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Ⅰ．調査の背景及び目的 

沖縄県におけるクルーズ船の寄港については、沖縄観光推進ロードマップ等での想定

を上回るペースで増加しており、各寄港地において、バスや通訳ガイドの不足等、受入

面で多くの課題が顕在化している。 

また、クルーズ船の寄港、海路による外国人観光客数が急増する一方、受入に伴う経

済効果や誘致の問題点についての把握が課題となっており、クルーズ船を誘致する目的

や効果を再認識するとともに、各港周辺自治体をはじめとする受入側の効果的、効率的

な体制強化が求められている。 

そこで、県内各地のハードとソフト両面での現状のキャパシティ把握と合わせて、今

後のクルーズ市場の需要予測、那覇港第２バースや本部港をはじめとする各港の整備計

画も見据えた課題及びクルーズ船が地域にもたらす経済効果を分析し、沖縄の実情に合

わせた中期（３～５年程度）の沖縄クルーズ戦略を策定する。 

 

図表 1 調査フロー 

計画・準備

（１）『平成25年度沖縄クルーズ戦略策
定事業報告書』にて提言されたアクショ
ンプランに対する取り組み状況の整理等

（２）クルーズ市場の動向等
の現状整理や今後の需要予測、
県内各港における受入課題の
抽出及び分析

（３）クルーズ船寄港に係る
各港周辺自治体等への経済効
果の分析

（４）沖縄の実情に合わせた中期（３～
５年程度）の沖縄クルーズ戦略策定

（５）上記の調査等に関する検討委員会
の運営

報告書作成
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Ⅱ．調査の内容 

１． 「平成 25年度沖縄クルーズ戦略策定事業報告書」にて提言されたアクション

プランに対する取り組み状況の整理等 

前回調査で提言されたアクションプランのうち、「短期的に（２～３年以内）に実現

すべき施策」、「短期（２～３年）の課題」とされた項目に関して、取り組み状況の振り

返りや現状との比較を行った。 

 

１.１ ハード関連施策 

沖縄県内の各港におけるのハード関連施策の取り組みについて、整理した。 

 

１.１.１ 那覇港 

那覇港に関しては、22万トンクラス客船及び複数隻同時入港に対応するためのある

べき姿の検討とふ頭整備に向けた取り組みついて、整理した。 

那覇港では、旅客専用岸壁の泊ふ頭８号岸壁で最大 13万トンクラス、貨物岸壁の新

港ふ頭７号岸壁で最大 11万トンクラス、新港ふ頭９・10号岸壁で最大 16万トンクラ

スのクルーズ船が寄港している。寄港が集中した際には、９・10号岸壁、７号岸壁を

利用して複数同時寄港に対応している。 

今後の整備計画としては、22万トンクラスの旅客船寄港が可能な第２バースの整備

について、早期に事業着手できるよう、国や構成団体（県・那覇市・浦添市）と連携

して予算確保に取り組む予定である。なお、22万トンクラス旅客船寄港については、

新港ふ頭９・10号岸壁（国際コンテナターミナル）において受入が可能となるように

那覇港航行安全対策調査専門委員会にて検討を行っており、延伸するためのドルフィ

ンは平成 29年度に完成予定である。 

また、平成 30年代後半を目標として、浦添ふ頭地区を新たなクルーズ拠点に位置付

ける方針である。 

図表 2 那覇港のハード関連施策 

内 容

アクションプラン ・22万トンクラス客船及び複数隻同時入港に対応するためのあるべき姿の検討
とふ頭整備に向けたフィジビリティ・スタディ

実績 ・泊ふ頭８号岸壁：13万トンクラス、新港ふ頭７号岸壁：11万トンクラス、新
港ふ頭９・10号岸壁：16万トンクラス

・貨物岸壁である新港ふ頭７号岸壁や国際コンテナターミナル（同９・10号岸
壁）を利用し、最大３隻の同時寄港に対応。

今後の整備計画 ・22万トンクラスの旅客船寄港が可能な第２バースの整備について、早期に事
業着手できるよう、国や構成団体（県・那覇市・浦添市）と連携して予算確
保に取り組む。なお、22万トンクラス旅客船寄港については、新港ふ頭９・
10号岸壁（国際コンテナターミナル）において受入が可能となるように那覇
港航行安全対策調査専門委員会にて検討を行っており、延伸するためのドル
フィンは平成29年度に完成予定である。

・平成30年代後半を目標として、浦添ふ頭地区を新たなクルーズ拠点として位
置づける方針。
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図表 3 那覇港への３隻同時寄港（2015.7.28） 

 

出所）那覇港管理組合「那覇港管理組合の取り組み（クルーズ）」（平成 28 年５月） 

 

 

 

図表 4 那覇港の整備計画 

第２クルーズバースの整備予定位置

 
注）第２クルーズバースについては、貨客兼用の岸壁 

出所）那覇港管理組合 
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図表 5 那覇港でのクルーズ船の寄港状況 

新港ふ頭７号岸壁での受入（サファイアプリンセス） 泊ふ頭８号岸壁での受入（ス-パースターアクエリアス）

移動手段別に経路を設置（那覇クルーズターミナル）レンタカー店までの送迎バス（那覇クルーズターミナル）  
出所）一般財団法人みなと総合研究財団撮影 
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１.１.２ 本部港 

本部港に関しては、７万トン以上の大型客船入港に対応するためのふ頭整備に向け

た取り組みについて、整理した。 

本部港では、２万トンクラス対応（延長 220m、水深９m）の耐震岸壁を供用してい

る。 

今後は、「官民連携による国際クルーズ拠点」として、20万トンクラスのクルーズ

船への対応に向け、必要な取り組みを進める予定である。（平成 32年運用開始を目標） 

 

図表 6 本部港のハード関連施策 

内 容

アクションプラン ・７万トン以上の大型客船入港に対するためのふ頭整備に向けたフィジビリティ・
スタディ

実績 ・２万トンクラス対応（延長220m、水深９m）の耐震岸壁を供用。

今後の整備計画 ・「官民連携による国際クルーズ拠点」として、20万トンクラスのクルーズ船への
対応に向け、必要な取り組みを進める予定である。（平成32年運用開始を目標）

 

 

 

 

図表 7 本部港整備計画 

○岸壁（-7.5m）（改良）
L=240m

○ドルフィン L=220m

○岸壁（-9.0m）（耐震）L=220m
クルーズ船対象船舶

２万トン級（現在）
５万トン級（計画）

⇓ 
20万トン級へ

計画見直し

⇓
○桟橋＋ドルフィン
L=220m

 

出所）沖縄県アジア経済戦略構想推進・検証委員会 沖縄県土木建築部港湾課資料等より 
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図表 8 本部港の寄港イメージ 

 

出所）沖縄県ホームページ 

 

 

 

図表 9 クルーズ受入岸壁（本部港-9ｍ岸壁） 

定期フェリーの接岸状況（本部港-9m岸壁） 本部港旅客待合所

本部港-9m岸壁前のエプロン岸壁の整備状況（本部港-7.5m岸壁）  
出所）一般財団法人みなと総合研究財団撮影 
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１.１.３ 中城湾港 

中城湾港に関しては、那覇港を補完するクルーズ港としての活用に向けた取り組み

について、整理した。 

中城湾港では、新港地区西ふ頭貨物岸壁にて、４万トンクラスの受入が可能となっ

ている。 

今後の整備計画としては、５万トンクラスの寄港のために、浚渫して泊地を整備中

である。また、平成 28年１月に中城湾港クルーズ促進連絡協議会が発足し、クルーズ

受入体制の強化を図るなど、中城湾港の継続的な利活用に向けて検討が行われている。 

 

図表 10 中城湾港のハード施策 

内 容

アクションプラン ・那覇港を補完するクルーズ港としての活用に向けたフィジビリティ・スタディ

実績 ・４万トンクラスの受入が可能

今後の整備計画 ・５万トンクラスの寄港のために、浚渫して泊地を整備中である。
・平成28年１月に中城湾港クルーズ促進連絡協議会を発足し、クルーズ受入体制の
強化を図るなど、中城湾港の継続的な利活用に向けて検討が行われている。

 

 

 

 

図表 11 「スーパースター・リブラ」初寄港 

 
出所）琉球新報（平成 28 年４月 14 日） 
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図表 12 中城湾港整備計画 

クルーズ受入岸壁

泊地浚渫

 
出所）内閣府沖縄総合事務局中城湾港出張所 

 

 

 

図表 13 クルーズ受入岸壁（新港地区西ふ頭） 

クルーズ受入岸壁（新港地区西ふ頭） クルーズ受入岸壁（新港地区西ふ頭）

受入岸壁の背後にある施設（飼料）対岸から見たクルーズ受入岸壁  

出所）一般財団法人みなと総合研究財団撮影 
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１.１.４ 石垣港 

石垣港に関しては、14万トン型受入のための取り組みについて、整理した。 

石垣港では、浜崎町地区貨物共用バースにて、７万トンクラスの着岸実績がある。

また、10万トンクラスの「ゴールデンプリンセス」入港時には沖止めし、テンダーボ

ートでピストン輸送を行った（石垣港離島ターミナルでテンダーボート受入）。 

今後の整備計画としては、水深９m延長 340mの旅客船バース（７万トンクラスの受

入対応。平成 30年春より 280mを５万トンクラス受入対応として暫定供用、全体完成

は平成 30年度末予定）及び水深 12m延長 410mの２バースを計画している（14万トン

クラスの受入対応、完成時期は未定）。 

 

図表 14 石垣港のハード施策 

内 容

アクションプラン ・14～16万トン型受入のためのフィジビリティ・スタディ

実績 ・浜崎町地区貨物共用バースにて、７万トンクラスの着岸実績がある。
・10万トンクラスの「ゴールデンプリンセス」入港時には沖止めし、テンダーボー
トでピストン輸送を行った（石垣港離島ターミナルでテンダーボート受入）。

今後の整備計画 ・水深９m延長340mの旅客船バース（７万トンクラスの受入対応。平成30年春より
280mを５万トンクラス受入対応として暫定供用、全体完成は平成30年度末予定）
及び水深12m延長410mの２バースを計画している（14万トンクラスの受入対応、完
成時期は未定）。

 

 

 

 

図表 15 石垣へのスーパースターアクエリアスの寄港 

 

出所）琉球新報（平成 28 年 7 月 3 日） 
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図表 16 大型旅客船ターミナルの将来完成図 

 

出所）石垣市港湾課 
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１.１.５ 平良港 

平良港に関しては、７万トン型受入のための整備推進について、整理した。 

平良港では、下崎地区の貨物船バースを利用して、５万トンクラスまでのクルーズ

客船を暫定的に受け入れている。また、５万トンを超える船舶が入港した際は沖止め

し、テンダーボートでピストン輸送を行っている（漲水地区第３ふ頭でテンダーボー

ト受入）。 

今後は、「官民連携による国際クルーズ拠点」として、14万トンクラスのクルーズ

船への対応に向け、必要な取り組みを進める予定である。（平成 32年運用開始を目標） 

 

図表 17 平良港のハード施策 

内 容

アクションプラン ・７万トン型受入のための整備推進

実績 ・下崎地区の貨物船バースを利用して、５万トンクラスまでのクルーズ客船を暫定
的に受け入れている。

・７万トンクラスのスーパースターヴァーゴが入港した際は沖止めし、テンダー
ボートでピストン輸送を行った（漲水地区第３ふ頭でテンダーボート受入）。

今後の整備計画 ・漲水地区において11万トンクラスまで受け入れ可能な貨物船・客船兼用バースを
計画している（平成36年度完成予定）。

・「官民連携による国際クルーズ拠点」として、14万トンクラスのクルーズ船への
対応に向け、必要な取り組みを進める予定である。（平成32年運用開始を目標）

 

 

 

 

図表 18 沖泊するスーパースターヴァーゴ（漲水地区） 

 

出所）宮古毎日新聞（平成 28 年５月 11 日） 
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図表 19 漲水地区の将来予想図と埋立進捗状況 

埋立の進捗状況：約59％
（平成28年9月30日時点）

 

出所）内閣府沖縄総合事務局平良港湾事務所 
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１.１.６ 各港におけるハード面の整備計画 

沖縄県内各港におけるハード整備計画について取りまとめた表を以下に示す。 

 

図表 20 各港におけるハード面の整備計画 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

那覇港
22万トン級客船寄港が可能
な第２バースの整備

本部港
官民連携による国際クルー
ズ拠点として、20万トン級
客船への対応に向けた整備

中城湾港
クルーズ受入体制の強化を
図るなど中城湾港の継続的
な利活用に向けて検討中

水深９ｍ延長340ｍ

水深12ｍ延長410ｍ

漲水地区において11万トン
クラスまで受入可能な貨物
船・客船兼用バースの整備

官民連携による国際クルー
ズ拠点として、14万トン級
客船への対応に向けた整備

石垣港
（連続バース）

平良港

2020年完成予定

中城湾港の継続的な利活用について検討中

2018年春 暫定供用（５万トン）

2024年度完成予定

浦添ふ頭地区のクルーズ拠点

検討中

2018年度 整備完了予定（７万トン）

完成時期は未定（14万トン）

2016年度

泊地整備完了予定（５万トン）

2017年度ドルフィン完成予定

（22万トン受入可）

2020年完成予定
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１.１.７ 官民連携による国際クルーズ拠点 

官民連携による国際クルーズ拠点が 2017年 1月 31日に選定され、沖縄県内では本

部港及び平良港が選定されている。また対象船社は、本部港がゲンティン香港、平良

港がカーニバル・コーポレーション＆PLCとなっている。 

本部港は、国際クルーズ拠点を形成することにより、北部地域の豊かな自然環境を

活用したエコツーリズムや海洋レジャーの促進、新たな観光ルートの形成など、沖縄

本島北部地域の振興に資する観光拠点を目指している。 

平良港は、中国発着クルーズの主要拠点寄港地や、将来的には下地島飛行場の活用

等を視野に、フライ＆クルーズによる発着港への発展を目指している。 

 

図表 21 官民連携による国際クルーズ拠点港湾 

 

出所）国土交通省港湾局産業港湾課 
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図表 22 計画書の概要 

 

出所）国土交通省港湾局産業港湾課 

 

図表 23 評価のポイント 

 

出所）国土交通省港湾局産業港湾課 
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図表 24 官民連携による国際クルーズ拠点（本部港） 

 

出所）国土交通省港湾局産業港湾課 

 

図表 25 官民連携による国際クルーズ拠点（平良港） 

 

出所）国土交通省港湾局産業港湾課 
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１.２ ソフト関連施策 

沖縄県内各港におけるソフト関連施策の取り組みについて、整理した。 

 

１.２.１ 既存及び整備推進中の港湾施設を前提としたポートセールスの強化 

既存及び整備推進中の港湾施設を前提としたポートセールスの強化の取り組み状況

（2016年度実績）としては、アジアでの展示会・商談会（シートレード・クルーズア

ジア）へ参加している。 

また、訪問セールス（国内：５社、海外：11社）や招へい事業（船社５件、旅行会

社２件、メディア３件）、広告セールス（クルーズ商品プロモーションイベント４回、

広告出稿３回）、受入体制強化（３事業）、助成・支援事業（入港経費助成５社、広告

支援４社、おもてなし支援５団体）など様々な取り組みを行っている。 

上記の誘致活動の結果、沖縄県内各港への寄港につながるなどの成果が出ている。 

 

図表 26 ポートセールスの強化についての取り組み状況 

内 容

アクションプラン ・既存及び整備推進中の港湾施設を前提としたポートセールスの強化

取り組み状況 ・アジアでの展示会・商談会（シートレード・クルーズアジア）に参加している
（2016年度実績）。

・訪問セールスは、16社（国内：５社、海外：11社）に対して行っている（2016年
度実績）。

・招へい事業は、船社招へいが５件、旅行会社招へい２件、メディア招へい３件と
なっている（2016年度実績）。

・広告セールスは、クルーズ商品プロモーションイベントを４回、広告出稿を３回
行っている（2016年度実績）。

・受入体制強化事業は、３事業を行っている（2016年度実績）。
・助成・支援事業は、入港経費助成が５社、広告支援が４社、おもてなし支援が５
団体となっている（2016年度実績）。

船社・船舶代理店
からの意見

・非常に効果があったため、今後も同様に実施すべきと考える。（プリンセス）
・ 県上海事務所と連携した中国でのロードショーなどを継続実施してほしい。（RCI)
・ ①港湾の最新情報の提供、②チャーター旅行社とのパイプ構築、③船社や旅行社等

との関係の維持・強化を実施してほしい。（RCI)
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図表 27 ポートセールス活動内容一覧（2016年度） 

対象港湾 活動主体 方法 概要

出展 シートレード・クルーズ・アジア（釜山）

訪問

〈国内セールス〉

商船三井客船／日本クルーズ客船／郵船クルーズ／スタークルーズ日本オフィス／カーニバルジャパン

〈海外セールス〉

スタークルーズ香港／スタークルーズ広州／ドリームクルーズ香港／ドリームクルーズ広州／プリンセスクルーズ台湾/プリンセスクルーズ香港／コスタクルーズ深セン

／コスタクルーズ広州／深セン太子母港グループ／広東省中国旅行社／深セン康輝国際旅行社

招へい

＜船社＞

ノルウェージャンクルーズラインUS本社／スタークルーズ香港／ロイヤルカリビアンクルーズ上海／コスタクルーズ華南地区／ドリームクルーズ

＜旅行社＞

アバクロンビー＆ケント／中国華南地区主要旅行社

＜メディア＞

中国広西省テレビ局／中国広東省TVSテレビ局／クルーズメディア社（VJ地方連携事業）

広告

〈クルーズ商品プロモーションイベント〉

スタークルーズ（中国／広州・厦門）／プリンセスクルーズ（シンガポール）／コスタクルーズ（広州）／ロイヤルカリビアン（広州）

〈広告出稿〉

シートレードクルーズレビュー（欧米）／中国新聞広告等キャンペーン（広州・深圳）／北米富裕層向けオンライン広告（北米）

受入体制

強化
船内沖縄PRイベント、シャトルバス運行支援、県内各港湾への受入れ支援事業

助成・支

援事業

〈入港経費助成〉

スタークルーズ香港／商船三井客船／日本クルーズ客船／郵船クルーズ／渤海クルーズ

〈広告支援〉

スタークルーズ香港／スタークルーズ台湾／カーニバルPLCシンガポール／郵船クルーズ

〈おもてなし支援〉

那覇クルーズ促進連絡協議会／中部広域市町村圏事務組合／宮古島市クルーズ客船誘致受入環境整備連絡協議会／本部港クルーズ促進協議会／久米島町観光協会

県内港湾

沖縄県・沖縄観光

コンベンション

ビューロー

 

 

 

 

図表 28 クルーズ事業年間スケジュール（平成 28年度） 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月９月

認知度向上並びに販売促進のための広告展開（適宜）

入港経費助成、広告支援、おもてなし支援（適宜）

出展

訪問

招へい

助成・支
援事業

船社キーパーソン招へい（VJ地方連携事業）

船社・旅行社・メディア招へい

広告

受入体
制強化

船内沖縄PRイベント、シャトルバス運行支援、県内各港湾への受入支援業務（適宜）

国内・台湾セールス

沖縄観光
PRイベント
(広州、廈門)

シートレード
クルーズアジア

(釜山)

平成28年度クルーズ事業年間スケジュール

中国セールス 香港・中国セールス

沖縄観光
PRイベント

(広州、深セン)

プリンセス
タイアップ
イベント

(シンガポール)
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図表 29 クルーズ誘致活動の状況（2015年度実績） 

１．展示会・商談会出展（４回）
①アジア・クルーズフォーラム（２０１５．８．韓国・済州）参加のみ
②中国廈門建発国際旅行社主催旅遊博覧会（２０１５. ８．中国・廈門）単独出展
③第19回中国国際投資貿易商談会ＣＩＦＩＴ（２０１５．９．中国・廈門）単独出展
④第10回チャイナ・クルーズシッピング（２０１５．１０．上海）参加のみ

２．訪問セールス（２１社）
①中国１４社（珠海華美達國際旅行社、広東省拱北口岸中国旅行社、カイサー旅行社（広州）、
同程国際旅行社、中国国旅(広東)国際旅行社、深圳市世界風情旅行社、深圳市海外国際旅
行社、廈門建発集団国際旅行社、廈門旅遊集団国際旅行社、廈門国際クルーズ母港集団、
ロイヤルカリビアン中国、スタークルーズ中国、コスタクルーズ中国、マンゴーワン）

②韓国 １社（ロッテ観光開発）
③英国 １社（サガ・クルーズ）

④独国 １社（フェニックス・ライゼン）
⑤スイス１社（バイキング・クルーズ）
⑥豪州 ３社（カンパニー・デュ・ポナン豪州、カーニバル豪州、プリンセスクルーズ豪州）
⑦香港 ３社（スタークルーズ香港、ロイヤルカリビアン香港、コスタクルーズ香港）

３．招聘事業（１４件）
（１）船社招聘（６件）
①カーニバル・コーポレーション （２０１５． ７ ＣＯＯ及びアジア経営戦略本部長）
②ロイヤル・カリビアン （２０１５． ９ コマーシャルディベロップメント担当副社長）

③プリンセス・クルーズ（２０１６．１ 寄港地観光担当副社長）
④ゼグラム・エクスぺディション （２０１５.１２及び２０１６.３ エクスペディション・リーダー）

⑤アバクロンビー＆ケント（２０１６．３ エクスペディションクルーズ担当副社長）
⑥スタークルーズ（２０１５．７ ツアー&トラベル担当副社長及びマネージャー）

（２）旅行会社招聘（１件）
①中国国旅（福建）国際旅行社（２０１５．５ 総経理及びチャータークルーズ統括担当）

（３）船社タイアップ招聘（7件）
①スタークルーズ社タイアップ中国旅行社招聘（２０１５．７ 宮古島及び沖縄本島）
②スタークルーズ社タイアップ中国旅行社招聘（２０１５．９ 宮古島）
③コスタ・クルーズ社タイアップ中国華南地区旅行社招聘（２０１５．１２沖縄本島、八重山、宮古）
④スタークルーズ社タイアップ台湾旅行社招聘（２０１６．１ 宮古島）
⑤スタークルーズ社タイアップ台湾メディア招聘（２０１６．２ 宮古島、沖縄本島）
⑥ロイヤルカリビアン社タイアップ中国旅行社招聘（２０１６．２ 沖縄本島）
⑦スタークルーズ及びカーニバル香港タイアップ旅行社招聘（２０１６．３ 本島、八重山、宮古）

４．その他
①入港経費助成（４社）
（商船三井客船、スタークルーズ、Bohaiクルーズ、郵船クルーズ）
②広告支援（６社）
（郵船クルーズ、成都中国青年旅行社、スタークルーズ、商船三井客船、日本クルーズ
客船、コスタクルーズ）

③シャトルバス運行支援（２社）
（スタークルーズ「スーパースター・アクエリアス」、郵船クルーズ「飛鳥Ⅱ」）
④チャータークルーズ支援（５社）
（廈門春輝国際旅行社、ロッテ観光開発、中国国旅（福建）国際旅行社、上海C-Trip、
福建康輝国際旅行社）

⑤通訳ガイド事前研修支援（１社）
（JTBグローバルマーケティング＆トラベルによる宮古島研修）
⑥各港のクルーズ促進連絡協議会への助成（２団体）
（那覇クルーズ促進連絡協議会、宮古島クルーズ客船誘致連絡協議会）
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図表 30 クルーズ誘致活動写真 

キーパーソン招聘

船社訪問展示会、商談会出展
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図表 31 クルーズ誘致活動の成果 （１／２） 

１．展示商談会→セールス訪問→寄港決定
① スワンヘレニック（英国）
2012年12月、2014年1月 セールス訪問（英国）
⇒2014年9月 同社シニア・プランナー招聘
⇒2015年1月ミネルヴァ号那覇寄港
② フレッド・オルセン社（英国）
2012年12月及び2014年1月 セールス訪問（英国）
⇒2014年3月 同社ツアー・マネージャー招聘
⇒2015年1月 バルモラル号那覇寄港
③ ノーブルカレドニア社（英国）
2012年12月 セールス訪問（英国）
⇒2013年4月「カレドニアンスカイ」号寄港（那覇/石垣）
2014年1月 セールス訪問（英国）
⇒2015年5月「カレドニアンスカイ」号寄港（那覇/石垣）
2015年1月 セールス訪問（英国）
⇒2016年6月「カレドニアンスカイ」号寄港決定
④ シルバーシー・クルーズ社（米国）
2013年1月 セールス訪問（米国）
⇒2013年9月 同社エアー＆ランドプログラム担当副社長招聘
⇒2014年9月＆2015年9月 シルバー・ディスカバラー号 平良、西表、石垣、本部寄港
⑤ レジデンシー（米国）
2013年1月 セールス訪問（米国）
⇒2013年10月 同社寄港地・コンシェルジェサービススペシャリスト招聘
⇒2014年8月 ザ・ワールド号 那覇港寄港
⑥ カンパニー・デュ・ポナン（仏国）
2014年1月 セールス訪問（仏国）
⇒2014年11月マーク・バーベリアン氏招聘
⇒2017年3月「LE SOLEAL」号寄港決定（那覇/西表/石垣）
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