国土交通省認可一般旅客定期航路免許番号第34号
沖縄県知事登録国内旅行業第2種121号

各離島定期船・チャーター船・観光コース・フィッシング案内
西表（大原・上原）・竹富・小浜・黒島・波照間・新城・鳩間

TEL ０９８０－８３－００５５ FAX ０９８０－８３－００４４
㈲安栄観光運航時刻表 住所：〒907-0012
石垣市美崎町1番地（石垣港離島ターミナル内）

【夏季】平成30年4月1日～平成30年9月30日
竹富島航路

黒島航路

石垣発
竹富発
０７：３０ ０７：４５
※０８：００ ※０８：１５
０８：３０ ０８：４５
※０９：００ ※０９：１５
０９：３０ ０９：４５
※１０：００ ※１０：１５
１０：３０ １０：４５
※１１：００ ※１１：１５
１１：３０ １１：４５
※１２：３０ ※１２：４５
★１３：００ ★１３：１５
※１３：３０ ※１３：４５
★１４：００ ★１４：１５
１４：３０ １４：４５
※１５：００ ※１５：１５
※１５：３０ ※１５：４５
１６：００ １６：１５
※１６：３０ ※１６：４５
１７：００ １７：１５
※１７：３０ ※１７：４５
１８：００ １８：１５

石垣発
黒島発
※０８：００ ※０８：３５
０９：３０ １０：０５

★印は７・８・９月のみ運航

★※１１：００ ★※１１：４０

※１３：００ ※１３：４０

１５：２０

１６：００

西表島上原航路

石垣発
０６：５０
０８：３０

０９：３０
※１０：３０
※０９：３０
（鳩間経由）

★印は７・８・９月のみ運航

（鳩間経由）

１３：３０

（竹富経由）

※１５：００ ※１５：４５

１６：００
―
※１７：１５
１８：００

１６：４０
※１７：１５
※１７：４５
１８：３５

■弊社乗船券で八重山観光フェリー便にご乗船できます。
■※の印は八重山観光フェリー船舶運航便です。
■乗船券は、石垣港離島ターミナル内安栄観光受付カウンター
にて販売してます。
■上原航路欠航時に西表島西部地区への送迎バスを
ご利用の際は上原航路の乗船券をご購入下さい。

上原発
０７：４０

★※０７：４０ ★※０８：３０

１０：５０

石垣発
小浜発
※０７：１０ ※０７：４０
０７：５５ ０８：３０
※０８：１５
―
０９：１０ ０９：５０
※１０：３０ ※１１：１０
１１：３０ １２：１０
※１２：５０ ※１３：３０
１４：００ １４：４０

http://www.aneikankou.co.jp

船の運航状況をホームページ・携帯サイトから確認できます。ご登録の方へメール配信中です

※１７：３０ ※１８：１０

小浜島航路

ホームページアドレス

１２：００
１４：３０

★１４：２０ ★１５：２０
※１５：３０
（鳩間経由）

※１６：４０

西表島大原航路

石垣発

大原発

○※０７：００ ○※０７：４０

※０８：００ ※０８：４５

○０８：３０
※０８：４０

○０９：３０

○０９：４０ ○１０：３０
○１１：００ ○１２：３０
―
※１２：００
○１３：００ ○１４：００

（竹富経由不定期）

―

波照間島航路

石垣発 波照間発
０８：３０ １０：０５
１０：３０ １２：００
１１：５０ １３：２５
１５：３０ １７：０５
石垣発11:50・波照間発13:25便
は不定期にて大原港経由の
場合があります。経由した場合
の所要時間は約80分です。
又、ぱいじま2の運航時、
所要時間約100分。

予約が必要です

島間航路
※上原発

→ 鳩間着

１０：３０発 (所要時間10～15分)

鳩間発 → 上原着
１１：３５発 (所要時間10～15分)

※１４：３０
（竹富経由）

不定期航路
大原発 → 波照間着
１２：３０発 (所要時間35～45分)
波照間発 → 大原着
１３：２５発 (所要時間35～45分)

各航路片道所要時間・運賃

※鳩間発

→ 上原着

竹 富 島/10～15分/ 690円

１６：１５発 (所要時間10～15分)

１７：１０
１８：２０

※１４：４０ ※１５：３０

★印は７・８・９月のみ運航

○※１６：１０ ○※１７：００

小 浜 島/25～30分/1,220円

西表島西部地区送迎バスは
安栄観光の乗船券の方
のみご利用できます

○※１７：３０ ○※１８：２０
上原航路欠航時
○印は、大原⇔上原方面への
連結送迎バス付（あんえいバス）
石垣発11：00・大原発12：30便の
送迎ﾊﾞｽは大原港にて約30分の
待ち時間がございます

西表大原/35～40分/1,800円

※小浜発

西表上原/40～45分/2,360円

０８：５０発 (所要時間35～45分)

鳩 間 島/40～45分/2,360円

※大原発

波照間島/60～100分/3,550円

１２：３０発 (所要時間35～45分)

１６：１０
１７：３０

鳩間島航路
※０９：３０ 石垣→上原→鳩間
※１０：４５ 鳩間→石垣

１０：５０ 石垣→鳩間
１１：３５ 鳩間→上原→石垣
※１５：３０ 石垣→鳩間
※１６：１５ 鳩間→上原→石垣
鳩間島航路は上原航路の経由便
の為上原航路欠航時は運航なしです

１５：３０

１６：３０

上原欠航時送迎バス時刻

黒

島/25～30分/1,320円

→ 大原着
→ 小浜着

※使用船舶により所要時間に差があります

大原発 → 竹富着

※往復・団体・障がい者割引他有り

１４：００発 (所要時間35～45分)

※天候不良などにより船が遅れる場合があり

※大原発

→ 竹富着

１４：３０発 (所要時間35～45分)

バス・上原港発 船・大原港発

０６：４０
０８：３０
０９：３０
１１：２０
１３：００
１６：００
１７：２０

島間航路

※０７：４０

島間航路片道運賃

０９：３０
１０：３０
１２：３０
１４：００
※１７：００
※１８：２０

大原―波照間 / 1,770円

上原―鳩間
大原―小浜
大原―竹富
小浜―竹富

/ 890円
/ 1,620円
/ 1,670円
/ 1,180円

※小浜発

→ 竹富着

１３：５０発 (所要時間25～30分)

小浜発 → 竹富着
１４：４０発 (所要時間25～30分)
※竹富発

→ 小浜着

１６：４５発 (所要時間25～30分)
予約が必要です

所要時間は使用船舶により差があります。

