
※（　）内の数値は、無料道路を利用した場合の
　おおよその所要時間です。

※大人1名・1台あたりの金額です。（2018年６月現在）運賃・料金（円）

〔ご注意〕運航日、ダイヤ、運賃・料金はやむを得ず変更となる場合があります。必ずご確認ください。
　　　　　2018年9月以降の運航日・ダイヤは、お問い合わせください。

運航スケジュール ※2018年6月現在
〔凡例〕○：運航◆秋田↔苫小牧（約10時間）

◆秋田↔新潟（約6時間）

◆秋田↔敦賀（約20時間）

発 出発時刻　　到着時刻 着 日 月 火 水 木 金 土
秋田 6:50　→　17:20 苫小牧 ○ ○ ○ ○ ○ ○
苫小牧 19:30　→　翌 7:35 秋田 ○ ○ ○ ○ ○ ○

発 出発時刻　　到着時刻 着 日 月 火 水 木 金 土
秋田 8:35　→　15:30 新潟 ○ ○ ○ ○ ○ ○
新潟 23:05　→　翌 5:40 秋田 ○ ○ ○ ○ ○ ○

発 出発時刻　　到着時刻 着 日 月 火 水 木 金 土
秋田 8:35　→　翌 5:30 敦賀 ○
敦賀 10:00　→　翌 5:40 秋田 ○

秋田～苫小牧 秋田～新潟 秋田～敦賀
旅客 期間Ａ 期間Ｂ 期間Ｃ 期間Ａ 期間Ｂ 期間Ｃ 期間Ａ 期間Ｂ 期間Ｃ
ツーリストＪ 4,730 5,240 7,190 4,310 4,730 5,860 7,190 7,500 9,150
ツーリストＢ 5,510 6,490 8,800 4,840 5,230 6,490 8,610 9,100 10,740
ツーリストＡ 6,210 7,300 9,920 5,440 5,880 7,310 9,720 10,230 12,110
ツーリストＳ 7,300 8,630 11,410 7,190 7,710 9,250 11,410 12,030 14,500
ステートルームＢ 8,830 10,490 14,390 8,120 8,840 10,490 13,880 14,390 17,480
デラックスルームＢ 12,540 15,110 18,610 11,000 11,620 13,570 20,260 20,570 23,550
デラックスルームＡ 14,080 16,860 20,360 12,540 13,160 15,110 22,210 22,620 25,910
スイートルーム 24,370 27,460 27,460 19,230 21,800 21,800 38,250 40,830 40,830
乗用車 期間Ａ 期間Ｂ 期間Ｃ 期間Ａ 期間Ｂ 期間Ｃ 期間Ａ 期間Ｂ 期間Ｃ
３m未満 12,230 13,260 15,310 7,190 7,600 8,530 17,880 18,400 20,460
４m未満 15,310 16,750 19,430 8,010 8,530 9,550 19,840 20,870 23,540
５m未満 18,810 21,490 24,570 9,550 10,270 11,410 22,930 24,570 27,040
６m未満 23,030 26,110 29,710 11,610 12,430 13,770 26,620 28,170 30,740
６m以上１m増す毎 2,970 2,970 2,970 1,940 1,940 1,940 4,000 4,000 4,000

期間Ａ 全航路 ６月１日～７月19日、８月26日～８月31日

期間Ｂ （北行） ７月20日～８月５日、８月16日～８月25日
（南行） ７月20日～８月９日、８月20日～８月25日

期間Ｃ （北行） ８月６日～８月15日
（南行） ８月10日～８月19日

秋田県環日本海交流推進協議会

運航スケジュール ※2018年6月現在

秋田県環日本海交流推進協議会秋田航路秋田航路
フェリー

【運賃の計算例】
《条件：期間Ａの場合》
　○秋田～苫小牧　○大人２人
　○乗用車（5m 未満）1 台・客室ツーリストＢ

運転手1名＋乗用車
　18,810円　　　＋　　　780円

　 大人1名
＋ 5,510 円 ＝25,100 円⇒

（ツーリストＢへの差額）
アップグレード料金

（車代にツーリストＪの
　運賃が含まれています）

スイートルーム

デラックスルームＡ（ツイン）

ステートルームＢ（ツイン） ステートルームＢ（和室）

デラックスルームＢ（和室）

ツーリストＳ ツーリストＡ（下段）

～ ゆっくりくつろげる  快適な客室 ～～ ゆっくりくつろげる  快適な客室 ～

※個室を定員に満たない人数で利用する際、貸切料金がかかる場合があります。
　詳しくは、フェリー会社へお問い合わせください。
※個室とは、スイートルーム、デラックスルーム（Ａ、Ｂ）及びステートルームＢのことです。
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至酒田・由利本荘

　船内の主な施設

フォワードサロン

船内の主な施設

展望大浴場

□自家用車
　北陸道敦賀I.Cより約4.2km約６分
□タクシー
　JR敦賀駅より約5.5km約10分
□バス（福井鉄道バス）
　〈JR敦賀駅より〉
　直行便（350円）
　〈JR敦賀駅へ〉
　直行便（350円）

□自家用車
　日本海東北道新潟亀田I.Cより
　約7.5km約30分
□タクシー
　JR新潟駅より約４km約15分
□バス（新潟交通バス）
　〈JR新潟駅より〉
　末広橋下車徒歩約10分（210円）
　〈JR新潟駅へ〉
　末広橋乗車（210円）

□自家用車
　日高道厚真I.Cより約2.5km約５分
□タクシー
　JR苫小牧駅より約30km約30分
□バス（道南バス）
　〈JR南千歳駅より〉
　直行便（1,000円）
　〈JR南千歳駅へ〉
　直行便（1,000円）

□自家用車
　秋田道秋田北I.Cより約10km
　約20分
　秋田道秋田南I.Cより約20km
　約40分
□タクシー
　JR秋田駅より約８km約30分
　JR土崎駅より約1.8km約10分
□バス（秋田中央交通）
　〈JR秋田駅より〉
　セリオン線フェリーターミナル
　下車（440円）
　〈JR秋田駅へ〉
　セリオン線フェリーターミナル
　乗車（440円）

主　要　目 全　長 総　ト　ン　数 航　海　速　力 旅　客　定　員 車両積載台数

らいらっく・ゆうかり 199.9m 18,229トン 22.7ノット 846名 トラック146台 乗用車58台

バリアフリー設備
（らいらっく・ゆうかり）

デラックスＢ、ステートＢ、ツーリストＳ・Ｊにお身体の不自由な方のための船室をご用意しています。
ご希望のお客様はご予約の際にフェリー会社へお申し付けください。

2018年7月発行

船 室 ／ 内 訳 表（らいらっく・ゆうかり）
ク　ラ　ス 設　　　備 １室定員×室 合　計

スイートルーム ツイン バス・シャワートイレ・洗面所・テレビ・DVD デッキ・冷蔵庫・ロッカー・
テラス

２名×４室 ８名
ダブル ───── ───

デラックスＡ ツイン バス・シャワートイレ・洗面所・テレビ・ロッカー・テラス ２名× 20 室 40 名

デラックスＢ ツイン バス・シャワートイレ・洗面所・テレビ・ロッカー ２名×６室 12 名
和　室 ３名×４室 12 名

ステートＢ
ツイン

洗面所・テレビ・ロッカー
２名× 30 室 60 名

2 段ベッド ４名× 24 室 96 名
和　室 ３名× 20 室 60 名

ツーリストＳ ベッド 荷物棚 16 名×１室、20 名×１室 36 名
ツーリストＡ ベッド 荷物棚 10 名× 17 室、9 名× 4 室 206 名
ツーリストＢ 2 段ベッド 荷物棚 24 名× 10 室 240 名
ツーリストＪ 和　室 荷物棚・更衣スペース 12 名×１室 12 名
ドライバー室 ベッド サロン・荷物棚 ８名×８室 64 名

客船共通の船内施設
エレベーター、レストラン、グリル、カフェ、スモーキングルーム、フォワードサロン、スポーツルーム、ゲームルーム、案内所、
シャワートイレ、チルドレンコーナー、TV コーナー、ビデオシアター、ビデオルーム、展望大浴場（サウナ付）、船舶電話、ランドリー、
ショップ、自販機コーナー、コインロッカー

レストラン


