
伊勢湾フェリー
オリジナル

詳しくは裏面をご覧下さい
2022年3月26日（土）～4月17日（日）有効期間

ペーパークラフト
プレゼント！

Prese
nt

車両１台につき、
伊勢湾フェリーオリジナル
ペーパークラフト１枚
プレゼント。

復路運賃50％OFF
6ｍ未満までの乗用車・同乗者（車両定員）
2022年3月26日（土）～4月17日（日）

対　象

有効期間

フェリー

●とば旅おとクーポン引換券+
( 車両1台につき2,000円 )

詳しくは裏面をご覧下さい

渥美半島伊良湖からフェリーに乗って
鳥羽の観光を楽しもう!!

フェリー

復路運賃
50％OFF

観光券
とば旅おとクーポン
2,000円付+

詳しくはこちら

鳥羽
春たびキャンペーン

　2022
2022年3月26日（土）～4月17日（日）

伊良湖発 マイカー往復乗船限定伊良湖発 マイカー往復乗船限定

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

2022 年 3月
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伊良湖発限定

自動車航送運賃 ( 運転者 1 名含む ) 

車両長 通常往復割引運賃 キャンペーン運賃

3m 未満 8,640 円 7,200円
（1,440円もお得！！）

3m 以上
4m 未満 10,440 円 8,700円

（1,740円もお得！！）

4m 以上
5m 未満 12,420 円 10,350円

（2,070円もお得！！）

5m 以上
6m 未満 14,220 円 11,850円

（2,370円もお得！！）

車両同乗者運賃　

種別 通常往復割引運賃 キャンペーン運賃

大人
( 中学生以上 ) 2,880 円 2,400円

（480円もお得！！）

小人
( 小学生 ) 1,440 円 1,200円

（240円もお得！！）

時刻表・運賃表

主催：伊勢湾フェリー株式会社（鳥羽市海の公共交通を利用した観光誘客事業）
　　　  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　一般社団法人鳥羽市観光協会　鳥羽観光施設連合会

伊勢湾フェリー イ ベ ン 情ト 報

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

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。

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 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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※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

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。
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ペーパークラフト交換方法
●乗船券ご購入の際に本券を伊良湖のりば窓口でご
提出のうえ、お引換ください。
●車両１台につき、伊勢湾フェリーオリジナルペー
パークラフト１枚プレゼント。
●船の種類は選べませんので　　　　　　　　　
予めご了承ください。

Original Papercraft Present

伊勢湾フェリー
オリジナル

キ リ ト リキ リ ト リ キ リ ト リキ リ ト リ

鳥羽湾の美しい景色が楽しめ
る憩いの場所。桜の花と青い
海のコントラストがとても美し
い。♡TOBA のオブジェと
一緒に写真を撮ろう。

◎鳥羽のりばから徒歩約10分

園内には、大きなガリバーをモチーフとした
複合遊具や小さな子ども向け遊具などがあ
ります。春は桜が美しく、お花見スポットと
しても人気です。また、園内には芝生広場、
散策路、小動物園がありますので、一日ゆっ
たり時間を過ごすことができます。

◎鳥羽のりばから車で約5分

鳥羽春たびキャンペーン2022
伊良湖発マイカー往復乗船限定

鳥羽水族館

鳥羽湾めぐりとイルカ島

鳥羽市立 海の博物館

ミキモト真珠島 とば旅おとクーポン

鳥羽の桜情報

伊勢志摩スカイライン

鳥羽城跡　城山公園 市民の森公園

海島遊民くらぶ

滝頭公園の桜

サンテパルクたはら 渥美半島 いちご狩り（5月上旬頃まで）

蔵王山展望台

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。
☎0599-25-3145　◎鳥羽のりばから徒歩約５分

漁師や海女、そして海辺で暮らす人々の知恵が詰まった民俗資
料を所蔵する博物館。施設は日本建築学会賞や公共建築百選に
選ばれています。
☎0599-32-6006　◎鳥羽のりばから車で約20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

ガイドと行く、鳥羽の自然や文化に親しむエコツアー体験。シー
カヤックや磯遊び、ナイトウォークなど季節に沿ったツアーが
目白押し！
☎0599-28-0001　◎鳥羽のりばから徒歩約15分

公園に向かう道路の両側からはじまり、公園一帯でおよそ3000
本もの桜が咲き誇り、4月3日は「滝頭桜まつり」が開催されます。
桜の見頃：3月下旬～4月上旬　◎伊良湖のりばから車で約45分

農業をテーマにした体験型テーマパーク。4月初旬まではチュー
リップフェアが開催されており、100種6万本のチューリップを
見ることができます。
☎0531-25-1234（木曜休館）　◎伊良湖のりばから車で約30分

渥美半島の暖かい陽射しを浴びたイチゴはびっくりするぐらい
大粒で、甘味がいっぱい。家族やグループでお楽しみください。
※園ごとに時間・料金等が異なります。予約が必要な施設もあります。
◎伊良湖のりばから車で約５分～30分（渥美半島各地）

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、素晴らしい夜景を楽しむことができます。
☎0531-22-0426　◎伊良湖のりばから車で約50分

鳥羽春たびキャンペーンを利用して貰える紙クーポン券。鳥羽
市内 146 施設（キャンペーン開始時点）で使え、観光施設や
お土産、飲食店、真珠販売店や宿泊施設等でご利用いただけま
す。クーポン利用可能施設は鳥羽市観光協会サイト（下記の
QRコード）よりご確認ください。

伊勢湾フェリー鳥羽ターミナルの売
店やレストランでもご利用いただけ
ます。（乗船券、船内売店ではご利用
いただけません）

有効期限：乗船日を含めて２日間 お問い合わせ：鳥羽市観光協会　☎ 0599-25-3019
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渥美半島観光情報

施設一覧

鳥羽市観光協会サイト

復路運賃50％OFF キャンペーンに関する注意事項
・�本券を伊良湖のりば窓口でご提出のうえ、往復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。

・ �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。
・本キャンペーンは、鳥羽港からはご利用いただけません。
・他の割引と重複してのご利用はできません。
・�とば旅おとクーポンは、往復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。
・荒天等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（復路運賃50%後の額）により払い戻しを行います。
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Prese
nt

車両１台につき、
伊勢湾フェリーオリジナル
ペーパークラフト１枚
プレゼント。

復路運賃50％OFF
6ｍ未満までの乗用車・同乗者（車両定員）
2022年3月26日（土）～4月17日（日）

対　象

有効期間

フェリー

●とば旅おとクーポン引換券+
( 車両1台につき2,000円 )

詳しくは裏面をご覧下さい

渥美半島伊良湖からフェリーに乗って
鳥羽の観光を楽しもう!!

フェリー

復路運賃
50％OFF

観光券
とば旅おとクーポン
2,000円付+

詳しくはこちら

鳥羽
春たびキャンペーン

　2022
2022年3月26日（土）～4月17日（日）

伊良湖発 マイカー往復乗船限定伊良湖発 マイカー往復乗船限定

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

2022 年 3月
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鳥羽春たびキャンペーン運賃

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

伊良湖発限定

自動車航送運賃 ( 運転者 1 名含む ) 

車両長 通常往復割引運賃 キャンペーン運賃

3m 未満 8,640 円 7,200円
（1,440円もお得！！）

3m 以上
4m 未満 10,440 円 8,700円

（1,740円もお得！！）

4m 以上
5m 未満 12,420 円 10,350円

（2,070円もお得！！）

5m 以上
6m 未満 14,220 円 11,850円

（2,370円もお得！！）

車両同乗者運賃　

種別 通常往復割引運賃 キャンペーン運賃

大人
( 中学生以上 ) 2,880 円 2,400円

（480円もお得！！）

小人
( 小学生 ) 1,440 円 1,200円

（240円もお得！！）

時刻表・運賃表

主催：伊勢湾フェリー株式会社（鳥羽市海の公共交通を利用した観光誘客事業）
　　　  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　一般社団法人鳥羽市観光協会　鳥羽観光施設連合会

伊勢湾フェリー イ ベ ン 情ト 報

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

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。

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 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

326
土

326
土

327
日

※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

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。


