
無料等

都府県 種　別 大人

観光船　祝津/オモタイ航路
1,600～

3,000
800～
1,500

屋形船　定期便 1,200 600

Ａコース（子ノ口～休屋）

Bコース（休屋～休屋)

㈱羽後交通興業
（田沢湖遊覧船）

田沢湖一周 秋田県 白浜 0187-43-0274 1,220 610 →0 7月23日
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

(一財)丸森町観光物産振興公社 阿武隈ライン舟下り（周遊） 宮城県 伊具郡丸森町字下滝12 0224-72-2350 1,600 800 →0 7月23日
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

http://www.marumori.jp/spot/f
unakudari/

㈱ラクスマリーナ 霞ヶ浦～阿見町沖周遊 茨城県 土浦市川口2-13-6 029-822-2437 1,540 770 →0
7月23日

～7月26日
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

7月19日（日）誰でも楽しもう
「霞ヶ浦海の日大会」

http://www.lacusmarina.c
om/

中禅寺湖一周コース
（名所おお廻りｺｰｽ）

1,400 700

中禅寺湖一周コース
（もみじ廻り Aコース）

1,500 750

小湊妙の浦遊覧船協業組合 妙の浦一周遊覧 千葉県 鴨川市小湊183-8 04-7095-2318 1,200 600 →0 7月23日 ①不要 www.tainoura.jp

㈱ジール
羽田空港沖でジェット機を眺めよ
う！クルーズ

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 2,500 →0 7月23日 ①大人同伴　②１名 http://www.zeal.ne.jp

(公財)東京都公園協会
（東京水辺ライン)

浅草・お台場クルーズ
葛西・お台場周遊便
葛西・浅草クルーズ

東京都

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2-1
お台場海浜公園　港区台場1-4-1
WATERS竹芝　港区海岸１丁目
葛西臨海公園　江戸川区臨海町６丁目先

03-5608-8869
200～
2,400

100～
1,200

→0 7月23日
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

www.tokyo-
park.or.jp/waterbus/

㈱東京湾クルージング 日本橋周遊 東京都 中央区日本橋1-9の先 03-5679-7311 1,500 800 →0 7月23日 ①保護者同伴　②2名 www.ss3.jp

㈱ケーエムシーコーポレーション 赤レンガcaféクルーズ 神奈川県 ﾋﾟｱ赤ﾚﾝｶﾞ桟橋　横浜市中区新港1-1先 045-290-8377 1,500 800 →0 7月23日 ①大人同伴　②１名
http://www.yokohama-
cruise.com/

㈱ロイヤルウイング
横浜港内周遊

神奈川県
横浜市中区海岸通1-1-4
横浜港大さん橋国際客船ﾀｰﾐﾅﾙ

045-662-6125 2,750 1,375 →0 7月23日
①大人同伴　②１名③団体乗船
を除く

www.royalwing.co.jp

㈱富士急マリンリゾート 熱海～初島～伊東 静岡県 熱海市和田浜南町6-11 0557-81-0541 往復 2,640 1,320 →0 7月23日
①保護者同伴　②保護者が管
理できる範囲

小学生１日船長（公募による小
学生船長３名の操舵室でのマイ
クアナウンス等）

http://www.hatsushima.jp

浜名湖遊覧船㈱ 舘山寺周遊 静岡県
舘山寺港：浜松市西区舘山寺町2226-1
ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ港：浜松市西区舘山寺町3315

053-487-0228 1,000 500 →0 7月23日 ①大人同伴　②１名
http://www.hamanako-
yuransen.com

伊勢湾フェリー㈱ 鳥羽～伊良湖
愛知県
三重県

伊良湖のりば　田原市伊良湖町宮下3000-65
鳥羽乗り場　鳥羽市鳥羽3-1484-111

0531-35-6217
0599-25-2880

1,600 800 →0 7月23日
①大人同伴　②１名　③団体乗
船を除く

www.isewanferry.co.jp

　海の日「第１６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 乗 り 場
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、乗り場にアクセスする
路線バス等の小学生運賃無料
等の情報

ホームページ

7月23日 ①大人同伴　②２人 www.otaru-kankousen.jp

小学生

㈱小樽観光振興公社
（小樽海上観光船）

北海道
小樽第３ふ頭乗り場　小樽市港町4-2
祝津港　祝津３丁目（祝津漁港内）

0134-29-3131 →0

①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

http://chuzenjiko-
cruise.com/

東武興業㈱
（中禅寺湖遊覧船）

栃木県 日光市中宮祠2478 0288-55-0360 →0 7月23日

十和田観光電鉄㈱ 青森県
十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486
十和田市大字奥瀬字十和田湖畔子ノ口471

0176-75-2909 1,430
http://www.toutetsu.co.jp/ship.
html

720 →0 7月23日 ①大人同伴　②３名
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大阪水上バス㈱
大阪港周遊
（サンタマリアデイクルーズ）

大阪府 大阪港海遊館西はとば 0570-04-5551 1,600 800 →0 7月23日 ①大人同伴　②１名 http://suijo-bus.osaka/

新門司～泉大津
大阪府
福岡県

泉大津市小津島町１-3
北九州市門司区新門司北1-1

0725-22-7171
093-481-6581

新門司～神戸六甲アイランド
兵庫県
福岡県

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

078-857-1211
093-481-6581

神戸ベイクルーズ㈱
神戸港周遊　｢ﾛｲﾔﾙﾌﾟﾘﾝｾｽ号｣
　　　　　　　   ｢ｵｰｼﾔﾝﾌﾟﾘﾝｽ号｣

兵庫県
神戸市中央区波止場町7-1　かもめりあ①②
番のり場

078-360-0039 1,300 650 →0 7月23日
①大人同伴　②2名　③団体乗
船を除く

先着子供５０名様神戸ベイク
ルーズオリジナルグッズプレゼ
ント

www.kobebayc.co.jp

㈲高福ライナー 家島～姫路 兵庫県
姫路港
家島港

079-325-1970 1,000 500 →0 7月23日
①不要　②制限なし  ③団体乗
船を除く

(一社)瀬戸内市緑の村公社
（前島フェリー）

前島～牛窓 岡山県 牛窓港　瀬戸内市牛窓町牛窓5662-4 0869-34-4356 往復 240 120 →0 7月23日
①保護者同伴　②家族であれば
無制限　③団体乗船を除く

http://www.maejima-
island.info/

福山市 鞆～仙酔島 広島県 福山市鞆町鞆623-5
084-928-1042
084-982-2115

240 120 →0 7月23日 ①不要　②制限なし

https://www.city.fukuyam
a.hiroshima.jp/soshiki/kan
ko/91534.html

福本フェリー㈱ 尾道向島航路 広島県
尾道市向島町小歌島851-1

事務所　9848-
44-2711

乗り場事務所
0848-44-2020

60 30 →0 7月23日
①不要　②保護者が管理できる
範囲、家族であれば無制限

向島運輸㈱ 富浜～尾道駅前 広島県
高浜　尾道市向島町232-52地先
尾道駅前　尾道市東御所85-5地先

0848-22-7154 100 50 →0 7月23日 ①不要　②制限なし

三光汽船㈱ 小漕～洲江（岩城島）
広島県
愛媛県

洲江港　尾道市因島洲江町550
小漕港　越智郡上島町岩城4495-5

0845-28-0035 150 80 →0 7月23日
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲

http://www.sankohkisen.jp

岩城汽船㈱ 岩城～土生
広島県
愛媛県

尾道市因島
越智郡上島町岩城

0897-75-2083
290～

420
150～

210
→0 7月23日

①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲 www.iwagi-kisen.jp

青海島観光汽船㈱ 青海島周遊コース 山口県 長門市仙崎字漁港南4297-2 0837-26-0834 2,200 1,100 →0 7月23日
①大人同伴　②家族であれば無
制限、同伴者が管理できる範囲

https://www.omijimakank
oukisen.jp/

関門汽船㈱ 巌流島航路
山口県
福岡県

唐戸桟橋
門司港桟橋

083-222-1488
093-331-0222

900 450 →0 7月23日 ①保護者同伴　②５名 www.kanmon-kisen.co.jp

大歩危峽観光遊船㈲ 大歩危～大歩危 徳島県 三好市山城町西宇1520 0888-84-1211 1,200 600 →0 7月23日
①保護者同伴　②２名　③団体
を除く

国際両備フェリー㈱ 新岡山港～土庄港（小豆島） 香川県 岡山県岡山市中区新築港9-1 086-274-1222 1,090 530 →0 7月23日
①不要　②制限なし　③団体乗
船を除く

抽選で1日船長に任命。切符の
もぎりや入出港の挨拶などを体
験。参加された子供たちにも船
内見学や海の日に因んだイベン
トを開催。

https://ryobi-
shodoshima.jp/

ﾗﾝﾁﾋﾞｭｯ
ﾌｪ

2,000 1,000

ﾗﾝﾁｺｰｽ 2,200 1,100

ﾃﾞｨﾅｰ
ﾋﾞｭｯﾌｪ

2,550 1,280

ﾃﾞｨﾅｰｺｰ
ｽ

2,750 1,380

https://www.han9f.co.jp/阪九フェリー㈱ 運賃割引はありません。 7月23日
小学生･幼児のお客様へオリジ
ナルグッズプレゼント

https://www.mariera.jp/㈱西鉄ホテルズ 博多湾内周遊 福岡県 福岡市博多区築港本町13-6 0570-08-7171 →0 7月23日
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
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やまさ海運㈱ 長崎港内海域周遊 長崎県
長崎市元船町17-3 長崎港ﾀｰﾐﾅﾙ７番切符売
り場

0800-200-8180 2,000 1,000 → 0
7月23日～
7月26日

①大人同伴　②２名　③団体乗
船を除く
※大人の乗船料は1,000円

「新・観光丸」で行くながさきヘリ
テージクルーズ

www.gunkan-jima.net

唐津汽船㈱ 神集島～湊 佐賀県
唐津市神集島2328-5 地先
唐津市湊町142-3 地先

0955-79-1365 230 120 →0 7月23日
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

http://web.people-
i.ne.jp/~karatsu-maru/

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 1,100 550 →0 7月23日
①大人同伴　②１便当たり小学
生最大30名まで www.kumamotoferry.co.jp

http://www.gunkan-jima.net/
http://www.kumamotoferry.co.jp/

