
Wチャンス！

フェリー車両
優待券

10名様

フェリー車両
優待券

10名様

フェリー旅客
優待券（ペア往復）

10名様

フェリー旅客
優待券（ペア往復）

10名様

渥美半島農産物
詰め合わせ

10名様

渥美半島農産物
詰め合わせ

10名様

乗船券購入時にお渡しするアンケートに
記入いただき船内の応募箱にご投函くだ
さい。抽選で豪華商品が当たります。

当選の発表は、商品の発送をもってかえさせていただきます。

運賃50％OFF
6ｍ未満までの乗用車・同乗者（車両定員）
2022年２月１日～２月28日まで

対　象

有効期間

フェリー

●渥美半島たび得クーポン引換券+
( 車両1台につき2,000円 )

　 渥美半島
観光キャンペーン

　2022
2022年２月１日(火)～2月28日(月)

鳥羽からフェリーに乗って
早春の渥美半島の観光を楽しもう!!

鳥羽発マイカー限定

フェリー運賃
50％OFF

渥美半島たび
得クーポン

観光券

2,000円付+

詳しくはこちら

早春の

期間
愛知県

三重県 55分
鳥羽～伊良湖間を
約55分で結びます
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道の駅
田原めっくんはうす

道の駅
あかばねロコステーション【注意事項】

・��本券を鳥羽のりば窓口でご提出のうえ、乗船券をお買い求めくだ
さい。

・ �6ｍ未満の乗用車および車両定員内の同乗者運賃が対象となります。

・他の割引と重複してのご利用はできません。

・�渥美半島たび得クーポンは、乗船券購入時に車両１台につき
2,000円分（1,000円×2枚）をお渡しいたします。

・�旅行会社等が発行するクーポン等の取り扱いは適用除外とさせて
いただきます。

渥美半島�菜の花まつり2022

渥美半島�いちご狩り2022

サンテパルクたはら

たはら巡り～な

蔵王山展望台

温暖な渥美半島では、ハウスの中で太陽の光をいっぱいに浴び
たいちごがスクスク育ち、びっくりするくらい大粒、ジューシー
で甘味がいっぱいです。いちご狩りが楽しめる農園は、今年は
12か所ありますので、自分好みの農園を見つけよう。
渥美半島観光ビューロー　☎0531-23-3516

農業をテーマにした体験型テーマパーク。アイスクリームやフ
ラワーアレンジメント、パン作りなどの体験教室、季節の野菜
収穫体験が楽しめます。
☎0531-25-1234（木曜休館）　◎伊良湖のりばから車で約30分

渥美半島田原市ならではの「花・農
業・漁業」「ウェルネス」「手づくり」
「満喫」のテーマに 40の体験プロ
グラムが勢ぞろい！
豊かな自然に囲まれたこの街の魅力
や暮らしに触れて、癒しのひととき
をすごしませんか。

開催期間：2022年3月31日（木）まで
たはら巡り～な実行委員会事務局
（田原市商工観光課）
☎0531-23-3522

標高 250mの蔵王山にある展望台。展望台からは 360度の大
パノラマが満喫でき、素晴らしい夜景も楽しむことができます。
☎0531-22-0426　◎伊良湖のりばから車で約40分

早春の渥美半島観光キャンペーン2022
鳥羽発マイカー限定

渥美半島産直市場では地元で収穫され
た新鮮で美味しいお買い得な野菜や果
物が毎日たっぷり並び、地元のお土産
や名物グルメ、観光案内も充実。
☎0531-23-2525

日本一のお花の生産地、渥美半島！
地元のお花を高品質・新鮮・地元価格
で販売。特産品「釜揚げしらす」も
大人気。
☎0531-45-5088

渥美半島周辺では約1,100万本の菜の花をご鑑賞いただけます。会場周辺の各店舗では菜の花料理や
菜の花スイーツ、どんぶり街道のグルメ、いちご狩りなど渥美半島を１日中楽しむことができます。
中でもメイン会場の伊良湖菜の花ガーデンの菜の花畑は圧巻です。
開催期間：2022年 1月 15日（土）～3月 31日（木）
菜の花まつりの詳しい内容や開花情報は渥美半島観光ビューローのHPでご確認ください。
渥美半島観光ビューロー　☎0531-23-3516　◎伊良湖のりばから車で約10分



渥美半島�たび得クーポン

渥美半島
どんぶり街道スタンプラリー

伊良湖温泉2022.4 デビュー

早春の渥美半島観光キャンペーンを利用して貰える紙クーポン券。田原市内
84 箇所の施設（キャンペーン開始時点）で使え、飲食店や道の駅、観光・宿
泊施設、伊良湖菜の花ガーデン等でご利用いただけます。利用可能施設は渥
美半島観光ビューローのサイトまたは下記の QR コードよりご確認ください。

有効期限：乗船日を含めて２日間
お問い合わせ：渥美半島観光ビューロー　☎0531-23-3516

渥美半島の食材を使い、料理人が各店自慢
の素材と工夫を凝らしたアイデアどんぶり
が食べられます。
集めたスタンプ数に応じて、「メロン狩りペ
ア優待券」や「田原市内ホテル宿泊ペア券」
など豪華賞品をプレゼント。
どんどん食べてどんどんスタンプを集めよ
う！
開催期間：2021年１月１日～2022年12日31日
お問い合わせ
　渥美半島観光ビューロー　☎0531-23-3516

2022年 4月、愛知県田原市に「伊良湖温泉」
が誕生！順次、田原市内のホテルや旅館な
どで活用される予定です。伊良湖温泉のテー
マは「Magic�Hour�View（マジックアワー
ビュー）」。
夕日が沈み、美しい星空に移ろう光景を眺
めながら温泉を楽しむことで、肌も心も美
しくなれる温泉です。
ぜひご期待ください。

お問い合わせ
　田原市商工観光課　☎0531-23-3522

鳥羽水族館

鳥羽湾めぐりとイルカ島

ミキモト真珠島

伊勢志摩スカイライン

日本一の飼育種類数を誇り、その数は約1,200種類。人気のジュ
ゴンや珍しいスナドリネコに会えるのも国内でこの水族館だけ
です。
☎0599-25-2555　◎鳥羽のりばから徒歩約３分

１周約 50分の鳥羽湾クルージングで風光明媚な景色を眺めよ
う。途中で寄港するイルカ島では、イルカやアシカのショーが
見学できます。（休業日　2022年 1月 17日～ 2月 4日）
☎0599-25-3145　◎鳥羽のりばから徒歩約５分

御木本幸吉が世界で初めて真珠養殖に成功した島。島内では、
御木本幸吉記念館や真珠博物館などが楽しめるほか、海女の潜
水実演も見所の１つ。
☎0599-25-2028　◎鳥羽のりばから徒歩約５分

広大な伊勢平野や太平洋の絶景が見渡せるドライブウェイ。途
中下車して四季の草花を観賞するもよし、頂上の展望足湯を楽
しむのもよし。
☎0599-25-2852（鳥羽料金所）　◎鳥羽のりばから鳥羽料金所まで車で約５分

鳥羽観光情報



時刻表・運賃表 渥美半島観光キャンペーン運賃鳥羽発限定

自動車航送運賃 ( 運転者 1 名含む ) 

車両長 通常運賃 キャンペーン運賃

3m 未満
片道 4,800円 2,400円（2,400円もお得！！）

往復 8,640円 4,800円（3,840円もお得！！）

3m 以上
4m 未満

片道 5,800円 2,900円（2,900円もお得！！）

往復 10,440円 5,800円（4,640円もお得！！）

4m 以上
5m 未満

片道 6,900円 3,450円（3,450円もお得！！）

往復 12,420 円 6,900円（5,520円もお得！！）

5m 以上
6m 未満

片道 7,900 円 3,950円（3,950円もお得！！）

往復 14,220円 7,900円（6,320円もお得！！）

車両同乗者運賃　

種別 通常運賃 キャンペーン運賃

大人
( 中学生以上 )

片道 1,600円 800円（800円もお得！！）

往復 2,880円 1,600円（1,280円もお得！！）

小人
( 小学生 )

片道 800円 400円（400円もお得！！）

往復 1,440円 800円（640円もお得！！）

主催：�伊勢湾フェリー株式会社（海上交通を利用した田原市内観光事業者連携事業）�
鳥羽のりばTEL：0599-25-2880　　伊良湖のりばTEL：0531-35-6217

後援：鳥羽伊良湖航路活性化協議会　渥美半島観光ビューロー　鳥羽観光施設連合会

※新型コロナウイルスの感染状況により、本キャンペーン内容の変更、中止となる場合がございますので予めご了承願います

伊勢湾フェリー イ ベ ン 情ト 報

鳥羽伊良湖
アゲアゲ超感謝祭2022

出張 !貝のアクセサリーづくり
　in伊勢湾フェリー

出張 !工作教室
　in伊勢湾フェリー

おえかき水族館
　in伊勢湾フェリー

名物「牡蠣と大あさりの食べ比べ」をはじめ、一日中楽しめる
イベントを開催 !是非ご来場ください。

田原市の人気施設『シェルマよしご』が伊勢湾フェリーに出張
し船内で貝のアクセサリーづくり体験イベントを開催 !

伊勢湾フェリー船内で白い陶器のイルカにおえかきをして
自分だけの作品を完成させよう !

開催日 2022 年 3 月 20 日（日）
時　間 10:00 ～ 15:00
場　所  伊良湖港緑地
入場料  無料

開催日 2022 年 3 月 26 日（土）
時　間  伊良湖発 10:50

　　　  鳥羽発    13:40
参加費  無料 ( フェリー乗船代金は別途必要 )

参加人員  各便先着 30 名
対　象  小学生以下

           ( 小学 3 年生以下は保護者同伴 )

開催日 2022 年 3 月 26 日（土）
時　間  伊良湖発  9:30

　　　  鳥羽発   13:40
参加費  無料 ( フェリー乗船代金は別途必要 )

参加人員  各便先着 50 名
対　象  どなたでも

開催日 2022 年 3 月 27 日（日）
時　間  伊良湖発  9:30・10:50

　　　  鳥羽発     9:30・10:50
参加費  無料(フェリー乗船代金は別途必要)

参加人員  各便先着 30 名
対　象  小学生以下
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Ａダイヤ
鳥羽発 伊良湖発
8:10 8:10
9:30 9:30

10:50 10:50
13:40 13:40
15:10 15:10
16:30 16:30
17:40 17:40

Ｂダイヤ
鳥羽発 伊良湖発
8:10 8:10
9:30 9:30

10:50 10:50
12:10 12:10
13:40 13:40
15:10 15:10
16:30 16:30
17:40 17:40

新型コロナウイルス感染症対策のお願い
◦ 体調のすぐれない方は、ご利用をお控えください。
◦ マスクの着用、咳エチケットにご協力ください。
◦ 手指消毒など感染症予防対策にご協力ください。
◦ ソーシャルディスタンスにご協力ください。
◦ その他感染症予防対策については、各施設のホームページでご確認ください。

◦運航ダイヤは予告なく変更する場合がございます。
◦乗船前にホームページで最新情報をご確認ください。

伊勢湾フェリーの船内で、サンテパルクたはらの工作教室
「くるくるチューリップ」が楽しめます。
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特別室（有料） 船内売店コーナー


