
無料等

都道府県 種　別 大人

祝津航路、赤岩航路、オタモイ航
路(オタモイ航路は４コースあり）

1,000～
3,300

500～1,650 →0

港内遊覧（屋形船）
1,000～

1,500
500～750 →0

港内クルーズ 港内クルーズ 3,300 1,650 →0

ナイトクルーズ
ナイトクルー

ズ 3,300 1,650 →0

(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

1,800
2,000

500 →0 ５／５
①大人同伴　②大人の同伴者１
人につき２名まで　③団体乗船
を除く

小学生以下のお子様は乗
船料無料

http://otaru.cc

大沼合同遊船㈱ 島巡り一周コース 北海道 亀田郡七飯町字大沼町1023－1 0138-67-2229 1,320 660 →0 ５／５

①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内、家族であれば無
制限
③団体乗船を除く

https://www.onum
a-parks.com

Ａコース（子ノ口～休屋）

Bコース（休屋～休屋)

㈱陸中たのはた
北山崎断崖クルーズ 島の越～北山崎航路

岩手県 下閉伊郡田野畑村島越104-2 0194-33-2113 ５／５ ①保護者同伴、大人同伴
運賃は無料とせず、小学生１
名に１個「海ねこパン」をサー
ビス

㈱羽後交通興業
（田沢湖遊覧船）

田沢湖一周（白浜～白浜） 秋田県 仙北市田沢湖田沢字春山148 0187-43-0274 1,400 700 →0 ５／５
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

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

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 2,800 1,400 →0 ５／５
①保護者同伴　②同伴者が管
理できる範囲内

https://www.blf.co.
jp/

㈱グランベルホテル裏磐梯レイ
クリゾート(桧原湖観光船）

桧原湖島めぐりコース 福島県 耶麻郡北塩原村大字桧原宇湯平山1171-3 0241ｰ37-1111 1,400 700 →0 ５／５
①保護者同伴、大人同伴
②同伴者が管理できる範囲
③団体乗船を除く

http://www.lakeres
ort.jp

㈱ラクスマリーナ 霞ヶ浦阿見沖周遊(30分遊覧) 茨城県 土浦市川口2-13-6 029-822-2437 1,570 780 →0
４／２９
～５／７

①保護者同伴　②家族であれ
ば無制限

http://www.lacusmarin
a.com/

中禅寺湖一周コース(各所おお廻
り）

おお廻り 1,680 840 →0

中禅寺湖一周コース(もみじ廻りＡ
コース）

Aコース 1,800 900 →0

港めぐりコース

幕張沖合コース

父島～母島

八丈島～青ヶ島

運賃割引はありません千葉ポートサービス㈱ 千葉県
千葉市中央区中央港１丁目２０－１
ケーズハーバー１階

043-205-4333

伊豆諸島開発㈱ 東京都

父島（二見港）　東京都小笠原村父島字東町
母島（沖港）　東京都小笠原村母島元地
八丈島（底土港）　東京都八丈島八丈町三根
八丈島（八重根港）　東京都八丈島八丈町大賀
郷
青ヶ島（三宝港）　東京都青ヶ島村青ヶ島港

03-3455-3090 運賃割引はありません
５／３

～５／７

運賃は無料とせず、小学
生を対象にノベルティグッ
ズをプレゼント。各乗り場
先着７名で終了

http://www.izu-
syotou.jp/

https://star-
marine.co.jp/

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

1,650

５／５
①大人同伴
②大人の同伴者１人につき２名

㈱小樽観光振興公社 0134-29-3131北海道
小樽市港町4-2　(小樽港第３ふ頭)
小樽市祝津３丁目（祝津漁港内）

https://otaru-
kankousen.jp/

スターマリン㈱ 北海道
室蘭市祝津町4丁目16-15　道の駅みたら室蘭
営業所

0143-27-2870 ５／５
①大人同伴　②大人の同伴者１

人につき 小学生２名まで

880 →0 ５／５
①大人同伴　②大人の同伴者１
人につき 小学生３ 名まで

　こどもの日「第 ２１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

乗り場

十和田観光電鉄㈱
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

青森県 0176-75-2909

５／５ ①大人同伴　②制限なし

運賃は無料とせず、小学
生を対象にオリジナルグッ
ズプレゼントを配布しま
す。

http://www.chiba-
port.com/

栃木県
東武興業㈱
（中禅寺湖遊覧船）

日光市中宮祠2478 0288-55-0360
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

www.chuzenjiko-
cruise.com/

５／５
記念カードと記念写真プレ
ゼント（こども限定）５/５の
み

運賃割引はありません
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無料等

都道府県 種　別 大人

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

乗り場

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（※）

㈱ジール
天王洲ヤマツピア発着　羽田空港
航路

東京都 品川区東品川1-39-21 03-3454-0432 4,500 3,000 →0 ５／５
①保護者同伴
②保護者の同伴１人につき 小
学生１名まで

子どもの日限定
羽田空港沖でジェット機を
眺めよう！クルーズ

https://www.zeal.n
e.jp/plan/kodomon
ohi/

㈱クルーズクラブ東京
ランチクルーズ
ディナークルーズ

東京都 天王洲アイル　：　東京都品川区東品川2-3-16 03-3450-4300
ランチ

ディナー

8,500～

16,000～

4,400

5,900

→3,170

→4,040
５／５

①保護者同伴
②保護者の同伴１人につき 小
学生２名まで
③食事代は別途かかります

ランチクルーズ、ディナー
クルーズの子ども料金から
乗船料相当額を無料とし
ます

https://cctokyo.co.
jp

庄川遊覧船㈱ 長崎橋周遊航路 富山県 砺波市庄川町小牧73-5 0763-82-0220 1,200 600 →0
５／１

～５／５
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

「2023となみチューリップ
フェア」の連携イベントとし
て実施

http://www.shoga
wa-yuran.co.jp/

東鉄商事㈱　（恵那峡遊覧船） 恵那峡周遊航路 岐阜県 恵那市大井町宇奥戸2709-104 0573-25-4800 1,500 750 →0 ５／５
①保護者同伴　②同伴者が管
理できる範囲内

www.tohsyoh.jp/shi
p

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

予約センター
059-213-4111

事務所
059-213-6582

2,520 1,260 →0 ５／５
①保護者同伴　②保護者の同
伴者１人につき１名まで

https://www.tsu-
airportline.co.jp/

近江トラベル㈱(オーミマリン) 竹生島航路（彦根港～竹生島） 滋賀県 彦根市松原町3755 0794-22-0619 3,000 1,500 →0 ５／５
①大人同伴
③団体乗船を除く

https://www.ohmit
etudo.co.jp/marine
/

新門司～泉大津

新門司～神戸六甲アイランド

神戸～大分

大阪～別府

大阪～志布志

㈱名門大洋フェリー 大阪南港～新門司港
大阪府
福岡県

大阪南港支店：大阪市住之江区南港南2-2-24
新門司港支店：北九州市門司区新門司1-6

050-3784-9680 ５／５
①不要
②食事代は別途必要

小学生対象　運賃は無料
とせずに、ノベルティ（じゆ
うちょう）を提供致します

https://www.citylin
e.co.jp/

友ヶ島汽船㈱ 加太港～友ヶ島 和歌山県 和歌山市加太（友ヶ島汽船友ヶ島行乗船場） 073-459-1333
2,200

（往復）
1,100

（往復）
→0 ５／５

①大人同伴　②大人の同伴者１
人につき２名まで

http://tomogashim
akisen.com/

早駒運輸㈱（神戸シーバス）
神戸リゾートクルーズ 60 分クルー
ズ

兵庫県
神戸市中央区波止場町7-1　中突堤中央ターミ
ナル前　5 番乗り場

078-360-0731 1,800 900 →0 ５／５
①大人同伴　②大人の同伴者１
人につき５名まで

http://www.kobe-
seabus.com/

運賃は無料とせず、船内
でオリジナルグッズプレゼ
ントを配布します。配布方
法は、コロナの状況で変わ
る場合があります。最終の
お知らせはHP・ＳＮＳ等で
配信します

兵庫県
大分県
大阪府

鹿児島県

神戸港：神戸市東灘区向洋町東3-1-1
大分港：大分市生石5-3-1
大阪市南港さんふらわあ第1ターミナル：大阪市
住之江区南港北2-1-10 ACT ITM棟2階
大阪市南港さんふらわあ第2ターミナル：大阪市
住之江区南港北3-1-15
別府国際観光港：別府市汐見町9-1
志布志港：志布志市志布志町志布志3292

0120-56-3268 運賃割引はありません

阪九フェリー㈱

４／２９
～５／７

の乗船日

食事無料キャンペーン　※
大人と同伴する小学生・幼
児(4歳以上)の船内レスト
ラン   夕食及び朝食を無
料

大阪府
兵庫県
福岡県

www.han9f.co.jp

運賃割引はありません

https://www.ferry-
sunflower.co.jp

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

両国発着場：墨田区横綱1-2-13
浅草寺二天門前：台東区花川戸1-1
WATER竹芝：港区海岸１丁目
お台場海浜公園：港区台場1-4-1
葛西臨海公園：江戸川区臨海町6丁目地先

200～
2,400

（乗船区間

により変動）

泉大津港：泉大津市小津島町1-3
神戸港：神戸市東灘区向洋町東3-2-1
新門司港：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

100～
1,200

（乗船区間

により変動）

→0 ５／５
（公財）東京都公園協会
　東京水辺ライン

東京都 03-5608-8869
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

※「葛西・お台場周遊便」
※「葛西・浅草クルーズ」
上記の航路につきまして
は、潮位等によっては欠航
および変更もございます

㈱フェリ-さんふらわあ
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無料等

都道府県 種　別 大人

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

乗り場

神戸ベイクルーズ㈱
神戸港周遊　ロイヤルプリンセス
号・御座船安宅丸

兵庫県 神戸市中央区波止場町7-1 中突堤中央ﾀｰﾐﾅﾙ
（かもめりあ）①・③番乗り場

078-360-0039 1,400 700 →0 ５／５

①保護者同伴、大人同伴
②保護者の同伴者１人につき２
名まで
③団体乗船を除く

乗船のお子様に乗船記念
オリジナルグッズ贈呈(数
量限定　なくなり次第終了)

www.kobebayc.co.jp

宮崎カーフェリー㈱ 宮崎～神戸
宮崎県
兵庫県

宮崎市港3-14
神戸市中央区新港町3-7

0985-29-8077 ５／５

小学生の運賃を無料とせ
ずに、小学生以下のお客
様へノベルティーグッズを
プレゼント

http://www.miyaza
kicarferry.com/

隠岐観光㈱
国賀めぐり定期観光船（浦郷～国
賀航路)

島根県 隠岐郡西ノ島町大字浦郷544-15 08514-7-8412 3,000 1,500 →0 ５／５
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲

小学生以下乗船無料
http://www.okikan
kou.com/

(一社)瀬戸内市緑の村公社 前島～牛窓 岡山県 瀬戸内市牛窓町牛窓（牛窓港） 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

http://www.maejim
a-island.info/

㈱瀬戸内中央観光汽船 北木～白石～笠岡航路 岡山県

白石港：笠岡市白石島
伏越港：笠岡市十一番町
金風呂港：笠岡市北木島町
豊浦港：笠岡市北木島町

0865-62-2856 550 280 →0 ５／５
①保護者同伴
②保護者の同伴者１人につき小
学生２名まで

https://setouchi-
csline.jp/

新岡山港～小豆島土庄港
岡山県
香川県

新岡山港：岡山市中区新築港9-1
小豆島土庄港： 小豆郡土庄町甲6194-11

086-274-1222 1,200 600 →0 ５／５ ①不要　②団体乗船を除く
こども一日船長体験の実
施

https://ryobi-
shodoshima.jp/

高松港～小豆島池田港 香川県
高松港：高松市サンポート8-22
小豆島池田港：小豆郡小豆町池田1-18

0879-75-0405 700 350 →0 ５／５ ①不要　②団体乗船を除く

①船長体験（当日抽選制２
家族）
②あつまれ！船上キッズ
マーベラスフェス！
③船上コンテスト～こくさい
丸で愛を叫ぶ～
④切符de宝くじ！手元の
切符が運命を握る！プレ
ゼントを手に入れるのは
誰！？
※詳細は国際両備フェ
リーＨＰをご確認ください

https://ryobi-
shodoshima.jp/

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 1,160 580 →0 ５／５ ①不要　②制限なし
https://ryobi-
shodoshima.jp/

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

082-251-6020 470 240 →0 ５／５
①保護者同伴　②家族であれ
ば無制限

www.kamimurakisen.co
m

福本フェリー㈱ 尾道～向島 広島県 尾道市向島町小歌島851-1

事務所
0848-44-2711
乗り場事務所
0848-44-2020

60 30 →0 ５／５
①不要　②家族であれば無制
限、大人が管理できる範囲

https://onomichijp.
com/shimanami/fu
kumoto_tosen.html

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

0846-65-3541 360 180 →0 ５／５
①保護者同伴　②家族であれ
ば無制限

www.oktravel.co.jp

山陽商船㈱ 竹原～白水 広島県
竹原港　広島県竹原市4-2-30
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
350～

360
180 →0 ５／５ ①大人同伴　②制限なし www.sanyo-shosen.jp

宮島松大汽船㈱ 宮島－宮島口 広島県
廿日市市宮島町８５３番地
廿日市市宮島口１－１１－６

0829-44-2171
0829-56-0315

５／５ ①不要　②制限なし
小学生の運賃を無料とせ
ずに、シール配布を行いま
す

運賃割引はありません

運賃割引はありません

国際両備フェリー㈱
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無料等

都道府県 種　別 大人

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

乗り場

尾道～瀬戸田航路
尾道駅前桟橋、新浜桟橋（尾道）、重井東桟橋
（因島）、須ノ上桟橋（佐木島）、瀬戸田沢桟橋
（生口島）、瀬戸田桟橋（生口島）

300～1,300
150～

650
→0

尾道～鞆の浦航路
尾道駅前桟橋（生口島）、十四日元桟橋（千光
寺下桟橋（尾道））、鞆県営桟橋（鞆の浦）

500～2,500 250～1250 →0

JR西日本宮島フェリー㈱ 宮島航路 広島県 廿日市市宮島口１－１１－５ 0829-56-2045 ５／５

小学生の運賃を無料とせ
ずに先着1,000名の小学生
にノベルティを配布しま
す。（宮島口浅橋上）
無くなり次第終了

http://jr-
miyajimaferry.co.jp

小用～呉中央航路（フェリー・高速
船）

小用港：江田島市江田島町小用２－１－１
呉港：広島県呉市宝町４

450(フェリー)
650(高速艇)

230(フェリー)
330(高速艇) →0

宇品～小用（高速船）
宇品港：広島市南区宇品海岸１－１３－２６
小用港：江田島市江田島町小用２－１－１

1,080 540 →0

宇品～高田・中町（高速船）
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１１３６－５
中町港：江田島市能美町中町４８５９－２１

980 490 →0

宇品～三高航路（フェリー)
宇品港：広島市南区宇品海岸１－１３－２６
三高港：江田島市沖美町三吉２７７６

690 350 →0

似島汽船㈱ 似島～宇品 広島県
宇品港：広島市南区宇品海岸1-13-26
似島港：広島市南区似島町
似島学園前港：似島学園前

090-2292-1499 450 220 →0 ５／５ ①不要　②団体乗船を除く
https://ninoshimak
isen.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 150 80 →0 ５／５ ①保護者同伴　②制限なし
http://www.sankohkise
n.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 ５／５
①保護者同伴、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.omiji
makankoukisen.jp/

関門汽船㈱ 巌流島航路
山口県
福岡県

下関（唐戸桟橋）： 下関市あるかぽーと1-1
門司港（門司港桟橋）：　北九州市門司区西海
岸1-4-1

下関
083-222-1488
門司港
093-331-0222

900 450 →0 ５／５
①保護者同伴　②保護者の同
伴者１人につき５名まで

www.kanmon-
kisen.co.jp

やまさ海運㈱ 長崎港内海域周遊航路 長崎県 長崎市元船町17-3　長崎港ターミナル7番窓口

予約
0800-200-8180
問合せ
095-822-5002

2,000 1,000 →0 ５／５
①保護者同伴、大人同伴
②保護者の同伴者１人につき２
名まで　③団体乗船を除く

「新・観光丸」で行くながさ
きヘリテージクルーズ

https://www.kanko
maru.net/

熊本フェリー㈱ 熊本～島原
熊本県
長崎県

熊本港：熊本市西区新港1-１
島原港：島原市下川尻町7-5

熊本港
096-311-4100
島原港
0957-65-0701

1,500 750 →0 ５／５
①大人同伴　②１便当たり小学
生最大30名まで

乗船記念として小学生に
ペーパークラフトを配布し
ます

https://www.kuma
motoferry.co.jp/

唐津汽船㈱ 神集島～湊 佐賀県
唐津市神集島2318番地地先　湊行渡船場
唐津市湊町142ｰ3番地地先　神集島行渡船場

0955-79-1365 230 120 →0 ５／５
①保護者又は大人同伴　②保
護者又は大人が管理できる範
囲内

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

瀬戸内シーライン㈱ 広島県 082-254-1701 ５／５
①保護者同伴、大人同伴
②同伴者が管理できる範囲内

http://setonaikaiki
sen.co.jp/sealine/

運賃割引はありません

㈱瀬戸内クルージング 広島県 0848-36-6113 ５／５ ①保護者同伴　②２名
http://www.s-
cruise.jp
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無料等

都道府県 種　別 大人

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

乗り場

遊覧鹿島断崖コース

遊覧東海岸コース

コスモライン㈱ 鹿児島～種子島（西之表） 鹿児島県
鹿児島：鹿児島市本港新町6番地
　　　　　　　　　　　　　南埠頭旅客ターミナル内
西之表：西之表市西町49-1　旅客ターミナル内

鹿児島
099-226-6628

西之表
0997-22-1011

4,370 2,190 →0 ５／５

①保護者又は大人同伴
②保護者の同伴者１人につき１
名まで。１便当たり小学生最大
１０名まで。
③食事代は別途かかります

http://www.cosmol
ine.jp

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食事の用意
はありません。１回の運航につ
き定員２８名になり次第終了

薩摩川内市 鹿児島県 薩摩川内市 上甑町中甑　中甑漁港 09969-2-1150
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http://www.cosmoline.jp/
http://www.cosmoline.jp/

