
島名 事業者名 航路情報URL（会社ホームページ等）

1 利尻島 ハートランドフェリー（株） http://www.heartlandferry.jp/

2 焼尻島

3 天売島

4 奥尻島 ハートランドフェリー（株） http://www.heartlandferry.jp/

5 （厚岸）小島 - -

6 （気仙沼）大島 - -

7 田代島 網地島ライン（株） http://ajishimaline.com/index.html

8 飛島 酒田市 http://www.city.sakata.lg.jp/sangyo/kotsu/teikisen/index.html

9 （伊豆）大島 東海汽船(株) https://www.tokaikisen.co.jp/

東海汽船(株) https://www.tokaikisen.co.jp/

神新汽船(株) http://shinshin-kisen.jp/

東海汽船(株) https://www.tokaikisen.co.jp/

神新汽船(株) http://shinshin-kisen.jp/

新島村 https://www.niijima.com/shoukai/access/nishiki/index.html

12 御蔵島 東海汽船(株) https://www.tokaikisen.co.jp/

13 粟島（新潟県） 粟島汽船(株) http://awaline.co.jp/

14 佐渡島 佐渡汽船(株) https://www.sadokisen.co.jp/

15 舳倉島 へぐら航路(株) http://hegura.com/index.html

16 佐久島 西尾市 http://sakushima.com/guide-top/access/

17 日間賀島 名鉄海上観光船(株) http://www.meikaijo.co.jp

18 篠島 名鉄海上観光船(株) http://www.meikaijo.co.jp

19 答志島 鳥羽市 https://www.city.toba.mie.jp/teikisen-kanri/unkou.html

おきしま通船（沖島町自治会） https://montekite.com/

井上商店（井上義治） -

21 沼島 沼島汽船㈱ http://nushima-yoshijin.jp/go_kisen

高速いえしま（株） http://www.kousoku-ieshima.jp/

（有）髙福ライナー http://h-ieshima.jp/liner.html

輝観光 http://h-ieshima.jp/liner.html

坊勢汽船（株） http://www.bouze-kisen.sakura.ne.jp/

坊勢渡船（有） http://www.heart-y.ne.jp/tosen/

23 島後 隠岐汽船（株） https://www.oki-kisen.co.jp/

隠岐汽船（株） https://www.oki-kisen.co.jp/

島前町村組合 http://www.okikankou.com/custom2.html

隠岐汽船（株） https://www.oki-kisen.co.jp/

島前町村組合 http://www.okikankou.com/custom2.html

隠岐汽船（株） https://www.oki-kisen.co.jp/

島前町村組合 http://www.okikankou.com/custom2.html

10 利島

20 沖島

羽幌沿海フェリー（株） http://www.haboro-enkai.com/

11 新島・式根島

22 家島諸島

24 中ノ島

25 西ノ島

26 知夫里島



三洋汽船(株) https://sanyo-kisen.jp/

藤井一彦 http://www.setouchi-csline.jp/

（有）笠岡フェリー http://www.kasaoka-ferry.com/

28 前島 瀬戸内市緑の村公社 http://www.maejima-island.info/about.html

大崎汽船（株） http://www.oktravel.co.jp/

山陽商船（株） http://sanyo-shosen.jp/time.html

大三島ブルーライン(株) http://www.omishima-bl.net/

大崎上島町 http://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/docs/2014020300048/?doc_id=66

しまなみ海運（株） https://habushosen.jp/

安芸津フェリー（株） http://sanyo-shosen.jp/akitsu/

30 阿多田島 （有）阿多田島汽船 https://atatakisen.jimdo.com/

31 六連島 下関市 http://www.shimonoseki-port.com/jp/ferryboat/mutsure.htm

32 蓋井島 下関市 http://www.shimonoseki-port.com/jp/ferryboat/futaoi.htm

33 見島 萩海運（有） http://hagikaiun.co.jp/

34 伊島 伊島連絡交通事業(有) http://www.city.anan.tokushima.jp/docs/2010112900042/

35 出羽島 出羽島連絡事業(有) https://www.town.tokushima-mugi.lg.jp/docs/2012021500122/

36 男木島

37 女木島

38 粟島（塩飽諸島）

39 志々島

ジャンボフェリー（株） https://ferry.co.jp/

四国フェリー㈱ https://www.shikokuferry.com/

小豆島フェリー㈱ https://www.shikokuferry.com/

小豆島豊島フェリー㈱ https://www.shodoshima-ferry.co.jp/

国際フェリー㈱ http://www.kokusai-ferry.co.jp/

内海フェリー㈱ https://www.uchinomi-ferry.co.jp/

両備フェリー（株） http://ryobi-ferry.com/

瀬戸内観光汽船（株） https://setouchi-kankokisen.co.jp

上島町（魚島総合支所） https://www.town.kamijima.lg.jp/site/access/5640.html

上島町（生名フェリー） https://www.town.kamijima.lg.jp/site/access/5639.html

岩城汽船(株) https://www.iwagi-kisen.jp/

芸予汽船(株) www.ehimekisen.server-shared.com/

三光汽船（株） https://sankohkisen.jp/

土生商船（株） https://habushosen.jp/

（有）長江フェリー https://www.town.kamijima.lg.jp/site/access/5636.html

（有）家老渡フェリー汽船 http://www.karouto-ferry.com/

42 小島（来島群島）

43 来島

44 睦月島

45 中島（忽那諸島）

46 （八幡浜）大島 田中輸送(有) http://www.tanakayuso.co.jp/

http://www.go-
shimanami.jp/access/ship/kurushima.html

中島汽船(株) http://www.nakajimakisen.co.jp/index.shtml

41 上島諸島・魚島群島

(有)くるしま

大崎上島

雌雄島海運(株) https://meon.co.jp/

40 小豆島

粟島汽船(株) https://www.city.mitoyo.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=595

27 笠岡諸島

29



47 沖の島

48 鵜来島

49 （宗像）大島 宗像市 http://www.city.munakata.lg.jp/w050/040/040/050/050/0050/201501270633.html

50 地島 宗像市 http://www.city.munakata.lg.jp/w050/040/040/050/050/0060/201501270634.html

51 相島 新宮町 https://www.town.shingu.fukuoka.jp/index.cfm/60,0,284,191,html

52 高島（玄海諸島） 佐賀玄海漁業協同組合 http://www.city.karatsu.lg.jp/iju-teiju/machi/kotsu/koro/jikokuhyou-takashima.html

53 神集島 唐津汽船（株） http://www.city.karatsu.lg.jp/iju-teiju/machi/kotsu/koro/jikokuhyou-kashiwajima.html

54 小川島 川口汽船（株） http://www.city.karatsu.lg.jp/iju-teiju/machi/kotsu/koro/jikokuhyou-ogawashima.html

55 加唐島 （有）加唐島汽船 http://www.city.karatsu.lg.jp/iju-teiju/machi/kotsu/koro/jikokuhyou-kakarashima.html

56 松島（玄海諸島） 中尾　正人 http://www.city.karatsu.lg.jp/iju-teiju/machi/kotsu/koro/jikokugyou-matsushima.html

57 馬渡島 （有）郵正丸 http://www.city.karatsu.lg.jp/iju-teiju/machi/kotsu/koro/jikokuhyou-madarashima.html

58 向島 （株）向島汽船 http://www.city.karatsu.lg.jp/iju-teiju/machi/kotsu/koro/jikokuhyou-mukushima.html

九州郵船（株） https://www.kyu-you.co.jp/

対馬市 http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/web/tsushimanews/post_24.html

九州郵船（株） https://www.kyu-you.co.jp/

壱岐市 https://www.city.iki.nagasaki.jp/kurashi/mishima/2925.html

勝本町漁業協同組合 -

九州商船（株） http://www.kyusho.co.jp/

野母商船（株） http://www.nomo.co.jp/taiko/

佐世保市 http://www.city.sasebo.lg.jp/benrimap/shisetsu/sonota/270.html

小値賀町 http://ojika.net/tourism/transportation/

九州商船（株） http://www.kyusho.co.jp/

野母商船（株） http://www.nomo.co.jp/taiko/

五島旅客船（株） http://www.goto-koutsu.jp/pctime/timetable.php?kbn=ship

（有）木口汽船 http://www.kiguchi-kisen.jp/

（有）黄島海運 http://www.goto-koutsu.jp/pctime/timetable.php?kbn=ship

嵯峨島旅客船（有） http://www.goto-koutsu.jp/pctime/timetable.php?kbn=ship

五島市 http://www.goto-koutsu.jp/pctime/timetable.php?kbn=ship

五島産業汽船（株） http://www.goto-sangyo.co.jp/

63 江島 崎戸商船（株） https://www.city.saikai.nagasaki.jp/kurashi/kotsu/2/2737.html

64 平島 崎戸商船（株） https://www.city.saikai.nagasaki.jp/kurashi/kotsu/2/2737.html

西海沿岸商船（株） https://www.city.saikai.nagasaki.jp/kurashi/kotsu/2/index.html

（株）江崎海陸運送 https://www.ezakikaiun.com/

西海市 https://www.city.saikai.nagasaki.jp/kurashi/kotsu/2/index.html

66 池島 西海沿岸商船（株） https://www.city.saikai.nagasaki.jp/kurashi/kotsu/2/index.html

67 高島（長崎市） 長崎汽船（株） http://www.nomo.co.jp/kisen/queen/

68 湯島 （有）湯島商船 https://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/492/9972.html

69 御所浦島・牧島・横浦島 共同フェリー（株） -

宿毛市 http://www.city.sukumo.kochi.jp/docs-05/p0325.html

60 壱岐島

62
福江島・久賀島・奈
留島ほか（五島列
島）

65 松島（西海市）

59 対馬島

61 小値賀島



70 姫島 姫島村

http://www.himeshima.jp/%e8%a6%b3%e5%85%89
/%e4%ba%a4%e9%80%9a%e3%82%a2%e3%82%
af%e3%82%bb%e3%82%b9/%e5%a7%ab%e5%b3
%b6%e4%b8%b8%e3%81%ae%e6%99%82%e5%8
8%bb%e8%a1%a8/

71 保戸島 （有）やま丸 http://www.city.tsukumi.oita.jp/soshiki/10/11075.html

大入島観光フェリー（株） http://www.oitasima.net/ohnyujima/access.html

豊海運（株） http://www.oitasima.net/ohnyujima/access.html

73 大島（南那珂群島） 日南市 https://www.city.nichinan.lg.jp/main/tourism/location-list/nango/page000466.html

74 島野浦島 日豊汽船（株） http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/display.php?cont=101122153237

種子屋久高速船（株） http://www.tykousoku.jp/

屋久島町 http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/ferry-taiyou/

岩崎産業（株） https://www.yakushimaferry.com/

コスモライン（株） http://cosmoline.jp/

種子屋久高速船（株） http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/ferry-taiyou/

屋久島町 http://www.town.yakushima.kagoshima.jp/ferry-taiyou/

岩崎産業（株） https://www.yakushimaferry.com/

折田汽船（株） https://ferryyakusima2.com/

77 竹島

78 硫黄島

79 黒島

80 上甑島

81 下甑島

82 中之島

83 口之島

84 諏訪瀬島

85 悪石島

86 宝島

十島村 http://www.tokara.jp/ferryinfo/ferrytoshima/

http://mishimamura.com/category/teikisen/

甑島商船（株） https://www.koshikisho.co.jp/

三島村

72 大入島

75 種子島

76 屋久島


