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48 日本郵船グループの事業基盤（ビジネスモデル） 

50 「届ける」価値協創の取り組み

  With Customers/With Partners/With Locals/With the Earth

Special FeatureSpecial Feature　特集：2

当社グループは創業以来、海運業を通して産業・社会を支えてきました。 

現在は海上輸送にとどまらず、グループ会社と連携し陸上輸送事業、航空事業などのネットワークを網羅し、 

生活必需品、自動車、電化製品、エネルギー関連といった多様なモノ運びを通じて 

生活インフラの発展にも貢献しています。私たちはただ「届ける」のではなく、安全で、お客さまに最適な、 

環境にも配慮した高品質の輸送サービスを提供している自負があります。 

基本理念の“Bringing value to life.”は当社の存在意義そのもの（→P.81）。 

強みである上質な輸送サービスを通じて、これからも社会への価値を協創していきます。

Collaborating to  
Create Social Value
当社グループが協創する「届ける」価値   
̶ 総合物流企業としての日本郵船グループ 
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 貨物   一般消費財、自動車関連部品、 
半導体関連部品 

  乗用車、トラック、建設機械、 
鉄道車両  鉄鉱石、石炭、木材・チップ、穀物   原油、石油製品、ケミカル、LNG、

LPG、海洋事業、グリーンビジネス

 事業規模
 ONE※1の運航船腹量

1,511千TEU※2

（2022年3月末現在）

 NCA所有飛行機数8機
 倉庫拠点数 360拠点

 自動車専用船隊

100隻（2021年12月31日現在）※3

  自動車物流事業拠点数

35拠点（2022年3月末現在）

 ドライバルカー船隊

150隻（2022年1月1日現在）※4

 タンカー船隊

73隻（2022年1月1日現在）※4

 LNGキャパシティシェア

5.4%（2022年3月末現在）

 契約形態  短期契約中心 
  スポット契約 
短・中長期契約

  スポット契約  
中長期契約  中長期契約

 競争優位のポイント   ボリューム確保による  
価格競争力／輸送品質 

  一貫輸送  
付加価値サービス輸送品質

  多様で高品質な船隊／ 
高い運航技術

  実績・信頼 ／輸送技術 ／ 
技術力を持った船員

 市況耐性  市況リスクあり   運賃安定型   市況リスクあり   運賃安定型

 短期・中期 事業戦略   コスト競争力の強化 ／環境対応 
／事業ネットワークの拡充

  サプライチェーンを担う総合力／  
DX ／環境対応

  市況耐性のある柔軟で 
レジリエントな事業構造の確立／ 
環境対応

  川上から川下まで  
バリューチェーン戦略／環境対応

  次の成長に向けた 
部門横断的な取り組み

日本郵船グループの事業基盤（ビジネスモデル） 
̶ 海・陸・空から社会や産業を支える各事業 ̶ 

※1  邦船3社のコンテナ船事業の統合会社
※2  20フィートコンテナで換算した積載個数 
出典：ONE 2021年度通期決算説明資料

※3 出典： Hesnes Shipping As “The Car Carrier 
Market 2021”

※4 出典：Clarksonデータベースより日本郵船集計

※ 短期＝2年未満、中長期＝2年以上

2050年までのネット・ゼロエミッション達成に向けたGHG削減／輸送モードにおける低炭素・脱炭素化の推進

NYK Qualityを維持した船員育成／LNG燃料船船員の育成

安全基準NAV9000の高度化／安全運航に向けたシステムの拡充

ダイバーシティ＆インクルージョンを土台とした組織作り／総合力強化を目指す研修プログラムの充実化／DXを主軸とした課題解決リーダーの育成

グループガバナンスの強化

世界
第6位

世界
第1位

自動車輸送本部ライナー＆ロジスティクス 
事業統轄本部
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バリューチェーン戦略／環境対応

  次の成長に向けた 
部門横断的な取り組み

当社グループは、世界最大級の船隊規模と海上輸送ネットワークを誇るだけでなく、 

陸・空の輸送サービス網、ターミナル運営、海運業から派生して広がった海洋事業を 

担うなど、さまざまな方法で社会や産業を支えています。4本部の持つ競争優位や特徴を 

組み合わせながら、次の成長に向けた部門横断的な取り組みも多数実践しています。

2050年までのネット・ゼロエミッション達成に向けたGHG削減／輸送モードにおける低炭素・脱炭素化の推進

NYK Qualityを維持した船員育成／LNG燃料船船員の育成

安全基準NAV9000の高度化／安全運航に向けたシステムの拡充

ダイバーシティ＆インクルージョンを土台とした組織作り／総合力強化を目指す研修プログラムの充実化／DXを主軸とした課題解決リーダーの育成

グループガバナンスの強化

世界
第 位

詳細については   P.66

詳細については   P.68

詳細については   P.62

4

エネルギー事業本部ドライバルク事業本部

詳細については   P.64
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  お客さまと歩む環境規制対応

当社グループの環境対応船の歴史は2008年自動車運搬船に遡ります。時代の要請に合わせた最適な設計と運航力で、これまで当社 

グループにしかできない輸送サービスを提供してきました。

　サプライチェーン全体での環境対応が求められる中、当社グループは外航海運事業の2050年ネット・ゼロエミッション目標達成に 

向け各事業本部が環境対応船をはじめとしたさまざまな取り組みを加速させ、新たな価値の創出に取り組んでいます。

2015年 日本初のLNG燃料タグボート｢魁（さきがけ）｣竣工

2016年 世界初のLNG燃料自動車専用船｢Auto Eco｣竣工

2017年 世界初の新造LNG燃料供給船｢Green Zeebrugge（現船名）｣竣工

2019年 当社初のメタノール燃料船｢Takaroa Sun｣竣工

2020年 国内造船所初のLNG燃料自動車専用船｢Sakura Leader｣竣工

  日本初のLNG燃料供給船「かぐや」竣工

C O L U M N

世界に先駆けたLNG燃料船の実用化と次世代燃料への挑戦

「届ける」価値協創の取り組み

グローバルに事業活動を行う日本郵船グループにとって、地球環境問題への対応は最重要課題の一つです。 
世界中で気候変動や海洋・生物多様性の保全など環境問題への意識が高まる中、当社グループは従前よりお客さまとともに 

環境規制対応への取り組みを進めてきました。その流れを受けESGブランド「Sail GREEN」が誕生。 
今後は環境バリューチェーンにおける差別化戦略として、部門横断的に展開していきます。

ESGブランド「Sail GREEN」

お客さまと歩んできた環境規制対応は、2021年にGHG排出量の削減をお客さまのサプライチェーンに還元するプロジェクトと

して「Sail GREEN」を立ち上げ、ブランド化しました。自動車輸送本部では代替燃料船による海上輸送のみならず、自動車ター

ミナルでの再生可能エネルギー利用など、完成車物流の各サービスで環境負荷の低減に取り組んでいます（→P.64）。ブラン

ドの旗揚げにより、2022年度にはドライバルク事業本部、エネルギー事業本部へ部門横断的に活動が活発化。お客さまのみ

ならず社員の意識変革にも寄与し企業価値の向上にも繋がっています。

Special Feature　特集：2



 ソフト面DX化における自動車輸送本部の進捗

船が航海を完了したのち、次にどの港に移動して航海を開始するかの「配船計画」は、ス

ケジュール、船型、供給可能スペースなどのさまざまな条件を考慮して経験豊富な配船

担当者が策定しています。これまで内製の配船計画システムを駆使してきましたが、判断

要素が多岐にわたり、また脱炭素化の取り組みが加速する中、いかに効率的に運航する

かが、GHG排出量を削減する上での新たな課題です。

　これらの課題解決のため、当社、（株）MTI、（株）グリッドの3社が協業し、AIによる自

動車専用船配船計画最適化モデルの開発を目指します。各社の高度な知見と技術力を

組み合わせ、配船計画の最適化モデル構築に挑みます。

　このほか、上流から下流までDXを推進。DX化によるさらに安定したサービス提供が

可能となり、お客さまへの効率的な配船提案とGHG排出量削減を両立できます。「経済

性」のモノサシと「ESG」のモノサシが統合され、お客さまへの価値提供に繋がる取り組

みです。

お客さまへの 
価値創出

配船の 
DX化

オペレーションの
DX化

積み付け 
プランの 

DX化

上 流

下 流

ドライバルク事業本部 エネルギー事業本部

さまざまな船種でお客さまに多様なサービ

スを提供する当本部では、｢Sail GREEN｣

を旗印に環境対応船（ハード）に当社運航

力（ソフト）を組み合わせた環境付加価値

の高い輸送サービスの提案、ならびにお客

さまとのパートナーシップの一層の深化に

取り組みます。同時に、ドライバルク4戦略

の一つである「専用船事業の拡大・深掘

り」に繋げていきます（→P.66）。

取り組み  
1  ドライバルク事業本部の環境対応船を「Green

Dry Bulk Carriers」として今後シリーズ化
2  ドライバルク事業本部全体で「経済性」のモノサシ
をもって議論を重ね、LNG燃料船販売タスクフォー
ス立ち上げ

3  （株）ウェザーニューズと協同で、GHG排出量削減
の数値の見える化（DX）への取り組み

当本部の事業は中長期契約が主体であ

り、お客さまとともに長期的な視野での価

値協創を目指しています。

　「Sail GREEN」ブランドの下、メタノール

やLPGを燃料とする二元エンジン船の投

入や、燃費向上、運航効率向上への取り

組みなど、さまざまな形でのGHG排出量削

減を図り、お客さまのサプライチェーンの

低・脱炭素化に貢献しています（→P.68）。

他部門への広がり

取り組み  

1    3隻目のメタノール燃料船「Grouse Sun」 
2022年竣工

2    LPG燃料の大型LPG・アンモニア運搬船建造契約 
締結（2024年竣工予定）
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LNG燃料ドライバルカーのイメージ

LPG燃料VLGCのイメージ

NYKLINE
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  ESGブランド「NYK GREEN EARTH」の立ち上げ

「NYK GREEN EARTH」は、洋上風力発電など再生可能エネルギー事業への参入、アンモニアや水素を燃料とする船舶の技術開発、

それらの燃料のサプライチェーン構築など、輸送モードにおける低炭素・脱炭素化の推進と、将来の脱炭素化社会に向けたバリュー

チェーン構想を進め、日本郵船のグリーンビジネスを通じた、低・脱炭素に向けた新しい価値創造の取り組みを対象としています

（→P.68）。

削減する
・ 

出さない

回収する

2020GHG排出 2030 2050

GI基金助成
事業開始 
（CASE2）

  水素サプライチェーン 
の実証（AHEAD）※3

  社外パートナーと 
共同研究開発開始

  社外パートナーと船舶の
共同開発研究開始

  Knutsen社と合弁会社
設立（CASE3）

CO2輸送船の運航開始 CCS事業に参画

  SEP船※1所有、運航開始
  CTV※2所有、運航開始（CASE1）
  洋上風力発電事業への参画

アンモニア燃料
タグボート実証
運航開始

当社の収益に貢献する 
主要事業に成長

アンモニア・水素サプライチェーン
に参画・収益性のある事業へ

CCUSバリューチェーンを確立し、
CO2輸送ビジネスを収益化

アンモニア燃料 
混焼の石炭火力 
への供給対応

アンモニア燃料
アンモニア輸送船
実証運航開始

洋上風力発電

アンモニア・水素 
サプライチェーン

CCUS 
バリューチェーン

ベルギーの 
自動車船ターミナルで 
陸上風力発電事業開始

欧州域内CTV 
保有事業開始

エネルギー分野における事業タイムライン（2022年8月現在）

※1 SEP船   ：Self-Elevated Platform船（自動昇降式作業台船）
※2 CTV      ：Crew Transfer Vessel（作業員輸送船）
※3  AHEAD： Advanced Hydrogen Energy Chain Association for Technology Development（次世代水素エネルギーチェーン技術研究組合）。2017年7月、当社、千代田化工建設（株）、三菱商事（株）、 

三井物産（株）の4社で設立

「届ける」価値協創の取り組み

2022年4月、日本郵船グループはグリーンビジネスによる低・脱炭素に向けた新しい価値創造の取り組みを集約した 

新ブランド「NYK GREEN EARTH」を立ち上げました。
脱炭素化社会実現に向けたバリューチェーン構想をパートナーとともに着実に進めています。

PartnerSPartnerSWithWith
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洋上風力発電向け作業員輸送船（CTV）の裸貸船を開始

社は、スウェーデンのNorthern Offshore Group AB（以下、NOG社）の子会社Northern Offshore 

Services AS（以下、NOS社）の洋上風力発電向け作業員輸送船（以下、CTV※1）1隻の裸貸船※2を開始

しました。

　NOG社は、洋上風力発電の導入で先行する欧州において、最大手のCTV運航会社です。

　当社は2019年に同社と協業の覚書を締結、今回のCTV裸貸船契約も協業の一環となります。

　加えて、本年よりNOS社に当社海技者を派遣、運航・船舶管理に携わることで、欧州の知見を獲得し、国

内CTV事業展開に活かしていく計画です。並行して、国内では秋田県で唯一の曳船会社である秋田曳船

（株）をはじめ各地の曳船会社と連携し、地域に根差したCTV運航体制作りに取り組んでいます。
※1 洋上風力発電設備の建設や、発電開始以後のメンテナンス用に作業員を輸送するための船
※2 船舶の所有者が、船舶を、船舶上の機器や付属の什器備品とともに貸し出すこと

C A S E

１

C A S E

3
ノルウェーのKnutsen Groupと、液化CO2輸送・貯留事業の新会社設立

社とノルウェーのKnutsen Group（クヌッツェン・グループ）は、液

化二酸化炭素（液化CO2）の海上輸送・貯留事業に関する新規事

業開拓およびマーケティングを行う合弁会社として、Knutsen NYK Carbon 

Carriers AS（以下、KNCC社）を設立しました。

　今後、KNCC社は、Knutsen Groupが独自に持つ、常温での技術を使用した液化CO2の輸送・貯留を 

可能にする技術を使用した液化CO2輸送船の開発を行います。また、それ以外の技術を用いた低中圧型の

液化CO2輸送船の開発も検討していきます。今後もKnutsen Groupと協力し、将来のカーボンニュートラル

社会実現に向けて、新技術の採用とさらなる開発に向けた革新的なアプローチを続けていきます。

当

当

C A S E

2
グリーンイノベーション基金事業への採用

済産業省が2050年までのカーボンニュートラルに向けて開始 

したグリーンイノベーション基金事業の一環であるNEDO※3助成

事業に、当社、（株）ジャパンエンジンコーポレーション、（株）IHI原動機、

日本シップヤード（株）が応募し、採択されました。協力機関の（一財） 

日本海事協会を合わせた5者で、「アンモニア燃料国産エンジン搭載船舶の開発」を開始しました。

　他国に先駆けて国際競争力のあるアンモニア燃料船の開発を実現すること、および日本が主導するアン

モニア燃料船に係る安全ガイドライン・法規制等の整備に貢献することが、同開発事業の目標です。その目

標達成に向け、日本国内の舶用エンジンメーカー、造船所、船級協会、海運会社が一体となり、研究開発

段階から、エンジン開発、本船建造、商業化まで一貫して連携します。
※3  国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

経

アンモニア燃料タグボートのイメージ
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日本伝統工芸 × 飛鳥Ⅱ

  飛鳥Ⅱで伝統工芸継承に貢献

日本工芸会とコラボレーション実施

客船「飛鳥Ⅱ」を保有・運航するグループ会社の郵船クルーズ（株）（以下、郵船クルーズ）

でもESG経営が動き出しています。SDGsに関係する活動の一環として、郵船クルーズは、

2022年6月よりアンカー・シップ・パートナーズ（株）を通じて（公社）日本工芸会（以下、日

本工芸会）と初のコラボレーションを開始。総勢56人もの重要無形文化財保持者および

日本工芸会正会員作家による約140点の作品（陶芸、染織、漆芸、金工、木竹工、諸工芸）

を常設展示しています（2022年7月現在）。

　客船は日本の伝統工芸を積極的に船内装飾に取り入れてきた歴史を持ち、アートとは

高い親和性があります。今回のコラボレーションにより今後も共存共栄の関係を大切にし

ながら、郵船クルーズの価値向上と伝統工芸の継承・発展への貢献を両立していきます。

飛鳥クルーズ 初のアンバサダーに小山薫堂氏が就任

飛鳥クルーズでは、放送作家という肩書に留まらず、脚本家、作詞家、プロデューサー、ラジ

オパーソナリティなど、幅広い分野で活躍される小山薫堂氏を初のアンバサダーに迎えまし

た。同氏は各地の地元の方に寄り添い、人と人との繋がりに重きを置いて地方創生に尽力

されてきました。

　海や港とともに発展してきた日本において船、人、文化の出会いを創り、日本の魅力を国内

外に発信したいという思いで、小山薫堂氏のご協力を得て乗船するお客さまが共感してくださ

るような取り組みを演出します。飛鳥クルーズのさらなる地方の魅力協創にご期待ください。

飛鳥Ⅱ船内施設に常設された伝統工芸作品

「届ける」価値協創の取り組み

日本郵船グループは、お客さまのご理解やお取引先のご協力、地域社会からのご支援など、さまざまなステークホルダーとの 

協創によって、数多くのイノベーションを生み出しています。地方自治体、地域社会、伝統文化等との連携を通じて、 
新たな価値を「届ける」とともに地域の活性化にも貢献していきます。

中央が小山薫堂氏
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秋田県 × 日本郵船グループ

  秋田県と日本郵船グループのこれまでの関係

飛鳥Ⅱの寄港地、東北電力（株）向けに配船する能代丸（ドライバルカー）の船籍をこの地に置くほか、日本製紙（株）の秋田工場向けに 

製紙原燃料を輸送しています。

  秋田県との「包括連携協定」締結と支店開設で、地方創生へ貢献

2022年4月に秋田支店開設

当社は、秋田県と2022年2月8日に「包括連携協定」を締結し、2022年4月に秋田支店を開設しました。現在営業する国内支店としては、

横浜、名古屋、関西、九州支店に次ぐ5支店目、東北地方では一つ目の支店となります。

　今後、秋田支店を拠点に、再生可能エネルギー事業の推進と関連人材の育成をはじめ、船舶関連の人材育成、港湾活用、観光振興、

環境保全活動、地方創生などについて、秋田県と連携して取り組んでいきます。

包括連携協定締結式 企業マッチングセミナー

地域と取り組む洋上風力発電関連事業

当社は作業員輸送船、自航式SEP船、地質調査船等の洋上風力

発電関連事業に取り組んでいますが、秋田県および隣接する各県

の近隣海域が再エネ海域利用法※1に基づく促進区域、有望区域

に指定されており、国内での洋上風力発電導入の先行エリアと位

置付けられます。秋田支店を開設し、地方自治体、地元企業と密

に連携して事業を進め、同時に人材育成にも取り組むことで、洋

上風力発電という長期事業を支えるために必要な持続可能、かつ

安定した事業環境の整備を目指しています。また、当社の取り組み

が、地元雇用を創出し、秋田県が抱える人口流出といった社会課

題の解決にも貢献することを期待しています。
※1  洋上風力発電事業を推進するための促進区域を国が指定し、公募によって選定した発電事業者に対して最大30年間の海域の占用を認める法律

秋田県山本郡八峰町の峰浜風力発電所
（横浜港大黒C-3ターミナルの電力として100%供給中）
写真提供：ウェンティ・パル八峰合同会社

中央が小山薫堂氏
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  外航海運を支える当社グループ最大のパートナー、フィリピンとの繋がり

当社グループとフィリピンの関係は長く、1985年のプラザ合意に端を発した円高により日本人船員費が高騰した影響で、外国人船員、特

にフィリピン人船員の起用が増えたことが関わりを深めた一つのきっかけとなっています。

　1989年にはフィリピンにおけるパートナーであるTDG（Transnational Diversified Group）とともにNYK-Fil Ship Management, Inc. 

（以下、NYK-Fil）を設立し船員配乗事業を開始、現在では当社グループの船員のうち7割がフィリピン人船員となっています。現在、当社

グループ事業の根幹をなす安全運航を支える中枢であり、今後のゼロエミッション化に向けた取り組み等においても、必要不可欠な存在

となっており、フィリピン人船員の役割が今後ますます高まっていきます。フィリピンは当社グループの事業活動を継続するための基盤とし

て重要であるだけではなく、世界の物流を支える重要拠点です。フィリピンでの社会貢献活動は、これまでの当社グループとの関係・フィ

リピン人船員の貢献に対する、フィリピンへの恩返しであるとともに、今後も長期的に良好な関係を築いていくことで、フィリピンの社会課

題解決に貢献、さらなるパートナーシップを深めることで当社グループ事業の持続的な成長にも繋げていきます。

フィリピンでの主な事業活動と実績

 事業会社 NYK-Fil Ship Management, Inc.：1989年設立、船員の配乗管理を担う
 商船大学 NYK-TDG Maritime Academy（NTMA）：2007年開校、累計卒業生 約1,200人
 事業会社 MarCoPay Inc.：2019年設立、船員向けライフサポートプラットフォームサービスの提供

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急医療支援として 
酸素シリンダーを無償提供

船員向け金融プラットフォーム「MarCoPay」
 https://www.marcopayinc.com/

紀州みなべのアカウミガメ生態調査プログラム支援

インド フィリピン

  世界各地での価値協創

海・陸・空の自然環境を舞台に事業活動を行う企業グループとして、生物多様性を含んだ地球環境を保全することや、グローバルに 

事業展開する中での社会課題への対応は、当社グループが取り組むべき当然の使命です。当社グループと関係する世界中の地域・国に

おけるWin-Winの価値協創は、長きにわたり大切に育てた関係があるからこそ実現する競争優位として捉えています。案件検討の際には

「経済性」のモノサシと「ESG」のモノサシを用いて、バランスのとれた経営判断を行います。

「届ける」価値協創の取り組み

日本郵船グループでは、海運業で「縁（ゆかり）」のある地域・国に、事業を通じて「恩返し」をしています。
それらが現地の人々の役に立ち、ゆくゆくは当社グループにも還元されるWin-Winの価値協創を実現しています。

THETHE EarthEarthWithWith

日本
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「フィリピン河川回復プロジェクト」への参画

当社グループはフィリピンの大手複合企業サンミゲル・コーポレーション（以下、サンミゲル社）が取り組んでいる「河川回復プロジェクト」

に賛同、5年間で総額150万ドル（約1億7千万円）の寄付を決定しました。フィリピンでは年間約36万トン以上のプラスチックごみが河川

に廃棄され、中でも首都圏を横断するパシッグ川とタラハン川の汚染が深刻で重大な環境問題を引き起こしています。今回の寄付金は

環境被害軽減のため川の浚渫、回復作業を進める浚渫作業用機材の購入費に充てられます。

河川回復プロセス

流域から廃棄物流入、川底が上がり洪水の原因に 
→重機でごみと汚泥撤去、水深・水路の確保 
→洪水の被害軽減、廃棄物の海洋流出防止 

  価値協創の取り組みを後押しするプロジェクト「NYKグループ サステナビリティ イニシアティブ」

活動テーマはReturn On Earth「海、地球、そして人々への恩返し」

グローバルに事業活動を行う企業グループとして、地球環境の保全、社会課題解決への取り組みは、当社グループの新たな事業化の芽の創

出に繋がると考えています。「経済性」と「ESG」のモノサシを強化した視点から「恩返し」を行う仕組みとして、2021年度より新たな枠組みが

誕生しました。

NYKグループ サステナビリティ イニシアティブの概要

ESGを経営の中心に据え、積極的に推進する当社グループの重要な経営戦略方針に則り、さまざまな社会課題解決へのチャレンジを企業価値向上に 
繋げるための新しい枠組みです。

事例

 フィリピン河川回復プロジェクト（上述）・海洋プラスチック（→P.45）・環境DNA（→P.45）・森林プロジェクト

フィリピン人船員の「フィリピン河川回復プロジェクト」への想い

海は私たち船員の第二の故郷です。よって海を守ることは、我々船員の使命です。過去、海洋を

きれいに保つために民間と公的組織から断続的な努力がありましたが、長期的に持続可能では

ない一時的な解決策に限定されていました。船員として何ができるかを考えた時、日本との繋が

りを知る我々が、日本の印象的なきれいな水路や川に触発されたのは言うまでもありません。

　地場企業のサンミゲル社と河川回復プロジェクトを進めることは、環境に影響を与える持続

可能な解決策を持つことを意味しています。また、これは次世代に海の豊かさをバトンタッチす

るための最大の投資の一つであると信じています。ただし、これらの活動は、教育、装備、研究、

変革を継続的に実行することによってのみ持続可能になると信じています。

「フィリピン河川回復プロジェクト」の今後

河川は浚渫、回復を進めており、2022年6月にはエクスカベーター引渡しを行いました。今後はNYK-FilやNTMAの学生たちをはじめとし

た当社グループからのボランティア活動も検討しており、寄付をして終わりではない価値協創の取り組みを続けます。

泥の除去作業の様子

Profile   

NTMA 2011年卒業 
一等航海士

Ces Calenn F. Cabading

写真提供：San Miguel Corporation




