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軽自動車、普通自動車・普通貨物車（６ｍ未満）、二輪車、旅客対 象

運賃など詳しくは裏面をご覧ください

伊勢
湾フェ

リーに乗って

伊良湖、
鳥羽の観光を楽しも

う!!

愛知県

三重県 55分
鳥羽～伊良湖間を
約55分で結びます

クト秋 キャンペーン
伊勢湾フェリー

2022年10月1日（土）～11月30日（水）期間
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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

伊良湖温泉　～Magic�Hour�View　海と、夕陽と、星空と。～

観光体験博覧会　「たはら巡り～な」

田原市博物館��海から広がる渥美半島展 蔵王山展望台

キ
リ

ト
リ

◦  割引券を切取り、のりば窓口にご提出のうえ
乗船券をお買い求めください。

◦ 乗船券購入後の割引はいたしませんので、
必ず購入時に割引券をご提出ください。

◦ 軽自動車、普通車・普通貨物車（６ｍ未満）、
二輪車および旅客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。
◦ 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。
◦ 荒天時の事由により欠航し、復路便にご乗

船いただけない場合は、復路乗船券の券面
金額により払い戻しをおこないます。

フェリー乗船券
20％割引券の
使用について

伊良湖温泉は、渥美半島の最南端、愛知県田原
市で 2020 年に湧出した温泉です。三方を海
に囲まれた渥美半島は、海水浴や釣り、サーフィ
ンなどのマリンレジャーが楽しめます。
また、海岸線は、海に沈む美しい夕陽や、夜空
に輝く星空など、絶好のビューポイント。
昼はレジャーを楽しみ、夜は温泉で心と体をリ
フレッシュ。肌も心も美しくなれる温泉です。

一般社団法人渥美半島観光ビューロー　☎ 0531-23-3516

三方を海に囲まれた渥美半島に生きてきた人々は、海の恵みをもとに生活
を営むとともに、交流や交易の多くは海を玄関口として行ってきました。
長い歴史から現代までに至る、海との関わりの歴史をご覧いただけます。

☎0531-22-1720（月曜休館） ◎伊良湖のりばから車で約35分

渥美半島田原市は日本トップクラスの農業産出額を誇る農業や、豊かな自然・食などたくさんの魅
力が溢れています。
そんな田原市ならではの体験プログラムを一堂に集めて開催します。農業体験やサーフィン体験、
トレッキングなど、子どもから大人まで楽しめる多彩なプログラムを通して田原市の魅力を満喫し
てください。

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

開催期間：2023年3月31日（金）まで

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

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

※詳しくは「たはら巡り～な」で検索！！
※デジタルスタンプラリー同時開催中！！

伊勢湾フェリー秋トクキャンペーン2022

開催期間：2022年10月8日（土）～11月27日（日）
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オクトバ！鳥羽の月キャンペーン

伊勢志摩ジャンボ 鳥羽市立海の博物館�―海の中は妖怪ワールド―

鳥羽湾めぐりとイルカ島

鳥羽水族館

ミキモト真珠島

伊勢志摩スカイライン

10月は鳥羽の月！
合言葉は『October（オクトーバー）』と『ディープな鳥羽（奥鳥羽）』
をかけた『オクトバ！』です。
オクトバキャンペーン期間中は毎週のようにイベントが開催され、「５
週連続花火」や遊べる体験メニュー、鳥羽クラフト展、土日・祝日に開
催される棺桶型お化け屋敷等さまざまなイベントが予定されています。
また、10月８日は『鳥羽の日』スペシャルDay！鳥羽市内外のお店や
施設がそれぞれ「108」にちなんだお得な商品やサービスを提供します。
10月 29日（土）はフィナーレ感謝祭が開催され、ラストの花火には
伊勢湾フェリーも特別便を運航します。

伊勢志摩地域最大！総額１億円の
キャンペーン！！
期間中、伊勢市・鳥羽市・志摩市・
南伊勢町の対象宿泊施設へ泊った
お客様にスクラッチカードを配布！
スクラッチカードを削ると最高２万
円の買い物クーポンが当たります。
ハズレてもアンケートに答えると豪
華商品が当たる「Ｗチャンス」も！

妖怪や神さま、精霊、伝説上の生物な
どをまとめて“妖しもの”と総称し、
それらを描いた絵図や民芸品、祭具、
アーティストの作品などを展示すると
とともに、志摩半島周辺と、全国各地
の伝承、妖しものがもたらす災厄から
逃れるために編み出されたまじないな
ど、人と海との共生の歴史、海にまつ
わる信仰について紹介します。

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。

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。

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。

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。

☎0599-32-6006　◎鳥羽のりばから車で約20分伊勢志摩ジャンボ！！キャンペーン事務局 ☎0596-44-0800

開催期間：２０２２年１０月１日（土）～１０月３１日（月）

開催期間：2022年10月31日（月）まで 開催期間：2022年11月23日（水・祝）まで

☎0599-25-3145　◎鳥羽のりばから徒歩約５分

☎0599-25-2555　◎鳥羽のりばから徒歩約３分

☎0599-25-2028　◎鳥羽のりばから徒歩約５分

☎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



時刻表・運賃表
秋トクキャンペーン運賃表
乗用車航送運賃（運転者１名含む）

種別 通常運賃 キャンペーン運賃

軽自動車
片道 6,400円 5,120円 （1,280円もお得！！）

往復 12,160円 10,240円 （1,920円もお得！！）

普通自動車
片道 7,600円 6,080円 （1,520円もお得！！）

往復 14,440円 12,160円 （2,280円もお得！！）

普通貨物車
 （5ｍ以上6ｍ未満）

片道 8,700円 6,960円 （1,740円もお得！！）

往復 16,530円 13,920円 （2,610円もお得！！）

旅客運賃
種別 通常運賃 キャンペーン運賃

大人
（中学生以上）

片道 1,800円 1,440円 （360円もお得！！）

往復 3,420円 2,880円 （540円もお得！！）

小人
（小学生）

片道 900円 720円 （180円もお得！！）

往復 1,710円 1,440円 （270円もお得！！）

特殊手荷物運賃　※別途旅客運賃が必要です
種別 通常運賃 キャンペーン運賃

自転車
片道 1,300円 1,040円 （260円もお得！！）

往復 2,470円 2,080円 （390円もお得！！）

125cc
以下

片道 1,800円 1,440円 （360円もお得！！）

往復 3,420円 2,880円 （540円もお得！！）

400cc
未満

片道 2,400円 1,920円 （480円もお得！！）

往復 4,560円 3,840円 （720円もお得！！）

400cc
以上

片道 3,000円 2,400円 （600円もお得！！）

往復 5,700円 4,800円 （900円もお得！！）

400cc以上の
側車付・３輪
トライク割増

片道 3,500円 2,800円 （700円もお得！！）

往復 6,650円 5,600円 （1,050円もお得！！）

主催：�伊勢湾フェリー株式会社�
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　一般社団法人渥美半島観光ビューロー　一般社団法人鳥羽市観光協会　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

鳥羽伊良湖友情クイズ 初日の出クルーズ2023
『鳥羽♡伊良湖謎解きクイズ』開催！！
マスコットキャラクターのトビーとア
ミーが鳥羽と伊良湖の街になぞを仕
掛けたよ。
伊勢湾フェリーに乗って謎解きクイズ
にチャレンジしよう！！

2023 年元旦限定で洋上初日の出ク
ルーズ便を運航いたします。太平洋水
平線上から昇る初日の出。夜明けの
空を少しずつ染めてゆく初日の出を船
上からご堪能ください。

応募期間
2022年10月31日（月）まで

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。

開  催  日 �2023 年１月１日（祝・日）
出港時間 �鳥羽港発�����6：30��伊良湖港着 7：40
　　　　�伊良湖港発��6：30��鳥羽港着����7：40
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Aダイヤ Ｂダイヤ Ｃダイヤ

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

Ｃダイヤ
鳥羽発 伊良湖発

8:10 8:10
9:30 9:30

10:40 10:40
11:50 11:50
13:00 13:00
14:10 14:10
15:20 15:20
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

貸出場所 �伊勢湾フェリー伊良湖のりば
貸出時間 �9：00～ 17：00
取扱い車種 �軽自動車２台

受付場所 �伊勢湾フェリー伊良湖のりば
貸出時間 �9：00～ 17：00
設置台数 �電動アシスト自転車６台・電動なし自転車１台

レンタカー
伊良湖のりばでは、アツミレンタカー
の取次店としてレンタカーを取り扱っ
ております。
お得な料金設定となっておりますの
で、渥美半島の観光にぜひご利用ください。

レンタサイクル
伊良湖のりばでは、レンタサイクルを
取り扱っております。
伊良湖観光の移動手段としてぜひご利
用ください。
渥美半島の風を感じながら素晴らしい景色をのんびり、快適に
楽しんでね♪


