
平成２６．９．７現在

御所浦港発 寄港 本渡港着 船　　名 備　考 本渡港発 寄港 御所浦港着 船　　名 備　考

7:30 → 8:15 しーがる３ 8:30 → 9:10 しーがる３

※ 嵐口港　８：０５ 横浦 8:55 栄　久　丸 嵐口港発 11:50 → 12:30 栄　久　丸

13:20 → 14:05 しーがる３

※ 8:25 → 9:05 栄　久　丸 日曜のみ運行 14:00 長浦 14:44 龍　　丸 日曜　運休

8:20 → 9:05 龍　　丸 日曜　運休 14:45 → 15:25 栄　久　丸

10:15 棚底 11:15 しーがる３ 16:50 → 17:25 しーがる３

12:35 横浦・棚底 13:40 栄　久　丸

15:30 → 16:15 しーがる３

御所浦港発 寄港 棚底港着 船　　名 備　考 棚底港発 寄港 御所浦港着 船　　名 備　考

7:05 嵐口・横浦・
与一浦 7:30 栄　久　丸 6:40 与・横 7:10 スーパーイーグル

◎ 7:15 与一ｹ浦 8:00 フェリーごしょうら 7:10 → 7:30 しーがる３

◎ 9:00 与一ｹ浦 9:45 フェリーごしょうら ※ 7:45 与一ｹ浦 嵐口港　８：０５ 栄　久　丸 嵐口港着

10:15 → 10:30 しーがる３ 棚底港→与一ｹ浦港→嵐口港行きです（御所浦港には寄港しません）

11:50 横浦・与一浦 12:20 スーパーイーグル ◎ 8:10 与一ｹ浦 8:55 フェリーごしょうら

12:35 横浦 13:00 栄　久　丸 ◎ 9:55 与一ｹ浦 10:40 フェリーごしょうら

14:05 嵐口・与一浦 14:45 しーがる３ 13:30 与一・横浦 14:00 スーパーイーグル

◎ 14:15 与一ｹ浦 15:00 フェリーごしょうら 14:45 横・嵐 15:15 しーがる３

15:30 嵐口・横浦・与 16:05 栄　久　丸 ◎ 15:10 与一ｹ浦 15:55 フェリーごしょうら

15:40 横浦・与一浦 16:10 聖　竜　丸 17:10 与・横・嵐 17:35 栄　久　丸

◎ 16:45 与一ｹ浦 17:25 フェリーごしょうら ◎ 17:30 与一ｹ浦 18:20 フェリーごしょうら

17:25 → 17:50 しーがる３ 18:05 横浦 18:25 栄　久　丸

17:40 横浦・与一ｹ浦 18:10 スーパーイーグル

17:45 → 18:05 栄　久　丸

御所浦港発 寄港 大道港着 船　　名 備　考 大道港発 寄港 御所浦港着 船　　名 備　考

◎ 12:10 与一ｹ浦 12:55 フェリーごしょうら 7:40 牧島 8:10 龍　　丸 日曜　運休

14:45 → 15:15 龍　　丸 日曜　運休 ◎ 13:05 与一ｹ浦 13:50 フェリーごしょうら

御所浦港発 寄港 三角港着 船　　名 ＪＲ三角発熊本着 三角港発 寄港 御所浦港着 船　　名 JR熊本発三角着

7:10 嵐口・小屋河内 8:45 スーパーイーグル 9:07発→9:58着 10:15 小屋川
内・嵐口 11:50 スーパーイーグル 9:07発→9:59着

14:00 嵐口・小屋河内 15:40 スーパーイーグル 15:59発→16:50着 16:00 小屋川
内・嵐口 17:40 スーパーイーグル 14:42発→15:41着

御所浦港発 寄港 小屋川内港着 船　　名 備　考 小屋川内港発 寄港 御所浦港着 船　　名 備　考

7:10 嵐口 7:35 スーパーイーグル 7:40 与・横 8:10 龍　　丸 日曜　運休

7:10 嵐口 7:35 聖　竜　丸 日曜　運休 9:45 与・嵐 10:15 しーがる３

8:10 嵐口 8:45 龍　　丸 日曜　運休 ※ 11:10 → 11:35 龍　　丸 不定期(日運休）

9:10 嵐・与 9:45 しーがる３ 11:25 嵐口 11:50 スーパーイーグル

※ 11:35 横・与 12:00 龍　　丸 不定期（日運休） 15:10 嵐口 15:40 聖　竜　丸

14:00 嵐口 14:25 スーパーイーグル 17:15 嵐口 17:40 スーパーイーグル

●水俣～御所浦　乗合海上タクシー　　火・金・日　運航　　（事前予約制）　　

料金　片道　大人　￥１３００　　　子供　￥６５０ 料金　片道　大人　￥１３００　　　子供　￥６５０

料金　片道　大人　￥４００　　　子供　￥２００

（上天草総合病院下）
料金　片道　大人　￥４００　　　子供　￥２００

御所浦港　→　小屋川内港行き

旅　客　船　時　刻　表　

御所浦港　→　本渡港行き 本渡港　→　御所浦港行き
料金　片道　大人　￥６００　　子供　￥３００ 料金　片道　大人　￥６００　　子供　￥３００

御 所 浦 発 ◎印はカーフェリー 御 所 浦 着

問い合わせ先　　御所浦観光物産館　しおさい館　　（０９６９）６７－１２３４

↑嵐口港→横浦港→本渡港行きです（月～土は御所浦港には寄港しません）

御所浦港　→　大道港行き

（上天草総合病院下）
小屋川内港　→　御所浦港行き

御所浦港　→　棚底港行き 棚底港　→　御所浦港行き

★　出航時間の約１０分前までには港へお越し下さい。

御所浦港　→　三角港行き 三角港　→　御所浦港行き

料金　片道　大人　￥４００　　子供　￥２００
　　　　フェリー　軽　￥１６４０　　　普通　￥２０５０ 　　　　フェリー　軽　￥１６４０　　　普通　￥２０５０

料金　片道　大人　￥４００　　子供　￥２００ 料金　片道　大人　￥４００　　子供　￥２００
　　　　フェリー　軽　￥１６４０　　　普通　￥２０５０ 　　　　フェリー　軽　￥１６４０　　　普通　￥２０５０

大道港　→　御所浦港行き
料金　片道　大人　￥４００　　子供　２００


