


Ｐｒｅｓｓ Ｒｅｌｅａｓｅ                 平成３１年４月１日 

一般社団法人日本旅客船協会 

 

－こどもの日の祝日に「第１３回小学生乗船無料キャンペーン」を実施します－ 

一般社団法人日本旅客船協会では、こどもの日の祝日に「第１３回小学生乗船無料キャンペ

ーン」を実施します。 

このキャンペーンは、子供たちに、国内旅客船への乗船の機会を提供して船旅を体験して頂

き、船への理解を深めて頂くことを目的として、平成２５年から毎年「こどもの日」と「海の日」に

行っております。 

今回は、７２事業者（８８航路）がキャンペーンに参加し、全国３３都府県の乗り場から乗船す

ることができます。 

協会のホームページに開設したキャンペーン特設サイトで実施航路の詳細をご案内していま

す。 

当日は、旅客船の運賃無料の他、様々なイベントを実施する航路もありますので、多くの方

のご乗船をお待ちしています。 

 

キャンペーン特設サイト：http://www.jships.or.jp/children/（４月１日１４時より） 

               

 

海や船が「楽しく身近な存在」になるための取組み。 

詳しくはこちら：https://c2sea.jp/ 

 

 

【添付資料】 

  参加事業者一覧 

  実施航路の詳細 

  キャンペーンのチラシ 

 

 

お問い合わせ先 

一般社団法人日本旅客船協会  担当：津田 

  メールアドレス tsuda@jships.or.jp 

ＴＥＬ ０３－３２６５－９６９８ 

       ＦＡＸ ０３－３２６５－９６８４ 



無料等

都道府県 種　別 大人

祝津航路 800 350

オモタイ航路(４コースあり）
1,600～

3,000
800～1,500

屋形船 1,200 600

(同)小樽カナルボート
小樽運河クルーズ
（小樽運河周遊中央橋航路）

北海道
小樽市港町5-4
（小樽運河中央橋基部乗り場）

0134-31-1733 ﾃﾞｲｸﾙｰｽﾞ
ﾅｲﾄｸﾙｰｽﾞ

1,500
1,800

500 →0
５／４

～５／６
①大人同伴　②２人　③団体乗
船を除く

http://otaru.cc

ハートランドフェリー㈱ 稚内～利尻・礼文島 北海道

稚内フェリーターミナル　稚内市開運2-7-1
鴛泊フェリーターミナル　利尻郡利尻富士町鴛
泊
香深フェリーターミナル　礼文郡礼文町香深

011-233-8010
(土日祝休日除く)

受付時間
9:00～17:45

５／５
船内クイズ大会
ゆるキャラ写真撮影会

http://www.heartlandfe
rry.jp/

㈱サロマ湖アザラシ観光船 サロマ湖一周 北海道 常呂郡佐呂間字富武士 01587-2-1800 3,850 2,500 →0 ５／５ ①保護者同伴　②２人
http://www.ss-
saroma.com/

Ａコース（子ノ口～休屋）

Bコース（おぐら～中山半島めぐり)

㈱陸中たのはた 北山崎めぐり 岩手県 下閉伊郡田野畑村島越104-2 0194-33-2113 1,460 730 →0 ５／６
①保護者同伴　②家族であれ
ば無制限

http://www.ragaso.
jp/

（一財）丸森町観光物産振興公
社

阿武隈川ライン下り（船場周遊） 宮城県 伊具郡丸森町字下滝12 0224-72-2350 1,600 800 →0 ５／５
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

http://www.marumori.jp
/spot/funakudari/

㈱羽後交通興業 田沢湖一周 秋田県 仙北市田沢湖田沢字春山148 0187-43-0274 1,200 600 →0 ５／５
①保護者同伴　②家族であれ
ば無制限　③団体乗船を除く

https://ugokotsu.co.jp/
tazawa/yuransen

酒田市 定期航路事務所 酒田～勝浦（飛島） 山形県 酒田市船場町2-5-6 0234-22-3911 往復 4,200 2,100 →0
４／２７

～５／３１

①保護者同　②保護者が管理
できる範囲内　③団体乗船を除
く

5/1(水) 野鳥観察ツアー
5/2(木)～5/5（日） 飛島ジ
オツアー

www.city.sakata.lg.jp/sa
ngyo/kotsu/teikisen/in
dex.html

最上峡芭蕉ライン観光㈱
最上峡芭蕉ライン舟下り
（古口→草薙）

山形県 最上郡戸沢村大字古口86-1 0233-72-2001 2,450 1,230 →0 ５／５
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内　③団体乗船を除
く ④食事代は別途必要

www.blf.co.jp

猪苗代湖周遊 耶麻郡猪苗代町大字翁沢字長浜 0242-65-2100

桧原湖周遊 耶麻郡北塩原村大字桧原湖半 0241-32-2826

㈱ラクスマリーナ 霞ヶ浦阿見沖周遊 茨城県 土浦市川口2-13-6 029-822-2437 1,540 770 →0
４／２８
～５／６

①大人同伴　②制限なし
５／５ 誰でも楽しもう「霞ヶ
浦こどもの日」大会

http://www.lacusmarin
a.com/

中禅寺湖一周　名所大廻り Dｺｰｽ 1,250 630 →0

中禅寺湖一周　もみじ廻り Aｺｰｽ 1,500 750 →0

日東商船㈱ 館山湾海中観光船クルーズ 千葉県 館山市館山1564-1　館山夕日桟橋 0470-28-5822
2,570→

1,290
1,290 →0 ５／５ ①大人同伴　②３名 http://nitto.ecnet.jp/

㈲銚子海洋研究所
銚子半島周遊

千葉県 銚子市潮見町15-9 0479-24-8870 2,000 1,000 →0 ５／５
①保護者同伴　②家族であれ
ば無制限(家族証明として保険
証の提示が必要）

http://www.choshi-
iruka-watching.co.jp/

小湊妙の浦遊覧船協業組合 内浦湾周遊 千葉県 鴨川市小湊183-8 04-7095-2318 950 480 →0 ５／５
①不要　②１便小学生５５名ま
で

http://www.tainoura.jp/

東京ヴァンテアンクルーズ㈱
ランチタイムクルーズ（東京湾）　１
２：００～１４：００

東京都 竹芝客船ターミナル：港区海岸1-12-2 03-3436-2121 2,040 1,020 →0 　 ５／５
①保護者同伴　②保護者が管
理できる範囲内　③食事代は
別途掛かります

子供に お土産進呈 www.vantean.co.jp

㈱ジール
こどもの日限定　羽田空港沖ク
ルージング（ジェット機眺望）

東京都
天王洲ヤマツピア桟橋：
品川区東品川1-39-21第三齊藤ビル前

03-3454-0432 3,500 2,000 →0 ５／５ ①保護者同伴　②１人 www.zeal.ne.jp

乗り場

北海道

福島県

栃木県

→0

東武興業㈱
（中禅寺湖遊覧船）

日光市中宮祠2478 0288-55-0360

磐梯観光船㈱ 1,300 650 →0

小樽第３ふ頭　小樽市港町4-2
祝津港　祝津３丁目（祝津漁港内）

５／５
①大人同伴　②３名　③団体乗
船を除く　グリーン室は有料

①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内　③団体乗船を除
く

①保護者同伴　②保護者が管
理できる範囲内　③他の割引と
の重複は不可

www.aizubandai.com/

www.chuzenjiko-
cruise.com/

５／５

５／５

http://www.toutetsu.co
.jp/ship.html

５／５

運賃割引はありません

　こどもの日「第１３回　小学生乗船無料キャンペーン」実施航路詳細

事業者名 航　路　名
お問合せ
電話番号

通常運賃額

実施日

運賃の適用条件等：
　①保護者等同伴の要否
　②無料人数：保護者等1人につき
　③その他の条件

イベント情報 ホームページ

小学生

①大人同伴　②２人
www.otaru-
kankousen.jp

㈱小樽観光振興公社 0134-29-3131

十和田観光電鉄㈱ 十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋青森県 0176-75-2909 1,400 700 →0
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無料等

都道府県 種　別 大人

乗り場

事業者名 航　路　名
お問合せ
電話番号

通常運賃額

実施日

運賃の適用条件等：
　①保護者等同伴の要否
　②無料人数：保護者等1人につき
　③その他の条件

イベント情報 ホームページ

小学生

東京都観光汽船㈱
安宅丸アフタヌーンクルーズ13:50
～14:30、14:50～15:30

東京都 日の出桟橋：港区海岸2-7-104

0120-532-150
安宅丸ｺｰﾙｾﾝ

ﾀｰ
（月曜除く10:00

～17:00

1,120 560 →0 ５／５ ①大人同伴　②制限無し
謎解きイベント実施予定
（詳細は後日HPに掲載）

www.gozabune.jp

浅草・お台場クルーズ 2,160 1,080 →0

葛西・浅草クルーズ 1,130 560 →0

葛西・お台場周遊
620 310 →0

㈱東京湾クルージング
日本橋周遊クルーズ（４５分コー
ス）

東京都 中央区日本橋1-9の先 03-5679-7311 1,500 800 →0 ５／５ ①大人同伴　②２人

５／３～５／５まで
制帽をかぶって記念撮影
小学生、幼児対象のくじ引
き大会

www.ss3.jp

東京都新島村 式根島～新島 東京都
式根島：野伏港
新島：新島港B堤（漁協前）

04992-7-0004
往復
片道

840
430

430
220

→0 ５／５
①保護者同伴　②保護者が管
理できる範囲　③団体乗船を除
く

www.niijima.com/shouk
ai/access/nishiki/index
/html

㈱ケーエムシーコーポレーション 赤レンガ倉庫横浜クルーズ 神奈川県 ピア赤レンガ桟橋：横浜市中区新港1-1先 045-290-8377 1,500 800 →0 ５／６ ①大人同伴　②１人
http://www.reservedcr
uise.com/

㈱ロイヤルウイング
横浜港内周遊
（大さん橋→横浜港→大さん橋）

神奈川県
大桟橋国際客船ターミナル：
横浜市中区海岸通1-1-4

045-662-6125
1,500～

2,500
750～
1,250

 →0 ５／５
①保護者同伴　③食事代は別
途必要

 www.royalwing.co.jp

勝瀬観光㈱ 相模湖一周 神奈川県 相模原市緑区与瀬382 042-684-2131 1,000 500 →0 ５／５ ①保護者同伴　②４名 相模湖山なみ祭り www.kassekanko.com/

津久井振興㈱ 相模湖一周 神奈川県 相模原市緑区与瀬385 042-684-2128 800 400 →0 ５／５
①保護者同伴　②家族であれ
ば無制限　③団体乗船を除く

www.sagamiko-
boat.com/

箱根関所跡港～箱根関所跡港 1,200 600 →0

箱根関所跡港～湖尻港
360～
1,000

180～
500

→0

庄川遊覧船㈱ 長崎橋周遊 富山県 栃波市庄川町小牧73-5 0763-82-0220 1,000 500 →0
５／１

～５／５
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

となみチューリップフェア
連携イベント"チューリップ
クルーズ"

http://www.shogawa-
yuran.co.jp

河口湖周遊 南都留郡富士河口湖町船津4034

本栖湖周遊 南都留郡富士河口湖町本栖18

東鉄商事㈱
(恵那峡遊覧船）

恵那峡周遊 岐阜県 恵那市大井町2709-104 0573-25-4800 1,480 740 →0 ５／５
①保護者同伴　②保護者が管
理できる範囲内

www.tohsyoh.jp/ship

㈱エスパルスドリームフェリー
清水港内遊覧（日の出～日の出）海
賊船クルーズ

静岡県 静岡市港町1-410-3 054-352-9161 1,500 750 →0 ５／５ ①保護者同伴　②２人 海賊船クルーズ www.dream-ferry.co.jp/

津エアポートライン㈱ 津なぎさまち～セントレア港
愛知県
三重県

常滑市セントレア4-7
津市なぎさまち1-1,

059-213-4111
059-213-6582

2,470 1,240 →0 ５／５ ①保護者同伴　②１人
www.tsu-
airportline.co.jp

(一財)旧大杉村再生協議会 宮川湖遊覧 三重県 多気郡大台町大杉 0598-31-3661 1,200 600 →0 ５／５
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

http://www.boukyomar
u.or.jp

琵琶湖汽船㈱
ミシガンクルーズ
（ミシガン８０、ミシガン６０、ミシガ
ンナイト）

滋賀県
大津港（大津市浜大津5-1-1）、
におの浜観光港、柳が崎湖畔公園港

077-524-5000 2,780 1,390 →0 ５／５ ①保護者同伴　②５人 www.biwakokisen.co.jp

彦根港～竹生島 3,000 1,500

彦根港～多景島
1,000
1,500

500
750

近江トラベル㈱
滋賀県 彦根市松原町3755 0749-22-0619 →0

山梨県

東京都 03-5608-8869
（公財）東京都公園協会
（東京水辺ライン）

www.tokyo-
park.or.jp/waterbus

５／５

５／５ ①保護者同伴　②２人

GW期間中、彦根港待合室
にてこども船長服無料貸
出
こども全員に近江鉄道バ
スキティ根付プレゼント

http://www.ohmitetudo
.co.jp/marine/

①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内　③団体乗船及び
ナイトクルーズを除く

http://www.izuhakone.c
o.jp/hakone-
yuransen/index.html/

５／５
①大人同伴　②１人　③団体乗
船を除く

www.fujigokokisen.jp/

伊豆箱根鉄道㈱ 神奈川県

富士五湖汽船㈱ 0555-72-0029 1,000 500 →0

墨田区役所前：墨田区吾妻橋1-23-20
浅草寺二天門前：台東区花川戸1-1
お台場海浜公園：港区台場１丁目
浜離宮：中央区浜離宮庭園1-1
葛西臨海公園：江戸川区臨海町６丁目地先

足柄下郡箱根町箱根45-3(元箱根港）ほか、
芦ノ湖湖岸の３港(箱根関所跡港、箱根園港、
湖尻港)

0460-83-6351 ５／５
①保護者同伴　②１４人③団体
乗船を除く
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無料等

都道府県 種　別 大人

乗り場

事業者名 航　路　名
お問合せ
電話番号

通常運賃額

実施日

運賃の適用条件等：
　①保護者等同伴の要否
　②無料人数：保護者等1人につき
　③その他の条件

イベント情報 ホームページ

小学生

新門司～泉大津

新門司～神戸六甲アイランド

早駒運輸㈱
（神戸シーバス）

ファンタジースカイマリンクルーズ
(中突堤起点　神戸港周遊)

兵庫県
中突堤中央ﾀｰﾐﾅﾙ５番乗り場：
神戸市中央区波止場町7-1

0120-370-764
078-360-0731

1,300 650 →0 ５／５
①保護者同伴　②２人　③団体
乗船を除く

www.kobe-seabus
.com

神戸ベイクルーズ㈱
神戸港周遊　ロイヤルプリンセス
号　オーシャンプリンス号

兵庫県
中突堤中央ﾀｰﾐﾅﾙ（かもめりあ）①②番乗り場：
神戸市中央区波止場町7-1

078-360-0039 1,200 600 →0 ５／５
①保護者同伴　②２人　③団体
乗船を除く

先着１００名様に記念品プ
レゼント

www.kobebayc.co.jp

㈱神戸クルーザー 神戸港周遊　コンチェルト 兵庫県 神戸市中央区東川崎町1-6-1
　078-360-5600
　要事前予約

2,200～
2,900

1,100～
1,450

→0 ５／５
①保護者同伴　②２人　③団体
乗船を除く  食事代は別途必要

５／３～５／６　ランチバイ
キング実施

https://kobeconcerto.
com/

高速いえしま㈱ 家島～姫路 兵庫県
姫路市飾磨区須加
姫路市家島町真浦
姫路市家島町宮

079-231-0280
079-325-0280

1,000 300 →0 ５／５ ①不要　③団体乗船を除く
www.kousoku-
ieshima.jp/

㈲髙福ライナー 家島～姫路 兵庫県
姫路市飾磨区須加
姫路市家島町真浦
姫路市家島町宮

079-325-1970 1,000 500 →0 ５／５
①不要　②制限なし　③団体乗
船を除く

http://h-
ieshima.jp/news/116

友ヶ島汽船㈱ 加太港～友ヶ島 和歌山県 和歌山市加太　加太港 073-459-1333 2,000 1,000 →0 ５／５
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

http://tomogashimakis
en.com/

白鳥観光㈲ 松江港～宍道湖～松江港 島根県 松江市東朝日町150-7 0852-24-3218 1,450 720 →0 ５／５
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

www.hakuchougo.jp

浦郷～国賀遊覧～浦郷 浦郷港：隠岐郡西ノ島町大字浦郷544-15 2,500 1,250

別府～東国賀～国賀遊覧～浦郷 別府港：隠岐郡西ノ島町大字別府3-5 3,300 1,650

両備フェリー㈱ 新岡山港～土庄港（小豆島） 岡山県
新岡山港：岡山市中区新築港9-1

086-274-1222 1,050 530 →0
５／５

～５／６
①不要　 ③団体乗船を除く

こどもの日一日船長を抽
選で任命（入出港の挨拶、
切符のもぎり体験など）、
操舵室見学、かもめへの
餌やり、魚と触れ合える
タッチングプールなど

www.ryobi-ferry.com

藤井一彦
(金風呂丸フェリー）

笠岡～白石島～北木島 岡山県
笠岡市十一番町15
白石島港、北木島金風呂港、豊浦港

0865-62-2856 540 270 →0 ５／５
①保護者同伴　②２人　③他の
割引との併用は不可

http://www.setouchi
-csline.jp/

(一社)瀬戸内市緑の村公社 前島～牛窓 岡山県 牛窓港：瀬戸内市牛窓町牛窓 0869-34-4356 往復 240 120 →0 ５／５
①大人同伴　②家族であれば
無制限　③団体乗船を除く

www.maejima-
island.info/

瀬戸内観光汽船㈱ 日生港～大部港（小豆島）
岡山県
香川県

日生港：備前市日生町寒河2570-26
大部港：小豆郡土庄町大部甲3246-16

0869-72-0698 1,030 520 →0
５／５

～５／６
①不要　②制限なし

www.setouchi-
kankokisen.co.jp

四国フェリー㈱ 岡山～土庄(小豆島）
岡山県
香川県

岡山市中区新築港9-1
小豆郡土庄町吉ヶ浦甲6194-11

086-274-1222 1,050 530 →0 ５／５ ①不要　②制限なし www.shikokuferry.com/

呉中央～小用 390～550 200～250

宇品～三高 680 340

宇品～小用 1,060 530

宇品～高田・中町 960 480

上村汽船㈱ 広島（宇品）～江田島（切串） 広島県
広島市南区宇品海岸1-13-26
江田島市江田島町切串3-1-1

082-251-6020 460 230 →0 ５／５
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

www.kamimurakisen.co
m

似島汽船㈱ 似島～宇品 広島県 広島市南区宇品海岸1-13-26 090-2292-1499 460 220 →0 ５／５ ①不要　②制限なし www.ninoshimakisen.jp/

向島運航㈱ 富浜～尾道駅前 広島県
尾道市東御所町
尾道市向島町富浜

0848-22-7154 100 50 →0 ５／５ ①不要　②制限なし

大阪府
兵庫県
福岡県

http://setonaikaikisen.
co.jp/sealine/

www.han9f.co.jp
５月５日ご乗船の小学生・
幼児のお客様へオリジナ
ルグッズプレゼント

別府営業所
08514-7-8412

→0 ５／５ www.okikankou.com

→0

①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

５／５
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内　③団体乗船を除
く

阪九フェリー㈱
泉大津市小津島町１-3
神戸市東灘区向洋町東3-2-1
北九州市門司区新門司北1-1

0725-22-7171
078-857-1211
093-481-6581

運賃割引はありません ５／５

瀬戸内シーライン㈱

隠岐観光㈱

広島県

島根県

小用港：江田島市江田島町小用2-1-1
呉　 港： 呉市宝町4-44
三高港：江田島市沖美町三吉2776
宇品港：広島市南区宇品海岸1-13-26
高田港：江田島市能美町高田
中町港：江田島市能美町中町4859-2

082-254-1701
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イベント情報 ホームページ

小学生

大崎汽船㈱ 白水～竹原 広島県
白水港：豊田郡大崎上島町東野6625-1
竹原港：竹原市港町4-2-24

084４-22-2390 350 170 →0 ５／５ ①大人同伴　②制限なし www.oktravel.co.jp

山陽商船㈱ 竹原～白水 広島県
竹原港　広島県竹原市4-2-24
垂水港　豊田郡大崎上島町東野垂水634-15
白水港　豊田郡大崎上島町東野6625-1

0846-22-2133
340
350

170 →0 ５／５ ①大人同伴　②制限なし www.sanyo-shosen.jp

㈱帝釈峡遊覧船 帝釈峡回遊 広島県 神龍湖営業所：神石郡神石高原町永野5034-7 0847-86-0131 1,500 750 →0 ５／５ ①大人同伴　②３名
http://taisyakukyou.co
m

尾道～瀬戸田

尾道～鞆

さくら海運㈱ 呉ポートピアパーク～切串 広島県 呉市天応大浜3-2-21 0823-38-8988 320 160 →0 ５／５
①保護者同伴　②家族であれ
ば無制限

www.sakurakaiun.jp/

三光汽船㈱ 洲江(生口島)～小漕（岩城島）
広島県
愛媛県

洲江港：広島県尾道市因島洲江町550
小漕港：愛媛県越智郡上島町岩城4495-2

0845-28-0035 140 70 →0 ５／５
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

http://www.sankohkise
n.jp/

㈲長江フェリー 岩城島(長江港)～因島(土生港)
広島県
愛媛県

土生港：尾道市因島　　、
長江港：越智郡上島町岩城

0897-75-2580 280 140 →0 ５／５ ①不要　②制限なし
https://www.town.
kamijima.lg.jp/site/
access/5636.html

岩城汽船㈱ 岩城～長江～土生
広島県
愛媛県

土生港：尾道市因島土生町
岩城港・長江港：越智郡上島町岩城

0897-75-2083
280～

410
140～

210
→0 ５／５

①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

www.iwagi-kisen.jp

愛南町 船越～宇和海海中公園周遊 愛媛県 南宇和郡愛南町船越1599 0895-82-0280
2,000～

2,200
1,000～

1,100
→0 ５／５

①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

http://nishiumi.info

㈱ごごしま 由良・泊～高浜 愛媛県 高浜旧港：松山市高浜町 089-960-2034 240 120 →0 ５／５ ①不要　③制限なし
http:www//gogoshima-
ferry.com/

松山市 鹿島公園渡船 愛媛県 松山市北条辻1606 089-992-1375 210 110 →0 ５／５ ①不要　③制限なし

松山市北条鹿島博物館
（かしまーる）に来館され
た先着１００人の小学生以
下のお子様に記念品プレ
ゼント

海陽町
（海洋自然博物館マリンジャム）

竹ヶ島海中公園周遊 徳島県 海部郡海陽町宍喰浦字竹ヶ島28-45 0884-76-3100
2,000→

1,000
1,000 →500 ５／５ ①不要　②制限なし

https://marine.kaiyo-
kankou.jp/index.php/en
/

国際フェリー㈱ 高松～池田(小豆島） 香川県
高松港：高松市サンポート8-22
池田港：小豆郡小豆島町池田1-18

0879-75-0405 690 350 →0
５／５

～５／６
①不要　②制限なし　③団体乗
船を除く

一日船長記念撮影、
こどもの日ぬりえ、
こいのぼり競争

www.kokusai-ferry.co.jp

ﾗﾝﾁ･
ﾄﾜｲﾗｲﾄ

2,160 1,080

ﾃﾞｨﾅｰ 2,700 1,350

関門汽船㈱ 巌流島航路
福岡県
山口県

北九州市門司区西海岸1-4-1（門司港桟橋）
下関市あるかぽーと1-1　（唐戸ターミナル）

093-331-0222
083-222-1488

800 400 →0 ５／５ ①保護者同伴　②５人
www.kanmon-
kisen.co.jp

やまさ海運㈱ 長崎港内海域周遊 長崎県 長崎港ﾀｰﾐﾅﾙ１F：長崎市元船町17-3 0800-200-8180
2,000→

1,000
1,000 →0

５／３
～５／６

①保護者同伴　②２人　③団体
乗船を除く

「新・観光丸」で行くながさ
きヘリテージツーリズムク
ルーズ

www.gunkan-jima.net

五島産業汽船㈱ 鯛ノ浦～長崎 長崎県
鯛ノ浦本社：南松浦郡新上五島町鯛ノ浦郷209-
1
長崎港ﾀｰﾐﾅﾙ：長崎市元船町17-3

0959-42-3939
095-820-5588

5,770 2,890 →0
５／１

～５／５
①大人同伴　②小学生１人又
は幼児２人　③食事代は別途。

ご乗船頂きましたお子様
方にプレゼントﾄを贈呈

http://www.goto-
sangyo.co.jp/

熊本フェリー㈱ 熊本～島原
長崎県
熊本県

島原市下川尻町7-5
熊本市西区新港1-１

0957-63-8008 1,000 500 →0 ５／５
①大人同伴　②１便当たり小学
生最大30名まで

www.kumamotoferry.co.
jp

薩摩川内市 甑島西海岸周遊観光 鹿児島県 中甑漁港：薩摩川内市上甑町　中甑漁港 09969-2-1150 2,500 1,300 →0 ５／５
①保護者同伴　②保護者が管
理できる範囲内　③定員28人に
なり次第終了

福岡県

→0 www.s-cruise.jp

お子様乗船無料キャン
ペーン（詳細はHPに掲載）

インスタフレーム・船長
キャップ・レモンの被り物
で祈念撮影レーム設置

①保護者同伴　②２人

①保護者同伴　②家族であれ
ば無制限　③食事代は別途必
要

http://www.mariera.jp/
５／５

～５／６
092-751-7171

1,200 600㈱瀬戸内クルージング

尾道駅前桟橋：尾道市東御所町9-1
新居浜桟橋：尾道市新居浜2-13-2
重井東港：尾道市因島重井町474-70
須ノ上港：三鷹市鷺浦町向田野浦4271
瀬戸田港：尾道市瀬戸田町瀬戸田214
鞆の浦：福山市鞆町799

0848-36-6113 ５／５広島県

㈱西鉄ホテルズ 博多湾内周遊 福岡市博多区築港本町13-6 →0
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