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　あけましておめでとうございます。

　新しい年を迎えるにあたり謹んでご挨拶を申し上げます。旧年中は、本市行政ならびに神戸港の振興・発展に対

しまして、ご指導、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　平成29年1月1日、神戸港は、開港から150年の節目を迎えることとなりました。

　この記念すべき年を市民や事業者の皆様と共に祝い、次の世代に向けこれからの神戸の未来とともにつくりあげ

ていくため、神戸港での多彩な行事や、港勢拡大につながる事業を開港150年記念事業として実施し、神戸の魅力

を広く内外に発信してまいります。 　

　本年2月には姉妹港・友好港、姉妹都市の港湾をはじめ、成長著しいアジアの各港湾を招聘した国際会議、5月に

は政府や国内外の港を代表する方々を迎え、記念式典を開催します。また、夏の主要イベントとして、7月には日

本最大の海の祭典「海フェスタ」を開催し、国内外の帆船が神戸港に揃う帆船フェスティバルで、多くの人に楽し

んでいただきたいと考えています。9月に開催する「秋の『食』イベント」では、開港により海外から神戸に入り

全国に広まった「食」を通じて、港がまちの成り立ちの礎となっていることを多くの皆様に再認識していただく契

機になればと考えています。また、神戸港の港湾業界をはじめとする実行委員会主催の神戸開港150年音楽祭など、

業界関係者の皆様とともに、開港150年記念事業を盛り上げたいと思います。

　さらに、港湾施設の整備等により神戸港の国際競争力向上を図り、物流ネットワークの強化、クルーズの誘致を

一層推し進め、活力と魅力あふれるみなとづくりに取り組んでまいります。

　また、神戸空港は、これまでの累計利用者数2,700万人を超え、関西圏の空の玄関口として定着しています。現

在、平成30年4月頃の民間事業者による運営開始に向け、コンセッション手続きを進めているところです。今後も

利便性の向上を図り、より多くの皆様にご利用いただけるよう取り組んでまいります。

　開港150年の節目にあたり、神戸の街と神戸港の未来のすがたを市民や事業者の皆様とともに考え、その実現に

向けて新たな歩みをはじめたいと思います。どうぞこれまで以上にお力添えくださいますようお願いいたします。

　末筆ではございますが、平成29年が皆さまにとって素晴らしい一年となりますことをお祈りいたします。

「新年を迎えて」
神戸市長

久元 喜造
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　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　旧年中は、当協会が実施いたしました諸事業に対し、皆様から温かいご支援、ご指導を賜りましたことに厚く御礼申し

上げます。当協会は、会員の皆様をはじめ、関係官庁、業界等のご協力を得て、神戸港のポートセールス活動や港でのイベ

ントの実施等による神戸港の振興と海事思想の普及や神戸港のサービス活動等を実施しています。おかげさまで会員数

も増加し、現在545社を超えております

　本年１月に神戸港が開港150年を迎えました。1868年の開港以来、神戸港は幾多の苦難を乗り越えて、日本を代表する国

際貿易港として我が国の国民生活や産業基盤を支えています。本年は開港150年という節目を祝い、各種の記念行事が開

催されます。主な事業として、港湾関係の国際会議（２月）、外国客船「クイーン・エリザベス」史上初の日本発着クルーズの

特別歓迎（３月）、神戸開港150年記念式典・音楽祭（5月）、日本最大級の海の祭典である海フェスタ（７〜８月）、記念海上

花火大会（８月）など多彩なイベントが開催されます。また、神戸港の玄関口であるメリケンパーク地区においては、より多く

の市民に親しまれ、賑わう公園にすべく大幅なリニューアル工事が昨年夏に着工され、今春完成見込となっております。

　なお、神戸港を取り巻く状況は大変厳しいものがありますが、現在官民一体となって「国際コンテナ戦略港湾の推進」や

「都心・ウォーターフロントの活性化」に取り組まれております。都心ウォーターフロントは観光資源・憩いの場としての役割

がますます高まっていますが、今後も周辺地域や関係団体などとの連携を一層強化して、親しみやすい、魅力ある港づくり

事業を展開してまいりたいと思っております。

　このような情況も踏まえ、当協会では、皆様と一丸となって、引き続き、船社、荷主企業等へのポートセールスをはじめ、

多くの方に海の魅力・役割等を伝えるとともに、親しみやすいみなとづくりに向けた多様なイベント事業に取り組んでまい

ります。また、神戸ポートタワー・神戸海洋博物館（開設30周年）の運営、神戸ポートターミナル・須磨ヨットハーバー・メリ

ケンパーク駐車場・港湾幹線道路摩耶埠頭料金所の管理運営など多角的に事業を展開してまいります。

　また、昨今のクルーズ人気の高まりやクルーズ客船で入国する外国人旅行者の大幅な増加もあり、神戸港には昨年約

100隻の客船等が寄港し、今後も多くの客船の入港が予定されています。当協会としては、これまでの経験を活かし、神戸

を船で訪れる皆様に心から喜んでいただけるような歓送迎やおもてなしを行ってまいりたいと考えております。

　最後になりましたが、今後とも神戸港の振興・発展の一翼を担ってまいりたいと存じますので、会員様をはじめ、関係各

界の倍旧のご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。

「新年を迎えて」
一般社団法人
神戸港振興協会

会長   小柴 善博
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神戸港10大ニ
ュース
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❺港湾技術研修センターがポートアイ
ランドに移転拡充[6月15日]

（一財）港湾労働安定協会が設置運営する港湾技能研修セン
ターが愛知県豊橋市からポートアイランド（第２期）へ移転拡充
することになった。敷地面積は現在の約2倍の約6万㎡になるこ
とに加え、最新の機材を導入し、世界最大規模となる。

❷過去最大のクルーズ客船「QUANTUM	
OF	THE	SEAS」が神戸に初入港
[3月17日]
神戸港に入港した客船では過去最大となる外国客船「QUANTUM 
OF THE SEAS」が3月17日に神戸港に初入港し、8月25日、26日に
も入港した。中国上海を発着港とするクルーズの一環で神戸港に寄港
し、4千人以上の外国人観光客が訪れた。

�川崎重工業（株）神戸工場にて、
阪神・淡路大震災以降初めての
LPGタンカー「PYXIS	ALFA」
が進水[9月22日]
川崎重工業㈱神戸工場で液化石油ガス（LPG）運搬船

「PYXIS ALFA」の命名式・進水式が行われた。同工
場でのLPG船の進水は1995年1月以来21年ぶり。市民
600人を含む3,800人が進水を祝った。全長230メート
ル、総トン数約47,300トン。

❾神戸―関空ベイ・シャトル就航
10周年[7月13日]
就航10周年を迎えたベイ・シャトルは、7月に「キャプテン
タワー君」らによる記念イベントを開催、同時に、乗船客を
対象としたプレゼントキャンペーンを行った。また、泉佐野
犬鳴山温泉への日帰りプランをPR、ベイ・シャトルの日帰
り利用の魅力を発信し、多くの方にご利用いただいている。

❻神戸港福利厚生施設「神戸ポートオアシス」
起工式[6月30日]
開港150年を記念して建設する、神戸港福利厚生施設神戸ポートオ
アシス（平成29年7月供用開始）の起工式を行った。1階に食堂とコ
ンビニ、2階には400人規模のホールが完成すれば、港（ポート）の
憩いの場所（オアシス）として、隣接するデザイン・クリエイティブセン
ター神戸（KIITO）や、神戸三宮フェリーターミナルと連携して、ウォー
ターフロントの賑わいの創出が期待できる。

❶神戸空港が10周年を迎える
[2月16日]
神戸空港は、2月に開港10周年を迎え、平成18年の開港から
10年の間に、累計2,500万人を超える方々にご利用いただい
た。「感謝の集い」を市内ホテルで開催し、関係者ら350人が
出席、また、神戸空港において記念イベントを開催し、1万人を
超える多くの方々に参加いただいた。

❽小豆島―神戸航路就航5周年記念
植樹式を開催[7月6日]
みなと神戸の玄関口である新港第3突堤「神戸三宮フェ
リーターミナル」に就航しているジャンボフェリー㈱の小
豆島航路が就航5周年を迎えた。小豆島との交流を記念
するとともに、同就航の5周年を記念し、小豆島町から「オ
リーブ」の寄贈を受け、植樹式を行った。

❹メリケンパーク内に「スターバックスコー
ヒー神戸メリケンパーク店」出店決定
[5月16日]
再整備されるメリケンパークへの新たな施設導入の為、事業者募集を
行った結果、スターバックスコーヒージャパン㈱が、西日本最大級、かつ
関西エリアで初となる公園内店舗を出店することが決定した。

❸「神戸開港150年記念事業特別展示」タイ
アップイベントとして東京ディズニーシー15
周年記念展示「ザ･イヤー･オブ･ウィッシュ」
がKIITOで開催[4月29日～5月17日]
神戸開港150年記念展示では、神戸港の歴史写真、神戸港に入港するクルーズ
客船の写真等を展示、東京ディズニーシー15周年記念展示では模型やパネル、エ
ンターテイメントでダンサーが実際に着用したコスチューム等の紹介を行った。

❼平成28年上半期のコンテナ総
取扱個数、3年連続増加
[1月～6月]
神戸港の平成28年上半 期の港勢がまとまり、コンテ
ナ取扱個数は外内貿全体で137万TEU（前年同期比
101.3％）となり、上半期統計では3年連続増加となった。

※TEUは20フィートコンテナ換算個数
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●１〜３月のイベント情報
時　期 イベント名 概　　　要 場　所 お問い合わせ

11月7日(月)～
2月28日(火)

世界の帆船～帆船と戦争～
（神戸学院大学―神戸海洋博
物館展示）

海を舞台に戦った世界の帆船の歴史を紹介。帆船
の模型や図版、図書等を展示。

（休館：日、祝、年末年始等、開館時間等は神戸学院
大学ポーアイ図書館HP参照）

神戸学院大学
ポーアイ図書館

（ポートアイランド・゙大学
入口ゲート前）

神戸学院大学
ポーアイ図書館
☎ 078-974-4127

12月24日(土)
～1月29日(日)

2017年 世界の船会社等
カレンダー展

船会社をはじめ、海・船・港に関連する会社や機関
の2017年版カレンダーの展覧会

神戸海洋博物館
展示ロビー

神戸港振興協会
☎ 078-327-8983

12月24日(土)
～1月29日(日)

神戸海洋博物館ボトルシップ
愛好会作品展

神戸海洋博物館ボトルシップ愛好会会員が制作し
た作品の展覧会

神戸海洋博物館
エントランスホール

神戸港振興協会
☎ 078-327-8983

12月27日(火)
～1月3日(火)

神戸開港150年
写真パネル展

神戸開港150年の歴史について「写真パネル」を
展示

そごう神戸店
神戸開港150年記念事業
実行委員会
☎ 078-322-0237

12月31日（土）
神戸ポートタワー

「年末年始特別点灯」
12/31夜から1/1朝まで照明を継続して点灯します。
※営業時間は17時までです

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

1月1日（祝・日）
神戸ポートタワー

「初日の出展望」

地上90mの展望階から初日の出が望めます。また、神戸
開港150年を記念して、有料入場者先着150名様にタ
ワーグッズ等の記念品をプレゼント
※営業時間は午前6時30分開場、17時までの営業です

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

1月1日（祝・日）
神戸開港祝砲

「ロイヤル・サルート」

1868年1月1日正午、神戸開港を告げる21発の王
礼砲が、神戸沖に停泊する外国軍艦より放たれた。
この故事にちなみ、1月1日正午に21発の昼花火を
打ち上げます

新港第2突堤
神戸開港150年記念事業
実行委員会
☎ 078-322-0237

1月1日（祝・日）
 ～3日（火）

神戸ポートタワー・LED照明
「正月パターン」

神戸ポートタワーのＬＥＤ照明を白と赤のグラデー
ション的変化でお正月らしい紅白を演出します。ま
た、神戸港開港記念日を祝して「神戸港開港150年
旗」を３日間塔頂へ掲揚

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

1月1日（祝・日）
神戸ポートタワー

「神戸プロポーズの日」
神戸ポートタワーのＬＥＤ照明が19：59～20：01
までの間でプロポーズ・パターンに点灯

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

1月6日(金) 
10：00～11：30

兵庫県警年頭視閲式
パトカーや白バイ、特殊車両の行進、音楽隊の演技
や白バイのテクニカル走行、パトカーや白バイの記
念撮影コーナーなど見ごたえ十分なイベントです

ポートアイランド
しおさい公園

兵庫県警察本部
県民広報課
☎ 078-341-7441

　開港150年を迎え、記念すべき年が始まりました。
　新年のスタートは、神戸ポートタワーでの初日の出展望、
神戸開港祝砲の花火にはじまり、迎春にふさわしいさまざま
なイベントが行われます。
　この時期ならではのイルミネーションも楽しめる神戸港に、
ぜひおでかけください。
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1月8日(日) 
10：00～11：30

神戸市消防出初式
式典、神戸市消防音楽隊の演奏、未来っ子消防隊防
火パレード、市民による放水訓練、消防団ポンプ操
作披露、総合訓練など

新港第2突堤
神戸市消防局総務課
☎ 078-322-5738

1月10日（火）
海上保安大学校
練習船「こじま」入港

練習船「こじま」が海上保安大学校学生の乗船実習
の一環として入港、入港歓迎式、一般公開を開催

新港第1突堤
第五管区海上保安本部
☎ 078-391-6551

1月21日(土) 神戸・みなと体験
小学4年生～中学2年生を対象に、神戸港遊覧、
フェリー見学、神戸税関、神戸空港見学を行います。
要申込（申込多数の場合は抽選）

中突堤中央ターミナル
（かもめりあ周辺）

神戸市みなと総局振興課
☎ 078-322-5670

1月27日(金) 
～29日(日)

神戸南京町春節祭
1月27日：中国史人遊行（京劇の衣装とメイクでパ
レード）、1月27日～29日：南京町広場でのステー
ジイベント、獅子舞など楽しい催しがいっぱい

南京町商店街
南京町商店街振興組合
☎ 078-332-2896

1月27日(金) 
～29日(日)

神戸ポートタワー「南京町春
節祭」フラッグ掲揚

神戸南京町春節祭に合わせて、神戸ポートタワーの塔頂
ポールに南京町春節祭オリジナルフラッグを掲揚、また
地上1階の4カ所に出入口には中華ランタンを取り付ける

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

2月1日(水) 
～3日(金)

神戸ポートタワー・LED照明
「節分パターン」

赤と青のグラデーションで赤鬼、青鬼をイメージし
た演出

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

2月3日（金）
神戸ポートタワー

「みなとの豆まき」

神戸ポートタワー南広場において、神戸市立みなと
保育所園児が、鬼に扮した「キャプテンタワー君」
相手に豆まきを開催

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

2月4日(土)
14：00～15：30

神戸みなとの知育楽座
Part8 第5回講演会

「神戸と結ぶ瀬戸の島々～よみがえる内航旅客船～」
講演者：加藤琢二（神戸旅客船協会会長）
※参加費 300円

神戸海洋博物館
ホール

NPO法人
近畿みなとの達人
☎ 078-891-4561

2月5日(日)
神戸ポートタワー

「神戸プロポーズの日」
神戸ポートタワーのＬＥＤ照明が19：59～20：01
までの間でプロポーズ・パターンに点灯

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

2月14日(火)
～26日(日)

カワサキ
モーターサイクルフェア

川崎重工の技術を総結集して生まれるカワサキの
マシンを紹介。子どもから大人までお楽しみいただ
けます

神戸海洋博物館
ホール他

神戸海洋博物館
☎ 078-327-8983

2月11日（土）
～14日（火）

神戸ポートタワー・LED照明
「バレンタインデー・パターン」

LED照明をピンクと赤のハートがスクロール、また
ポートタワー屋上のポールに「バレンタインデーの
オリジナルフラッグ」を掲揚、また、展望５階に金・
銀のツリーを設置、ハート型のメッセージカードに
愛する人への想いをつづって飾り付けてください

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

2月14日（火）
神戸ポートタワー

「バレンタインデー」
有料入場者先着200名様にチョコレートをプレゼ
ント

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

2月28日（火）
 ～3月12日（日）

帆船模型教室生徒作品展
神戸海洋博物館「帆船模型教室」に参加した生徒
が製作した課題作品「スコットランド」の展覧会

神戸海洋博物館
エントランスホール

神戸港振興協会
☎ 078-327-8983

2月24日(金)
ルミナス神戸２
市民クルーズ＆海洋教室

日本最大級のレストランシップ「ルミナス神戸2」の
市民クルーズと海洋教室を開催。（要事前申込、2
月募集開始予定）

神戸港
神戸港振興協会
☎ 078-327-8982

3月1日（水）
 ～3日（金）

神戸ポートタワー・LED照明
「雛祭りパターン」

十二単衣をイメージして、紫、オレンジ、ピンク、
緑、赤、黄色等のグラデーションで演出

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

3月3日(金) 神戸ポートタワー 「雛祭り」

展望４階に飾っている雛人形のまわりで、神戸市
立みなと保育園児と「キャプテンタワー君」が楽し
い雛祭りを開催　※雛人形の展示は2月26日(日)
～3月3日(金)

神戸ポートタワー
（展望４階にて）

神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

3月5日(日)
神戸ポートタワー

「神戸プロポーズの日」
神戸ポートタワーのＬＥＤ照明が19：59～20：01
までの間でプロポーズ・パターンに点灯

神戸ポートタワー
神戸港振興協会
☎ 078-391-6751

3月11日(土)
 ～12日(日)

鉄道模型走行会
館内に設けられた特設ジオラマを走る鉄道模型走
行会

神戸海洋博物館
エントランスホール

神戸港振興協会
☎ 078-327-8983

3月18日(土)
14：00～15：30

神戸みなとの知育楽座
Part8 第6回講演会

「神戸の姉妹港と神戸港」
講演者：横山和人（神戸市みなと総局振興課長）
※参加費 300円

神戸海洋博物館
ホール

NPO法人
近畿みなとの達人
☎ 078-891-4561
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Ship Information and Schedules

インフォメーション船 開港150年を迎えた神戸港には、この冬７隻の外国籍クルー
ズ客船と３隻の日本籍クルーズ客船が入港を予定しています。
なかでも「QUEEN ELIZABETH」史上初の日本発着ク
ルーズが神戸港を発着港として実施されることとなり、注目
を集めています。

「N
ノーティカ

AUTICA」（30,277総トン）
2月25日・3月11日に入港

「O
オーシャン・ドリーム

CEAN DREAM」（35,265総トン）
3月23日に入港

「C
カレドニアン・スカイ

ALEDONIAN SKY」（4,200総トン）
3月27日に入港

「S
セブン・シーズ・ボイジャー

EVEN SEAS VOYAGER」（42,363総トン）
3月15日に入港

「W
ワールド・オデッセイ

ORLD ODYSSEY」（22,496総トン）
1月24日に入港

「S
サファイア・プリンセス

APPHIRE PRINCESS」（115,875総トン）
3月26日に入港

「飛鳥Ⅱ」（50,142総トン）
3月1日から計4回入港

「Q
クイーン・エリザベス

UEEN ELIZABETH」（90,901総トン）
3月13日・19日に入港
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●神戸港に入港予定のクルーズ客船（１月〜３月）
船　　名 船　籍 総トン数 バース 入港日 入港時間 出港日 出港時間

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 4Q1 1月4日(水) 14：00 1月4日(水) 17：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 1月4日(水) 17：00 1月4日(水) 19：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 1月7日(土) 10：00 1月7日(土) 12：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 1月12日(木) 13：00 1月12日(木) 16：00

WORLD ODYSSEY バハマ 22,496 4Q1 1月24日(火) 8：00 1月28日(土) 20：00

NAUTICA マーシャル諸島 30,277 4Q1 2月25日(土) 12：00 2月26日(日) 18：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 4Q1 2月27日(月) 15：00 2月28日(火) 12：00

飛鳥Ⅱ 日本 50,142 NAKA-BC 3月1日(水) 13：00 3月1日(水) 16：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 4Q1 3月3日(金) 16：00 3月4日(土) 10：00

飛鳥Ⅱ 日本 50,142 NAKA-BC 3月5日(日) 9：00 3月5日(日) 17：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 4Q1 3月8日(水) 15：00 3月8日(水) 20：00

飛鳥Ⅱ 日本 50,142 NAKA-BC 3月9日(木) 9：00 3月9日(木) 17：00

NAUTICA マーシャル諸島 30,277 4Q1 3月11日(土) 7：00 3月11日(土) 16：00

QUEEN ELIZABETH バミューダ 90,901 4Q1/Q2 3月13日(月) 6：00 3月13日(月) 20：00

SEVEN SEAS VOYAGER バハマ 42,363 4Q1/Q2 3月15日(水) 8：00 3月16日(木) 13：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 3月15日(水) 16：00 3月16日(木) 17：00

QUEEN ELIZABETH バミューダ 90,901 4Q1/Q2 3月19日(日) 21：30 3月20日(月) 21：00

にっぽん丸 日本 22,472 NAKA-BC 3月20日(月) 10：00 3月20日(月) 17：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 NAKA-BC 3月22日(水) 8：00 3月22日(水) 11：00

OCEAN DREAM パナマ 35,265 4Q1 3月23日(木) 14：00 3月24日(金) 20：00

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 4Q1 3月25日(土) 9：00 3月25日(土) 11：00

SAPPHIRE PRINCESS バミューダ 115,875 4Q1/Q2 3月26日(日) 13：00 3月26日(日) 23：00

CALEDONIAN SKY バハマ 4,200 4Q1 3月27日(月) 6：00 3月27日(月) 23：00

飛鳥Ⅱ 日本 50,142 NAKA-BC 3月27日(月) 15：00 3月27日(月) 19：30

ぱしふぃっく びいなす 日本 26,594 4Q1 3月30日(木) 15：30 3月30日(木) 17：00

注１）　4Q1、4Q2：神戸ポートターミナル　　NAKA-BC：中突堤旅客ターミナル
注２）　スケジュール・バース等は変更・追加されることがありますのでご注意ください。

「にっぽん丸」（22,472総トン）
1月4日から計4回入港

「ぱしふぃっく びいなす」（26,594総トン）
1月4日から計8回入港
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●神戸港にようこそ！　初入港船・新規航路船
入港月日 船　　　名 船　籍 総トン数 船　種 航　路 運航者（船社） 代理店

10月26日(水) みさき 日本（神戸） 749 コンテナ船 阪神/京浜 井本商運（株） －

10月28日(金) GLORY ZHENDONG 香港 9,993 コンテナ船 中国 SHANGHAI HAI HUA SHIPPING 山九㈱

11月9日(水) URU BHUM THAILAND 24,955 コンテナ船 東南アジア（JPI） EVERGREEN SHIPPING AGENCY
(JAPAN) CORPORATION ㈱上組

●練習船入港予定（１月〜３月）
船　 名 所属等 総トン数 入　港 出　港 バース

大 成 丸 海技教育機構 3,990 1月26日(木) 10：00 1月30日(月) 14：15 新港第１突堤C

青 雲 丸 海技教育機構 5,890 2月7日(火)   10：00 2月10日(金) 14：00 新港第１突堤EF

銀 河 丸 海技教育機構 6,185 2月8日(水)   10：00 2月13日(月)  14：15 新港第１突堤D

海 王 丸 海技教育機構 2,556 2月9日(木)   10：00 2月14日(火) 10：00 新港第１突堤C

銀 河 丸 海技教育機構 6,185 2月27日(月) 10：00 3月4日(土)   14：15 新港第１突堤C

大 成 丸 海技教育機構 3,990 3月7日(火)　  未定 3月10日(金)　 未定 新港第１突堤

※スケジュール、バース（停泊場所）等は、変更されることがあります。 「海王丸」

井本商運の新造内航コンテナ船
「みさき」（199TEU）の初入港を歓迎

新港第1突堤Cバースにて

HASCOの新造コンテナ船
「GLORY ZHENDONG」（650TEU）の初入港を歓迎

PC-15/16/17バースにて

日本―東南アジアの新規航路（JPI）開設
第1船「URU BHUM」（2,598TEU）の初入港を歓迎

PC-18バースにて
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「CELEBRITY MILLENNIUM」入港

シルバーシー・クルーズが運航する「SILVER 
DISCOVERER」（5,218総トン）が９月13日に
入港。昨年９月に続き、２度目の入港となりまし
た。入港時には、消防艇によるカラー放水と、市
民のみなさんによるバルーンリリースで出迎えま
した。本船寄港中には表敬訪問を行い、記念品や
花束を贈呈し、寄港歓迎しました。（中突堤旅客
ターミナルにて）

セレブリティ・クルーズが運航する客船
「CELEBRITY MILLENNIUM」が９月
21日と10月18日に入港。同船は2013年
以降、毎年神戸港に入港しています。１回
目の入港時は、夙川ブラスアンサンブル
による演奏、バルーンリリースなどで出迎
え、２回目の入港時は消防音楽隊による
演奏、消防艇によるカラー放水などで盛
大にお迎えし、入港を歓迎して入港セレ
モニーを実施、記念品や花束を贈呈しま
した。（神戸ポートターミナルにて）

「SILVER DISCOVERER」入港
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神戸海洋博物館神戸海洋博物館神戸海洋博物館

　年末年始恒例の世界の船会社等カレンダー展と神戸海洋博物
館ボトルシップ愛好会作品展が、神戸海洋博物館で開催されま
す。神戸港を利用している船会社をはじめ、海・船・港に関連する
会社や機関などからご協力いただいた各種カレンダーが展示さ
れます。また、神戸海洋博物館ボトルシップ愛好会の会員が制作
したボトルシップも展示され、年末年始の神戸海洋博物館に華が
添えられます。

　 会　期 ● 平成28年12月24日(土)～平成29年1月29日(日)
　 時　間 ● 10：00～17：00（入館は16：30まで）
　 休館日 ● 月曜日（祝日の場合は営業し、翌日休館）、

年末年始（12月29日～1月3日）

　このたび、平成29年の神戸開港150年に向けたメリケンパークのリニューアルの一
環として、約20年にわたり神戸海洋博物館の屋外展示物として親しまれてきた超電導
電磁推進船「ヤマト１」、テクノスーパーライナー「疾風（はやて）」が老朽化等に伴い
撤去されることとなりました。
　これに伴い、神戸海洋博物館において11月1日～20日の間、両船の写真等のパネル
展（主催：神戸市みなと総局）が開催されました。また、両船設置場所において高所作
業車を設置し、高い位置から両船を見渡せ、撮影などができる特別展望も行われまし
た。

「2017年世界の船会社等カレンダー展」、「神戸海洋博物館ボトルシップ愛好会作品展」同時開催

超電導電磁推進船「ヤマト１」･テクノスーパーライナー「疾風」撤去に伴う「メモリアル写真パネル展」開催

●ヤマト1・疾風のメモリアル写真パネル展

ヤマト１◦
超電導電磁推進による海上航行に世界で初めて成功した実験船。
平成2年に三菱重工業㈱神戸造船所にて完成。全長30ｍ。実験終
了後に神戸市が譲り受け、平成8年より展示開始。

テクノスーパーライナー「疾風（はやて）」◦
複数の造船会社等が共同で開発した超高速の実験船。平成6年に
川崎重工業㈱神戸工場にて完成。実験時の最大速力は約41ノット
（約75ｋｍ毎時）。全長17ｍ。実験終了後に神戸市が買取り、平成
9年より展示開始。
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●開館時間　10：00〜17：00（入館16：30まで）
●休 館 日　月曜日（月曜日が祝日の場合翌日休館）、

年末・年始（12月29日〜1月3日）
●交　　通　【電車】

市営地下鉄海岸線「みなと元町駅」から徒歩約10分／JR・阪神
「元町駅」から徒歩約15分／神戸高速（阪急・山陽）「花隈駅」
から徒歩約15分

【車】
山陽新幹線「新神戸駅」から車で約15分／阪神高速道路京橋
ランプから車で約5分／ハーバーハイウェイ新港ランプから車で
約5分（周辺に有料駐車場あり）

●入館料金

個人料金
一般団体

学校団体
15名
以 上

50名
以  上

大人
（高校生以上） 600円 550円 500円 高校生　200円

小人
（小・中学生） 250円 220円 200円 小・中学生 100円

カワサキワールドカワサキワールドカワサキワールド

　カワサキワールドは、10月14日に「カワサ
キワールドシアター」と「モーターサイクル
ギャラリー」をリニューアルしました！
　カワサキワールドシアターは、川崎重工
の多様な製品を約14ｍの曲面ワイドスク
リーンで紹介するもので、大迫力の映像と
音で、まるで空を飛んだり、海に潜ったりし
ているような気分を味わうことができます。
ロボットの美しいダンスも必見！

　モーターサイクルギャラリーは、全面リニューアルして、見どころがいっぱい！
　ヘリテージコーナーでは、二階建ての洗練された空間で、時代を先駆けた数々の名車を展示しています。
　前方の球体画面に映し出されるサーキット風景を見ながら、Ninja ZX-10Rで模擬走行が体感できるライディングシミュ
レーター「RidEX（ライデックス）」は、お子さまから大人まで楽しんでいただくことができ、既に人気のコーナーとなっています。
　その他にも、実際に跨ったり、座ったりして乗車感覚を体験できる｢体験コーナー｣には、2輪車に加えて、4輪車が新たに登場
しており、写真撮影スポットとして連日賑わいを見せています。
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より親しまれる空港づくり

更に利便性の高い空港に

　神戸空港では、９月20日の「空の日」を記
念して、多くの市民や近隣都市の皆様に空
港や航空機に親しんでいただくため、10月16
日（日）に「神戸空港 空の日イベント2016」
を開催しました。
　今年度は初の試みとして、神戸空港で
働くスタッフでアイデアを出しあい企画し
た「紙飛行機で巨大モザイクアートに挑
戦！！」を行い、当日は5,000個もの紙飛行機
を参加者に作っていただき、１枚の絵を完成
させました。
　また、「スカイマーク格納庫見学」では、タイガースジェット
の展示が行われ、多くの親子連れが間近で見る飛行機の見学
を楽しんでいたほか、航空教室やお仕事体験などに参加した
子どもたちはスタッフの説明に熱心に耳を傾けていました。
　その他、普段立ち入ることのできない空港場内を見学する
バスツアーや飛行船「スヌーピーＪ号」の見学など、約8,000人
の家族連れで賑わいました。
　神戸空港では、２月中旬に「開港11周年記念イベント」を開
催する予定です。今後、広報紙KOBEや神戸空港ターミナルの
ホームページなどで内容をお知らせします。引き続き、航空機
を利用するお客様はもちろん、見学スポットや憩いの場として、
広く市民の皆様に親しんでいただける空港づくりを進めてまい
ります。

　神戸空港は、おかげさまで平成18年の開港後、これまでご
利用いただいたお客様は累計で2,700万人を超え、関西圏の
空の玄関口として定着しています。現在、航空各社４社（ＡＮ
Ａ、スカイマーク、ソラシドエア、エア・ドゥ）により、札幌（新千
歳）、茨城、東京（羽田）、長崎、鹿児島、沖縄（那覇）の６路
線が運航されています。
　また、神戸空港においては、コンセッション（民間事業者へ
の運営権の設定）の手続きを進めているところです。これは、
自治体が所有権を保有したまま、民間事業者の知恵や資金を
活かして公共施設の運営をしていくものです。
　神戸空港のコンセッションは、①関西国際空港及び大阪国
際空港とともに、一体運営に資する方策を講じ、３空港それぞ

れの能力を適切に活用することによって、関西全体の航空輸
送需要の拡大、神戸経済の活性化、更には関西経済の発展
に貢献すること、②神戸空港について、滑走路とターミナル施
設等を、民間事業者の資金及び経営能力を活用することで一
体的かつ機動的な空港運営を実現することを目的としていま
す。今後、平成29年８月に優先交渉権者の選定等を行い、平
成30年４月の民間事業者による事業開始に向けて、手続きを
着実に進めてまいります。
　今後とも、神戸空港がより一層便利で魅力のある空港とな
るよう、引き続き全力をあげて取り組んでまいりますので、ご
理解、ご支援を賜りますようお願いいたします。
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「紙飛行機で巨大モザイクアートに挑戦！！」の様子

「スカイマーク格納庫見学」の様子



ご応募は、官製ハガキに、郵便番号・住所・氏名・年令・電話
番号と、ご希望のカレンダーの種類「神戸港カレンダー（商
船）」「神戸港カレンダー（客船）」「神戸ポートタワーカレンダー」
のいずれかを明記し、〒650-0042 神戸市中央区波止場町
２番２号神戸港振興協会「港の風～神戸港からのたより」読
者プレゼント係までお申し込みください。締め切りは、平成
29年1月13日（金）必着。※応募多数の際は抽選。

神戸港振興協会　総務企画課
☎078-327-8981 

2017年 神戸ポートタワー
カレンダー

●お問い合せについて

㈱OMこうべ 海上アクセス事業部 ☎078︲304︲0033
（平日9：00～18：00、年中無休）http://www.kobe-access.jp/

神戸港に入港する船舶や港の風景が満載の「2017年神戸港カレンダー〔商船版〕・〔客船
版〕」（1部1,000円）を各5名ずつ合計10名様にプレゼント。

神戸開港150年を記念し、みなと神
戸のランドマークとして、広く皆様に
愛されている「神戸ポートタワー」の
四季折々の写真を使用した2017年
版カレンダー（プラスチックケース
入りの卓上カレンダー：864円）を
10名様にプレゼント。

※発表は、当選された方への賞品の
発送をもってかえさせていただき
ます。なお、ご応募いただきました
情報は、目的以外には使用いたし
ません。

応募方法 お問い合わせ先

　年末年始のご旅行で関空をご利用の際には、「神戸・関空ベイ・シャ
トル」が便利です。
　神戸空港と関空をわずか30分で結び、渋滞がなく移動が快適！また、
神戸側専用駐車場が旅行期間中ずっと無料（片道乗船でもOK）の他、
万一の欠航時にも代替バスを手配しますので、安心してご利用いただ
けます。
　さらに「ぷらっと日帰り往復チケット」ではお得な特典が満載！船旅
気分を味わいながら、りんくうプレミアム・アウトレットでのショッピ
ングや展望ホールなどでの空港見学、近隣商業施設でのご飲食・お買
い物もお楽しみいただけます。

　往復割引チケット

●往復乗船券 ➡ 3,000円（通常大人3,700円）
●KIX-ITMカード・ウエストメンバーズカード提

示で2,800円に割引

　ぷらっと日帰り往復チケット

●日帰り往復乗船券 ➡ 2,460円
●KIX-ITMカード・ウエストメンバーズカード提

示で2,050円に割引

ぷらっと日帰り往復チケット特典
◆関空とりんくうを結ぶシャトルバス「スカイシャトル」１日乗り放題パス
◆関空展望ホール内「スカイショップタウン」5％割引券
◆「りんくうプレミアム・アウトレット」割引クーポンシート

（関空第１ターミナルビル２階中央「ＫＩＸ－ＩＴＭカードカウンター」で、乗船半券をご提示ください。）

2017年 神戸港カレンダー
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ベイ・シャトルイメージキャラクター
「キャプテンＴＯＢＢＹ（トビー）」

旅行期間中はずっと
神戸側専用駐車場が
無料だよ！

年末年始のご移動は「神戸－関空ベイ・シャトル」で！

〔客船版〕



松浦会長の横顔

　昭和20年生まれで、瀬戸内海のほぼ中央に位置する島である大

崎上島で育ちました。

　実家のすぐ前に広島商船高等学校があり、父は外航船の船長、

兄も船乗りという環境で、ごく自然に商船高校の航海科に進みまし

た。大崎上島は18世紀前半からここを通る航路の船が増加し、そ

れに伴って発展してきた島で、私が育った頃は造船業や海運業で

大変栄えていました。船乗りになることが一般的な地域で、人の出

入りも多く花街なども存在していて歌舞音曲も盛んな活気のある

華やかな土地柄でした。

　高校卒業後、日本の海運業が絶頂期だった昭和40年に、日本郵

船株式会社に入社しました。日本郵船は世界中に航路を持ってお

り、船乗りには憧れの会社でした。私の船長時代には欧州と北米

の基幹航路に乗船する機会が多かったのですが、オーストラリア

や南米、アフリカ、ペルシャ湾などにも行きました。その後、コスト

削減の観点から外国人船員との混乗化が進み、35年間の勤務の

内半分は神戸・大阪・東京で陸上勤務に従事しました。

　船長になった平成元年頃、高級士官以外の乗組員は皆外国人と

いう状況で、フィリピン人乗組員とミャンマー人・バングラディシュ人

乗組員との間の宗教的対立からストライキが起きたことがありまし

た。正に一触即発の危機で、シンガポールで全員を下船させ事なき

を得ましたが、宗教に寛大な日本人の感覚では到底理解できず、

大変困惑した思い出があります。

　また、阪神淡路大震災の時には大阪支店に勤務しておりました

が、家がある名谷から車で福知山を経由して京都から大阪に入り、

そこから5月まで大阪に居続けることになりました。震災の影響で

神戸に到着する予定の貨物が全て大阪に集中したため、その対応

に追われました。震災の数日後、NHKの要請で神戸に向けてボー

トを出して神戸港に向かいましたが、全ての岸壁が壊滅的な被害

を受けていて数年間は復興は難しいだろうという印象を持ちまし

た。しかし神戸市の港湾局は3月に第一船を入港させることを宣言

し、これを実現しました。自らも被災者である関係者の方々の尽力

に感動しました。

　平成13年から約14年間は大阪湾水先区水先人会でパイロットと

して就業しました。船を安全に航行させるためのリスクと責任は大

きいですが、長年の経験を生かして、毎日変わる海の状況を自分の

意志で判断できる、たいへんやりがいのある仕事でした。

　50年間働いてきて、残りの10年は今までできなかったことを楽し

もうと、退職後1年間はゴルフや温泉旅行、映画、相撲、宝塚観劇

など好きなことを満喫しました。

神戸海難防止研究会の取組みと課題

　平成28年6月より神戸海難防止研究会の会長に就任しました。

昨今の船舶の大型化や、少し前までは想像もしていなかったような

巨大客船の着岸などに、港の設備が追いついていない現状があり

ます。既存の設備を生かしながら、どう安全対策をすれば良いの

か、有識者の意見を取り入れながら安全性の向上に取り組んでい

ます。また兵庫県（大阪湾）、大阪府、和歌山県、徳島県、高知県

の沿岸地域とその付近海域の海難防止と船舶交通の安全性の向

上と、船舶運航の安全確保のための調査研究や情報提供、周知

啓発などの公共事業にも力を入れています。

神戸港の発展のために考えること

　私が神戸支店で働いていた昭和58年から63年頃は、全ての岸

壁に貨物船が並び、港町独特の活況がありました。物流の変更に

伴ってその状況が変わってきたのはいたしかたないと思いますが、

今後の神戸港の発展のためにも貨物の輸出入について神戸港から

のシステムに力を入れていって欲しいと願っています。　

　また、橋や道路など、港湾で働く人びとや港のユーザーなどがま

だまだ使いにくい部分も目につくので、関係者が総合的に効率良く

利用できる便利な港づくりを提唱していきたいと思っています。

　神戸港は歴史ある港ですから、美しい港が引き立つように景観

面ももっと改善すれば、風光明媚な観光資源として更に注目される

ことでしょう。

　船長時代に世界中の港を見てきましたが、日本の港は安全・安心

度が世界最高レベルです。これからも、海運における我が国の発展

の一助となるよう、会員、職員共々会務に邁進していく所存です。

今年で設立68年目を迎える公益社団法人・神戸
海難防止研究会では、近畿・四国・瀬戸内海にお
ける海難防止に関する調査・研究と、海上交通の
安全確保に取り組んでいます。現在会長を務めて
おられる松浦浩三さんにお話をお伺いしました。

公
益
社
団
法
人

神
戸
海
難
防
止
研
究
会

会
長  

松
浦 

浩
三
さ
ん
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川崎重工業進水式見学会
「PYXIS ALFA」

　９月22日（木・祝）、川崎重工業（株）神
戸工場で、液化石油ガス（LPG）運搬船

「PYXIS ALFA（ピクシスアルファ）」の
命名・進水式が開催されました。
　同工場でのLPG船の建造は、1995
年以来、21年ぶりのこと。来年５月の竣
工後に、くみあい船舶グループのシンガ
ポール法人クミアイナビゲーションが、Ｌ
ＰＧ元売りジクシスとの定期用船契約に
投入する新造船です。船内には箱型のタ
ンクが４つあり、計8万2,200立方メート
ルのＬＰＧを運ぶことができます。

　LPG船はかつて神戸工場の主力製品
でしたが、1995年の阪神・淡路大震災
で工場が被災。震災の翌日に進水予定
だった中型のLPG船は、坂出工場で完
成させましたが、神戸工場はしばらく新
造船事業そのものを停止し、再開後も一
般商船の建造はハンディマックス・バル
カーに集中していました。近年、高付加
価値製品に軸足を移す中でＶＬＧＣ（大
型ガス運搬船）も再開。
　今回進水した船は、ジクシスの山本一

れました。
　花の刺しゅうをバックに、「べっぴん
さん」に出演する芳根京子さん、谷村美
月さん、百田夏菜子さん、土村芳さんの
４人が並ぶラッピングバスのデザインは、
神戸市交通局と神戸交通振興などが企
画したもので、神戸市バスやシティー・
ループバスの計５台があります。来年３
月までの放送期間中、１日約50便が市内
を走ります。
　セレモニー会場には、ラッピングバス
に乗って、４人の出演者が登場。
　会見では、主人公・坂東すみれを演じ
る芳根京子さんが、「（神戸は）愛があ
ふれている街。みなさん温かく迎えて下
さって、応援してくれていると感じます」
と神戸への思いを語りました。

徳社長により、同社の社名のもとになっ
ている羅針盤座「ピクシス」と、その星
座の中で最も明るい星「アルファ」を組
み合わせ、命名されました。
　約3,800人の関係者や市民が見守る
中、山本社長のご令室、山本和代さんに
よって支綱切断されると、船体はゆっく
りと神戸の海へ滑り出しました。

◎主要目…約47,300総トン／約53,677
重量トン、LBDd＝226（全長約230）×37.2
×21×11 .2ｍ／主機関＝川崎－MAN 
B&W7S60ME-C8.2型×１基／連続最大
出力13,100kW×89回転/分／定員29人
／船級NK／船籍シンガポール／第1725
番船。

「すみれ色」に神戸ポート
タワーをライトアップ

　10月３日（月）、ＮＨＫ連続テレビ小説
「べっぴんさん」の放送が始まりました。
神戸港振興協会は、物語の舞台となる
神戸を盛り上げるべく、ヒロインの「坂東
すみれ」にちなみ、神戸ポートタワーをす
みれ色にライトアップしました。
　また同日、神戸ポートタワー前で、ラッ
ピングバスのお披露目セレモニーが行わ

進水する「ＰYＸＩＳ ＡＬＦＡ」

すみれ色にライトアップ

主演女優たちがずらり、華やかに

多くの市民に見守られながら進水
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開港150年プレイベント
「しんかい6500」「うらしま」
「よこすか」一般公開を開催

　10月８日（土）、神戸開港150年記念
事業のプレイベントと、10月６日（木）～
８日（土）にポートアイランドで開催さ
れた海洋技術関連の展示会「テクノオ
ーシャン2016」のPRとして、深海調査
の最前線で活躍する海洋研究開発機構

（JAMSTEC）運航の研究船３隻を、中
突堤で一般公開しました。
 「テクノオーシャン」は、海洋関連の科学
技術に携わる産官学の関係者の総合的、
横断的なネットワーク、パートナーシップ
の構築と、海洋に関する技術の進展や海
洋産業の発展を目的としたコンベンショ
ンで、1986年に神戸市で初開催以降、隔
年開催され、今回で16回目を数えます。
　海洋資源や地質などの調査活動にあ

たる、海洋研究開発機構所有の最先端
の技術を扱う船を間近に見られるとあっ
て、当日は中突堤に、多くの方が足を運び
ました。
　公開されたのは、有人潜水調査船「し
んかい6500」、無人の深海巡航探査機

「うらしま」、両艇の運搬や整備を担う
支援母船「よこすか」。３隻そろっての同
時公開は、初めてです。
 「しんかい6500」は、全長9.7メートル、重
さ26.7トン。世界各地で地質や深海生物
の調査に従事しており、今年５月には小
笠原諸島・南鳥島沖で、レアメタル（希少
金属）が含まれる球状の岩石「マンガンノ
ジュール」を確認しました。「うらしま」は、
全長10メートル、重さ約７トン。電池で航
行し、精密な海底地形図の作成などに当
たります。

　当日、見学者は、「よこすか」の格納庫
で、「しんかい6500」と「うらしま」が並ぶ
様子を撮影したり、「しんかい6500」のパ
イロットの説明を聞いたりしていました。
　３隻はいずれも神戸生まれ。「しんか
い6500」「うらしま」は、三菱重工業（株）
神戸造船所で、「よこすか」は川崎重工業

（株）神戸工場で建造されました。地元生
まれの船の里帰りでもあり、見学者は約
4,600人に上りました。

第32回神戸港フォークリ
フト荷役技能向上大会

　10月18日（火）、神戸港湾教育訓練協
会で、「第32回神戸港フォークリフト荷
役技能向上大会」が行われました。毎
年、「安全・確実・迅速」という、フォー
クリフトの基本操作を競い合うことで、
フォークリフト荷役技能のより一層のレ
ベルアップを目指し、港湾労働災害の防

止に寄与するとともに、神戸港の優秀な
ハンドリングを広くＰＲするために開催さ
れています。
　今年は神戸港の港湾企業30社38名
の選手と、港湾短大のオープン参加の
学生２名が、３トンフォークリフトによる
方向変換・屈折コース、2.5トンフォーク
リフトによる棒たてジグザグコースの２
種目で、基本操作を競いました。今回は

多くの方々が来場

「うらしま」と「しんかい6500」

３tフォークリフトによる方向変換競技

支援母船「よこすか」

2.5t フォークリフトによるジグザグ競技
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初めて競技用車両がオートマチック車の
みとなり、スムーズな競技が展開されま
した。
■最優秀技能賞

氏　名 会社名 フォーク歴

東　 祐典 上津港運㈱ ２年

上田 賢醸 神菱港運㈱ 0.5年

門中 智之 神港作業㈱ 18年

岡　 誠高 森本倉庫㈱ ８年

小泉 憲政 ケイヒン港運㈱ ８年

第13回「KOBEみなとマ
ルシェ」来場者35,000人
で賑わう

　10月23日（日）、かもめりあ及び神戸
港中突堤西岸壁周辺で「第13回KOBE
みなとマルシェ」が開かれました。2009
年に発生した新型インフルエンザ騒動
で一時的に活気を失った神戸から元気
な姿を発信しようと、同年７月から始まっ
たこのイベント。神戸の街が大好きな市
民、企業や学生が主役となり、神戸の活
性化を目的として開催し、13回目を数え
ます。
　今回も、会場には36のグルメブースが

出店。ステージでは、ミスユニバース兵
庫によるショーや、神戸出身の「にこい
ち」など兵庫ゆかりのアーティストによる
無料ライブ、「おもちゃ王国」の仲間たち
と遊べるコーナーもあり、約3万5,000人
の来場者を沸かせました。

海外港湾視察研修団が
ベトナム（ハイフォン・
ハノイ）を視察

　神戸港振興協会では、港湾関連企業
を中心とした当協会の会員企業を対象
に海外の主要港湾を視察する研修会を
開催しています。これは、発展目覚ましい
アジアの主要港湾を見学いただくことに
より、会員企業の業務の充実や人材育成
に寄与するとともに、神戸港の一層の発

展に繋げることを目的として実施するも
ので、今回で６回目を数えます。
　今回は、11月16日（水）～19日（土）の
３泊４日の日程でベトナム（ハイフォン・
ハノイ）に視察研修団を派遣しました。
参加したのは神戸港振興協会会員企業
10団体、計15名（山九㈱、ジャンボフェ
リー㈱、住井運輸㈱、泉洋港運㈱、大
海運輸㈱、中央港運㈱、㈱日新、阪神国
際港湾㈱、森本倉庫㈱、神戸港振興協
会）です。

１日目はハノイの市内を視察しました。２
日目はハノイからハイフォンまでの移動の
間に、ハイズン省にあるSankyu Hai Du
ong Logistics Centerを訪問、ハイフォン
到着後は、ハイフォン港のChua Veター
ミナルを見学した後、Trang Due（チャン
ジェ）工業団地を訪問しました。３日目は
ハイフォン港のDinh Vuターミナルを訪問
し、本船荷役の見学、CFS倉庫を見学し
ました。午後からはハノイに戻り、JETRO
ハノイ事務所を訪問し、経済情勢につい
て講義を受けて行程を終了しました。参
加者からは、現地の港湾荷役作業や、経
済情勢、ベトナムならではの現地事情を
知る良い機会となったとの感想が聞かれ
ました。

さまざまなブースが展開

ステージイベントも大盛況 Dinh Vu ターミナルで本船荷役を視察

CFS 倉庫を視察する研修団

17
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兵庫県港運協会

会　長　　佐　伯　邦　治
〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭（摩耶業務センター５階）

電　話　０７８（８０２）１８４０
ＦＡＸ　０７８（８０２）１８７６

兵庫県倉庫協会

会　長　　若　松　康　裕
〒651-0086  神戸市中央区磯上通７丁目１番８号（三宮インテスビル７階）

電　話　０７８（２３０）２３５１
ＦＡＸ　０７８（２３０）２３７１

神戸旅客船協会

会　長　　加　藤　琢　二
〒650-0042　神戸市中央区波止場町５番４号（中突堤中央ビル）

電　話　０７８（３３１）７６６９
ＦＡＸ　０７８（３３４）１５９０

神戸海運貨物取扱業組合

理事長　　須　藤　明　彦
〒650-0041  神戸市中央区新港町14番１号（生活用品振興センター内）

電　話　０７８（３３１）２９７３代表
ＦＡＸ　０７８（３３２）０６２５

神戸港沿岸荷役業会

会　長　　岡　上　正　弘
〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭摩耶業務センター511

電　話　０７８（８０１）６１１１
ＦＡＸ　０７８（８０１）６０１１

神戸船内荷役協会

会　長　　青　井　清　一
〒650-0024　神戸市中央区海岸通５丁目１番16号

電　話　０７８（３４１）２４１８
ＦＡＸ　０７８（３７１）５３４８

一般社団法人 兵庫県トラック協会

会　長　　福　永　征　秀
〒657-0043　神戸市灘区大石東町２丁目４番27号

電　話　０７８（８８２）５５５６
ＦＡＸ　０７８（８８２）５５６５

神戸港はしけ運送事業協同組合

理事長　　向　井　隆　一
〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭一番地（摩耶業務センタービル５階）

電　話　０７８（８８２）９０００
ＦＡＸ　０７８（８８２）９００２

兵庫県冷蔵倉庫協会

会　長　　中　 川　　 亨
〒650-0023　神戸市中央区栄町通３丁目６番７号（大栄ビル５F）

電　話　０７８（３３３）０２０４
ＦＡＸ　０７８（３３３）０２０５

神戸港関連事業協会
名誉会長　坂　部　貞　二
会　　長　田　 森　　 豊

〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭（摩耶業務センタービル５階）
電　話　０７８（８０２）５５４５
ＦＡＸ　０７８（８０２）５５０５

神戸通関業会

理事長　　錦　織　一　男
〒650-0041　神戸市中央区新港町14番１号（生活用品振興センタービル２F）

電　話　０７８（３３１）３９９６
ＦＡＸ　０７８（３３１）１０１３

・海技教育支援事業・奨学金貸与事業
・帆船海王丸体験航海事業 等

公益財団法人 海技教育財団
会　長　　武　藤　光　一

〒102-0093　東京都千代田区平河町２丁目６番４号
電話 ０３（３２８８）０９９１　URL http://www.macf.jp

公益社団法人 神戸港湾教育訓練協会

会　長　　小　前　正　英
〒650-0045　神戸市中央区港島８丁目11番３

電　話　０７８（３０３）００１５
ＦＡＸ　０７８（３０３）０２７２

植物検疫のご相談は当会へ

KPQA 一般社団法人 神戸植物検疫協会
会　長　　阿　部　正　則

〒650-0024　神戸市中央区海岸通８番（神港ビル４階）
電話 ０７８（３２１）００８１代表／FAX ０７８（３９１）４６６４代表
URL www.kobe-shokken.or.jp

（順不同）
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一般社団法人 ウォーターフロント協会
会　長　　金 　 澤 　 　 寛

〒108-0023　東京都港区芝浦３丁目11番９号（武藤ビル３F）
電　話　０３（３４５３）４１９１
ＦＡＸ　０３（３４５３）０２５２
ＵＲＬ　www.waterfront.or.jp

一般財団法人 神戸港湾福利厚生協会

理事長　 佐　伯　邦　治
〒650-0041　神戸市中央区新港町13番３号

電　話　０７８（３９１）０９３９
ＦＡＸ　０７８（３９１）０９４９

神戸航空貨物ターミナル株式会社

代表取締役社長　林 　 　 洋 　 介
〒658-0031　神戸市東灘区向洋町東４丁目16番地

電　話　０７８（８５８）１５００
ＦＡＸ　０７８（８５８）１５０１

代表取締役社長　川　端　芳　文
〒651-0087　神戸市中央区御幸通８丁目１番６号

電　話　０７８（８５５）２２１５
ＦＡＸ　０７８（８５５）３９６０

会　長　 青　井　清　一
〒650-0045　神戸市中央区港島３丁目５番

電　話　０７８（３０２）５２６１
ＦＡＸ　０７８（３０２）５２５６

公益財団法人 神戸市産業振興財団
理事長　 森　脇　俊　道

〒650-0044　神戸市中央区東川崎町１丁目８番４号
電　話　０７８（３６０）３１９９
ＦＡＸ　０７８（３６０）１４１９

代表取締役社長　井　本　隆　之
〒650-0035　神戸市中央区浪花町59番地（神戸朝日ビル22F）

電　話　０７８（３２２）１６００代表
ＦＡＸ　０７８（３２２）１６２０

公益財団法人 神戸市スポーツ教育協会

会　長　　澤　松　忠　幸
〒651-0083　神戸市中央区浜辺通５丁目１番14号

（神戸商工貿易センタービル10階）
電話 ０７８（２２１）３５５５　ＦＡＸ ０７８（２２１）３５５８

日本代表　藤　江　成　宏

〒141-0032　東京都品川区大崎１丁目11番２号（ゲートシティ大崎イーストタワー８階）
電　話　０３（３４９３）６００１　ＵＲＬ  www.oocl.com/japan/jpn/

株式会社 神戸クルーザー

代表取締役社長　寺　井　幹　雄

〒 650-0044　神戸市中央区東川崎町１丁目６番１号
電　話　０７８（３６０）５６０１

一般社団法人 グローバル人材育成推進機構
代表理事　鹿　島　義　範

〒650-0042　神戸市中央区波止場町5番4号
中突堤中央ビル2階

電　話　０７８（３８１）７０７９
ＦＡＸ　０７８（３８１）７０６３

神戸地下街株式会社

代表取締役社長　中　川　德一郎
〒650-0021　神戸市中央区三宮町１丁目10番１号

電　話　０７８（３９１）４０２４代表
ＦＡＸ　０７８（３３２）５１８５

一般財団法人 サニーピア医療保健協会

理事長　　佐　伯　邦　治
〒650-0042　神戸市中央区波止場町２丁目３番12号

電　話　０７８（３３１）６１４１
ＦＡＸ　０７８（３９２）８６２１

株式会社 イナガワ運輸事業部
近畿運輸局認証工場
株式会社 イ ナ ガ ワ 整 備

代表取締役　稲　川　義　雄
神戸本社　〒652-0845  神戸市兵庫区築地町６番32号

電　話　０７８（６７２）１２１２
ＦＡＸ　０７８（６７２）１６１６
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日本で最初のクルーズ専門旅行会社

代表取締役
松 浦  賢太郎

ＵＲＬ　http//www.yutakaclub.co.jp

長田通商株式会社

代表取締役社長　長　田　庄太郎
〒650-0034　神戸市中央区京町77番地の１

電　話　０７８（３３１）６４２１
ＦＡＸ　０７８（３３１）３４０６

港湾運送業・国際複合一貫輸送業・倉庫業

株式会社 後藤回漕店
代表取締役　後　藤　 　史

〒650-0024　神戸市中央区海岸通３丁目２番１号
電　話　０７８（３２１）２１４１
ＦＡＸ　０７８（３９２）４５８１

事業所　東京・大阪・水島・福岡・関門・シンガポール他

株式会社 大森廻漕店

代表取締役社長　須　藤　明　彦
〒650-0031　神戸市中央区東町123番地の１

電　話　０７８（３９１）７２０１
ＦＡＸ　０７８（３３２）６２６４

甲陽運輸株式会社

代表取締役社長　田 　 岡 　 　 龍
〒650-0024　神戸市中央区海岸通５丁目１番16号

電　話　０７８（３４１）８７７２
ＦＡＸ　０７８（３４１）０９４０

石光商事株式会社

代表取締役　石　脇　智　広
〒657-0856　神戸市灘区岩屋南町４番40号

電　話　０７８（８６１）７７９１

森本倉庫株式会社

代表取締役社長　森　本　真　弥
〒651-0086　神戸市中央区磯上通２丁目２番21号（三宮グランドビル）

電　話　０７８（２３１）４９５１
ＦＡＸ　０７８（２３２）４０４３

代表取締役社長　深　井　義　博
〒651-0083　神戸市中央区浜辺通４丁目１番11号

電　話　０７８（２７１）５１１０
ＦＡＸ　０７８（２７１）５２０９

宮崎カーフェリー株式会社
取締役　常務執行役員　岡　田　良　敬

〒650-0041　神戸市中央区新港町３番７号
（神戸三宮フェリーターミナル内）

電　話　０７８（３２１）３５３５
ＦＡＸ　０７８（３２１）３５３６

ジャンボフェリー株式会社

代表取締役社長　山　神　正　義
〒650-0041　神戸市中央区新港町３番７号

電　話　０７８（３２７）３１１１
ＦＡＸ　０７８（３９１）３０２０

関西支店長

本社
〒101-0044 東 京 都 千 代田区 鍛 冶 町

２丁目５番15号
電話03（5294）6261  ＦＡＸ03（5294）6266

大阪営業所
〒530-0001 大阪市北区梅田１丁目11番４号

大阪駅前第４ビル２階
電話06（6455）0931㈹  ＦＡＸ06（6455）0940

神戸ベイクルーズ株式会社

代表取締役　小　嶋　光　信
〒650-0042　神戸市中央区波止場町７番１号

電　話　０７８（３６０）００３９
ＦＡＸ　０７８（３６０）００３８

日中国際フェリー株式会社

代表取締役社長　奥　山　岩　夫
〒550-0013　大阪市西区新町１丁目８番６号（三愛ビル２階）

電　話　０６（６５３６）６５４１
ＦＡＸ　０６（６５３６）６５４２

日本クルーズ客船株式会社
代表取締役　入　谷　泰　生

〒 530-0001　大阪市北区梅田２丁目５番 25 号（梅田阪神第１ビル 15 階）
電　話　０６（６３４７）７５２１
ＦＡＸ　０６（６３４１）８９８０

阪九フェリー株式会社
代表取締役社長　小 笠 原 　 朗

〒658-0031　神戸市東灘区向洋町東３丁目２番地の１
電話 ０７８（８５７）１２１２　ＦＡＸ ０７８（８４５）２９７８

http://www.han9f.co.jp
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五洋港運株式会社

代表取締役社長　東　口　正　秀
〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭２番地１

電　話　０７８（８６２）５４３４
ＦＡＸ　０７８（８０５）５４２１

神戸フェリーバス株式会社

代表取締役　山　神　正　義
〒650-0045　神戸市中央区港島９丁目１番地

電　話　０７８（３０２）８２００
ＦＡＸ　０７８（３０２）８２０２

村上商事株式会社

代表取締役　 村　 上　　 功
〒652-0897　神戸市兵庫区駅南通２丁目１番34号

電　話　０７８（６８１）１１３３㈹
ＦＡＸ　０７８（６５１）１３１５　

早駒運輸株式会社

代表取締役社長　渡　辺　真　二
〒650-0042　神戸市中央区波止場町５番４号

電　話　０７８（３２１）０１５１
ＦＡＸ　０７８（３２１）０５８３

金川造船株式会社

代表取締役社長　生　駒　剛　人
〒650-0872　神戸市兵庫区吉田町３丁目７番28号

電　話　０７８（６８１）４６１１
ＦＡＸ　０７８（６７１）０１１２

川崎重工業 株式会社

代表取締役社長　金　花　芳　則
〒650-8680　神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号

電　話　０７８（３７１）９５３０
ＦＡＸ　０７８（３６０）８６８９

株式会社 ウシオ

代表取締役　牛　尾　憲　二
〒652-0813　神戸市兵庫区兵庫町２丁目３番27号

電　話　０７８（６５２）２０６５
ＦＡＸ　０７８（６５２）２０７０

代表取締役社長　伴 　 　 俊 　 作
〒650-0044　神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号

（神戸クリスタルタワー11F）
電　話　０７８（３６０）８６９０
ＦＡＸ　０７８（３６０）８６９２

株式会社　築 港
代表取締役社長　瀬戸口　仁三郎

〒650-0024　神戸市中央区海岸通３番地
（シップ神戸海岸ビル12階）

電　話　０７８（３９１）６６８０
ＦＡＸ　０７８（３９１）６６７４

日本コンテナ・ターミナル株式会社神戸支店

専務取締役支店長　原　洋 一 郎
〒658-0031　神戸市東灘区向洋町東４丁目25番

電　話　０７８（８５７）７５８０
ＦＡＸ　０７８（８５７）７５８６

住井運輸株式会社

代表取締役社長　青　井　清　一
〒650-0042　神戸市中央区波止場町６番７号

電　話　０７８（３４１）６１０１
ＦＡＸ　０７８（３５１）２５９２

一般港湾運送沿岸荷役事業
一 般 貨 物 運 送 事 業

代表取締役　寺　本　英　治
本   社  〒650-0011  神戸市中央区下山手通２丁目13番７号（東昌ビル6F）

電　話 ０７８（３３５）２３７７　ＦＡＸ ０７８（３３５）２３６５

中央港運株式会社
代 表 取 締 役 会 長　向　井　隆　一
代 表 取 締 役 社 長　隅　 田　　 等
代表取締役副社長 　向　井　一　雄

〒650-0024　神戸市中央区海岸通４丁目３番７号
電　話　０７８（３５１）０５４１
ＦＡＸ　０７８（３４１）２６４３

株式会社 新神戸セキュリティ
代表取締役　竹　内　勇　二

〒658-0027　神戸市東灘区青木１丁目２番１号
電　話　０７８（４３６）７２５５
ＦＡＸ　０７８（４３６）７２７５
ＵＲＬ　 http://www.sks-kobe.co.jp
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本社/西日本営業部  大阪営業所
〒563-0035　大阪府池田市豊島南２丁目176番１号

電　話 072（762）7481  ＦＡＸ 072（762）5482

コウベ・サコム株式会社
社　長　　山　田　耕　司

〒650-0022　神戸市中央区元町通３丁目10番２号
電　話　０７８（３３１）２４３１
ＦＡＸ　０７８（３３１）５８４４
ＵＲＬ　 http://www.kobesacom.co.jp

衛 生 移 動 建 物

〒564-0063　吹田市江坂町５丁目６番10号
電　話　０６（６３６９）０１１１㈹
ＦＡＸ　０６（６８２１）０８８８　

各種建設機械販売・輸出業
大永商事株式会社
代表取締役　大　永　青　龍

〒658-0031　神戸市東灘区向洋町東４丁目７番
電 話 ０７８（８５８）０９８０／ＦＡＸ ０７８（８５８）０９３１
URL http://www.onagashoji.co.jp

株式会社

代表取締役　井　上　吾　郎
〒653-0022　神戸市長田区東尻池町９丁目１番20号

電　話　０７８（６５２）０５３８代表
ＦＡＸ　０７８（６５２）０５３９　　

東運サービス株式会社
ニチユ三菱フォークリフト株式会社特約店
三 井 住 友 海 上 火 災 保 険 代 理 店

代表取締役社長　織　田　壽　男
本　　社　〒650-0041 神戸市中央区新港町10番３号

電話 ０７８（３２１）３６３６　ＦＡＸ ０７８（３２１）０１９１
http://www.to-un.co.jp

総合建設業
株式会社 秋山組

代表取締役　秋　山　泰　行
〒653-0044　神戸市長田区南駒栄町１番15号

電　話　０７８（６４１）４４５５代表
ＦＡＸ　０７８（６４１）２４２８　　

簡易組立式浮桟橋「ゼニフロートX」レンタル取扱しております。
使用例・橋梁点検の足場

・小型船、ボート等の仮係留施設
・イベント用ステージ、遊歩道…etc.

代表取締役社長　亀 井  忠 夫
神 戸 支 所 長　山 本  啓 史

〒650-0032　神戸市中央区伊藤町110番３号 （住友生命三宮伊藤町ビル８Ｆ）
電話 ０７８（３３３）６７７４　FAX ０７８（３３３）０７１０　URL www.nikken.jp

寄神建設株式会社
取 締 役 会 長　寄 神  茂 之
代表取締役社長　寄 神  正 文

〒652-0831　神戸市兵庫区七宮町２丁目１番１号
電　話　０７８（６８１）３１２０
ＦＡＸ　０７８（６８１）１８８２

創業昭和12年、おかげさまで80周年

取締役社長　溝　口　昌　宏
〒653-0811　神戸市長田区大塚町３丁目１番15号

電　話　０７８（６３１）７６７６
ＦＡＸ　０７８（６３１）２５１１
http://mizoguchi-kjp/

神鋼不動産株式会社

代表取締役社長　花　岡　正　浩
〒651-0073　神戸市中央区脇浜海岸通２丁目２番４号

電　話　０７８（２６１）２１２１
ＦＡＸ　０７８（２６１）２１４０

株式会社 ディスプレイミワボシ

代表取締役　池　田　良　仁
〒652-0803　神戸市兵庫区大開通３丁目１番21号

電　話　０７８（５７６）６６６６
ＦＡＸ　０７８（５７９）０００６

代表取締役

藤　惠　まもる

Autoterminal Japan 株式会社
〒657-0854　神戸市灘区摩耶埠頭１番
電話０７８-８０５-２５５０  ＦＡＸ０７８-８０５-２７５０
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株式会社 神警エンタープライズ

代表取締役　向　井　隆　一
〒650-0041　神戸市中央区新港町４番５号（１階北側）

電　話　０７８（３３２）３５２３代表
ＦＡＸ　０７８（３３２）３５３０　　

神姫バス株式会社

取締役社長　長　 尾　　  真
〒670-0913　姫路市西駅前町１番地　
電　話　０７９（２２３）１２４５㈹
ＦＡＸ　０７９（２２３）１４４４㈹

ホテルエリアワングループ

エリアワンエンタープライズ株式会社
代表取締役　岡　 新 之 助

〒542-0081　大阪市中央区南船場１丁目７番８号ダイヤパレス順慶町308号
電　話  ０６（６２６１）７００１　ＦＡＸ  ０６（６２６１）７００２

ＵＲＬ  www.hotel-areaone.com/ 

代表取締役　角　田　孝　行
〒650-0011　神戸市中央区下山手通２丁目13番３号（建創ビル5F）

電　話　０７８（３２７）００２４
ＦＡＸ　０７８（３２７）０８７５
ＵＲＬ　 http://www.sepre24.co.jp

消防設備全般　一般電気工事　設計・施工・保守・販売

有限会社  安藤防災
代表取締役　安　藤　三　男

〒652-0802　神戸市兵庫区水木通５丁目２番２号
電　話　０７８（５７９）３７２１
ＦＡＸ　０７８（５７９）３７２２
E-mail　 info@ando-bousai.co.jp
ＵＲＬ　 www.ando-bousai.co.jp

神戸ポートタワーホテル
株式会社 アベストコーポレーション

代表取締役　松　山　みさお
〒650-0042　神戸市中央区波止場町６番１号
電　話 ０７８（３７１）８０８０／ＦＡＸ ０７８（３７１）８０９０
ホテルアベストHP  http://www.hotel-abest.co.jp/

A
ア ー テ ィ

RTY K
コ ウ ベ

OBE 株式会社
代表取締役社長　多　田　眞智子

〒650-0003　神戸市中央区山本通２丁目９番15号
電　話 078（222）1130㈹　ＦＡＸ 078（222）1163
ＵＲＬ www.security-jas.co.jp/
E-mail:office@security-jas.co.jp

江崎グリコ 株式会社
営業本部
近畿乳業冷菓統括支店　　　　 統括支店長

若　杉　浩　伸
〒555-8502　大阪市西淀川区歌島４丁目６番５号

電　話　０６（６４７７）８４８０
ＦＡＸ　０６（６４７７）８２９０

代表取締役社長　日 下 部 　　肇
電　話　０６（６４４６）２７５０
ＦＡＸ　０６（６４４６）３８８０
ＵＲＬ　http://www.murayama.co.jp

キクヤ交通株式会社

代表取締役　大久保　昌　彦
〒653-0021　神戸市長田区梅ヶ香町１丁目17番14号

電　話　０７８（６５１）７８００
ＦＡＸ　０７８（６５１）３３２２

株式会社 ライフェック
代表取締役　政　次　　　弘
常務取締役　政　次　幸太郎

〒652-0862　神戸市兵庫区上庄通２丁目１番５号（阪急堂パレス２Ｆ）
電話 ０７８（６５２）０４５５  ＦＡＸ ０７８（６５２）１０００

ＵＲＬ http://www.lifec.jp/

株式会社 ポトマック
代表取締役　金　指　光　司

〒650-0042　神戸市中央区波止場町２番８号
電　話　０７８（３３４）１２７４
ＦＡＸ　０７８（３３４）１２５３
ＵＲＬ　www.potomak.co.jp

フィールドエスト株式会社

代表取締役　小　松　京　香

〒650-0041　神戸市中央区新港町４番５号
電　話　０７８（５９５）９５６５
ＦＡＸ　０７８（５９５）９５６６

株式会社 グリルみその

代表取締役　藤　岡　勝　人
〒650-0011　神戸市中央区下山手通１丁目１番２号

電　話　０７８（３３１）２８９０
ＦＡＸ　０７８（３３１）２９１１
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株式会社 ホテルオークラ神戸

代表取締役社長　小　川　矩　良
〒650-8560　神戸市中央区波止場町２番１号

電　話　０７８（３３３）０１１１
ＦＡＸ　０７８（３３３）６６７３

株式会社 ラスイート　代表取締役社長
関　寛 之

ホテル ラ･スイート神戸ハーバーランド　〒650-002 神戸市中央区波止場町７番２号
電話 078（371）1111　FAX 078（371）1110

神戸みなと温泉  蓮 　　　　　　〒650-0041 神戸市中央区新港町１番１号
電話 078（381）7000　FAX 078（381）7009

ラ･スイート神戸オーシャンズガーデン   〒650-0041 神戸市中央区新港町１番２号
電話 078（381）7777　FAX 078（381）7700

Kiss FM KOBE
兵庫エフエム放送株式会社
代表取締役社長　横　 山　　 剛

〒650-8589　神戸市中央区波止場町５番４号
電　話　０７８（３２２）０８９９
ＦＡＸ　０７８（３２２）１００８

株式会社 ラジオ関西

代表取締役社長　桃　田　武　司
〒650-8580　神戸市中央区東川崎町１丁目５番７号

電　話　０７８（３６２）７３７３
ＦＡＸ　０７８（３６２）７４０４

関西支局　〒530-6109　大阪市北区中之島３丁目３番23号
電　話　０６（６４４８）３６９１　ＦＡＸ　０６（６４４８）７７４９

日本新聞協会会員 山陽電鉄グループの人材派遣会社
株式会社 日本ワークシステム

取締役社長　中　村　豊　之
〒650-0021　神戸市中央区三宮町１丁目５番１号（銀泉三宮ビル５階）

電　話　０７８（３３５）５６２３
ＦＡＸ　０７８（３９３）１８８７

おかげさまで創業80年を迎える事が出来ました

代表取締役　土 　 谷 　 　 創
〒651-0094　神戸市中央区琴ノ緒町１丁目５番９号
電　話 ０７８（２２２）５８００㈹　ＦＡＸ ０７８（２２２）８５５９

編集・グラフィックデザイン

代表取締役　鈴　 田　　 聡
〒650-0022　神戸市中央区元町通３丁目５番２号401

電　話　０７８（３３５）５９６５
ＦＡＸ　０７８（３３２）３４１５
http://kutouten.co.jp/

福田印刷工業株式会社
代表取締役社長　安　岡　重　明

〒658-0026　神戸市東灘区魚崎西町４丁目６番３号
電　話　０７８（８１１）３１３１
ＦＡＸ　０７８（８５１）８４４３
ＵＲＬ　www.fukuda-p.co.jp
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