
 

 

 

 

 
○福山港クルーズセミナーが開催されました。 
 平成２７年８月２７日福山港初開催となる 
クルーズセミナーが福山市エフピコ RiM にて 
開催されました。 
セミナーでは「クルーズ新時代の到来」と 

題して中国地方整備局港湾空港部の木村俊介 
計画監理官がクルーズ船の寄港動向や、ご自身 
のクルーズ体験もおりまぜながらクルーズの魅 
力について講演されました。次に「クルーズ客 
船の魅力と楽しみ方」と題し、日本クルーズ客船株式会社より日本語が通じストレス

の少ない日本客船について、マーキュリートラベル株式会社よりフランスの小型クル

ーズ船の個性的できめ細かい海外客船のサービスの魅力について講演がありました。 
 その後のクルーズ商品の紹介は地元の旅行代理店が行ったため、クルーズが案外身

近にあることが感じられたのではないかと思います。 
 

                                     福山港クルーズセミナー 
  日時：平成 27 年 8 月 27 日  
  会場：エフピコ RiM 
  主催：福山みなと事業推進委員会 
  後援：中国地方クルーズ振興協議会、 

中国地方整備局、広島県、福山商工会議所 
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○第８回クルーズオブザイヤーが開催されます。

一般社団法人日本外航客船協会「クルーズ・オブ・ザ・イヤー

 の主催する第８回クルーズオブザイヤーが開催されます。

  クルーズ商品のグランプリ、優秀賞の表彰の他、特別賞には客船誘致活動に寄与し

た企業や自治体が表彰され、昨年度は下関港が受賞されています。

  応募締め切りは平成２７年１１月６日金曜日必着です。

  詳しくは一般社団法人

   
  http://www.jopa.or.jp/of_theyear/of_theyear2015.html
 
○瀬戸内クルーズセミナー

近畿運輸局、神戸運輸監理部、中国運輸局、四国運輸局、九州運輸局の５部局で構成

される「瀬戸内海観光連携推進会議」

内クルーズセミナーin 神戸」が開催されます。

発着拠点でもあり、再来年に開港１５０年を控えてさらなるクルーズ推進に取り組む神

戸港を開催地としました。

セミナーでは、神戸港の取り組み、境港の埠頭での免税物産販売の取り組みの講演と

パネルディスカッションを行うとともに、例年好評を得ている船社と参加者との個別相

談会も行います。  

 ○瀬戸内クルーズセミナー

   日時：平成２７年１０月２７日（火）１３：１０～

   会場：神戸海洋博物館ホール（兵庫県神戸市中央区波止場町２－２）
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8月25日に広島県五日市港に寄港予定

アンタム・オブ・ザ・シーズは台風

ながらキャンセルになってしまいましたが

月１０日にはいよいよ当協議会

湾・沖縄プレミアムクルーズでセレブリティミレ

ニアムが五日市港にやってきます

発行年月日： 平成２７年９月
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（中国運輸局 海事振興部
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て、瀬戸内海の島々等に寄港するクルーズの推進を目指し、クルーズ

方策について、地域が検討する一助となることを目的とした「瀬戸内クルーズセミナー」を
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日 時：平成

会 場：神戸海洋博物館ホール（兵庫県神戸市）

参加費：無料（交流会は負担あり）

主 催：瀬戸内海観光連携推進会議
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振興協議会、中国地方クルーズ振興協議会、九州

クルーズ振興協議会

後 援：瀬戸内ブランド推進連合、瀬戸内・海の路ネッ

トワーク推進協議会
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２７日当日は、午前１１時に「セレブリ

神戸港・ポートターミナルに入港します。

ポートターミナルでは、３階歓送迎デッキで見学いただけます。（

ご案内はいたしません。各自での見学となりますのでご了承ください

時：平成２７年１０月

場：神戸海洋博物館ホール（兵庫県神戸市）

参加費：無料（交流会は負担あり）

催：瀬戸内海観光連携推進会議
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20  受付 

10  開会 

13:20  講演①

55  講演②

25  休 憩

35  パネルディスカッション【

10  クルーズに関する個別相談会（参加船社別ブース形式）【

 参加船社：郵船クルーズ株式会社、商船三井客船株式会社、日本クルーズ客船株式会社、

＊セミナー後の18:20より

」を予定しておりますので、ふるってご参加いただきますようお願いいたします。

費用：お一人様3,
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ご案内はいたしません。各自での見学となりますのでご了承ください

月２７日(火)１３：１０
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① 【30分】 

② 【30分】 

憩 【10分】 

パネルディスカッション【

テーマ「クルーズ

パネリスト：

※クルーズ

クルーズ

参加者の皆様からの質問や発言もしていただけます。

クルーズに関する個別相談会（参加船社別ブース形式）【

参加船社：郵船クルーズ株式会社、商船三井客船株式会社、日本クルーズ客船株式会社、

株式会社カーニバル・ジャパン

※参加者の皆様が個別にクルーズ船社の方と名刺交換やポートセールス等

ける場です。

より、ホテルヴィアマーレ

を予定しておりますので、ふるってご参加いただきますようお願いいたします。

3,500円を頂戴いたします。

２７日当日は、午前１１時に「セレブリ

神戸港・ポートターミナルに入港します。

ポートターミナルでは、３階歓送迎デッキで見学いただけます。（

ご案内はいたしません。各自での見学となりますのでご了承ください

１３：１０～ 

場：神戸海洋博物館ホール（兵庫県神戸市） 

催：神戸市、（一社）神戸港振興協会、関西クルーズ
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 「神戸開港

 「埠頭での免税販売と『おもてなし』」

 

パネルディスカッション【80分】

テーマ「クルーズ客船の

パネリスト：神戸市みなと総局、境港管理組合

株式会社

※クルーズ客船寄港の実例や自治体の誘致方策等についてお話しいただくことを通して、

クルーズ客船を寄港させるために必要なことを参加者の皆様とともに考える場です。

参加者の皆様からの質問や発言もしていただけます。

クルーズに関する個別相談会（参加船社別ブース形式）【

参加船社：郵船クルーズ株式会社、商船三井客船株式会社、日本クルーズ客船株式会社、

株式会社カーニバル・ジャパン
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を寄港させるために必要なことを参加者の皆様とともに考える場です。

参加者の皆様からの質問や発言もしていただけます。 
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方策について、地域が検討する一助となることを目的とした「瀬戸内クルーズセミナー」を神戸で開催

神戸港のクルーズ客船誘致、 

おもてなしの取り組み」（神戸市みなと総局

（境港管理組合） 

商船三井客船株式会社 

寄港の実例や自治体の誘致方策等についてお話しいただくことを通して、

を寄港させるために必要なことを参加者の皆様とともに考える場です。

参加船社：郵船クルーズ株式会社、商船三井客船株式会社、日本クルーズ客船株式会社、

※参加者の皆様が個別にクルーズ船社の方と名刺交換やポートセールス等

２Ｆ「居留地倶楽部」（神戸市中央区京町６７－２）

を予定しておりますので、ふるってご参加いただきますようお願いいたします。 

西日本の地方運輸局５局（近畿、神戸、中国、四

で構成する「瀬戸内海観光連携推進会議」

は、瀬戸内海地域の観光活性化を目指して平成２３

組みの一つとし

の寄港の意義や寄港のためのおもてなしの

開催します。 

 

神戸市みなと総局

寄港の実例や自治体の誘致方策等についてお話しいただくことを通して、

を寄港させるために必要なことを参加者の皆様とともに考える場です。

参加船社：郵船クルーズ株式会社、商船三井客船株式会社、日本クルーズ客船株式会社、 

※参加者の皆様が個別にクルーズ船社の方と名刺交換やポートセールス等をしていただ

）において 

（神戸海洋博物館）

西日本の地方運輸局５局（近畿、神戸、中国、四

で構成する「瀬戸内海観光連携推進会議」

２３

の一つとし

の寄港の意義や寄港のためのおもてなしの

神戸市みなと総局） 

寄港の実例や自治体の誘致方策等についてお話しいただくことを通して、 

を寄港させるために必要なことを参加者の皆様とともに考える場です。 

 

していただ

 

（神戸海洋博物館） 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

参加を希望される方は下記に必要事項をご記入の上、１０月９日(金)までに本ページを下記宛てにＦＡＸ 又は 

メールでお送りください。 

※ご記入いただいた個人情報等は、セミナー開催に関する業務以外には使用いたしません。 
 

○お申し込み先 

国土交通省 中国運輸局 観光部             FAX：082-228-9412 

                            E-mail：cgt-regional_tourism_section@ml.mlit.go.jp 

                                                        TEL：082-228-8703 

□参加申込者 

お  名  前 

（よ み が な） 

所    属 
連絡先電話番号 

セミナー 

(13:10～18:00) 

交流会 

(18:20～19:50) 役    職 

 

(        ) 

 
   

 

 

(        ) 

 
   

 

 

(        ) 

 
   

 

※セミナー、交流会に参加希望の方はそれぞれ「○」を記入してください。 

 交流会の費用としてお一人様3,500円を申し受けます。 

 

□担当者様ご連絡先 

お  名  前 所    属 連     絡     先 

  
ＴＥＬ： 

E-mail： 

                                                       

 

------------------------------------------------------------------------------------きりとり線-------------------------------------------------------------------------------------- 

神戸海洋博物館 
ホール入口 

【アクセス】（住所：神戸市中央区波止場町２－２） 
●山陽新幹線  新神戸駅から車１５分 
●ＪＲ・阪神  元町駅から徒歩１５分  三ノ宮駅・神戸三宮駅から徒歩２０分 
●阪急      高速花隈駅から徒歩１５分 
●神戸市営地下鉄 県庁前駅から徒歩２０分、みなと元町駅から徒歩１０分 

ホテルヴィアマーレ 

神戸海洋博物館 


