると1990年以降の運賃が閲覧できます。 

「高値安値表示」ボタンを押すと、運賃の平均値、
高値、安値が表示されます。こちらもダウンロード
が可能です。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/rate_search_vc/vctrade_index 

ヘッダーをクリックすると、
昇順・降順が切り替わります。 
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船型ごとの用船料の時系列推移を見る 

「用船料/貨物運賃」メニューから「用船料の時系列推移」を選択。ページ上部で「船型」と「航路区
分」「集計単位」などを指定すると、条件に合った用船料が表示されます。 

集計単位に「月」選択した場合は、「DETAIL」ボタン
をが表示され、「DETAIL」ボタンをクリックすると
1987年以降の用船料が閲覧できます。 

「ダウンロード」ボタンを押すと、選択した対象期間の
データがダウンロードできます。 

「高値安値表示」ボタンを押すと、用船料の平均値、高
値、安値が表示されます。こちらもダウンロードが可能
です。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/rate_search_tc/tctrade_index 

「船型」「航路区分」と「集計単位」「対象期間」を指
定。 

ヘッダーをクリックすると、
昇順・降順が切り替わります。 
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定期用船成約事例を見る（1） 

「SPOT需要動向」メニューから「ドライバルク 用船成約（T/C）」を選択。対象期間を指定すると、そ
の期間に成約した定期用船成約事例が閲覧できます。 

「詳細表示」画面で、船名や引渡地、返船地、用
船者、船型など詳細条件を入力すると、ページ下
部に条件に合った成約一覧が表示されます。 

詳細表示画面で
条件を指定 

検索条件に合った       
成約リストが   
表示される 

「ダウンロード」ボタンを押すと、指定した条件
に合った成約データがダウンロードできます。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/tcfixture_search 

「詳細表示」ボ
タンをクリック 

ヘッダーをクリックすると、昇順・降順が切り替
わります。 
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定期用船成約事例を見る（2） 

「統計グラフ表示」ボタンをクリック。 

詳細表示画面で
条件を指定 

検索条件に合った
成約リストが  
表示される 

引き渡しエリア、経由地エリア、返船地エリア
など詳細条件を入力すると、円グラフが表示さ
れ、それぞれのエリアにマウスのカーソルを合
わせると、合計隻数や合計DWT、用船料の平均
値や高値安値が表示されます。 

また、エリア部分をクリックすると、該当する
成約データが表示されます。 

「ダウンロード」ボタンを押すと、指定した条
件に合った成約データがダウンロードできます。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/tcfixture_search 

合計隻数、合計
DWT、用船料の
平均値や高値安値
が閲覧できる円グ
ラフを表示。 

エリア部分をク
リックすると、該
当する成約データ
を表示。 

ヘッダーをクリックすると、昇順・降順が切り
替わります。 



 

運賃契約事例を見る 

「SPOT需要動向」メニューから「ドライバルク 運賃契約（V/C）」を選択。対象期間を指定すると、そ
の期間に成約した運賃事例が閲覧できます。 

「詳細表示」画面で、貨物分類や積地、向地、用
船者など詳細条件を入力すると、ページ下部に条
件に合った成約一覧が表示されます。 

「ダウンロード」ボタンを押すと、指定した条件
に合った成約データがダウンロードできます。 

詳細表示画面で 
条件を指定 

検索条件に合った
成約リストが  
表示される 

http://www.tramp.co.jp/fenet/vcfixture_search 

「詳細表示」ボタ
ンをクリック 

ヘッダーをクリックすると、昇順・降順が切り
替わります。 



16 

船型別、水域別の成約統計を見る 

「SPOT需要動向」メニューから「ドライバルク 用船成約統計」を選択。 

「船型別需要」タブでは、船型や集計単位、成約量単位
（隻数、1000DWT）、成約区分（スポット、期間用
船）などを指定することで、その船型の水域ごとの成約
量がグラフとリストで表示されます。 

「航路・成約区分別需要」タブでは、航路・成約区分
（太平洋ラウンド、スポット、期間用船など）、集計単
位、成約量単位（隻数、1000DWT）などを指定するこ
とで、その航路・成約区分ごとの成約量がグラフとリス
トで表示されます。 

「水域別用船成約量一覧」ページ 

「集計単位」と
「対象期間」を
指定 

「水域別用船成約量一覧」タブでは、日、週、月、年な
ど「集計単位」や「対象期間」を指定することで、各水
域ごとの成約DWTや隻数、用船レートの平均値、高値安
値などが閲覧できます。 

青字部分をクリックすると、該当する成約リストが表示
されます。 

「船型別需要」ページ 

船型、集計単位、成約量単
位、成約区分を指定 

該当する船型の水域ごとの
成約量をグラフとリストで
表示 

「航路・成約区分別需要」ページ 

航路・成約区分、集計単位、
成約量単位を指定 

該当する航路・成約区分の
船型ごとの成約量をグラフ
とリストで表示 

http://www.tramp.co.jp/fenet/fixstat 

ヘッダーをクリックすると、昇順・降順が切り
替わります。 
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タンカーの成約事例を見る 

「SPOT需要動向」メニューから「タンカー 用船成約（T/C、期間用船を除く）」を選択。対象期間を指
定すると、その期間の成約事例が閲覧できます。 

 

 

「ダウンロード」ボタンを押すと、指定した条
件に合った成約データがダウンロードできます。 

「詳細表示」画面で、用船者や積地、向地など
詳細条件を入力すると、ページ下部に条件に
合った成約リストが表示されます。 

詳細表示画面で
条件を指定 

検索条件に合った
成約リストが  
表示される 

http://www.tramp.co.jp/fenet/tkfixture_search 

「詳細表示」ボ
タンをクリック 

ヘッダーをクリックすると、昇順・降順が切り
替わります。 
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船型別の船腹統計を見る 

「竣工SCHEDULE」メニューから「フリート by Size」を選択。隻数ベース、重量トンベースでの船型別
の現有船腹量、新造竣工量、解撤量、新造契約量が閲覧できます。 

ページ中程からは、単年ベースと単月ベースの
船腹統計を掲載。「時系列データを見る」をク
リックすると、1996年以降のデータがチェッ
クできます。 

各船型のタブをクリック、または「船型」の青
字をクリックすると、該当する船型のページに
遷移。 

単月ベースの時系列データを表示。 

単年ベースの時系列データを表示。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/fleet 

ページ上部で検索したい年月を指定すると、該
当年月のデータが表示されます。 

検索したい年月
を指定 



 

船齢別の船腹量を見る 

「竣工SCHEDULE」メニューから「フリート by Age」を選択。船齢別の船腹量が、細分化されたDWT
ごとに確認できます。 

DWTの列の青字部分をクリックすると、1999
年7月から現在までの月別推移グラフを表示。 

ページ中程からは、隻数ベース、重量トンベー
スのDWTごとの構成割合が確認できます。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/fleet/profile 

検索したい年月
を指定 ページ上部で検索したい年月を指定すると、該

当年月のデータが表示されます。 
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竣工ギャップ/竣工ギャップ率を見る 

「竣工SCHEDULE」メニューから「竣工ギャップ」を選択。単年ベースと単月ベースでの竣工スケジュール
や竣工実績、竣工ギャップ、竣工ギャップ率、竣工率が隻数ベースと重量トンベースで確認できます。 

1996年からの時系列データを隻数ベース、重量トン
ベースで表示。 

※「竣工ギャップ率」は、年初時点の竣工スケジュールか
ら竣工実績と見込みを引いたもので、遅延などの理由で竣
工できなかった割合を示します。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/fleet/gap 

各船型のタブをクリックすると、該当する船
型のページに遷移します。 
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竣工予定リストを統計表で見る 

「竣工SCHEDULE」メニューから「竣工予定リスト –統計-」を選択。船型別の月ごとの竣工隻数、DWT
と現有船腹が一覧で確認できます。 

単月の「隻数」「M.DWT」列の数字をクリックすると、
竣工リストが表示されます。リストは「ダウンロード」
ボタンよりダウンロードが可能です。 

「DWT TABLE参照」ボタンを押すと、さらに詳しい
DWTごとの月別の竣工隻数とDWTが表示されます。こ
ちらも、単月の隻数とM.DWTの数字をクリックするこよ
で、竣工リストが表示され、ダウンロードが可能です。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/fleet_schedule 

「DWT TABLE
参照」ボタンを
クリック 

各船型のタブをクリックすると、該当する船型のペー
ジに遷移します。 

ヘッダーをクリックすると、
昇順・降順が切り替わります。 
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竣工予定リストを検索する 

「竣工SCHEDULE」メニューから「竣工予定リスト -検索-」を選択。ページ上部のボックスから条件を
指定して検索します。 

「全件対象」「期間範囲指定」「年指定」「月不明デー
タのみ表示」「遅延データのみ表示」のいずれかを指定
して「検索」ボタンをクリック。ページ下部に該当する
リストが表示されます。 

※月不明データを表示させない状態でリストを見る場合は、「月不明
データを含む」のチェックを、遅延データを表示させない状態でリス
トを見る場合は、「遅延データを含む」のチェックを外します。 

リストは竣工年月、船型、船主（国）、造船所（国）で
表示。遅延データは「REMARK」欄に「DELAY」と表
示され、月不明データは「SCHEDULED DATE」に年だ
けが表示されます。 

「ダウンロード」ボタンを押すと、条件に合ったデータ
がダウンロードできます。 

「詳細表示」ボタンを押すと、さらに詳細条件を指定す
ることができます。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/fleet_schedule/fleet_schedule_search 

条件に合った竣
工リストが表示
される 

ヘッダーをクリックすると、
昇順・降順が切り替わります。 
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新造・中古船価格の時系列データを見る 

「新造/中古船」メニューから「船価の時系列推移」を選択。ページ上部で「集計単位」「対象期間」を
指定すると、1986年から現在までの新造船価と中古船価が閲覧できます。 

「CATEGORY」と「TYPE」の青字部分をクリックする
と、時系列のグラフが表示されます。 

集計単位を「月」に指定した場合は、「DETAIL」ボタ
ンを押すと、1990年からの船型ごとの月別の新造船価、
中古船価がチェックできます。 

「ダウンロード」ボタンを押すと、条件に合ったデータ
がダウンロードできます。 

「集計単位」と「対象期間」を指定します。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/rate_search_sp/sptrade_index 

ヘッダーをクリックすると、
昇順・降順が切り替わります。 
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新造・中古船の契約/売買事例を統計表で見る 

「新造/中古」メニューから「新造・中古船成約事例統計」を選択。バルクキャリアとタンカーの新造船
契約、中古船売買事例がデータとグラフで閲覧できます。 

バルクキャリアのデータは「BULK 
CARRIER」タブを、タンカーのデータは
「TANKER」タブを、両方のデータは
「ALL」タブを選択します。 

表中のDWT区分や数値をクリックすると、
成約事例の詳細が表示されます。 

「HISTORICAL GRTAPH」タブをクリックすると、時
系列グラフが閲覧できます。 

「集計単位」と「対象期間」を指定します。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/spfixstat/spfixstat_index 

「ダウンロード」ボタンを押すと、
条件に合ったデータがダウンロード
できます。 

ヘッダーをクリックすると、
昇順・降順が切り替わります。 
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新造船の契約事例を見る 

「新造/中古船」メニューから「新造船 契約事例」を選択。船種やDWT、建造所、購入者などの一覧が
閲覧できます。 

「詳細表示」ボタンをクリック、「詳細表示画面」で
船種、建造所、購入者などの詳細条件を入力して「検
索」ボタンを押すと、ページ下部に条件に合ったリス
トが表示されます。 

※「詳細表示画面」の「成約区分」で「中古」「解
撤」にチェックを入れると、中古船売買事例、解撤事
例が閲覧できます。 

「ダウンロード」ボタンを押すと、条件に合ったデー
タがダウンロードできます。 

新造船の隻数推移は、「新造中古船」タブから「新造
船商談隻数推移」で確認できます。 

「新造船商談隻数推移」 

http://www.tramp.co.jp/fenet/spfixture_search/spnb/2 

http://www.tramp.co.jp/fenet/spfixture_histview/index/2 

ヘッダーをクリックすると、昇順・降順が切り替わり
ます。 
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中古船の売買事例を見る 

「新造/中古船」メニューから「中古船 売買事例」を選択。船種やDWT、建造所、購入者などの一覧が
閲覧できます。 

「詳細表示」ボタンをクリック、「詳細表示画面」で船
種、建造所、購入者などの詳細条件を入力すると、ペー
ジ下部に条件に合ったリストが表示されます。 

※「詳細表示画面」の「成約区分」で「新造」「解撤」
にチェックを入れると、新造船契約事例、解撤事例が閲
覧できます。 

「ダウンロード」ボタンを押すと、条件に合ったデータ
がダウンロードできます。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/spfixture_search/spnb/4 

中古船の隻数推
移は、「新造中
古船」タブから
「中古船売買隻
数推移」で確認
できます。 

「中古船売買隻数推移」ページ 「中古船 売買事例統計」ページ 

中古船の売買事例
データは、「新造
中古船」タブから
「中古船 売買事
例統計」で確認で
きます。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/spfixture_histvie
w/index/4 

http://www.tramp.co.jp/fenet/spfixstat/spfixsta
t_index 

ヘッダーをクリックすると、昇順・降順が切り替わり
ます。 
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解撤事例を見る 

「新造/中古船」メニューから「解撤船 解撤事例」を選択。船名、建造所、購入者などの一覧が閲覧できます。 

「詳細表示」ボタンをクリック、「詳細表示画面」で
船名、建造所、購入者など詳細条件を入力すると、
ページ下部に条件に合ったリストが表示されます。 

※「詳細表示画面」の「成約区分」で「新造」「中
古」にチェックを入れると、新造船契約事例、中古船
売買事例が閲覧できます。 

「ダウンロード」ボタンを押すと、条件に合ったデー
タがダウンロードできます。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/spfixture_search/spnb/6 

ヘッダーをクリックすると、昇順・降順が切り
替わります。 
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将来の用船料を見る 

「TDS予測」メニューから「ドライバルク用船料」のいずれかの船型を選択。月別・航路別用船レートの
予測値が確認できます。 

オレンジの部分が予測値です。 

「航路」の青字部分をクリックするか、ページ中央の枠
で航路を選択すると、その航路の月別用船レートと予測
値がグラフと数値で表示されます。 

将来の貨物運賃を見る 

「TDS予測」タブから「貨物運賃」を選択。鉄鉱石、石炭、飼料原料、原油の月別・航路別運賃の予測値
が確認できます。 

オレンジの部分が予測値です。 

「航路」の青字部分をクリックするか、ページ中央の枠
で積荷/航路を選択すると、該当する貨物の月別運賃レー
トと予測値がグラフと数値で表示されます。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/forecast/tc/0 

http://www.tramp.co.jp/fenet/forecast/vc 
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将来の新造船価を見る 

「TDS予測」メニューから「新造船価」を選択。月別・船型別新造船価と予測値が確認できます。 

オレンジの部分が予測値です。 

「船型」の青字部分をクリックするか、ページ中央の枠
でDWTを選択すると、その船型の月別新造船価と予測値
がグラフと数値で表示されます。 

将来の中古船価を見る 

「TDS予測」タブから「中古船価」を選択。月別・船型別中古船価と予測値が確認できます。 

オレンジの部分が予測値です。 

「船型」の青字部分をクリックするか、ページ中央の枠
でDWTを選択すると、その船型の月別中古船価と予測値
がグラフと数値で表示されます。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/forecast/bp/1 

http://www.tramp.co.jp/fenet/forecast/bp/0 



海運関連データをひとまとめにして見る 

「TDS予測」メニューから「長期予測総合連関表」を選択。海運関連データのほか、経済データ、中国関
連データがまとめて閲覧できます。 

月、半年など「集計単位」を選択（デフォルト
は「3カ月」に指定）。 

「項目名」をクリックすると、実数と前年同
月比の時系列データが表示されます。 

任意の２つの項目にチェックをつけてページ左
肩の「重ね合わせグラフ」をボタンをクリック
すると、重ね合わせグラフが表示されます。 

オレンジの部分が予測値です。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/forecast_long_m 

実数のみ表示する場合は「実数を表示」に、前
年同月比のみ表示する場合は「前年同月比を表
示」に、両方を表示する場合は「両方を表示」
にチェックを入れます。 

30 
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港の位置をチェックする 

「SPOT需要動向」メニューから「港名位置検索」を選択。ボックスにアルファベットで港名を入力する
と、港の位置が確認できます。 

港名をアルファベット
(英字)で入力 

港の位置が表示される 

船の現在位置を見る 

「SPOT需要動向」メニューから「Live Ships Map」を選択。目的海域や目的港、目的船舶などを入力す
ると、船の現在位置がリアルタイムで確認できます。 

船籍国や船舶の種類、
船跡、船の詳細情報な
どが表示される 

目的海域、目的港、目
的船舶などを入力。船
舶の種類にチェックを
入れる 

http://www.tramp.co.jp/fenet/port_search 

http://www.tramp.co.jp/fenet/ships_map 
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海運関連の経済データを見る 

「統計データ」メニューから「海運主要株価と用船指
数」を選択。 「海運主要株価と用船指数」では、大手
海運銘柄と用船指数の相関チャートが閲覧できます。 

「統計データ」メニューから「経済関連データ」を選
択。 為替レートや原油価格のほか、SDR（特別引出
権）、ロイター指数、ロイター／ジェフリーズCRB指
数指数などが閲覧できます。 

「海運主要株価と用船指数」 

「経済関連データ」 

「Yen/US$」など「表示項目」と、日、週、月など
「集計単位」を指定すると、条件に合ったデータがグ
ラフと数値で表示されます。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/stock_trax_chart 
http://www.tramp.co.jp/fenet/exchange 

http://www.tramp.co.jp/fenet/stock_trax_chart 

http://www.tramp.co.jp/fenet/exchange 

ヘッダーをクリックすると、昇順・降順が切り
替わります。 
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バンカー価格を見る 

「統計データ」メニューから「船舶燃料価格」を選択。Tokyo、Rotterdam、Singaporeなど主要港ごと
のIFO180、MDO、MGO価格が閲覧できます。 

「PORT」名をクリックすると、その港の価格がグラフ
とリストで表示されます。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/bunker_d 

ヘッダーをクリックすると、昇順・降順が切り
替わります。 
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マーケット予測記事を見る 

「TDS REPORT」メニューから「短期展望」を選択。船型別の市況概況、スポット用船成約動向、船腹
需給、短期展望が閲覧できます。「不定期船市況の短期展望」は月次で更新します。 

船腹統計記事をダウンロードする 

「TDS REPORT」メニューから「船腹統計フラッシュ」を選択。新造契約隻数、現有船腹量、竣工
ギャップに関する最新分析レポートがダウンロードできます。「船腹統計フラッシュ」は月次で更新しま
す。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/comments/index/forecast 

http://www.tramp.co.jp/fenet/fleet_stat_report 
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講演資料をダウンロードする 

「TDS REPORT」メニューから「セミナー資料」を選択。弊社相談役・海老原謙治のセミナー講演資料
がダウンロードできます。講演資料は随時アップします。 

http://www.tramp.co.jp/fenet/members_download 
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株式会社トランプデータサービス 

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-4-17 大宮第１ビル5階 

TEL: 03-3518-9020 FAX: 03-3518-9820 

http://www.tramp.co.jp 

TRAMP            
Data Service 
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