
世界と三重・関西を結ぶ

TSU Airport Line
Centlair Airport access high speed boat

津エアポートライン会社案内



中部国際空港と三重県・津を結ぶ、最速・安価な航路です

• 中部国際空港（セントレア）に直結、三重県 津市への最短・最速ルート

• 伊勢湾をショートカット、特急列車より速くて安く・乗換無し

• 空港発７時から２２時までほぼ１時間おき、頻繁運航

• 「津なぎさまち」に661台収容の無料駐車場

• 津駅と「津なぎさまち」は路線バスが11分で連絡

津エアポートラインは中部国際空港～三重県津市の津なぎさまち間を2隻の高速艇

で運航。空港直結で出発・到着ロビーから高速船ターミナルまで徒歩10分。伊勢湾

をショートカットし所要45分、名古屋駅で特急列車を乗り継ぐのに比べ、速く安いルー

トです。

津なぎさまちと近鉄・JR・伊勢鉄道が発着する津駅とは、津エアポートラインの発着

時刻に合わせて路線バスが約11分で結び、伊勢・志摩・

・伊賀・鈴鹿・南紀への利用にも便利です。

さらに、車利用の方には津なぎさまちに６６１台収納の無料駐車場があり、空港ま

でのロングドライブが不要で駐車場代もかからず人気です。伊勢道 津I.C.から10分と

近く新名神高速も開通し滋賀県・京都からも津は１時間圏です。

「伊勢は津でもつ、津は伊勢でもつ」と歌われた歴史ある航路は、中部国際空港の開

港に合わせ、津市民の悲願として開設され、世界と三重県を繋ぐゲートウェイとして産

業と観光に重要な役割を果たしています。伊勢神宮・真珠・牡蠣・松阪牛・伊賀忍

者・鈴鹿サーキットなど観光の魅力が一杯の三重県に、ぜひ津エアポートラインでお越

しください。

津エアポートライン

津なぎさまち



世界と三重・関西を結ぶゲートウェイ

世界と国内各地に路線を持つ中部国際空港。津を中心に近鉄・JRの特急網と高速道路網がある三重県。
津エアポートラインは、世界と三重・関西を結ぶゲートウェイです。

三重県、津市にとって重要なゲート
ウェイのため、津市にも積極的に
ピーアールをいただき、名刺などで
も紹介いただいています。

第一級の観光資源に溢れる三重・関西エリア

津エアポートラインが世界と結ぶ三重県には、伊勢神宮、松阪牛など第一級の観光資源が多数あります。
また、京都・奈良・大阪へのルートにも当たるので、今後のインバウンド誘致には一層重要な役割を担っ
ていきます。また、鈴鹿山脈には多数のゴルフ場があり、国内だけでなく韓国・台湾からも多数のゴル
ファーが訪れています。
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船舶定期整備期間のダイヤ変更

平成29年11月28日（火）
～平成29年12月21日（木）

整備期間中は一隻運航の為、１日８往復の
減便ダイヤとなります。（※印の便が運休）

ご不便をお掛けしますが、何卒ご了承くださ
いませ。

料金
津航路

津なぎさまち～中部国際空港

運賃
（片道）

大人 2,520円

小人 1,246円

幼児
大人1名につき1名は無賃。それ以外は小人運賃が必要となります。
ただし、無賃扱いの幼児で席が必要な場合は小人運賃が必要です。

特別室 プラス 530円

料金
津航路

津なぎさまち～中部国際空港

割引
（片道）

団体
（15名以上）

大人 2,270円

小人 1,140円

障がい者割引
(身体障がい)
(知的障がい)
(精神障がい)

大人 1,260円

小人 630円

学生割引
1～14名 2,020円

15名以上 1,770円

※ 障がい者割引及び学生割引は、手帳又は証明書を窓口へご提示くださ
い。海外の学校に在籍の場合は、国際学生証をご提示ください。
（ともに有効期限の記載がされているものをご提示ください）

※ 障がい者割引：
(身体障がい)第1種は同伴介護者（大人）も同額。第2種は本人のみ。
(知的障がい)第1種は同伴介護者（大人）も同額。第2種は本人のみ。
(精神障がい)本人のみ。(介護付の記載有の場合は
介護者(大人)も同額)

料金
津航路

津なぎさまち～中部国際空港

回数券

25,200円

11枚綴り 有効期限6ヶ月

回数券のご利用について
•ご利用にはご予約が必要です。
•ご予約後、乗船日に窓口にて乗船券と引換が必要です。
•回数券１枚で大人1名様、もしくは小人2名様の一般席ご利用が可能です。
•学生等の割引対象の方にも使用できますが、差額の返金はできません。

※整備期間ダイヤの時は運休

時刻・運賃



至 津なぎさまち

津駅～津なぎさまち間 路線バス
三重交通（津駅東口2番のりば～津なぎさまち間 所要12分）
平成30年4月1日改定
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津なぎさまち無料駐車場
661台収容

開門時間 5:30〜0:00
第２駐車場～ターミナル間
シャトルバス
第２駐車場発5:40～20:50

自動車アクセス

Googlemap 道路・公共交通ルート案内

(津なぎさまちへのルート スマホ、パソコン用)

https://goo.gl/gf2VB5
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• 津エアポートラインご利用のお客様は駐車いただけます
• 駐車場の予約はできません
• 駐車場の指定管理者・問合せ先

090-8152-6149 キャリアカーサービス警備員



ご予約、設備など

中部国際空港での飛行機との乗継は
国内線１時間、国際線２時間が目安です

満席になると乗船できませんので、ご予約をお勧めします（予約をすると欠航の際に電話連絡が入るので安心です）
出航２０分前を目安に旅客船ターミナルにお越しいただき窓口で乗船手続きをお願いします。予約は手数料無しで変更が可能です。
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お手洗い おむつ交換台 車イス対応 全面禁煙 カフェ

オストメイト対応 授乳室 公衆電話 コインロッカー レストラン

無料wifi テレビ 清涼飲料自販機 貸会議室

津なぎさまち
旅客船
ターミナル

Bay Sea Sky

設備



波による船体の揺れが少なく、30ノット（時速約56km）で航行が可能。ゆったりと設計された船内は完全
バリアフリーで一般の方はもちろん、車いすの方にも快適にご利用いただけます。

船名 「フェニックス」「カトレア」
長さ（全長） 31.45m
幅（型） 8.30m
総トン数 124t
機関 1320kw × ２基
航海速度 30ノット（時速56km）
旅客定員 一般席100名 特別席8名

船内は完全バリアフリー設計になっております。車椅子専用座席も完備しております。
ゆっくりおくつろぎいただけるゆとりの空間レイアウトで、2階には8名様までご利用い
ただける特別室もご用意しております。

船のご紹介



航路を支えるスタッフ



一般客室

特別室

津なぎさまち ターミナル 中部国際空港 ターミナル



社名 津エアポートライン株式会社

設立年月日 平成16年1月21日

所在地 〒514-0010 三重県津市なぎさまち1-1

資本金 1,000万円
（両備ホールディングス株式会社100%出資）

従業員数 ５９名

業務内容 高速船の一般旅客定期航路事業
（中部国際空港への海上アクセス）

運航航路 津なぎさまち（津新港） ～ 中部国際空港（セントレア）間

連絡先 TEL：059-213-6582（代） FAX：059-246-5558
tsu-airport@ryobi-holdings.jp

web http://www.tsu-airportline.co.jp/

両備フェリーグループ 両備フェリー

瀬戸内観光汽船

国際フェリー

オーキドホテル

神戸ベイクルーズ

津エアポートライン

新岡山港 ～ 小豆島 土庄港

御座船（東京 日の出桟橋）

岡山県日生港 ～ 小豆島 大部港

高松港 ～ 小豆島 池田港

小豆島 土庄港

神戸港

中部国際空港 ～ 津なぎさまち

両備ホールディングス株式会社

創立 明治43年7月31日

資本金 4億円

従業員数 2,430名

本社所在地 岡山県岡山市北区錦町6番1号

津エアポートライン 会社概要



グループ概要 従業員 9,4５５名 ５１社 １組合

平成28年業績 売上高1,363億円 経常利益82億円純資産574億円

トランスポーテーション＆トラベル部門

両備ホールディングス（株）
両備バスカンパニー（両備HD）
両備津山カンパニー（両備HD）
両備バス関西カンパニー（両備HD）
両備トランスポートカンパニー（両備HD）
両備タクシーカンパニー（両備HD）
両備フェリーカンパニー（両備HD）
両備スカイサービスカンパニー（両備HD）
両備トランスポート（株）
Ryobi International Logistics Vietnam JSC
Ryobi (Vietnam) Distribution Service Company Limited
Ryobi Myanmar Distribution Service Company Limited
共栄運輸興業（株）
両備フェリー（株）
津エアポートライン（株）
瀬戸内観光汽船（株）
国際フェリー（株）
神戸ベイクルーズ（株）

東備バス（株）
（株）中国バス
（株）井笠バスカンパニー
岡山電気軌道（株）
和歌山電鐵 （株）
（株）両備タクシーセンター
岡山交通（株）
両備グレースタクシー（株）
岡山タクシー（株）
浅口タクシー（株）
総社両備タクシー（株）
（株）中国交通
（株）ハロー・トーキョー
イースタンエアポートモータース（株）
ニッコー観光バス（株）
（株）リョービツアーズ
（株）中国トラベル

ICT部門

（株）両備システムズ
（株）両備システムイノベーションズ
（株）リョービシステム サービス
（株）両備システムソリューションズ

（株）リオス
（株）エス・シー・ラボ
（株）シンク

くらしづくり部門

両備ストアカンパニー（両備HD）
両備テクノカンパニー（両備HD）
両備スポーツセンターカンパニー（両備HD）
ソレックスカンパニー（両備HD）
岡山三菱ふそう自動車販売（株）
（株）エフ・テック
（株）両備エネシス
（株）青野石油店

両備モーターズ（株）
（株）両備リソラ
アール空調システムズ（株）
サルボ両備（株）
（株）両備ヘルシーケア
（株）トーキョー・リョービ
（株）岡山馬事公苑
（株）AA コーポレーションジャパン

まちづくり部門

岡山まちづくりカンパニー（両備HD）
両備不動産東京カンパニー（両備HD）
両備不動産広島カンパニー（両備HD）

両備住宅（株）
（株）アール・エステートサービス
（株）和田コーポレーション

社会貢献部門

公益財団法人 両備文化振興財団
夢二郷土美術館
公益財団法人 両備てい園記念財団
一般財団法人 地域公共交通総合研究所
両備教育センター

両備健康づくりセンター
関連会社
岡山高島屋
Transimex-Saigon Corporation

両備グループ 概要



両備フェリーグループ船舶のご紹介

会社：両備フェリー

船名：おりんぴあどりーむ

トン数：990トン

定員：500名

積載台数：大型バス9台

【 新岡山港～小豆島 土庄港航路】

会社：瀬戸内観光汽船

船名：フェリーひなせ

トン数：998トン

定員：500名

積載台数：大型バス12台

【高松港～小豆島 池田港航路】
会社：国際フェリー

船名：第三十二こくさい丸

トン数：749トン

定員：500名

積載台数：大型バス12台

会社：国際フェリー

船名：第一こくさい丸

トン数：699トン

定員：500名

積載台数：大型バス10台

お問合せ先 Inquiries

両備フェリー Ryobi Ferry

瀬戸内観光汽船 Setouchi Kanko Kisen

国際フェリー Kokusai Ferry

オーキドホテル Ohkido Hotel

神戸ベイクルーズ Kobe Bay Cruise

津エアポートライン TSU Airport Line

086-274-1222 www.ryobi-ferry.com

0869-72-0698 www.setouchi-kankokisen.co.jp

0879-75-0405 www.kokusai-ferry.co.jp

0120-02-3940 www.ohkido.com

078-360-0039 www.kobebayc.co.jp

059-213-6582 www.tsu-airportline.co.jp

【東京港遊覧船 日の出桟橋】

【神戸港遊覧船】

会社：両備フェリー

船名：御座船 安宅丸

トン数：486トン

定員：500名

座席数

普通席 ：208席

グリーン席： 32席

船名：ロイヤルプリンセス

トン数：414トン

定員：500名

船名：にゅうおりんぴあ

トン数：690トン

定員：480名

積載台数：大型バス8台

会社：神戸ベイクルーズ

船名：オーシャンプリンス

トン数：170トン

定員：345名

【 岡山 日生港～小豆島 大部港航路】



会社：津エアポートライン

船名：カトレア、フェニックス

トン数：124トン

航海速度：30ノット(時速56km)

定員：一般席100名、特別席8名

http://www.tsu-airportline.co.jp/

【 中部国際空港～津なぎさまち航路】


