
平成３０年 ９月 ７日
海 事 局 内 航 課
港 湾 局 計 画 課
北海道局港政課

鉄道・航空輸送の代替輸送手段として
北海道と本州を結ぶフェリー・ＲＯＲＯ船が活用できます

（平成３０年北海道胆振東部地震関係）

○ 平成３０年北海道胆振東部地震による北海道と本州を結ぶ旅
客鉄道・貨物鉄道や新千歳空港における被害により、人流・
物流に混乱が発生しています。

○ 代替輸送手段として、フェリー・ＲＯＲＯ船を利用した海上
輸送を活用することができますので、北海道と本州を結ぶフ
ェリー・ＲＯＲＯ船の航路網についてお知らせします。

○ また、フェリー・ＲＯＲＯ船は緊急物資や緊急車両の輸送に
貢献することも可能です。

○ 現時点で、フェリー・ＲＯＲＯ船の運航は一部を除き（※）
平常どおり行われております。

■ 北海道と本州を結ぶフェリー・ＲＯＲＯ船の航路網
別添のとおり

・便数、ダイヤ、のりば等の詳細な情報は、別添リンク先の各社のホーム
ページをご覧下さい。

※道内でフェリー・ＲＯＲＯ船が寄港する港湾のうち、苫小牧港は西港区西ふ頭、東ふ頭、

入船ふ頭、勇払ふ頭等の一部において、釧路港は西港区第１埠頭及び第２埠頭等の一部

において、電力の供給等に支障が生じ、船舶の入港が遅れています（それ以外のふ頭に

おいては通常通り入港が行われています）

問合せ先：

海事局 内航課 旅客航路活性化推進室 上野

ＴＥＬ： 03-5253-8111（内線 43452）、 03-5253-8625（直通）
ＦＡＸ： 03-5253-1643

港湾局 計画課 企画室 邊見

ＴＥＬ： 03-5253-8111（内線 46349）、 03-5253-8670（直通）
ＦＡＸ： 03-5253-1650

北海道局 港政課 森田

ＴＥＬ： 03-5253-8111（内線 52512）、 03-5253-8785（直通）
ＦＡＸ： 03-5253-1671
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番号 事業者名 航路名

① 新日本海フェリー(株)

小樽～舞鶴

小樽～新潟

苫小牧～敦賀

苫小牧～秋田～新潟～敦賀

② 商船三井フェリー(株) 苫小牧～大洗

③ 太平洋フェリー(株) 苫小牧～仙台～名古屋

④ 川崎近海汽船(株)
苫小牧～八戸

室蘭～宮古

⑤ 津軽海峡フェリー(株)
函館～青森

函館～大間

⑥ 北日本海運(株) 函館～青森
※北日本海運と共栄運輸との共同
運航⑦ 共栄運輸(株)

函館

青森

⑤
⑥
⑦

【２０１８年９月現在】 出典：国土交通省調べ
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北海道と本州を結ぶフェリー航路



北海道と本州を結ぶフェリー航路のダイヤ①

番号 事業者名 航路名
上り 下り

運航日
小樽発 舞鶴着 舞鶴発 小樽着

① 新日本海フェリー（株）

小樽～舞鶴 23:30 翌日21:15 23:50 翌日20:45 毎日

小樽～新潟
小樽発 新潟着 新潟発 小樽着

※1
17:00 翌日9:15 12:00 翌日4:30

苫小牧～敦賀
苫小牧発 敦賀着 敦賀発 苫小牧着

毎日
23:30 翌日20:30 0:30 20:30

苫小牧～秋田～新潟～敦賀

苫小牧発 敦賀着 敦賀発 苫小牧着

※2
19:30 翌々日5:30 10:00 翌日17:20

苫小牧発 新潟着 新潟発 苫小牧着

19:30 翌日15:30 23:05 翌日17:20

※１ 運航日 小樽発：月～土、新潟発：火～日

※２ 運航日 【上り】 苫小牧発敦賀行き（秋田・新潟経由）：土、苫小牧発新潟行き（秋田経由）：月～土

【下り】 敦賀発苫小牧行き（新潟・秋田経由）：月、新潟発苫小牧行き（秋田経由）：月～土

番号 事業者名 航路名
上り 下り

運航日
苫小牧発 大洗着 大洗発 苫小牧着

② 商船三井フェリー（株） 苫小牧～大洗
18:45 翌日14:00 19:45 翌日13:30 毎日

1:30 当日19:30 1:45 当日19:45 毎日

番号 事業者名 航路名
上り 下り

運航日
苫小牧発 仙台着 仙台発 苫小牧着

③ 太平洋フェリー（株） 苫小牧～仙台～名古屋

19:00 翌10:00 19:40 翌11:00 毎日

苫小牧発 名古屋着 名古屋発 苫小牧着
隔日運航

19:00 翌々10:30 19:00 翌々11:00

※詳しくは、各社のHPをご確認下さい。



番号 事業者名 航路名
上り 下り

運航日
苫小牧発 八戸着 八戸発 苫小牧着

④ 川﨑近海汽船（株）
苫小牧～八戸

21:15 翌04:45 08:45 16:00 毎日
23:59 翌07:30 13:00 20:15 毎日
05:00 13:30 17:30 翌01:30 毎日
09:30 18:00 22:00 翌06:00 毎日

室蘭～宮古
室蘭発 宮古着 宮古発 室蘭着 運航日

20:00 翌06:00 08:00 18:00 毎日

番号 事業者名 航路名
上り 下り

運航日
函館発 青森着 青森発 函館着

⑤ 津軽海峡フェリー（株）

函館～青森

0:30 4:10 2:40 6:20 毎日
3:10 6:50 5:20 9:00 毎日
7:40 11:20 7:40 11:20 毎日
12:00 15:40 10:00 13:40 毎日
14:10 17:50 14:20 18:00 毎日
17:30 21:10 17:05 20:45 毎日
20:15 23:55 19:10 22:50 毎日
22:05 翌1:45 22:25 翌2:05 毎日

函館～大間
函館発 大間着 大間発 函館着 運航日

9:30 11:00 7:00 8:30 毎日

16:30 18:00 14:10 15:40 毎日

番号 事業者名 航路名
上り 下り

運航日
函館発 青森着 青森発 函館着

⑥ 北日本海運（株）

函館～青森

2:00 5:50 2:00 5:50 毎日
4:30 8:30 4:30 8:30 毎日
8:10 12:10 8:10 12:10 毎日
11:35 15:25 11:35 15:25 毎日

⑦ 共栄運輸（株）

14:35 18:25 14:35 18:25 毎日
18:00 21:50 18:00 21:50 毎日
20:30 0:20 20:30 0:20 毎日
23:30 3:20 23:30 3:20 毎日

※詳しくは、各社のHPをご確認下さい。

北海道と本州を結ぶフェリー航路のダイヤ②



番号 事業者名 URL

① 新日本海フェリー(株) http://www.snf.jp/

② 商船三井フェリー(株) https://www.sunflower.co.jp/

③ 太平洋フェリー(株) http://www.taiheiyo-ferry.co.jp/

④ 川崎近海汽船(株) https://www.silverferry.jp/

⑤ 津軽海峡フェリー(株) https://www.tsugarukaikyo.co.jp/

⑥ 北日本海運(株) 青函フェリー
http://www.seikan-ferry.co.jp/⑦ 共栄運輸(株)

北海道と本州を結ぶフェリー航路の各社ホームページ



⑤

苫小牧

釧路

東京

日立・常陸那珂

八戸

川崎・
追浜

敦賀

仙台

①
②

④

清水・名古屋・大阪

⑦
⑥

③

⑤

⑥

⑥

北海道と本州を結ぶ主なRORO船の航路

【２０１８年９月現在】 出典：国土交通省調べ

番号 事業者名 航路名

①
近海郵船（株）

敦賀～苫小牧

② 常陸那珂～苫小牧
※近海郵船と川崎近海汽船の共同運航

③
川崎近海汽船（株）

④ 日立～釧路

⑤
日本通運（株）
日本マリン(株)

東京～苫小牧～釧路

⑥ 栗林商船（株）
苫小牧～釧路～仙台～東京～清水
～名古屋～大阪

⑦ プリンス海運(株) 川崎・追浜～仙台～苫小牧～八戸



北海道と本州を結ぶ主なRORO船の航路の主なダイヤ

番号 事業者名 発港 出発日 発時間 経由港 着港 到着日 着時間

① 近海郵船（株）
苫小牧

毎日（日曜除く）
20:30 ― 敦賀 翌日 21:00

敦賀 1:00 ― 苫小牧 翌日 1:00

② 近海郵船（株）
常陸那珂

毎日2便運航
（日曜日を除く）

23:00 ― 苫小牧 翌日 20:15

常陸那珂 1:15 ― 苫小牧 翌日 22:00

③ 川崎近海汽船（株）
苫小牧 23:45 ― 常陸那珂 翌日 19:30

苫小牧 1:30 ― 常陸那珂 翌日 21:45

④ 川崎近海汽船（株）
釧路

毎日運航
18:00 ― 日立 翌日 14:00

日立 18:00 ― 釧路 翌日 14:00

⑤
日本通運（株）
日本マリン（株）

東京 月・火・水 21:00 ― 苫小牧 水・木・金 (翌々日) 6:00

東京 金・日 4:00 ― 苫小牧 土・月 (翌日) 7:00

苫小牧 月 17:30 釧路 東京 水 (翌々日) 12:00

苫小牧 木 17:30 釧路 東京 土 (翌々日) 12:30

苫小牧 水・金 17:30 ― 東京 木・土 (翌日) 20:30

苫小牧 土 20:15 ― 東京 月 (翌々日) 7:30

⑥ 栗林商船（株）

苫小牧 月・金 18:00 釧路・仙台・東京 大阪 金・火 (5日目) 10:00

苫小牧 木 18:00 釧路・仙台・東京 名古屋 月 (5日目) 8:00

苫小牧 土 20:00 東京・清水 大阪 水 (5日目) 8:00

大阪 火・金 17:00 東京・仙台 苫小牧 金・月 (4日目) 8:00

大阪 木 17:00 名古屋・東京・仙台 苫小牧 日 (4日目) 13:00

名古屋 月 17:00 東京・仙台 苫小牧 木 (4日目) 8:00

⑦ プリンス海運（株）

苫小牧 月 18:00 八戸・川崎 追浜 木 (4日目) 8:00

苫小牧 水 18:00 八戸・川崎 追浜 土 (4日目) 14:00

川崎 月 12:00 追浜・仙台 苫小牧 水 (3日目) 8:00

追浜 木 12:00 川崎・仙台 苫小牧 月 (3日目) 8:00

※掲載しているダイヤは一部であり、詳しくは各社のHPをご確認下さい。



番号 事業者名 URL

①
②

近海郵船（株） http://www.kyk.co.jp/service/roro_service/

③
④

川崎近海汽船（株） https://www.kawakin.co.jp/service/domestic/

⑤
日本通運（株）
日本マリン（株）

日本通運
https://www.nittsu.co.jp/umi/akashia.html
日本マリン
http://www.nipponmarine.co.jp/business/cargo_liner.html

⑥ 栗林商船（株） https://www.kuribayashishosen.com/

⑦ プリンス海運（株） http://prince-kaiun.co.jp/business/timetable.php

北海道と本州を結ぶ主なRORO船の航路の各社ホームページ


