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鹿児島中央駅

武岡トンネル

甲南高校

天保山
中学校

鹿児島本港北埠頭
（フェリーあまみ・フェリーきかい）（フェリーあまみ・フェリーきかい）

西郷隆盛銅像

城山観光
ホテル
城山観光
ホテル

ドルフィン
ポート NHK

かごしま
水族館
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かごしま
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高見橋
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GS
大久保利通銅像大久保利通銅像

柿本寺交差点

旧鹿児島市立病院旧鹿児島市立病院

城南小学校
オート
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公社ビル
中央警察署 山形屋
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武之橋武之橋

旧交通局

照国神社
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本港南埠頭
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至谷山

至国分

鹿児島駅鹿児島駅

城山トンネル

国道3
号

鹿児島新港鹿児島新港

奄美・沖縄旅客ターミナル
（ターミナル）
奄美・沖縄旅客ターミナル
（ターミナル）

マルエーフェリー
鹿児島営業部

国道2
25号

国道225号

県道216号
県道214号 県道204号

桜島桟橋桜島桟橋

市立
美術館

黎明館
鹿児島
市役所

北埠頭
旅客ターミナル

帝国倉庫●

大津倉庫●
日通倉庫●

鹿児島共同倉庫●

高千穂倉庫●

4号上屋

ターミナル
一般

有料駐車場

マルエーフェリー
鹿児島営業部

沖縄行貨物受付所

奄美行貨物受付所
無人航送車輌受付所

奄美・沖縄
旅客ターミナル

フェリーあけぼの 8,083トン フェリー波之上 8,072トン

奄美海運所属

フェリーあまみ 2,942トン フェリーきかい 2,551トン

RORO型貨物船 琉球エキスプレス３ 10,034トン

RORO型貨物船 琉球エキスプレス５ 10,034トン

RORO型貨物船 琉球エキスプレス２ 10,758トン

奄美海運所属

RORO型貨物船 琉球エキスプレス６ 10,329トン

神戸・大阪

名　瀬（奄美大島）

北九州

※ターミナル前は航送車両専用のスペースになりますので、一般
送迎のお客様はご利用できません。
※送迎については県営駐車場（111台、普通自動車及び軽自動
車用のみ）をご利用ください。1時間以内無料、以降有料200
円〜。多客期は満車になることがありますので、できるだけ他の
交通機関をご利用ください。

▲鹿児島新港／奄美・沖縄旅客ターミナル
　（フェリーあけぼの・フェリー波之上）

▲

那
覇
港
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上

（

）

阪神━志布志━（名瀬）━那覇東京━（名古屋）―志布志━那覇
東京航路

（週３便運航：　火・木・土曜日）

鹿児島━名瀬━亀徳━和泊━与論━本部━沖縄
船舶電話番号 090-3023-8261

鹿児島━（宮之浦）━名瀬━亀徳━和泊━与論━本部━沖縄
船舶電話番号 090-3022-3005 船舶電話番号 080-2717-7731 船舶電話番号 080-2717-6737

鹿児島━喜界━名瀬━古仁屋━平土野━知名鹿児島━喜界━名瀬━古仁屋━平土野

【下り便】　鹿児島発 from KAGOSHIMA（鹿児島新港）
5 月 3 7 11 15 19 23 27 30
6 月 2 5 9 13 17 21 25 29
7 月 3 7 11 15 19 23 27 31
8 月 4 8 12 16 20 24 28
9 月 〜ドック〜 10 14 18 22 25 28

【時刻表】
鹿児島 名　瀬 亀　徳 和　泊 与　論 本　部 那　覇

出18：00 （ 翌日 ）入05：00
2日目   出05：50

入09：10
出09：40

入11：30
出12：00

入13：40
出14：10

入16：40
出17：10 入19：00→ → → → → → 【時刻表】　平土野行き

鹿児島 喜　界 名　瀬 古仁屋 平土野

出17：30 （  翌日 ）入04：30
2日目   出05：00

入07：00
出07：30

入09：40
出10：00 入12：20

【時刻表】　鹿児島行き

平土野 古仁屋 名　瀬 喜　界 鹿児島

出12：50 入15：10
出15：30

入17：50
出18：20

入20：30
出21：00

（翌日2日目）
入08：30

片道運賃
鹿児島駅水族館口金生町天文館鹿児島

中央駅
注）入港時刻により鹿児島新港発の時間が変わる場合がございます。

※通常、１便のみ運行致します。多客期においては増便致しますので「鹿児島交通」へお問い合わせください。（☎：099-247-2334）
※満員の場合は、乗車できない場合がございます。

鹿児島新港
〈8：30頃発〉

始発 鹿児島新港
〈１6：50着〉

終点ポートライナーバス
160円
小人80円

 鹿児島中央駅 
〈16：30発〉

天文館
〈16：35発〉

奄美・沖縄旅客ターミナル3番のりば（ドコモショップ前）

鹿児島駅水族館口金生町

東5番のりば（アミュプラザ前）

【下り便】　鹿児島発 from KAGOSHIMA（鹿児島新港）
5 月 1 5 9 13 17 21 25 〜ドック〜
6 月 〜ドック〜 7 11 15 19 23 27
7 月 1 5 9 13 17 21 25 29
8 月 2 6 10 14 18 22 26 30
9 月 2 5 8 12 16 20 23 26 29

【上り便】　沖縄発 from OKINAWA（那覇港）
5 月 3 7 11 15 19 23 27 〜ドック〜
6 月 〜ドック〜 9 13 17 21 25 29
7 月 3 7 11 15 19 23 27 31
8 月 4 8 12 16 20 24 28
9 月 1 4 7 10 14 18 22 25 28

●この時刻表は政府認可申請中です。発着日時及び使用船舶は変更になる場合があります。

予約受付・運航情報など詳しい
ことは弊社HPをご覧ください。
http://www.aline-ferry.com/

乗船日の1ヶ月前より各予約センターで受付致します。各航路、年末年始・GW・夏休みの期間は混雑が
予想されます。ご予約がない場合は、乗船できないこともございますので、あらかじめご了承下さい。要予約

・特等・１等の２名部屋は、相部屋不可となっております。
２名部屋を１名で利用の場合は、貸切料金が別途かかります。

・「フェリーあけぼの」の1等4名部屋は相部屋可能です。
・「フェリー波之上」の1等（2～5名部屋）は相部屋不可です。

船室非利用客数×１旅客当たりの運賃及
び料金の合算額×0.75

船室貸
切料金

フェリーあけぼの フェリー波之上

特等（定員２名）

１等（定員４名）

特等（定員２名）

１等（定員２〜５名）

２等洋室　寝台Ｂ（定員8名）

２等和室

２等和室

シャワールーム

２等寝台Ａ（定員１名×６）

２等寝台Ａ（一人部屋）（定員１名）

●小児（小学校に就学している小児）：大人の運賃及び料金
の半額※端数は10円単位へ四捨五入
●幼児（小学校に就学していない小児）：大人が同伴する場
合は大人１人につき１人に限り無料、１人をこえる場合は１
人につき大人の運賃及び料金の半額。また、幼児が寝台
を１人で使用する場合は大人の運賃及び料金の半額。
●１才以上未就学の幼児が大人に同伴されずに又は団体
として乗船する場合は１人につき大人の運賃及び料金の
半額。
●１才未満の乳児は無料。
●無料の乳幼児には席はございません。添い寝になります。
席を希望される場合には小人料金が必要になります。

■子供料金

鹿児島航路の各船には２等に女性専用室があります。満席
になった場合は、一般席となります。

■女性専用室（フリージアルーム）

２等洋室をご利用の際は寝台料金Ｂが別途、必要になりま
す。（寝台料金Ｂは別紙「料金表」を参照）
席に限りがありますので、ご予約の上、乗船窓口で寝台料金
Ｂをお支払い下さい。（現地現金払い）

■二等洋室（寝台Ｂ）

■各種割引運賃（割引後の運賃・料金は10円未満は切り上げです。）
※屋久島（宮之浦）行きの場合、各種割引は有りません
（「身体障がい者割引」は除く）。

一般往復割引：（14日間有効）：往復旅客運賃及び往復自動

乗船券・航送券・引換券等を紛失の際は、再購入が必要
になりますのでご注意下さい。

■券の紛失について

■取消手数料
乗船券・航送券・引換券を取消される場合は、下記のよ
うな取消料を申し受けます。（発券店舗に限る。）

（但し取消手数料が200円に満たない場合は200円を控除する。）

＊ケージ1つあたりの料金
＊各離島から屋久島行きは1,540円となります

期 間 取 消 料
船便の指定のない引換券 通用期間内 1件につき200円

船便の指定された
引換券及び乗船券

乗船日の７日前まで １件につき200円
乗船日の６日前から２日前まで 券面記載金額の10％の額
乗船日の前日から出港前まで 券面記載金額の30％の額

出港後 券面記載金額の100％の額

●利用可能なカード→ＪＣＢ・アメリカンエキスプレス・VISA・
MasterCard・DC・UFJ・NICOS・MUFG・UC。
●利用可能な窓口
　鹿児島新港　鹿児島本港北埠頭
　名瀬港　　　亀徳港
　和泊港　　　与論港
　本部港　　　那覇港
　※�各船舶内でのカードのご利用はできません。
　　お支払は現金のみになります。
　※�手荷物及び特殊手荷物（バイク・自転車）のカード利用は
できません。（現地現金払い）

　※�出港30分前迄に手続きをお済ませ下さい。

■クレジットカードのご利用について

●植物の移動規制について…害虫のまん延を防ぐ為、奄美
群島、沖縄群島からサツマイモ、あさがおなど持ち出しが規制
されておりますのでご注意下さい。

◎お知らせ

北九州－那覇

北九州航路
（週３便運航：　火・木・土曜日）

火曜日の出港船：　琉球エキスプレス６
木曜日の出港船：　よね丸（７４９船）
土曜日の出港船：　琉球エキスプレス２

木曜日の出港船は弊社と業務提携をしてい
る南西海運㈱の「よね丸」が北九州（日明港）
から出港いたします。

＊各航路の運航日・貨物輸送・車両輸送に関しては当社HPをご覧ください。

【時刻表】　知名行き

鹿児島 喜　界 名　瀬 古仁屋 平土野 知　名

出17：30 （ 翌日 ）入04：30
2日目   出05：00

入07：00
出07：30

入09：40
出10：00

入12：20
出12：40 入14：50

【時刻表】
那　覇 本　部 与　論 和　泊 亀　徳 名　瀬 鹿児島

出07：00 入09：00
出09：20

入11：50
出12：10

入14：10
出14：40

入16：30
出17：00

入20：30
出21：20

　（翌日2日目）
入08：30→ → → → → →

奄美海運「F/あまみ・F/きかい」の
鹿児島発着は「鹿児島本港北埠頭」です。
●気象状況等により、寄港地の港変更や入出港の遅延、抜港（寄港不可）・欠航になる場合があり
ます。ご利用の際は、弊社・各海運代理店へお問い合せ下さい。

　旅客、車の予約は乗船日1か月前の同日よりお電話で受け
付けます（鹿児島航路8：30～、喜界島航路9：00～）。１回の
電話で予約可能な席数は５席までと致します。団体予約に
ついては鹿児島営業部（099-224-2121）までお問い合わ
せください。
●クーポン券は出航日に、乗船手続窓口で早目に乗船申込

書を添えて乗船券と交換してください。
●出港時刻の30分前までには、乗船手続きをお済ませくださ
い。車の場合は１時間前までに乗船手続きをお済ませくだ
さい。※鹿児島発は、目的港によって手続時間が異なりま
すので、ご予約の際お問い合せ下さい。
●病人、妊婦、お産直後のお客様は、ご乗船をお断りすること
があります。
●天候等の都合で入出港日、入出港時刻が変更になる場合
もありますので、予めお問い合わせ下さい。

■予約と乗船手続

●乗下船補助を希望されるお客様は乗船券を購入される際
にお申し出下さい。
　出港１時間前までにお手続きをお済ませ下さい。
　詳しくは弊社ホームページをご覧ください。
　http://www.aline-ferry.com/kagoshima/assist.html

■体の不自由なお客様へ（予約制への移行）

●ペットの預かりについては、お客様でケージ又はバスケット
（３辺の和が２ｍ以内のものに限る）をご準備下さい。お持
ち込みはお一人様2個までとなります。ケージ又はバスケット
のないペットはお引き受けできません。
●船内では、本船事務長の指定する場所に置いて下さい。
等級に関係なく船室への持込みはできません。但し介助
犬は除く。
●ペットの糞尿処理は、お客様御自身でお願いします。
●ペットの生死につきましては、当社は一切責任を負いません。
●大型犬（その他ケージに入れることのできないペット）は貨
物扱いとなります。

■ペットの船内持込みについて

船  内

■ペットルーム利用料金

ペット室利用料金
鹿児島と各離島との区間 1,540円
離島相互区間 1,030円

●フェリーきかい
　受託手荷物と同額となります。

●フェリーあけぼの・フェリー波之上

●ご案内とお願い

阪神航路
（週２便運航：　水・土曜日）

奄美海運 予約センター

099-222-2338
● 北埠頭旅客ターミナル１階で（出港日15：00～17：10）発売しております。

9：00～12：00　13：00～16：30
※土日祝日を除く

【時刻表】　鹿児島行き

知　名 平土野 古仁屋 名　瀬 喜　界 鹿児島

出15：05 入19：55
出20：15

入22：20
出22：50

（翌日2日目）
入10：20

各船とも客室は全室禁煙。
喫煙者の方には、喫煙コーナーを設けております。

■全室禁煙席

名古屋

東　京

志　布　志

那　　　覇

車航送運賃の割引は、往復購入の場合、同一区間、同等
級に限り復路１割引※。
　（但し、奄美各島間の往復割引はありません。）

※特等・１等・２等・寝台Ａ料金に適用（寝台Ｂ料金は除く）
島発往復割引：（14日間有効）：奄美各島・沖縄から本土間の
往復旅客運賃割引は往復購入の場合、同一区間、２等運
賃に限り復路３割引。（他の等級は同一等級で復路１割引）

学生割引：２等運賃に限り２割引。但し、片道101km以上を
旅行する場合で、本人所属の学校長等から交付を受け
た、所定の旅客運賃割引証を提出したものに限る。（学生
証等の提示は不可）
　※片道ご利用ごとに旅客運賃割引証が1枚必要です。
団体割引：同一区間を同一便で旅行する者で構成された

15名以上の旅客に適用します。
●一般団体は旅客運賃の１割引※。

※特等・１等・２等・寝台Ａ料金に適用（寝台Ｂ料金は除く）
●学生団体は大人２等運賃の３割引。
　但し小児については小児運賃の１割引。
身体障がい者割引：第１種身体障がい者(介護者1名含む)
は各等級（料金を含む）の５割引。但し、小人は介護者に
は当たりません。第２種身体障がい者は２等運賃に限り本
人のみ５割引。但し、身体障害者手帳提示。第２種身体障
がい者にあっては片道101km以上。
※知的障がい者及び精神障がい者に対する割引も身体障
がい者割引と同様の取扱い。（療育手帳若しくは精神障
害者保健福祉手帳を提示）

お問い合わせ先 099-224-2121
ビジネスクーポンにつきましては、各代理店までお問い合わせ下さい。

名古屋

北九州

フェリーあけぼの
フェリー波之上

フェリーあまみ
フェリーきかい

RORO型貨物船
琉球エキスプレス３
琉球エキスプレス５

水中観光船 せと

〈 　　   〉

※下り便のみ
　名古屋寄港。
　上り便は寄港
　しませんので
　ご注意下さい。

東京航路

RORO型貨物船
琉球エキスプレス２
琉球エキスプレス６〈 　　   〉
阪神航路・北九州航路

喜界島航路

鹿児島航路

航 路 図

〒894-0001　
奄美市名瀬大熊字鳩1382-1

TEL：0997-54-5111
〒891-6202
大島郡喜界町湾142-4

TEL：0997-65-2111
〒900-0034 
沖縄県那覇市東町6-20

TEL：098-862-3811

系列ホテル

【下り便】　鹿児島発 from KAGOSHIMA（北埠頭）
5月 1 3 6 8 10 13 15 17 20 22 24 27 29 31
6月 3 5 7 10 12 14 17 19 21 24 26 28
7月 1 3 5 8 10 12 15 17 19 22 24 26 29 31
8月 2 5 7 9 12 14 16 19 21 23 26 28 30
9月 2 4 6 9 11 13 16 18 20 23 25 27 30

【下り便】　鹿児島発 from KAGOSHIMA（北埠頭）
5月 2 7 9 14 16 21 23 28 30
6月 4 6 11 13 18 20 25 27
7月 2 4 9 11 16 18 23 25 30
8月 1 6 8 13 15 20 22 27 29
9月 3 5 10 12 17 19 24 26

【上り便】　平土野発 from HETONO
5月 2 4 7 9 11 14 16 18 21 23 25 28 30
6月 1 4 6 8 11 13 15 18 20 22 25 27 29
7月 2 4 6 9 11 13 16 18 20 23 25 27 30
8月 1 3 6 8 10 13 15 17 20 22 24 27 29 31
9月 3 5 7 10 12 14 17 19 21 24 26 28

（注意） 7月13日（土）・20日（土）の上り便につきましてはお問合せくだ
さい。

【上り便】　知名発 from TINA
5月 1 3 8 10 15 17 22 24 29 31
6月 5 7 12 14 19 21 26 28
7月 3 5 10 12 17 19 24 26 31
8月 2 7 9 14 16 21 23 28 30
9月 4 6 11 13 18 20 25 27

宮之浦 鹿児島
　（翌日2日目）

入04：40
　（翌日2日目）

入09：00
※フェリー波之上が屋久島（宮之浦）寄港の場合

↓

→
マルエーフェリー鹿児島航路 予約センター

099-226-4141

【上り便】　沖縄発 from OKINAWA（那覇港）
5 月 1 5 9 13 17 21 25 29
6 月 1 4 7 11 15 19 23 27
7 月 1 5 9 13 17 21 25 29
8 月 2 6 10 14 18 22 26 30
9 月 〜ドック〜 12 16 20 24 27 30

（注意） ■印の期間はドックダイヤのため屋久島に寄港致しません。
鹿児島入港は08：30になります。

平成３１年３月９日就航

東京航路 阪神航路 北九州航路

奄美群島住民割引
１． 適用期間 ：�2019年4月1日～2020年3月31日
２． 対象旅客 ：��奄美群島に住民登録している大人で「鹿児

島離島航空割引カード」を所有する旅客。
� �喜界町住民は喜界～名瀬間のみ小人も割

引対象となります。
３． 対象運賃 ：�○普通運賃（特等運賃・１等運賃・２等運賃）
� ○�一般往復割引運賃（特等運賃・１等運賃・

２等運賃）
� ○島発往復割引運賃（２等運賃）
   自動車航送運賃、料金（洋室料金・寝台

料金・船室貸切料金）、燃油価格変動調
整金・有人車及び募集型企画旅行商品
等の等級差額は対象外です。

４． 適用条件 ：��お支払い及び、乗船手続時に「鹿児島離島
航空割引カード」（現物）の呈示が必要。

� �カードの呈示がない場合、割引適用外となります。
５． 取 扱 店 ： １.乗船港窓口（沖縄は除く）
� 2.海運代理店窓口（沖縄は除く）
� 3.奄美群島所在の旅行代理店
  　 島外所在の旅行代理店は住民割の取扱

はできません。

喜界⇔名瀬間の喜界町住民に対する割引（片道１人あたり）
区　間 区分 割引額 区分 割引額

喜界～名瀬 大人 １，６００円 小人 ５００円�

奄美群島間割引
１． 適用期間 ：�2019年4月1日～2020年3月31日
２． 対象旅客 ：��大人普通運賃適用の旅客。小人運賃は適用

外となります。他の割引との併用はできません。
３． 対象運賃 ：�○普通運賃（特等運賃・１等運賃・２等運賃）
 　 自動車航送運賃、料金（洋室料金・寝台

料金・船室貸切料金）、燃油価格変動調
整金・有人車及び募集型企画旅行商品
等の等級差額は対象外です。

４． 適用条件 ：��対象区間を対象運賃で利用される旅客。
５． 取 扱 店 ： 1.乗船港窓口（鹿児島・沖縄は除く）
� 2.海運代理店窓口（沖縄は除く）�
� 3.旅行代理店

屋久島寄港の計画についてお知らせ

奄美・沖縄交流割引
１． 適用期間 ：�2019年4月1日～2020年3月31日
２． 対象旅客 ：��大人普通運賃適用の旅客。小人運賃は適用

外となります。他の割引と併用はできません。
３． 対象運賃 ：○普通運賃（特等運賃・1等運賃・2等運賃）
�  　 自動車航送運賃、料金（洋室料金・寝台料

金・船室貸切料金）、燃油価格変動調整
金・有人車及び募集型企画旅行商品等の
等級差額は対象外です。

４． 適用条件 ：対象区間を対象運賃で利用される旅客。
５． 取 扱 店 ： 1.乗船港窓口（鹿児島は除く）
� 2.海運代理店窓口�
� 3.旅行代理店

【対象区間】（片道１人あたり）
区　間 割引額 区　間 割引額

名瀬～本部

２，０００円

和泊～本部

1，４００円
名瀬～那覇 和泊～那覇

亀徳～本部 与論～本部

亀徳～那覇 与論～那覇

【対象区間】（片道１人あたり）
区　間 割引額 区　間 割引額

鹿児島～名瀬

２，４００円 ３,０００円
鹿児島～喜界
鹿児島～古仁屋
鹿児島～亀徳
鹿児島～平土野
名瀬～古仁屋

６００円

喜界～平土野

６００円

名瀬～亀徳 喜界～知名
名瀬～平土野 古仁屋～平土野
名瀬～和泊 古仁屋～知名
名瀬～知名 亀徳～和泊
名瀬～与論 亀徳～与論
喜界～名瀬 平土野～知名
喜界～古仁屋 和泊～与論

鹿児島～和泊

鹿児島～知名

鹿児島～与論

【対象区間】（片道１人あたり）
区　間 割引額 区　間 割引額

名瀬～古仁屋

５００円

喜界～平土野

５００円

名瀬～亀徳 喜界～知名
名瀬～平土野 古仁屋～平土野
名瀬～和泊 古仁屋～知名
名瀬～知名 亀徳～和泊
名瀬～与論 亀徳～与論
喜界～名瀬 平土野～知名
喜界～古仁屋 和泊～与論

【実施期間】�
2019年3月4日～

【区　　間】��
沖縄・奄美各島⇒屋久島（翌日04：40着）
※�上り便のみ。また、屋久島から鹿児島行きの乗船は不可。

【船　　舶】�
フェリー波之上
※「フェリーあけぼの」は寄港致しません。

【寄港条件】�
運航日の4日前時点で、予約がある場合。
（予約人数0名の場合は寄港致しません）
※�屋久島寄港の情報は運航日程が決定次第、随時弊社ＨＰへアップ致します。

【取扱内容】 
旅客のみ
※�車・バイク・受託手荷物・貨物の取り扱いは有りません。

【運賃料金】��
運賃料金表をご参照ください。
※�小人運賃の設定はありますが、各種割引はありません
（「身体障がい者割引」「知的障がい者割引」「精神障が
い者割引」は適用あり）。


