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１ 京都舞鶴港と韓国・ロシアを結ぶ定期貨物フェリー輸送の開始！ 

２ 「海の京都博舞鶴サマークルーズフェア」の開催について 

３ クルーズ船が続々、寄港します！ 

４ 京都縦貫自動車道が７月１８日に全線開通！ 

５ 「海の京都博～さあ、知と遊の冒険へ～」が７月１８日から開催されます！ 

６ エリア情報 

７ 関連情報 （港湾荷役代理店連絡先、航路スケジュール 等） 

８ 編集後記 
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◇◆みずなぎ通信第33号をお送りいたします。今月号は最新の動きやお知らせをお届けします。◇◆ 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

１ 京都舞鶴港と韓国・ロシアを結ぶ定期貨物フェリー輸送の開始！ 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

 京都舞鶴港における日韓露国際フェリー航路の開設に向けた準備段階として、平成２７年７月３日か

ら、鳥取県境港と韓国（東海港）・ロシア（ウラジオストク港）を結ぶ航路の舞鶴への延伸運航が開始

されました。当面、２週間に１度、金曜日入港・土曜日出港のスケジュールで舞鶴へ寄港します。 

 

１ 寄港地   東海港（木）～境港（金）～京都舞鶴港（金・土）～境港（土）～ 

東海港（日）～ウラジオストク港（月・水）～東海港（木） 

２ 会社名   ＤＢＳクルーズフェリー株式会社（本社 韓国 東海市） 

３ 船 名   ＥＡＳＴＥＲＮ ＤＲＥＡＭ（国際フェリー船） 

（総トン数：１１，４７８トン、積載能力：約１３０ＴＥＵ） 

 ４ 頻 度   ２週に１度 

 ５ 備 考   京都舞鶴港では貨物のみの取扱 

 

 今回の航路の特色は、 

■ 高速性・定時性の実現（韓国まで１日、極東ロシアまで２日） 

■ 規格外貨物の受け入れ（パレット単位の小口貨物、コンテナに入らない大型貨物も輸送が可能） 

 

 なお、７月４日出港の第１便には、ウラジオストク向けの輸出貨物（中古自動車等約７０台）が荷積

みされました。韓国ソウル近郊や極東ロシア向けの輸出貨物がありましたら、ぜひ利用を御検討くださ

い。 

詳細はこちらをご覧ください。（http://www.pref.kyoto.jp/trade/documents/rkferry.pdf） 

 

 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

２ 「海の京都博舞鶴サマークルーズフェア」の開催について 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

 京都舞鶴港クルーズ誘致協議会（事務局：舞鶴市みなと振興・国際交流課）では、海の京都博開催を

記念して、京都舞鶴港から乗船できるクルーズに関わる２名のゲストスピーカーをお迎えして、講演会

を開催します。 

 京都舞鶴港に親しんでいただき、クルーズに精通した２人のゲストスピーカーからクルーズ旅行の魅

力やノウハウを学ぶ絶好の機会です！ 

現在参加者を募集中です！皆様のお申し込みをお待ちしております。 

 

http://www.pref.kyoto.jp/trade/1284603050669.html


＜概要＞ 

１ 日時  平成２７年７月３０日（木）１４：３０－１６：００ 

２ 会場  舞鶴市商工観光センター（舞鶴市字浜６６）  

３ イベント内容 

   講演：「ここ京都舞鶴から乗船、フランス船で巡る日本再発見の船旅」 

   講師：マーキュリートラベル 代表 東山 真明氏 

      「食通の船」の異名を持つ小型クルーズ船「ロストラル」を擁するフランス「ポナン」社

の日本代理店。昨年の１０月の初入港を皮切りに、今春４～５月にはツアーの着発地とし

て３回京都舞鶴港に入港しています。 

   講演：「初めての方の船旅講座」 

   講師：日本クルーズ客船 営業課 副長 久保田 孝一氏 

      日本のクルーズ船「ぱしふぃっくびいなす」の運航会社。 

      ２０１０年からは６年連続で京都舞鶴港に入港いただいており、講演当日の７月３０日に

も舞鶴発のクルーズが予定されています。 

４ 定員：７０名（先着順） 入場無料 

５ 参加申し込み：別添チラシ（http://www.pref.kyoto.jp/trade/documents/summer.pdf）により 

ＦＡＸにてお申し込みください。 

  京都舞鶴港クルーズ誘致協議会事務局（舞鶴市みなと振興・国際交流課） 

   平日８：３０－１７：１５ 電話 ０７７３－６６－１０３７ 

６ 主催：京都舞鶴港クルーズ誘致協議会、関西クルーズ振興協議会 

７ 後援：国土交通省近畿運輸局 

 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

３ クルーズ船が続々、寄港します！ 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

 ７月３０日（木）、「ダイヤモンド・プリンセス（約１１万６千トン）」が京都舞鶴港西港第２ふ頭

へ寄港するとともに、同日、「ぱしふぃっくびいなす」の「夏の隠岐島・能登輪島クルーズ」が京都舞

鶴港東港前島ふ頭から出港します。 

 ９月２日（水）には京都舞鶴港西港第２ふ頭へ「飛鳥Ⅱ」が、９月１０日（木）には京都舞鶴港西港

国際ふ頭へ「マリナー・オブ・ザ・シーズ」が寄港する予定です。 

 また、１０月２５日（日）には、「にっぽん丸」が宮津港へ寄港する予定となっています。 

 

   2015年のクルーズ寄港一覧 http://www.pref.kyoto.jp/trade/documents/cruise2015.pdf 

 

○９月 10日（木）「マリナー・オブ・ザ・シーズ」 府民クルーズの参加者を募集しています！  
～「京都舞鶴港初入港記念 アジア最大級マリナー・オブ・ザ・シーズ北海道･横浜･長崎･天津 10日間」～ 

京都府と舞鶴市では、府民に「海の京都」の玄関口である京都舞鶴港に親しんでもらうとともに、ク

ルーズ客船の寄港を促進するため、９月１０日（木）に京都舞鶴港に初寄港するアジア最大級のクルー

ズ客船マリナー・オブ・ザ・シーズに乗船する 10日間の府民クルーズ（主催：JTB西日本福知山支店）

の参加者を募集しています。  

御関心のある方は是非お申し込みください！ 

 

＜概要＞ 

 旅程：平成２７年９月１０日（木）京都舞鶴港発～９月１９日（土）京都駅着（１０日間） 

京都舞鶴港(22時発)～室蘭(9/12)～横浜(9/14)～長崎(9/16)～天津(9/18)～京都駅(9/19) 

 対象：京都府民 

 問合せ・申込：ＪＴＢ西日本福知山支店☎0773-22-5125 

 締切：平成２７年８月７日（金） 

 

詳細こちらをご覧ください。 

http://www.pref.kyoto.jp/trade/news/27/humincruise0525.html（府民クルーズ記者発表資料） 

http://www.pref.kyoto.jp/trade/news/27/documents/humincruise.pdf（チラシ） 

 

http://www.pref.kyoto.jp/trade/news/27/humincruise0525.html
http://www.pref.kyoto.jp/trade/news/27/documents/humincruise.pdf


 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

４ 京都縦貫自動車道が７月１８日に全線開通！ 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

 京都縦貫自動車道 丹波綾部道路（京丹波わちＩＣ～丹波ＩＣ間（１８．９キロメートル））が、い

よいよ平成２７年７月１８日（土）午後２時に開通します！ 

これにより長年の悲願であった全線１００キロメートルが開通し、大山崎ＪＣＴから宮津天橋立ＩＣ

まで７５分（舞鶴西ＩＣ（京都舞鶴港の最寄りＩＣ）までは６５分）で移動できるほか、災害時におけ

る緊急輸送など「安心の道」として大きく貢献します。 

 

○今回開通区間の概要 

 京都縦貫道：京丹波わちＩＣ～丹波ＩＣ １８．９ｋｍ 

 新設されるＩＣ：京丹波みずほＩＣ 

 新設されるＰＡ：京丹波ＰＡ 

 

○京丹波ＰＡに連結！道の駅「京丹波 味夢（あじむ）の里」グランドオープン 

 京都縦貫自動車道の全線開通に伴い、新しい京丹波の玄関口 道の駅「京丹波 味夢（あじむ）の里」

がオープンします。 

京丹波「味夢（あじむ）の里」http://ajim.info/ 

 

○京都・若狭・琵琶湖周回ドライブキャンペーン！ 

京都縦貫道開通に合わせ「京都・若狭・琵琶湖周回ドライブキャンペーン」が７月１８日～１１月１

５日に実施されます。「京都縦貫道全通記念周遊ドライブパス」では、海の京都エリアをはじめとした

京都縦貫道か乗り放題となる「京都周遊２日間プラン」、琵琶湖を周回する高速道路が乗り放題となる

「京都・福井・滋賀周遊３日間プラン」で、お得に周遊エリア内を走行できます。 

詳細はこちらをご覧ください。 

みち旅（NEXC0西日本） http://www.michitabi.com/roundtour/kyoto1507/ 

京都・若狭・琵琶湖周回高速道路の活用協議会 https://www.kkr.mlit.go.jp/road/syukaikosoku/  

 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

５ 「海の京都博～さあ、知と遊の冒険へ～」が７月１８日から開催されます！ 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

７月１８日の京都縦貫自動車道の全面開通に併せ、７月１８日（土）～１１月１５日（日）まで「海

の京都博～さぁ、知と遊の冒険へ」が開催されます 

府北部７市町（福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町）の力を集結し、

歴史・文化、海の魅力、まちの魅力、農林水産物等の自然の恵みなどを旅の楽しみとして全国に発信！ 

歴史・文化など地域の独自性を体感する地元ガイドによる特別ツアー（コンセプトツアー）、期間限

定イベント（コアイベント）で期間中切れ目なく「博覧会」を盛り上げます。 

 「海の京都博」のWebサイト http://www.uminokyotohaku.jp/ 

 海の京都観光推進協議会  http://www.uminokyoto.jp/index.php 

 

 

●━━━━━━━━━━━━━○ 

６ エリア情報 

○━━━━━━━━━━━━━● 

＜観光情報＞ 

京都府は丹後・中丹地域の自治体や観光、商工団体で構成する「海の京都観光推進協議会」を設立し、

北部５市２町の観光まちづくりを進めています。 

今後も各地で様々なイベントが行われます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。 

 

「海の京都博」のWebサイト http://www.uminokyotohaku.jp/ 

海の京都観光推進協議会  http://www.uminokyoto.jp/index.php 

http://ajim.info/
http://www.michitabi.com/roundtour/kyoto1507/
https://www.kkr.mlit.go.jp/road/syukaikosoku/
http://www.uminokyotohaku.jp/
http://www.uminokyoto.jp/index.php
http://www.uminokyotohaku.jp/
http://www.uminokyoto.jp/index.php


京都府中丹広域振興局 http://www.pref.kyoto.jp/chutan/shoukan/index.html 

京都府丹後広域振興局 http://www.pref.kyoto.jp/tango/no-shoko/index.html 

 

 

●━━━━━━━━━━━━━○ 

７ 関連情報のお知らせ 

○━━━━━━━━━━━━━● 

【港湾関連用地に物流関連施設、工場等の企業誘致を進めています。】 

http://www.pref.kyoto.jp/sangyo/documents/2.pdf 

 

【(一社)京都舞鶴港振興会のご案内】 

行政、経済界、港湾関係者、荷主などが一体となり設立した一般社団法人京都舞鶴港振興会は、京都

舞鶴港の振興のため様々な取組を展開しています。 

http://www.port.maizuru.kyoto.jp/ 

 

飯野港運（株）営業課 

ＴＥＬ：0773-75-5371  ＦＡＸ：0773-75-5681 

http://www.iinokoun.com/    

E-mail： mrt@iinokoun.com  

日本通運（株）舞鶴海運支店国際輸送課 

ＴＥＬ：0773-75-3207  ＦＡＸ：0773-75-2136 

E-mail： nmkaiun@basil.ocn.ne.jp  

舞鶴倉庫（株）営業課 

ＴＥＬ：0773-75-1850  ＦＡＸ：0773-75-1853  

http://www.maizuru-soko.co.jp/    

E-mail： info@maizuru-soko.co.jp  

 

【航路スケジュールのご案内】 

 ◆中国航路 

  神原汽船㈱ http://www.kambara-kisen.co.jp/ 

 ◆韓国航路 

  興亜海運日本総代理店－三栄海運㈱ http://www.saneitk.co.jp/ 

長錦商船日本総代理店－㈱シノコー成本 http://seihon.sinokor.co.kr/ 

  天敬海運日本総代理店－シーケー・マリタイム㈱ http://www.ckm.co.jp/ 
 ◆日韓露国際貨物フェリー航路 

  ＤＢＳクルーズフェリージャパン http://www.dbsferry.com/jp/main/main.asp 

◆北海道フェリー航路 

新日本海フェリー株式会社 http://www.snf.jp/ 
 

*****京都舞鶴港利用促進パートナーシップ事業***** 

◆当サイトでは、みずなぎ通信のバックナンバーを掲載しています。 

http://www.pref.kyoto.jp/trade/1284603050669.html 

 

 

●○━━━━━━━○● 

８ 編集後記 

○●━━━━━━━●○ 

自宅のある京都市内では梅雨らしい毎日が続いています。湿度の割に気温は低いのか、府庁に向かう

電車でも咳き込む乗客の姿を見かけます。 

そんな中、舞鶴市の野原や神崎の海水浴場からは海開きのニュースが聞こえてきました。 

７月１８日（土）には、いよいよ京都縦貫自動車道も開通いたします。７月３０日にクルーズ船が寄

港する京都舞鶴港を始め、北部には夏を楽しめるスポットが沢山あります。この機会に是非、北部地域

にお越しください。 
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発行者：京都府商工労働観光部海外経済課 
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