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１ 京都舞鶴港のコンテナ貨物量が初めて１０，０００ＴＥＵを超えました 

２ 「京都舞鶴港セミナーin 大連」開催のご案内 

３ クルーズ情報 ～京都舞鶴港から クルーズ客船の旅～ 

「コスタ ネオロマンチカ」「ロストラル」 

４ 「クルーズセミナー2017 in 京都舞鶴港」開催のご案内 

５ 「ロシアビジネスセミナー in 京都」開催のご案内 

６ エリア情報 

７ 関連情報 

８ 編集後記 
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◇◆みずなぎ通信第39号をお送りいたします。今月号はセミナー情報などをお届けします。◇◆ 

 

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

１ 京都舞鶴港のコンテナ貨物量が初めて１０，０００ＴＥＵを超えました 

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

 

京都舞鶴港では、平成２８年の年間コンテナ取扱貨物量が１１，４９３ＴＥＵ（速報値）と、初めて１

０，０００ＴＥＵを超えました。 

これもひとえに皆様に信頼いただきご利用いただいたたまものと深く感謝いたします。 

なかなか京都舞鶴港を使うきっかけ、タイミングがなかった事業者の皆様にも、こうした京都舞鶴港の 

実績を今一度確かめて頂き、今後の利用をご検討頂きますようよろしくお願いします。 

 

記者発表資料はこちら 

http://www.pref.kyoto.jp/trade/news/press/2016/12/container10000teu.html 

 

京都舞鶴港の定期航路はこちら 

http://www.pref.kyoto.jp/trade/documents/schedule2016.pdf 

 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

２ 「京都舞鶴港セミナーin 大連」開催のご案内 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

 

京都舞鶴港と中国との貨物量を増やし、中国コンテナ定期航路を拡充させるため、中国大連市において

「京都舞鶴港セミナー」を開催します。 

大連市は舞鶴市の友好都市であり、京都舞鶴港から直行航路で結ばれています。 

本セミナーは、日本から進出している企業や地元中国の企業の方々に、京都舞鶴港の特性や優位性など

についてご案内し、京都舞鶴港を活用したビジネスにつなげていただくことがねらいです。 

大連をはじめ、中国に進出しておられる企業の皆様の多数のご参加をお待ちしております。 

 

 ◆「京都舞鶴港セミナーin 大連」概要 

 日 時  平成２９年２月２３日（木）１６：００～ 

 会 場  シャングリラホテル大連（中華人民共和国遼寧省大連市） 

 主 催  京都府・舞鶴市・株式会社京都銀行・（一社）京都舞鶴港振興会 

 内 容   第１部 

        １ 「京都舞鶴港」の概要プレゼンテーション 

        ２ コンテナ船社（神原汽船）の航路紹介プレゼンテーション 

        ３ 京都舞鶴港港湾企業紹介 

        第２部 情報交流会 

http://www.pref.kyoto.jp/trade/1284603050669.html
http://www.pref.kyoto.jp/trade/news/press/2016/12/container10000teu.html
http://www.pref.kyoto.jp/trade/documents/schedule2016.pdf


対 象  物流業者、日本と貿易関係のある（又は関心のある）企業、商社、船社、 

京都銀行の取引企業、大連市政府の対外貿易・外事・港湾部門関係者など 

  

＜問合せ先、申込み先＞ 一般社団法人京都舞鶴港振興会 

               ＴＥＬ：０７７３－７５－７１８４ 

               ＦＡＸ：０７７３－７５－７１９８ 

               メール：info@port.maizuru.kyoto.jp 

詳しくはこちらをご覧ください。→ http://www.port.maizuru.kyoto.jp/hotnews/1727 

 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

３ クルーズ情報 ～京都舞鶴港から クルーズ客船の旅～ 

「コスタ ネオロマンチカ」「ロストラル」 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

 

今年４月から１０月にかけて、イタリアのコスタクルーズ社が、京都舞鶴港発着の日本海周遊クルーズ

を運航します。（４月２７日から３２回実施。金沢、釜山（韓国）、福岡に加え、境港、新潟、函館、

酒田、青森、束草（韓国）、ウラジオストク（ロシア）を訪れるコースも。） 

 

大阪市内からは京都縦貫自動車道経由で、神戸市内からは舞鶴若狭自動車道経由で、それぞれ約 1時間

30 分と、車でのアクセスも便利な京都舞鶴港。 

舞鶴のふ頭にはクルーズ乗船客用に無料駐車場がありますので、自家用車で港まで行き、周辺の観光ス

ポットを周遊した後、クルーズ船に乗る「ドライブ＆クルーズ」という新しいスタイルの旅もおすすめ

です。 

２０１７年は、京都舞鶴港から優雅なクルーズの旅に出かけてみませんか。 

 

 ＜コスタ ネオロマンチカ＞ 

  コスタ ネオロマンチカで行く「気ままに楽しむイタリアンクルーズ」４泊～７泊 

   http://www.costajapan.com/neoromantica/japansea.html 

 

   <<基本運航航路：京都舞鶴港～金沢～境港～釜山～福岡～京都舞鶴港>> 

 

また、４月９日と２６日には、フランスのポナン社が、京都舞鶴港から韓国・西日本を巡る８泊９日の

クルーズ「ザ・ベスト・オブ・ジャパン」を予定しています。（「食通の船」との異名をもつポナン船

のクルーズ） 

 

 ＜ロストラル＞ 

  ザ・ベスト・オブ・ジャパン（舞鶴－大阪８泊） 

http://www.jeibacruise.jp/ponant/tourinfo/A010417.pdf （ジェイバ） 

   http://ponant.jp/all/japan.html （マーキュリートラベル） 

 

   <<運航航路：京都舞鶴港～境港～釜山～長崎～鹿児島～宇和島～広島～宇野～大阪>> 

 

 2017年クルーズ客船寄港予定一覧   
  
http://www.port.maizuru.kyoto.jp/mng/wp-content/uploads/2016/12/c4d32af0dff810a39dc1071e6c1e

66f5.pdf 

 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

４ 「クルーズセミナー2017 in 京都舞鶴港」開催のご案内 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

 

今年、京都舞鶴港には36回のクルーズ客船の寄港が予定されていますが、そのうち34回は舞鶴で乗下船

可能と、京都舞鶴港は「立ち寄る港」から「乗る港」へと、日本海側におけるクルーズ港としての存在

mailto:info@port.maizuru.kyoto.jp
http://www.jeibacruise.jp/ponant/tourinfo/A010417.pdf
http://ponant.jp/all/japan.html


感を高めつつあります。 

舞鶴からの乗下船クルーズの魅力を伝え、港の利用客増加を図り、さらに賑わう港を目指すため、「ク

ルーズセミナー2017 in 京都舞鶴港」を開催します。ぜひご参加ください。 

 

◆「クルーズセミナー2017 in 京都舞鶴港」概要 

日 時  平成２９年２月２８日（火）１４：００～１６：００ 

会 場  舞鶴２１ビル ２階 会議室（舞鶴市字喜多） 

内 容  （１）日本クルーズ客船（株）調査役 前川 一郎 氏 

        「今後の邦船のあり方（仮）」 

      （２）（株）ジェイバ 営業部長 西川 量通 氏 

        「ロストラル スモールラグジュアリーシップで巡る日本再発見の旅（仮）」 

      （３）コスタクルーズ 日本支社長 糸川 雄介 氏 

        「コスタネオロマンチカで気ままに楽しむイタリアンクルーズ（仮）」 

 

詳しくはこちらをご覧ください。→ http://www.city.maizuru.kyoto.jp/kankou/0000002533.html 

 

 

●━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━○ 

５ 「ロシアビジネスセミナー in 京都」開催のご案内 

○━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━● 

 

一般社団法人 ロシアNIS貿易会は、ロシアビジネスに深く関わる日本企業の方から、ロシアビジネス、

およびロシア国民の実情について生の話を聞き、等身大のロシアビジネスをイメージしていただけるセ

ミナーを京都で開催します。 

京都舞鶴港はロシア・ウラジオストクとの直行航路がありますので、ロシアでビジネスに興味のある方、

ロシアへの進出を考えているが不安を感じている方は、この機会にぜひご参加ください。 

 

◆「ロシアビジネスセミナー in 京都」概要 

日 時  平成２９年２月１４日（火）１４：００～１６：３０ 

会 場  京都リサーチパーク１号館（東地区） ４Ｆ AV会議室 

主 催  一般社団法人ロシア NIS 貿易会 

後 援  京都府、京都商工会議所、ジェトロ京都、（一社）Medical Excellence JAPAN（予定） 

内 容  ・「ロシアの医療の現場で求められていること」 

       山田 紀子氏（ピー・ジェイ・エル株式会社 代表取締役） 

     ・「ロシアでの現地生産の課題-諸外国との経験との比較で」 

       坂田 哲也氏 （ARKRAY Ltd. CEO） 

 

詳しくはこちらをご覧ください。→ 

http://www.rotobo.or.jp/events/20170214russiabusinessseminarkyoto.pdf 

 

 

●━━━━━━━━━━○ 

６ エリア情報 

○━━━━━━━━━━● 

 

＜観光情報＞ 

京都府と丹後・中丹地域市町では、「海の京都観ＤＭＯ」を設立し、北部５市２町の一体的な観光まち

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ＤＭＯ      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 

 

 

http://www.city.maizuru.kyoto.jp/kankou/0000002533.html
http://www.rotobo.or.jp/events/20170214russiabusinessseminarkyoto.pdf
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●━━━━━━━━━○ 

７ 関連情報 
○━━━━━━━━━● 

 

【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 

○●━━━━━━━━●○ 

 

２０１７年最初のみずなぎ通信、いかがでしたか？ 

国土交通省港湾局の発表によると、２０１６年に日本を訪れたクルーズ旅客数は、前年比７８．５％増

の１９９．２万人、クルーズ船の寄港回数は前年比３８．８％増の２，０１８回となり、いずれも過去

最高を記録したそうです！ 

京都舞鶴港でも、日本海側諸港と連携したクルーズ客船誘致活動を行っており、今年の４月から１０月

にかけて３２回連続で京都舞鶴港から乗船できる日本海沿岸の港を巡る周遊クルーズが運航されること

となりました。今年も京都舞鶴港でたくさんのお客様をお出迎え・お見送りできることを嬉しく思いま

す。京都舞鶴港でお会いしましょう！ 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

発行者：京都府商工労働観光部海外経済課 

京都市上京区下立売通新町西入 

ＴＥＬ ０７５－４１４－４８４０ 

ＦＡＸ ０７５－４１４－４８７０ 

E-Mail ：kaigaikeizai@pref.kyoto.lg.jp 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

☆京都と京都人を結ぶグローバルネットワーク 

「京都倶楽部」公式HP http://kyotoclub.jp/ ☆ 


