
新潟-粟島航路 （朱鷺メッセ前 発着）

平日限定
新潟市内からの直航便

新潟発の午後1時 ⇄ 粟島発の午前11時一日一便

新潟 市
朱鷺メッセ前

http://awa-isle.jp/ 粟島

※上記運賃・料金は消費税を含んでおります。

高速双胴船 awaline きらら

高速双胴船料金
（片道料金） 運賃

おとな（中学生以上） 4,800円

こども（小学生まで） 2,400円

ご宿泊のご相談・その他観光に関することはお気軽にお問い合わせください

受付時間 8：30～17：00
粟島観光案内所 TEL. 0254-55-2146

FAX. 0254-55-2323
http://awa-isle.jp/

一日一便（新潟発の午後1時 ⇄ 粟島発の午前11時） 先着170名限定

所要時間85分一日一便

新潟-粟島航路（朱鷺メッセ前発着）平日限定

期間限定で粟島が
新潟市の近くになります。

行きのチケット購入は
高速船の中となります

身近な大自然と
穏やかな時間を満喫

自動車でも安心。駐車場を
お得にご利用できます

アクセスも便利な
朱鷺メッセ前の発着（1日1便）

事前の“宿予約”も代行します
お気軽にご連絡ください

新潟～粟島航路が昭和49年以来、44
年ぶりに、期間限定で復活します。朱鷺
メッセから高速船に乗り、85分で粟島
に到着します。高速船は1便あたり先着
170名限定で乗船できます。

チケット販売は行きが高速船の中、帰りは
待合所窓口となります。1便あたり先着170
名限定。事前のご予約も受付中※。ご予約
方法は、粟島汽船株式会社へお電話（☎
0254-55-2131）でお申込ください。
※天候など止むを得ない理由によって、運航日程や時
間の変更、あるいは運航自体が中止になることがありま
す。ご了承ください。

周囲わずか23kmの中、見渡す限りの大自
然。草の匂いが気持ちいい林道の山歩き
コース。透き通るような青い海原に糸を垂
らす釣り人の楽園。海の幸と美味しいお
酒、疲れを癒す天然温泉など。少しだけ足
を伸ばして、満喫してみませんか。

発着する朱鷺メッセの駐車場の料金が、
粟島汽船を利用されると、24時間ごとの
最大料金が800円になります（通常1,500
円）。帰りの便のチケット購入時に駐車券
を提示いただくと、「料金適用カード」をお
渡しします。

運賃は、片道おとな4,800円（中学生以
上）、こども2,400円（小学生）。高速船きら
らが1日1便。ダイヤは、新潟発の午後1時と
粟島発の午前11時（朱鷺メッセ前での発
着便）。粟島で一泊するか、日帰りならば岩
船港着のフェリーをご利用いただけます。

粟島での宿泊のメインは、民宿です。島で 
暮らすオーナーの生きた情報が粟島を 
楽しむ秘訣。楽しみ方によってエリアや 
種類（民宿、旅館、ゲストハウス）も異な
ります。粟島観光案内所が相談に乗りま
す。予約代行もお任せください。☎0254-
55-2146（8:30~17:00）

新潟-粟島航路 （朱鷺メッセ前 発着）※2018年6月29日～7月20日の期間中平日のみ運行

予約先 粟島汽船（株）
受付時間7：30～17：00
TEL. 0254-55-2131（粟島）

http://awaline.co.jp

粟島汽船

6 29（金） 7 20（金）

・無料扱いの手回り品は3個までです。
・ 大型クーラーボックス、キャンプ用キャ
リーカートなど大きな荷物受託不可。
・自転車は要予約。

手荷物運賃
受託手荷物 260円
自転車・小動物 560円

［定員］ 170名 ［総トン数］184トン ［速力］42.6km/h



雄大な自然と、穏やかな時間に包まれて

東西4.4km、南
北6.1km、周囲
23.0km、粟粒の
ように小さいこと
から、「粟島」と名
付けられたという
人もいる。

粟島

岩船港

新 潟 市
朱鷺メッセ前

わずか周囲23kmの中、見渡す限り大自然が広がる『粟島』。

透き通るような青い海原に、力強く息づく草木、動物。

そして、島に暮らす人々の温かさ…。

自然の織りなす絶景や、島ならではの美味しいもの。

五感で感じるすべてがドキドキに変わり、

幼い頃のように心を躍らせます。

旅人にも、冒険者にもなれる、『粟島』。

町の喧騒や、慌ただしく過ぎる日常から少しだけ足を伸ばして、

柔らかな風のように過ぎていく島時間の中、

のんびりしてみませんか？

6/29（金）～7/20（金）は、平日限定で
新潟市内からの直航便の運行があります。この機会に是非。

新潟～粟島航路が昭和49年以来、44年ぶりに、期間 

限定で復活します。朱鷺メッセから高速船に乗り、85分で 

粟島に到着します。高速船は1便あたり先着170名限定
で乗船できます。晴れた日は、デッキの上で日向ぼっこは
いかがですか。のんびりとした船旅を楽しむファミリーも
多いですよ。

ダイヤは、新潟発の午後1時と粟島発の午前11時（朱
鷺メッセ前での発着便）。粟島で一泊するか、日帰りな
らば岩船港着のフェリーをご利用いただけます。

高速双胴船「awalineきらら（85分）」1日1便
大人（中学生以上） 4,800円／こども（小学生） 2,400円

PHOTO TRIP
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必ず知っておいてほしい粟島の情報としては、コンビニが
ありません。小さなスーパーはありますが、食料や酒類を夜
になって買うことはできませんのでご注意ください。現金の
引き落としは、島に一つの「ゆうちょ銀行」のATMをご利用
ください。場所によっては携帯電話の電波も不安定。それ
だけに、のんびりとした時間を楽しめます。

新潟航路の利用者限定のイベント。数が少
ないために、漁師町でしか食べらることの出
来ない珍しい魚を食べるイベントです。粟島
の料理人が腕によりをかけたコース料理で
提供いたします。こちらは「夕食」となります
ので、宿をご予約された方は「夕食なし（朝
食のみ）」でご予約してください。各日先着
20名様（要予約）。料金は3,600円。

日時： 2018年7月10日（火）、17日（火）
 17時～19時
場所： カフェそそど（粟島港のすぐ近く）
申し込み：粟島観光案内所（☎0254-55-2146）

ご予約先：粟島観光案内所（☎0254-55-2146）

日帰り観光の方でも乗りやすいように「特別
ダイヤ」での運行となります。観光客は、ク
ルマ乗入れ不可の粟島にあって、この「バス
旅」は極上のロケーションが味わえます。緑
あふれる道路を楽しみ、展望台からの絶景
を満喫。ご予約の方のみ。料金は片道500

円（県道ルートを合わせて往復700円）。
2018年6月29日～7月20日（平日のみ）

粟島港への到着14:25到着後、汽船乗り場より「14:45
発」にお乗り頂けば、粟島をほぼ一周する「バスでの周
遊」が可能となります。約１時間後の15:50に汽船乗り
場に戻ります。16:30発の岩船港行きのフェリーに乗船
すれば、日帰り旅行の方も周遊が可能。

特別イベントのお知らせ
新潟航路の就航記念

人口360人の粟島で
漁師町でしか食べられない
魚を食べる祭り

北回りルート
コミュニティバス

【新潟航路利用者限定】

【日帰り観光の場合でも周遊可能】
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わっぱ煮作り体験

穴釣り体験

大
だ い ぼ う あ み

謀網漁
りょう

見学

粟島で漁師飯として昔から食べられて
いる「わっぱ煮」を、楽しく作り食べるこ
とができます。一週間前までのご予約。

2018年7月20日まで、毎日開催可能。体験時間は
90分。開始時間目安は「午前9時」「午後1時」「午
後3時半」が目安ですが、予約時に「開催場所」と
共にご相談ください。料金は、1人2,000円（わっぱ
煮は汁物です。おにぎりなどは別途料金）

粟島の海は「魚の宝庫」です。釣り竿
なんていりません。糸と錘を用意して、
ちょっとエサをつけて、岩の隙間に入れ
ると簡単に釣れます。小学生でも釣り名
人になれます。前日までのご予約。

最盛期には早朝と午後の2回行われ
る、島で最も勇壮な漁「大謀網漁」。大
型の定置網を2隻の船、漁師10人以上
でぐいぐい絞ってゆくと、マダイやブリ、
イナダなどが姿を現します。船上からの
見物が可能です。

見渡す限り大自然が広がる粟島。透き通るような青い海原に、力強く息づく草木と動物。
ぜひ五感で粟島を満喫してください。

体験する

※詳細については電話にてお問い合わせください。インストラクターの確保などのため、必ずしも希望に添えない場合がありますことをご了承ください。

（有）粟島定置 ☎0254-50-4400　☎080-5867-4400大謀網漁見学

わっぱ煮作り体験／穴釣り体験（シーカヤック、まちあるき、フォトフレーム作りも体験できます。）
あわしま自然体験学校  ☎070-1044-0777 FAX.0254-55-2688

　 Eメール：awashima.taiken@gmail.com あわしま自然体験学校

釣り初心者でも簡単に楽しめる「堤防釣り」は、カップルや
ファミリーにオススメ。粟島の海は、透明度が高いから釣
り糸を垂らすと、そこに群がる魚を見ながら釣り上げるこ
とが出来ます。釣り道具（竿、エサ、バケツ）は、内浦地区で
も釡谷地区でもレンタルできる売店があります。
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粟島の名物料理と言えば
「わっぱ煮」。焼いた魚と
味噌を入れてお湯を注ぎ、
焼石を入れて「ぶわっ」と
煮たったところにネギを加
える豪快な料理。わっぱ煮
は、島内の食堂でも、気軽
に注文することができます。

魚を串に刺すところから、
魚と石の焼き、石落としな
どの仕上げまでを体験で
きます。新潟航路の就航
期間（6/29～7/20）の平
日は、予約さえすれば、毎
日開催可能。開始時間目
安は「午前9時」「午後1時」
「午後3時半」が目安です
が、予約時に「開催場所」
と共にご相談ください。（ご
予約先：あわしま自然体験
学校 ☎070-1044-0777）

粟島グルメ

わっぱ煮
粟島の名物料理。杉を曲げて作った
“わっぱ”という器に、磯魚と味噌を 
入れてお湯を注ぎ、真っ赤に焼いた石
を落とした漁師料理。その時期に旬の
捕れたて磯魚（メバル・カワハギなど）
を使います。
旬の時期：4月～11月

地魚さしみ
粟島は魚介類の宝庫。中でも名物と
言えるのは鯛。5月から6月に産卵場
所を求めて粟島周辺にやってきます。 
鮮度も味も島ならではです。

旬の時期：5月～6月

イモダコ
特産のじゃがいもと捕れたてのタコを
煮付けた、粟島では古くから食べられ
ている家庭料理。ススキの咲く頃に捕
れる「磯ダコ（マダコ）」を使ったものは
特に絶品です。

旬の時期：9月～11月

左：清酒あわしま
右：じゃがいも焼酎んっぽん
酵母菌の培養にミネラル豊富な粟島
の海水を用い、丹念に仕込みをされた
日本酒「あわしま」。じゃがいもを原料と
して使った焼酎「んっぽん」（粟島弁で
“お母さん”の意味）。どちらもすっきり
した飲み口が特徴のお酒です。
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民宿（1泊2食付き）
消費税込み・サービス料別 

民宿・旅館のイメージ

大人（中学生以上） 7,020円～
こども（小学生） 5,940円～
幼児（食事なし） 1,080円～
注） 目安となる料金です。
　  各宿にご相談・ご確認ください。

旅館（1泊2食付き）
消費税込み・サービス料別 

旅館たてしま 7,830円～
かねひら旅館 8,500円～
ともに内浦地区

ゲストハウス（1泊・食事なし）
消費税込み・サービス料込み 

おむすびのいえ（内浦地区）
3,240円（7~8月は3,500円）
注） お子様がいらっしゃる場合は
　  ご予約の際にご連絡ください。

ゲストハウスのイメージ

のんびりとゆったり流れる
時間を心地良く過ごすこと
ができる民宿・旅館に加え
て、最近できたゲストハウ
スが、テレビや新聞、WEB
メディアで取り上げていた
だいたこともあり、若い旅
行者を中心に全国から訪
れる方が増えています。

粟島には、自慢の天然温泉があります。窓の
外には、一面の日本海。解放感あふれるロ
ケーションも魅力。湯あがりは、大広間でリ
ラックス。島民や観光客同士のコミュニケー
ションの広場となっています。

漁火温泉 おと姫の湯
利用料_ 大人（中学生以上） 500円
 こども 200円
利用時間_午前10:30-午後7:00
休館日_毎週火曜日

注）利用時間・休館日は、季節によって変更する場合があります。

施設内にはトレーニングスペース
もあり、上履き持参でご利用いた
だけます。
（中学生以上利用可/利用料：無料、 
別途温泉利用料必要）
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粟島MAP

自転車で一周約３時間
粟島の大自然を楽しむには、散策かサイクリングがオススメ。

澄んだ空気をたっぷりと吸いながら、

行き交う鳥の声に耳を傾ける。

脚におぼえのある人であれば、

レンタサイクルで一周するのはいかがですか。

起伏に富んだ山道を含む、約3時間のコースです。

夕日スポット
（仏崎）

内浦海水浴場

テントを張る場所は平地なの
で小さなお子様のいる方でも
安心です。少し歩けば海水浴
場が広がっています。（給水
場、トイレ、シャワー室あり）

釡谷海水浴場
遠浅の海水浴場。海底の岩 
まで見通せるほど透明な海が
広がっています。

釡谷キャンプ場
民宿などから少し離れた場所
にあるので、コミュニティバス
でキャンプ場入口まで来るの
がオススメ。海のすぐ側にテン
トを張ることができます。波の
音に耳を傾け、満天に広がる
星空を見て過ごす一夜は格別
です。（トイレあり）

オススメのポイント
島の最北端「鳥崎展望台」、新潟百景にも選ばれた「仏崎
展望台」からの景観、奇岩が並ぶ「エビスヶ鼻」「切石ヶ鼻」
「八幡鼻」からの景観。

内浦キャンプ場

遠浅で砂浜が広がる海水浴
場。近くには夏場のみ限定営
業の浜茶屋もあり、かき氷な
どの販売のほか、軽食や浮き
輪のレンタルもできます。

レンタサイクル

注） 子ども用自転車の貸出はありません。粟島への自転車持ち 
込みも可能。高速船乗り口で手荷物（560円）としてお預け 
ください。（要予約）

貸出（利用）時間_8:30-17:00　※17時までに要返却
貸出料金_ ［アシストなし］  4時間以内： 500円
  4時間超：1,000円
 ［アシスト付き］  3時間以内：1,500円
  3時間超：1時間ごと1,000円
粟島観光案内所☎0254-55-2146

12 13



粟島を知る

★は高速双胴船、無印は普通船です。

※新潟港よりお越しのお客様は、日帰りの場合は岩船港行きの船となります。新潟港へ戻る場合は、宿泊が必要となります。宿泊の予約は粟島観光案内所へご連絡 
ください（Tel：0254-55-2146）。 ※平日のみの運航となりますので、新潟港へ戻る場合、平日に戻る必要がありますので、ご注意ください。 ※岩船航路の運航も 
粟島発岩船行きの2便、3便、岩船発3便の時刻が期間中変更となりました。ご注意ください。 乗合タクシー、コミュニティバスの時刻表は粟島浦村ホームページをご
覧下さい。 ※状況によっては、運航日程や時間が変更となる可能性や運航自体が中止になる可能性があります。ご了承の上、ご予約のほど、よろしくお願いします。

乗合タクシー（村上駅～岩船港間） 所要時間：約15分｜運賃：中学生以上700円、小学生350円（未就学児は
無料です）｜予約方法：ご乗車される時刻の30分前まで｜予 約 先：粟島汽船株式会社（TEL 0254ｰ55ｰ2131）

要予約

粟島汽船 時刻表

【新潟  ⇄  粟島】　　期  間 新潟発 → 粟島着 粟島発 → 新潟着

6月29日（金）
～7月20日（金） 平日 1 13:00 → 14:25 11:00 → 12:25

粟島浦村資料館
一昔前まで使用されていた木造
の漁船や漁具、島の歴史を物語
る縄文土器や石器、鎌倉から室
町時代にかけて建立された板碑
などが展示されています。

【入館料】
大人 200円／小・中学生 100円
※利用時間・休館日は季節により異な
ります。詳しくはお問い合わせ下さい。
粟島浦村教育委員会 

☎（0254）ー55ｰ2111

漁火温泉 おと姫の湯
［効能］切り傷・やけど・慢性皮膚病・
慢性婦人病・虚弱体質の改善 など
［泉質］ナトリウム・カルシウム-塩化物
温泉（弱アルカリ性高張性低温泉）
［利用料］ 大人（中学生以上） 500円
 こども 200円
［利用時間］
午前10：30～午後7：00
［休館日］毎週 火曜日 
※利用時間・休館日は季節により変更
する場合があります。

板碑
観音寺周辺では県有形文化財
「板碑」、村文化財「五輪塔」を見学
することができます。

句碑
島内には作家が詠んだ短歌や俳
句の句碑があちこちに点在し、そ
の数は20数点にもおよびます。

やす突き観音
康和年間（1099～1104）に海か
ら引き上げられたと伝えられる観
音像。平成19年に新潟県有形文
化財に指定されました。

野馬公園
粟島には昭和初期まで、野生馬が生息して
いました。江戸時代の記録によればその数
50～60頭。この野生馬には、源義経が奥
州へ落ち延びる途中で解き放した馬が泳ぎ
渡ったものだという言い伝えがあります。

観光船「シーバード」
■乗り場／内浦漁協前・釡谷港
■見どころ／西海岸の景観
■粟島一周料金
大人（中学生以上）1,200円／こども（小学生）600円
■半周料金（内浦 ←→ 釡谷）
大人（中学生以上）600円／こども（小学生）300円

※5/8～7/17、8/21～9/18の毎週火曜日は運休となります。
※①当日、釡谷よりご利用のお客様は、あらかじめ各便の内
浦出航時刻までにご連絡ください。 ②団体割引は、15名様
以上のご利用から適用されます。 ③臨時便を運航する場合
がございます。
◆臨時便運航条件／ご利用のお客様が、「粟島一周：大人4
名様以上」または「半周（内浦←→釡谷）：大人8名様以上」
の場合。 13：30までに、粟島観光案内所（0254ｰ55ｰ2146）
へご連絡ください。

期間 便 内浦発 → 釡谷着 → 釡谷発 → 内浦着

4月
下旬

～

9月
下旬

1 9：00 → 9：25 → 9：35 → 10：10

2 10：50 → 11：15 → 11：25 → 12：00

3 13：40 → 14：05 → 14：15 → 14：50

臨
時
便

15:10 → 15:35 → 15:45 → 16:20

【岩船  ⇄  粟島】　　期  間 岩船発 → 粟島着 粟島発 → 岩船着

6月29日（金）
～7月20日（金）

※7/14（土）～7/16（月）を
除く

平日

1 9:40 → 10:35 8:00 → 8:55

2 10:30 → 12:10 　15:00 → 15:55

3 16:45 → 17:40 16:30 → 18:10

土・日

1 9:40 → 10:35 8:00 → 8:55

2 　10:30 → 12:10 11:10 → 12:05

3 12:30 → 13:25 14:00 → 14:55

4 16:00 → 16:55 　15:20 → 17:00

7月21日（土）
～8月3日（金）

平日

1 9:40 → 10:35 8:00 → 8:55

2 　10:30 → 12:10 11:10 → 12:05

3 12:30 → 13:25 14:00 → 14:55

4 16:00 → 16:55 　15:20 → 17:00

土・日及び
7/14（土）～
7/16（月）
海の日

1 9:00 → 9:55 7:30 → 8:25

2 　10:00 → 11:28 10:30 → 11:25

3 12:30 → 13:25 　12:30 → 13:58

4 　14:50 → 16:18 14:00 → 14:55

5 16:30 → 17:25 　17:00 → 18:28

8月4日（土）
～8月16日（木）
（お盆ダイヤ）

1  9:00 → 9:55 7:30 → 8:25

2 　10:00 → 11:28 10:30 → 11:25

3 12:30 → 13:25 　12:30 → 13:58

4 　14:50 → 16:18 14:00 → 14:55

5 16:30 → 17:25 　17:00 → 18:28

14 15


