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図表 32 クルーズ誘致活動の成果 （２／２） 

２．セールス訪問→寄港決定
① カンパニー・デュ・ポナン（仏国）
2015年1月にセールス（仏国）
⇒2017年3月「L’AUSTRAL」号初寄港決定（那覇）
② ハパグロイド（独国）
2011年11月 セールス訪問
⇒2012年5月「HANSEATIC」号寄港（那覇/平良/石垣）
2013年2月/2014年1月 セールス訪問
⇒2017年3月「Europa」号寄港決定（那覇/石垣）
③ ゼグラムエクスペディション（米国）
2015年2月ゼグラムエクスペディション セールス訪問（米国）
⇒2017年「カレドニアンスカイ」チャーターでの旅行商品決定（慶良間/石垣へ寄港検討中）
④ カーニバルUK（英国）
2011年11月/2014年1月 セールス訪問（英国）
⇒2016年3月「Queen Elizabeth」号初寄港決定（那覇）
⇒2016年3月「Aurora」号寄港決定（那覇）
⑤ サガ・クルーズ（英国）
2011年11月 セールス訪問（英国）
⇒2012年3月 サガ・ルビー号寄港（平良）
⑥ コスタクルーズ（イタリア）
2015年4月 セールス訪問（香港支社）
⇒2016年2月コスタ・ビクトリア号寄港決定（石垣/那覇）

 

３．展示商談会→招聘事業→寄港決定
① ロッテ観光開発（韓国）
2013年9月 シートレード・ヨーロッパ（独ハンブルク）にて商談
⇒2013年11月 同社副社長、クルーズ担当部長・次長 招聘
⇒2014年5月 コスタ・ビクトリア号にてチャーター寄港（那覇）

 

４．展示商談会→セールス訪問→寄港決定
① シーボーン（米国）
2014年10月Cruise Shipping Asia-Pacific香港にて商談
⇒2015年2月 セールス訪問（米国）
⇒2016年「Seabourn Sojurn」号寄港決定（那覇）
⇒2017年3月＆4月「Seabourn Sojurn」号寄港決定（那覇/石垣/本部/平良）

 

５．展示商談会→寄港決定：
① 勃海クルーズ（中国）
2014年10月第9回チャイナクルーズシッピングin天津にて商談
⇒2015年11月13日CHINESE TAISAN号寄港決定（那覇）
② 成都青年旅行社（中国）
2014年11月24日ロイヤルカリビアン上海支社ロードショーin成都にて商談
⇒2015年12月14日クァンタム・オブ・ザ・シーズ号にてチャーター寄港決定（那覇）
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図表 33 クルーズ船内における沖縄観光 PRイベント（2016年度実施要綱） 

１．スーパースターヴァーゴ号
■目的：2016年から中国華南地域（香港、南沙港<ダブル母港>）発着のクルーズスーパース

ターヴァーゴ号による沖縄への寄港が増加している、沖縄知名度の低い華南地域からの
新しい寄港地であるため、クルーズ船内で沖縄本島全体、特に新寄港地である本部港周
辺及び中部の観光情報を発信し、沖縄県中北部への観光FIT客の誘導並びに乗客満足
度を向上する目的である。

■実施期間：平成28年9月10日（土）～9月13日（火）

■実施場所：スタークルーズ社・スーパースターヴァーゴ号船内

■実施内容：①沖縄観光PRブースによる資料配布、情報発信、問い合わせ対応
②沖縄芸能披露（エイサー演舞を予定）
③体験コーナー（塗り絵、琉装体験等）

■参加者：OCVB 2名、芸能団 6名、中部広域市町村圏事務組合 6名

■クルーズ情報：
船名：スーパースターヴァーゴ
期間：平成28年9月10日（土）～9月13日（火）
航路：9/10（土） 香港クルーズターミナルから乗船

9/11（日） 中国広州南沙港
9/12（月） 公海
9/13（火） 那覇港で下船

■成果目標：乗客満足度の向上及び船社との友好関係の構築。

■行動目標：船内観光PR及び体験コーナーを実施する。

 

２．スーパースターリブラ号
■目的：2016年から中国厦門発着のクルーズスーパースターリブラ号による宮古島や中城湾

港への寄港が増加しているが、中国語での離島や新しい寄港地周辺の観光情報が不足
している課題があるため、クルーズ船内で沖縄離島及び新寄港地である中部広域市町村
の観光情報を発信し、乗客満足度を向上する。

■実施期間：平成28年8月17日（水）～8月21日（日）

■実施場所：スタークルーズ社・スーパースターリブラ号船内

■実施内容：①沖縄観光PRブースによる資料配布、情報発信、問い合わせ対応
②沖縄芸能披露（エイサー演舞を予定）
③体験コーナー（ストラップ手作り、塗り絵、琉装体験等）

■参加者：宮古島市役所 4名、宮古島観光協会 4名、中部広域市町村 9名、
OCVB 2名、芸能団 6名

■クルーズ情報：
船名：スーパースターリブラ
期間：平成28年8月17日（水）～8月21日（日）
航路：8/17（水） 15：00 那覇港乗船

8/18（木） 宮古島
8/19（金） 中国・厦門
8/20（土） 公海
8/21（日） 宮古島で下船

■成果目標：乗客満足度の向上及び船社との友好関係の構築。

■行動目標：船内観光PR及び体験コーナーを実施する。
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図表 34 沖縄クルーズ観光 PRイベント（2016年度実施要綱） 

１．イベントの実施に伴うスタッフ派遣について
■背景：2016年4月から中国・厦門港からスタークルーズリブラ号が継続に厦門港を母港と

し、厦門→宮古島→厦門；厦門→那覇→宮古島→厦門の週1回那覇港、週2回宮古島に
寄港する予定である。2016年3月中に沖縄クルーズ商品の販売促進を目的とし、厦門新
聞紙に沖縄クルーズ観光PR広告を掲載した。また、中国発着のクルーズによる宮古島や
石垣島への寄港が増加しているが、中国語での離島情報不足の課題がある。フォローアッ
プ事業とし、週末に多くの富裕層が利用する会場でクルーズ船社とタイアップした沖縄観
光PRイベントを実施する。

■目的：今年4月1日から厦門港発着でスーパースター・リブラ号が運航開始となり、クルーズ
船社と連携した寄港地観光情報（沖縄本島、宮古島、石垣島）の発信を行い、クルーズで
の沖縄旅行需要の喚起を図る。

■実施期間：平成28年5月13日（金）～5月15日（日）

■実施場所：中国厦門市内ショッピングモール（予定）

■実施内容：①沖縄観光PRブースによる資料配布、情報発信、問い合わせ対応；
②クルーズ船社及び旅行社ブース出展による旅行商品の販売
③沖縄芸能披露（エイサー演舞を予定）
④シーサー色塗り体験、クイズ大会、ラッキードローの実施

■出張者：OCVB２名、沖縄県宮古事務所１名、宮古島観光協会２名
■出張期間：5月12日（木）～5月16日（月）

■成果目標：中国現地における沖縄の認知度向上と図り、厦門発着沖縄クルーズ商品の乗
船率を向上する目的である。

■行動目標：来場者へ具体的な沖縄及び離島観光イメージを訴求するために観光情報発信
（パンフレット、ノベルティの配布、問い合わせ対応、沖縄伝統芸能の披露など）をメインに
行い、クイズ大会、ラッキードローなどの実施により、ブース来場者数を増やし、来場者に
対して効果的にインパクトを与える形で沖縄観光をPRする。
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１.２.２ 新たな寄港地観光ツアーの差別化と開発提案 

新たな寄港地観光ツアーの差別化と開発提案としては、平成 28年度ビジットおき

なわ計画において、沖縄県と国、市町村、沖縄観光コンベンションビューロー、観光

協会、観光事業者が連携し、旅行市場を踏まえた離島の魅力に関するきめ細やかな情

報の発信等により、離島旅行商品造成を促進する施策展開を打ち出している。 

また、クルーズ船の急激な寄港拡大に対応するため、中北部や離島への寄港地分散

に向けたプロモーションを展開しているほか、平成 27年度離島観光活性化促進事業

「離島観光マーケティング戦略事業」において、八重山、宮古、久米島、慶良間４圏

域ごとの誘客戦略をまとめている。 

 

図表 35 観光ツアーの差別化と開発提案の取り組み状況 

内 容

アクションプラン ・新たな寄港地観光ツアーの差別化と開発提案

取り組み状況 ・平成28年度ビジットおきなわ計画において、沖縄県と国、市町村、OCVB、観光協
会、観光事業者が連携し、旅行市場を踏まえた離島の魅力に関するきめ細やかな
情報の発信等により、離島旅行商品造成を促進する施策展開を打ち出している。

・クルーズ船の急激な寄港拡大に対応するため、中北部や離島への寄港地分散に向
けたプロモーションを展開している。

・平成27年度離島観光活性化促進事業「離島観光マーケティング戦略事業」におい
て、八重山、宮古、久米島、慶良間４圏域ごとの誘客戦略をまとめている。

船社・船舶代理店
からの意見

・旅行会社経由ではあるが、中国も台湾も評判は上々である。（プリンセス）

 

 

 

図表 36 沖縄離島のブランド戦略について 

 

出所）沖縄県「平成 27 年度離島観光活性化促進事業「離島観光マーケティング戦略事業」報告

書」 



 

26 

 

 

１.２.３ 各種インセンティブの継続・拡充 

各種インセンティブの継続・拡充については、沖縄県の実施するクルーズ船プロモ

ーション事業の一環として、入港経費や広告費用、シャトルバス手配等についての各

種支援を実施している。 

また船社からは、FAMトリップの支援が効果的であったという意見も挙がっている。 

 

図表 37 インセンティブの継続・拡充の取り組み状況 

内 容

アクションプラン ・各種インセンティブの継続・拡充

取り組み状況 ・沖縄県のクルーズ船プロモーション事業の一環として、入港経費や広告費用、
シャトルバス手配等についての各種支援を実施している。

船社・船舶代理店
からの意見

・チャーター旅行社向けに、グルメや観光地へのFAMトリップを行うと効果的である。
（プリンセス）

・旅行社へのFAMトリップなど多くの支援があり、効果があった。（RCI)
 

注）FAM トリップ：Familialization Trip-下見招待旅行。観光地などの誘客促進のため、旅行環境

事業者を対象に現地視察をしてもらうツアー。 
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図表 38 沖縄県「クルーズ船プロモーション事業」インセンティブ内容（2016年度） 

事業名 目的 対象 助成内容

入港経費支援事業 本県寄港時における入港経費の一部を
助成することにより、本県へ訪れるク
ルーズ船及びクルーズ客を増加させる。

①日本船籍の場合
a. 本県でオーバーナイトする場合
b. 沖縄発着のフライ＆クルーズを実施す
る場合
c. 中城湾港及び本部港に入港する場合
②外国船籍の場合
a. 中城湾港及び本部港に入港する場合
b. 沖縄発着のフライ＆クルーズを実施す
る場合

【１港あたりの上限額】
100万円
※但し、県内複数の港へ寄港する場
合、上限額は200万とする。
【1船あたりの上限額】
クルーズ1船につき年間500万円を上限
とする。

通訳ガイド
事前研修支援事業

通訳ガイドの事前研修を支援することで
寄港地ツアー満足度を高め、本県へ訪
れるクルーズ船及び客を増加させる。

沖縄県においてクルーズ寄港時の寄港
地観光ツアーに従事する通訳ガイドを対
象とした研修

1行程あたり1台までの貸切車両料金
（但し、車両1台あたりの上限額は15万
円とする）

定期クルーズ船向け
広告等支援事業

沖縄県へのクルーズ船誘致・クルーズ
客の誘致及びクルーズ乗船客の寄港地
ツアー利用を促進させる。

①広告費
※但し、自社媒体への広告は対象外と
する。
② 広告宣伝用印刷物
③ セミナー及びイベント開催
④ 販促グッズ作成費
⑤ その他、OCVBが必要と認めるもの

助成額は実施総費用の50％を上限と
し、沖縄の露出の割合に応じて支援率を
決定する。（但し、1社あたりの助成上限
金額は500万円とする。）

シャトルバス
支援事業

クルーズ船寄港時においてシャトルバス
を支援することで乗客の移動の利便性
及び満足度を高め、本県へ訪れるク
ルーズ船及びクルーズ客を増加させる。

① 日本船籍の場合
　a. 本県でオーバーナイトする場合
② 沖縄発着のフライ＆クルーズを実施
する場合
③ 欧米豪地域発のクルーズ等で沖縄に
寄港する場合

１日当たり最大3台までの貸切バス料金
及びシャトルバス案内誘導員として原則
通訳案内士有資格者の謝礼金を２名分
まで助成。

クルーズ船
おもてなし支援事業

沖縄県内におけるクルーズ船の受入体
制強化の一環として、沖縄県内各港湾
に寄港するクルーズ船社及びクルーズ
乗船客の満足度を向上させ、継続的な
寄港へ繋げる。

① 臨時観光案内所及び両替所設置に
係る費用
② 芸能団派遣に係る費用
③ 受入ツール制作費用
④ 歓迎セレモニー及びイベント開催費
用
⑤ シャトルバス運行費用
⑥ その他OCVBが必要とみとめるもの

① 沖縄県へ寄港するクルーズ船に対
し、沖縄県内各港湾クルーズ促進連絡
協議会/観光協会/市町村等が実施す
るクルーズ船受入に要する下記の助成
対象経費（費用の50%を上限とする）で
あること
② 実施費用の内訳が確認できる証憑
類（請求書または領収書等の写し）の提
出が可能であること

クルーズ船向け
芸能団等派遣支援事業

沖縄県内におけるクルーズ船の受入体
制強化の一環として、芸能団等を沖縄
県内各港湾に寄港するクルーズ乗船客
及びクルーズ船社の満足度を向上さ
せ、継続的な寄港へ繋げる。

① 芸能団等派遣に係る謝礼金
② 公演・講演に係る音響委託費
③ その他OCVBが必要とみとめるもの

① 沖縄県へ寄港するクルーズ船に対
し、芸能団等を派遣する船社または旅
行会社（助成金の上限は一回のクルー
ズあたり１０万円とする。）
② 実施費用の内訳が確認できる証憑
類（請求書または領収書の写し）の提出
が可能であること

広告等支援事業 沖縄県へのクルーズ船誘致・クルーズ
客の誘致及びクルーズ乗船客の寄港地
ツアー利用を促進させる。

①広告費
※但し、自社媒体への広告は対象外と
する。
② 広告宣伝用印刷物
③ セミナー及びイベント開催
④ 販促グッズ作成費
⑤ その他、OCVBが必要と認めるもの

助成額は実施総費用の50％を上限と
し、沖縄の露出の割合に応じて支援率を
決定する。（但し、1社あたりの助成上限
金額は100万円とする。）
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１.２.４ 通訳案内士の継続的な育成と質の向上 

通訳案内士の継続的な育成と質の向上については、沖縄県の実施するクルーズ船プ

ロモーション事業の一環として、通訳ガイド事前研修支援を実施している（平成 27

年度から）。 

船社からの意見にもあるとおり、沖縄全体として通訳案内士の絶対数が不足してお

り、平良港、中城湾港のクルーズ促進連絡協議会では、通訳タブレットや自動音声翻

訳機能付き拡声器の整備が求められている。 

 

 

図表 39 通訳案内士の継続的な育成と質の向上の取り組み状況 

内 容

アクションプラン ・通訳案内士の継続的な育成と質の向上

取り組み状況 ・沖縄県のクルーズ船プロモーション事業の一環として、通訳ガイド事前研修支援
を実施している（平成27年度から）。

・しかし、沖縄全体として通訳案内士の絶対数が不足している。
・平良港、中城湾港のクルーズ促進連絡協議会では、通訳タブレットや自動音声翻
訳機能付き拡声器の整備が求められている。

船社・船舶代理店
からの意見

・通訳案内士が不足していると認識している。（プリンセス,RCI)

 

 

 

 

図表 40 沖縄県で認められている通訳案内士の資格（３種類） 

通訳案内士

（国家資格）

沖縄県地域限定

通訳案内士

沖縄特例

通訳案内士

言語

10ヶ国語

(英語・中国語（簡体字・繁体字）・韓国語・フ

ランス語・スペイン語・ドイツ語・イタリア

語・ポルトガル語・ロシア語・タイ語)

活動範囲 日本全国

資格期限 期限なし 期限なし 平成33年度

問い合わせ先 独立行政法人国際観光振興機構（JNTO）

沖縄県内のみ

沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課

3ヶ国語

(英語・中国語（簡体字・繁体字）・韓国語)
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図表 41 沖縄特例通訳案内士育成研修事業の研修プログラム（平成 28年度） 

 
出所）沖縄県観光政策課 
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１.２.５ ビザの発給緩和、CIQ迅速化に向けた審査の簡素化・体制強化 

ビザの発給緩和、CIQ迅速化に向けた審査の簡素化・体制強化については、ビザの

発給緩和として、2015年 1月 1日からクルーズ船の外国人乗客を対象として「船舶

観光上陸許可」制度が設けられている。 

また、2016年 11 月 29日に沖縄県アジア経済戦略構想推進・検証委員会から、CIQ

手続きの更なる迅速化・円滑化を図るため、「CIQ官署の人員体制充実及び CIQター

ミナル施設整備」の国への働きかけやビザ手続きの迅速化等が提言されている。 

船社や船舶代理店からの意見としては、滞在時間を延ばすためにも、CIQ手続きの

さらなる迅速化や人員の増強が求められている一方、沖縄での CIQ は速いといった意

見もある。 

 

 

図表 42 ビザの発給緩和、CIQ迅速化に向けた審査の簡素化・体制強化の取り組み状況 

内 容

アクションプラン ・ビザの発給緩和、C.I.Q 迅速化に向けた審査の簡素化・体制強化

取り組み状況 ・ビザの発給緩和として、2015年1月1日からクルーズ船の外国人乗客を対象として
「船舶観光上陸許可」制度が設けられている。

・2016年11月29日に沖縄県アジア経済戦略構想推進・検証委員会から、CIQ手続きの
更なる迅速化・円滑化を図るため「CIQ官署の人員体制充実及びCIQターミナル施
設整備」の国への働きかけやビザ手続きの迅速化等が提言された。

船社・船舶代理店
からの意見

・滞在時間を延ばすためにも、CIQ手続きのさらなる迅速は重要。（プリンセ
ス,RCI,MSC,Ctrip：那覇港）

・人員をさらに増強してほしい（プリンセス：那覇港）
・入国審査員の頭数の不足、人の検疫を可能にする必要がある。（沖縄シップス
エージェンシー：平良港）

・ RCIによると、沖縄でのCIQは速い。那覇港9号10号でも問題なくできているので、中城湾
港はファーストポートとしても問題ないと考えている。（陸通：那覇港、中城湾港）
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図表 43 「船舶観光上陸許可」制度 

 

出所）法務省 

 

 

図表 44 沖縄県アジア経済戦略構想推進・検証委員会からの提言（2016年 11月 29日） 

 

出所）沖縄タイムス（2016 年 11 月 30 日） 
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１.２.６ ポートサービス等の受入体制の強化と多言語対応 

ポートサービス等の受入体制の強化と多言語対応については、沖縄県の実施するク

ルーズ船プロモーション事業の一環として、クルーズ船おもてなし支援やクルーズ船

向け芸能団等派遣支援を実施している。 

また、平成 28年度外国人観光客受入体制強化事業として、英語・中国語(繁体字、

簡体字)・韓国語・タイ語の４言語について、観光案内や通訳サービス、災害時の対

応などを電話・メール・Skypeで行っている。 

船社からは、沖縄の歓送迎イベントは、乗客からの評判が良い、といった意見もあ

る一方で、急増する寄港のすべてに対応することは難しくなっている現状もある。 

 

 

図表 45 ポートサービス等の受入体制の強化と多言語対応 

内 容

アクションプラン ・ポートサービス等の受入体制の強化と多言語対応

取り組み状況 ・沖縄県のクルーズ船プロモーション事業の一環として、クルーズ船おもてなし支
援やクルーズ船向け芸能団等派遣支援を実施している。

・平成28年度外国人観光客受入体制強化事業として、英語・中国語(繁体字、簡体
字)・韓国語・タイ語の４言語について、観光案内や通訳サービス、災害時の対応
などを電話・メール・Skypeで行っている。

船社・船舶代理店
からの意見

・乗客の反応は非常に良く、ぜひ続けてほしい。沖縄の歓送迎イベントは評判が良
い。（プリンセス）

・初寄港時、年度のラストクルーズ等節目の際には行う方がよい。（沖縄シップス
エージェンシー）

 

 

 

 

図表 46 多言語コンタクトセンター（平成 27年度対応実績） 

 

 
出所）一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー ホームページ 
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１.３ 【参考】クルーズ船の寄港実績があるその他の港湾等について 

（１） 本部港（渡久地地区）（旧エキスポ地区、垣内地区） 

 

出所）沖縄県土木建築部港湾課 
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（２） 徳仁港 

5

 

出所）沖縄県土木建築部港湾課 
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