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Toyama Prefecture

A member of 
the Most Beautiful Bays
in the World Club

Since  2014

Tateyama Kurobe Alpine Route World Heritage Site, Gokayama Kurobe Gorge
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クルーズ客船について

１ クルーズを取り巻く状況

・日本へのクルーズ船の寄港状況

・国土交通省の取り組み

２ 伏木富山港の状況

・伏木富山港のクルーズ船の寄港状況

・クルーズ船誘致の取り組み

2



2

3

4



3

5

6



4

釜山

上海

境港

富山釜山

神戸

小樽

長崎

青森

横浜

Korsakov

上海

博多

＜日本発着定点クルーズ＞
・コスタ・ネオロマンチカ

＜中国発着クルーズ＞
・ロイヤル・カリビアン社、コスタ社、MSCクルーズ社等

＜ワールドクルーズ＞
（ポナン、シルバーシー社等）

＜日本発着クルーズ＞
・プリンセス・クルーズ社、ＭＳＣクルーズ社等

日本を寄港するクルーズ船の航路

＜カポタージュ＞
国内輸送権。国内輸送は当該
国籍船でなければできない。
外国船が寄港しても、例えば横
浜～神戸間の国内輸送ができ
ない。

海外から

７
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クルーズ船の寄港風景

富山新港を出港するぱしふぃっくびいなす立山連峰と伏木港のイヤモンド・プリンセス

伏木港に接岸するMSCスプレンディダ 海王丸と ぱしふぃっくびいなす
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伏木富山港への外国クルーズ客船寄港実績

MSCスプレンディダ コスタ・ビクトリア ボイジャー・オブ・ザ・シーズ ダイヤモンド・プリンセス
15

時　期 船　名 総トン数 乗客定員 実乗客数

2012年5月 クラブ・ハーモニー 2.5万t 1,000人 373人

2012年6月 コスタ・ビクトリア 7.5万t 1,928人 2,082人

2013年9月 ボイジャー・オブ・ザ・シーズ 13.7万t 3,114人 2,668人

2014年4月 ダイヤモンド・プリンセス 11.6万ｔ 2,706人 2,114人

2015年5月 ボイジャー・オブ・ザ・シーズ 13.8万t 3,114人 2,256人

2015年5月 ダイヤモンド・プリンセス 11.6万ｔ 2,706人 2,377人

2017年4月 ダイヤモンド・プリンセス 11.6万ｔ 2,706人 2,766人

2018年5月 MSC スプレンディダ 13.8万ｔ 3,274人 3,082人

伏木富山港へのクルーズ船の寄港数の推移
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クルーズ船の誘致の取り組み

海外船社の招請による県内の視察知事によるトップセール

クルーズセミナーの開催
シートレード・クルーズ・グローバル(見本市）等でのPR

18

ふ頭での歓迎

観光案内所 Wi-Fiスポットシャトルバス

入港歓迎式典マーチングバンド 花火でお見送り
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伏木富山港～環日本海クルーズの拠点～

伏木富山港について

2011年11月 伏木富山港が「外航クルーズ（背後観光地クルーズ）」の機能別拠点港に選定

2012年4月 「環日本海クルーズ推進協議会」を設立（会⾧:富山県知事 石井 隆一）

2012年11月 全国クルーズ活性化会議に参加（副会⾧:富山県知事 石井 隆一）

19

黒部峡谷鉄道
トロッコ電車

五箇山合掌
造り集落 立山黒部

アルペンルート

伏木富山港

国宝「瑞龍寺」

三井アウトレット
パーク北陸小矢部

Otaru

Akita

KyotoSakaiBusan

Tianjin

Shanghai

伏木富山港

Tokyo
Osaka

金沢

高山

白川郷

⇒

富山湾の国際的ブランド化 ～「世界で最も美しい湾クラブ」への加盟～

○湾岸サイクリングコースやカフェ等の開設

○マリンスポーツの振興

○外国クルーズ客船の誘致

○「富山マラソン２０１８」の開催

○藻場保全・造成、稚魚放流、海岸等の美化

○県民参加による森づくり

富山湾の魅力の一層のブラッシュアップ

富山湾の加盟の決定（2014.10.18）

≪クラブ加盟湾≫海越しの立山連峰

【フランス・モンサンミッシェル湾〔世界遺産〕】

新湊大橋
海王丸パーク

20

富山湾岸サイクリング2017 ( 4.23開催）

「世界で最も美しい湾クラブ」

・ ４１湾（２４カ国と１地域）が加盟（1997年設立）
・ モルビアン（フランス）に本部を置くユネスコが
支援する非政府組織

・2014年10月に富山湾の加盟が全会一致で承認

・日本初となる湾クラブ総会の2019年富山開催が

決定
(2018.4.19 湾クラブフランス総会で正式決定）

海越しの立山連峰

タモリカップ（2017.7.16開催）

⇒

メイラ理事長(中央)､ボダーﾄﾞ事務局長(左)と会談
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伏木地区伏木地区

新湊地区新湊地区

富山地区富山地区

国際拠点港湾 伏木富山港（３地区の位置）

21

伏木富山港（伏木地区）
伏木地区

万葉３号岸壁
(-12m) 280m

万葉２号岸壁
(-10m) 220m

万葉1号岸壁
(-7.5m) 130m

22

約100台のバスが駐車可能

Wi-Fiフリースポット

高岡駅まで車で20分

＜整備内容＞
係船柱1本 50ｔ⇒150ｔ
防舷材 500㎜(H)×2500㎜(L)⇒1000㎜(H)×1000㎜（L)
泊地の掘り下げ 10m⇒10.5m

22万トン級のクルーズ船が寄港可能！
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150台以上のバスが
駐車可能！

ぱしふぃっくびいなす（平成25年6月24日）
(26,594トン、 全⾧=183m)

伏木富山港（新湊地区）

新湊地区

23

海王岸壁
(-7.5m) 220m

海王丸

内川

富山

高知

釜山

京都舞鶴

清水

【案】世界で最も美しい湾 周遊クルーズ

横浜

仙台塩釜

24

日 港 入港時間 出港時間

1 横浜港 17:00

2 仙台塩釜港 9:00 17:00

3 終日航海

4 伏木富山港 8:00 17:00

5 京都舞鶴港 8:00 17:00

6 釜山港 12:00 19:00

7 終日航海

8 高知港 8:00 17:00

9 清水港 10:00 18:00

10 横浜港 AM

松島湾(宮城県）

駿河湾(静岡県）

宮津湾・伊根湾(京都府）

富山湾
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富山

博多

京都舞鶴

【案】上海発着 日本海側クルーズ

25

日 港 入港時間 出港時間

1 上海 17:00

2 終日航海 － －

3 福岡博多港 7:00 16:00

4 京都舞鶴港 11:00 19:00

5 伏木富山港 8:00 18:00

6 終日航海 － －

7 上海 17:00

上海

伏木富山港の優位性 － 位置

能登

伏木富山港

金沢

五箇山

アウトレットパーク
北陸小矢部

白川郷

黒部峡谷鉄道

立山黒部アルペンルート

港から

車で約60分

港から

車で約90分

26
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国内最大700品種300万本のチューリップが咲き誇る
「となみチューリップフェア」（砺波市）

4月下旬～5月上旬に開催

「舟川べり」の「春の四重奏」（朝日町）
雪を抱く朝日岳を背景に、桜・チューリップ・菜の花が競演 27

富山県の” ”の魅力

★

日本で唯一の絶景!
「立山アルペンルート雪の大谷」
「雪の大谷ウォーク」4月29日~6月22日(バス乗り入れ）

★★★

富山県の” ”の魅力

日本最大規模のアーチ式ダム
「黒部ダム」観光放水
（6月26日～10月15日）

海の貴婦人「海王丸」と
日本海側最大級の斜張橋

「新湊大橋」

日本一のV字峡「黒部峡谷」とトロッコ電車

ラムサール条約湿地に登録
（2012年7月）された
「立山弥陀ヶ原・大日平」
トレッキングが楽しめます。

2012年4月
日本初の
氷河に認定
(3箇所)

立山で夏の雪遊び！

28

★★

★
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富山県の” ”の魅力

紅葉が美しい「世界遺産五箇山合掌造り集落」

国際的な山岳観光ルート
「立山黒部アルペンルート」

紅葉に染まる日本一のV字峡
「黒部峡谷」とトロッコ電車
4月20日~11月20日

優雅に古い街並みを練り歩く
「おわら風の盆」（富山市八尾町）
9月1～3日（前夜祭:8月末）

29

歴史香る国宝「瑞龍寺」（高岡市）

門前町の佇まい（井波）紅葉の称名滝
★★★

★★★

★★

★

★

富山県の” ”の魅力

雪化粧した庄川峡の船旅「庄川遊覧船」

透明度日本一の「宇奈月温泉」
宇奈月温泉「雪上花火大会」

2月～3月毎週土曜日 ライトアップが幻想的な「富岩運河環水公園」

「世界遺産五箇山」の雪景色 ★★★
★

★ 30
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富山県の祭り

高岡御車山祭
(高岡市 5月1日)

城端曳山祭
(南砺市 5月4・5日)

たてもん祭り
（魚津市 8月第1金・土曜）

新湊曳山まつり
(射水市 10月1日)

こきりこ祭り
(南砺市五箇山 9月25・26日)

城端むぎや祭り
(南砺市 ９月中旬の土・日曜)
※2017年は、 9月16・17日

2016年12月 ユネスコ無形文化遺産に登録!（「山・鉾・屋台行事」として）

31

秋

富山でできる多彩な体験

伝統の和紙すき体験「五箇山和紙の里」 城端の織物体験「じょうはな織館」

32 鋳物製作体験（高岡市）

木彫刻体験
（南砺市井波）

「寿司」の手作り体験（射水市）

能作（高岡市）★

丸薬製造体験
池田屋安兵衛商店
（富山市）
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富山ならではの食の魅力

富山湾の宝石「シロエビ」
富山湾の王者「ブリ」

富山湾の神秘「ホタルイカ」

「天然の生け簀」富山湾

富山湾の朝陽
「紅ズワイガニ」

●1セット 10貫
●値段は定価で2000円～3500円（税別）
●ネタの全てが、富山湾の新鮮な海の幸
●シャリは米どころ富山が誇るおいしい県産米
●富山らしい汁物付き

◆富山湾は魚の宝庫、約500種類の魚が生息
◆漁場と漁港が近く、魚が新鮮

33

富山でしか味わえない最高のすし
「富山湾鮨」県内約５４店舗で提供

（旬:10月
-5月）(旬:3月-5月)

「富山湾鮨」とは？
（旬:12月-2月）

（旬:4月-11月）

★

船社側が観光地に求めること

１．船社側の希望
・リピーター確保や他船社との差別化のため、常に新しい素材を求めている。

・新しい旅行先を求め、クルーズマーケットへの新需要を期待。

２．背後にある観光地や施設等についての重要ポイント
・乗客を満足させる豊かな観光資源が揃っていること。

・寄港時間が限られているので、観光地は港から近い距離が望ましい。

・時期や天候に左右されないで楽しめる観光地が望ましい。

・散策や買い物をするための町中について、港から近い距離が望ましい。

(徒歩圏内）

・最寄りの駅等、公共交通の乗り場が、港から近い距離が望ましい。

・シャトルバスの手配が可能であるかどうか。

34
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Thank You!

34


