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～のんびり島（しま）しょう！ひろしま旅～ 

広島・宮島・呉・江田島 
キャンペーン 

期間 平成26年4月～6月 

広島湾宝しまフリー乗船２日券 
 宮島・広島・呉・江田島・似島を結ぶ定期便が2日間乗り放題にな
るお得なきっぷ。広島湾に面した観光地を巡るのにおすすめです。 
期間：4月1日～10月25日（設定除外日：5月2日～6日、8月9日～11日） 

料金：大人3,500円 小人（小学生）1,750円 

【対象航路】 
 ①広島港～プリンス前～宮島港 高速船 
 ②広島港～プリンス前～江田島（小用港）高速船 
 ③呉港～江田島（小用港）フェリー・高速船 
 ④広島港～似島港 フェリー 
 ⑤広島港～呉港 フェリー 
 ※プリンス前・・・グランドプリンスホテル広島前桟橋 
《お問い合わせ》瀬戸内海汽船㈱航路事業部 082-255-3342 

写真：西宗神楽団（広島県北広島町） 

のんびり島しょう！スタンプラリー 
 キャンペーン期間中、指定の場所に設置されたスタンプを集めて応募
すると、抽選で、広島県の特産品などが当たります。 
期間：4月1日～6月30日 
参加方法：指定の６か所（下記）に設置されたスタンプを、備え付けの応
募はがきに２種類以上押印。50円切手を貼って郵送してください。 
設置個所：広島港・プリンス前港・宮島港（予定）・大和ミュージアム・ 
       小用港・御手洗無料案内所 
《お問い合わせ》 
広島ベイエリア周遊観光推進協議会事務局 082-504-2243 
（広島市観光政策部内）  

          街と週のど真ん中、神楽を楽しむ水曜日 

       「広島神楽」定期公演 
 ついに実現！！伝統芸能「広島神楽」の平日(水曜日)定期公演！ 
観光客の皆様に広島ならではのエンターテイメントをお届けします。 
期間：4月2日～12月24日の毎週水曜日（設定除外日：8月6日） 

会場：広島県民文化センター 
時間：18:30開場 19:00開演 20：40終演(終演後記念撮影会を実施) 
料金：1,000円(全席自由席[一部団体予約席]) 
    入場券は公演当日10:00から会場で販売 
《お問い合わせ》広島県民文化センター 082-245-2311 

周遊企画 

広島市 

キャンペーンエリアを便利に巡れる海のアクセス 

※掲載内容については全て、平成26年2月17日現在の情報で
あり、消費税率引き上げに伴い変更となる場合があります。 
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       音戸の瀬戸 花まつり  
～海峡を花でつなぐ～ 
 花と緑が最も美しいこの季節は、音戸の瀬戸が一番輝く季節。
桜やつつじなど、お花見を楽しみながら参加できる様々なイベント
を展開します。 
期間：3月29日～5月11日 
 《花まつりスタンプラリー》3月29日～5月11日 
 《警固屋さくら祭》4月6日 
 《花まつりコンサート》4月19日 
 《音戸渡船まつり》4月27日 
 《花まつり和太鼓演奏会》4月27日 
 《島の蔵「華鳩」蔵開き》4月29日～5月5日 
会場 音戸の瀬戸、倉橋桂浜周辺（呉市） 
《お問い合わせ》  
瀬戸内しまのわ2014実行委員会事務局 082-513-3450 

      御手洗宝しまクルーズ 
 かつて風待ち・潮待ちの港として栄えた「御手洗」へのクルーズ。 
江戸時代の面影を残す町並みを、地元のボランティアガイド 
（クルーズ利用者無料）とともに散策します。 
期間：4月19日～6月15日の土日、4月26日～5月２日は毎日 
    （設定除外日：5月3日～5月6日） 
※松山発は呉港までスーパージェット利用、呉港にて乗り継ぎ。 
※満席でご乗船できない場合があります。 
《お問い合わせ》瀬戸内海汽船㈱航路事業部 082-255-3342 

      しまあかり～宮島～ 
『厳島物語』をテーマに、宮島でライトアップイベントを開催。 
宮島の歴史・文化・風景など、切り絵を施した行灯が、夜の宮島を彩ります。 
期間：3月21日～5月11日 夕方～午後10時ごろ 
場所：宮島桟橋～嚴島神社周辺 
手作りの行灯で夜の宮島をライトアップ 
<しまあかりナイトガイド> 
しまあかりおすすめスポットを宮島の歴史とともにガイドがご案内します。 
期間：3月29日～5月10日 毎週土曜日 午後7時～（約１時間） 
場所：宮島桟橋観光案内所前出発 料金：無料 
《お問い合わせ》瀬戸内しまのわ2014実行委員会事務局 082-513-3450 

 

      江田島SEA TO SUMMIT 2014 
～瀬戸内海から砲台山頂上へ～ 
江田島市の豊かな自然を満喫し、自然の循環を体感するイベント。 
アウトドア総合ブランド「モンベル」と連携し、江田島市をカヌー・ 
サイクリング・トレッキングなどのアウトドアスポーツの聖地としてPR 
するイベントを展開します。 
期間：《環境シンポジウム》5月31日、《本大会》6月1日 
    ※いずれも会場は調整中 
《お問い合わせ》 
瀬戸内しまのわ2014実行委員会事務局 082-513-3450 
江田島SEA TO SUMMIT２０１４実行委員会 0823-40-2762 

※イベント内容・日程等については、関係者等の調整により変更の可能性があります。 

呉市 

呉市 

廿日市市 

江田島市 
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広島市内定期観光バス 
 二階建てバス特有の目線の高さと屋根の無いダイナミック 
な開放感を感じていただける、二階建てオープンバス 
「めいぷるスカイ」が広島初登場！広島市内ドライブ車窓コース 
(約1時間30分)と広島市内平和記念公園下車コース(約2時間)の
二つのコースをご用意しています。 
《お問い合わせ》 
中国ジェイアールバス株式会社運輸部運輸課 082-261-1268 

めいぷるスカイ 広島世界遺産定期観光バス 

運行コース 
広島城～原爆ドーム～平和記念公園～マツダス
タジアム等 

広島城～原爆ドーム～平和記念公園～瀬戸内シーライ
ン（船）～嚴島神社等※瀬戸内シーラインが欠航の場合バス移動 

運行期間 
平成26年４月19日以降の毎週金・土・日・祝日、
ＧＷ、夏休みなど 

平成26年４月19日以降の毎週土・日・祝日など（一部除
外日あり） 

運行便数 ３便／日（時間帯により運行経路変更） １便／日 

所要時間 約１時間30分～２時間 約７時間40分 

運賃 
大人2,000円 
小人1,000円（３歳以下乗車不可） 

大人5,000円（昼食付） 
小人3,000円（昼食付） 

その他の企画 

松山・広島割引きっぷ「利用列車限定」「行きと帰りは別々のルートで」 

 京阪神から新幹線と在来線を乗り継いで広島・呉へ行き、呉港～松山観光港の高速船スーパージェット
で松山へ行く新ルートを提案するきっぷを新たに発売！瀬戸内の多島美を楽しみながら、大変おトクにご旅
行できます！ 

利用期間：3月21日～10月26日の間の連続する３日間 
※利用開始日の１ヶ月前から前日まで発売 
 

料   金：大阪市内発14,000円 
※京都市内発、神姫ゾーン発の設定もあります。 

※発売条件や利用条件があります。 
  詳しくは「ＪＲおでかけネット」でご確認ください。 
 

《お問い合わせ》 

西日本旅客鉄道㈱広島支社営業課 

              082-264-7420 

瀬戸内しまのわ２０１４ 
平成26年3月21日（金・祝）～10月26日（日） 

 日本の“瀬戸内”から世界の“瀬戸内”へ！かつて瀬戸内は島々を多くの船が行きかう交通の要衝で
した。どこまでも続く“海の道”、それが人々の心をつないでいました。「瀬戸内しまのわ2014」は瀬戸内
に暮らす人々が自ら楽しみ、瀬戸内を訪れる人々が一緒に楽しめるイベントを通じて、人々の和で島
々の輪をつなぐことを目指しています。 

 季節ごと（春・夏・秋）に島々の魅力をPRするイベントを広島県・愛媛県で200以上実施します。 

《お問い合わせ》 瀬戸内しまのわ2014実行委員会事務局 082-513-3450 

参考 

熊野筆リップブラシ プレゼント！ 
 期間中、主な旅行会社で発売されるＪＲ利用で４市を着地とした旅行商品や、ＪＲ特別企画 
割引乗車券等でお越しいただいたお客様に、オリジナル「熊野筆リップブラシ」をプレゼント！ 
（先着順、無くなり次第終了） 
引換え箇所：広島駅新幹線口観光案内所・くれ観光情報プラザ・ 
        宮島港桟橋内観光案内所・小用港 

写真は 
イメージです。 



別紙 
１.キャンペーン期間中のその他の企画 
 
【広島市】 

①広島めいぷる～ぷ 
 広島市中心部の観光地や美術館を回ることのできる広島市内循環バス。 
平和記念公園や世界遺産「原爆ドーム」、市内３美術館などを巡るのに便利です。 
・料  金：大人 200 円、小人 100 円  

１日乗車券大人 400 円、小人 200 円 
・運行時間：9:00～17:30 30 分間隔 
・運  行：1 日 18 便 
・お問合せ：中国ジェイアールバス株式会社運輸部運輸課 082-261-1268 

 
②世界遺産航路 

平和記念公園と宮島を結ぶ海のアクセス。広島の街並みを海から眺めながら 
世界遺産をらくらく移動できる広島ならではの海上交通船。 

   ・料  金：大人 1,900 円,こども 950 円 
・運行時間：8：50～17：10（平日は要予約，２名から運行可能） 
・アクセス：（平和公園発）広島駅から路面電車 15 分、「原爆ドーム前」下車、徒歩 3 分 

          (宮島発）  宮島桟橋から徒歩 3 分 
・問合わせ：㈱アクアネット広島 082-240-5955 

 
③安芸ひろしま武将隊 
城下町「広島」の魅力を伝えるため結成されたおもてなし武将隊。 
毛利元就とその一族の武将達による演舞パフォーマンスは圧巻。 
・期  間：平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月の毎週土、日、祝日  

※ただし全体演舞は日曜日の 13 時、14 時、15 時から。 
土曜日、祝日はおもてなしの練り歩きのみ 

・場  所：広島城二の丸 
・アクセス：路面電車「紙屋町東」から徒歩 10 分 
・お問合せ：インフォライズン株式会社 082-555‐8212 

 
④広島湾おさんぽクルーズ 
潮風を感じながら広島湾の多島美を楽しめる約１時間のミニクルーズ 
・料  金：おとな 500 円 小学生 250 円 
・コ ー ス：広島港→江田島（切串港）往復（下船しない） 
・期  間：（実施中）～平成 27 年 3 月 
・運  航：1 日 8 便 
・所要時間：:約 1 時間 
・お問合せ：瀬戸内シーライン 082-254-1701 

 
⑤ひろしまリバークルーズ 

異国情緒漂う船「バールン」でひろしまの川から世界遺産原爆ドームをご覧いただけます 
・料  金：大人 1,000 円 こども 500 円 
・運  航：1 日 10 往復 
・所要時間：約 30 分 
・お問合せ：（株）アクアネットサービス 082-246-1310 

 
⑥夕焼けクルーズ 
広島湾の夕日と海から見る広島の夜景をお楽しみいただけます 
・料  金：おとな 1,000 円 小学生 500 円 夕陽弁当７５０円 
・コ ー ス：広島港→江田島（三高港）往復（下船しない） 
・期  間：平成 26 年 4 月～9 月末 
・運  航：（1）18:00～19:25（2）18:35～20:00（3）19:30～20:55 

※オプションで夕陽弁当あり（前日までの申込み） 
※飲食物（飲物・弁当など）の持込可能 

・お問合せ：江田島汽船 082-505-0155 
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⑦お好み焼 
   広島の定番グルメお好み焼。広島駅前に 15軒のお好み焼屋が集まった「お好み物語駅前ひろば」

は広島の新名所として観光客に人気です。 
・場  所：お好み物語駅前ひろば 
・定 休 日：無休 
・営業時間：10：00～23：00 
・アクセス：広島駅より徒歩約 2分 
・お問合せ：ひろしまお好み物語駅前ひろば 082-568-7890 
 

⑧牡蠣料理 
生産量日本一を誇り、風味の良さに定評がある広島カキ。 
土手鍋、フライ、カキめしなど多彩な料理を楽しむことができます。 
・場  所：広島エリアの食事施設 
・お問合せ：（公財）広島観光コンベンションビューロー082-247-6916 
 

⑨DISCOVER WEST ハイキング地元ガイドとまち歩き「広島の歴史と文化、探訪コース」 
かつての広島城下を散策しながら、平和記念聖堂と縮景園を訪ねます 
・期  間：平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月の日曜日 ※設定除外日:年末年始 
・集合時間：9:45 
・集合場所：ＪＲ広島駅南口 
・解散場所：縮景園 
・所要時間：約 2 時間 30 分 
・お問合せ：広島市観光アシスタント協会 082-881-0877 

 
【呉市】 

①護衛艦の一般公開 
毎週日曜日に護衛艦を一般公開しています。 
(天候等により中止になる場合があります） 
・公開時間：10:00/13:00/15:00 ※20 分前から受付開始 
・お問合せ：海上自衛隊呉地方総監部総務課広報係℡0823-22-5511 

 
②艦船巡りクルーズ 
潜水艦基地や戦艦「大和」建造ドックを巡るミニクルーズ。海上自衛隊ＯＢが詳しくガイドし

ます。 
・料  金：大人 1,200 円、こども 600 円 
・期  間：通年 
・運 航 日：水・木・金（1・2 便）、土・日・祝（全便） ※定休日:月・火 
・時  刻：＜1 便＞10:00  ＜2 便＞11:00 ＜3 便＞12:00  

＜4 便＞ 13:00 ＜5 便＞14:00 
・場  所：呉中央桟橋発着 ※乗船券発売箇所 呉中央桟橋 1F ターミナル 
・所要時間：:約 30 分  

※気象状況や臨時便・貸切便の運航状況により急遽運休する場合があります。 
・お問合せ：:有限会社バンカーサプライ 082-251-4354 

 
③呉湾おさんぽクルーズ 
海の上から見る呉の町並みや大和ミュージアム、有名な呉海上自衛隊の巡視艇など数多くの船

などもご覧いただけます。 
・料  金：おとな 500 円 小学生 250 円 
・コ ー ス：呉港→江田島（小用港）往復（下船しない） 
・期  間：平成 26 年 3 月 21 日～平成 27 年 3 月末 
・運  航：1 日 9 便 ※時刻は変更になる場合がございます 
・所要時間：約 45 分 
・お問合せ：:瀬戸内シーライン 082-254-1701 

 
④御手洗・豊町観光ガイド 
江戸時代、風待ちや潮待ちの港町として栄えた御手洗をガイドが、歴史や文化について案内し

ます 
・期  間：（実施中）～平成 27 年 3 月 
・所要時間：約 1～2 時間 
・お問合せ：豊町観光協会 0823-67-2278 
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⑤呉冷麺 
夏だけでなく、一年中美味しく食べられる呉冷麺は、一度食べたらやみつき。 

ピリッと辛い鶏ガラスープに平打ち麺が絶妙なバランス。 
お好みでお酢をかけてどうぞ。 
・場  所：呉市内中心部 ※一部麺がなくなり次第終了のお店あり 
・お問合せ：くれ観光情報プラザ 0823-23-7845 

 
⑥DISCOVER WEST ハイキング地元ガイドとまち歩き「旧海軍の遺産巡りコース」 
戦艦「大和」の建造ドック跡や入船山記念館など旧海軍の遺産を巡ります。 
・料  金：ガイド料無料（※バス運賃と有料施設の入館料は別途必要） 

   ※施設間は「呉探訪ループバス」、路線バスでの移動です。 
・期  間：平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月の土・日・祝日 

※設定除外日:（8/16、12/30～1/3 は除く） 
・集合時間：13:10 
・集合場所：中央桟橋（大和ミュージアム隣）バス停 
・解散場所：中通商店街 
・所要時間：約 2 時間 30 分（全行程に参加した場合） 
・お問合せ：くれ観光情報プラザ 0823-23-7845 

 
【廿日市市】 

①宮島しまあかりクルーズ 
ライトアップされた嚴島神社など、昼間の喧噪を離れたショートクルーズをお楽しみください。 
・料  金：<宮島上陸コース> 大人 2,800 円、小人 1,400 円 
・運 航 日： <宮島上陸コース> 平成 26 年 3 月 21 日～5 月 11 日の土日祝と 4 月 28 日～5

月 2 日は毎日 
・集合場所：グランドプリンスホテル広島前  
・時  間：19:30 発～宮島散策(20:10～20:50)～21:30 グランドプリンスホテル広島前着～

21:40 広島港着 
・お問合せ：瀬戸内海汽船株式会社航路事業部 082-255-3342 
 

②宮島ナイトクルーズ～幻想的な宮島を海から感じる～ 
日没後のライトアップされた幻想的な嚴島神社を波静かな瀬戸内の海からご覧いただき、満潮

時には大鳥居をくぐる事が出来ます。ガイドが乗船し、夜の宮島の魅力をご案内します 
・料  金：＜個人＞1,500 円  

   ＜貸切＞52,500 円～（もみじ、清盛、清盛Ⅱ） 
※個人は当日予約、団体は 1 ヶ月前より受付 

・運 航 日：旧暦の 6/17、7/7、8/11 を除く毎日(不定休) 
・集合時間：日没後（要相談） 
・所要時間：約 30 分 
・集合場所：宮島第三桟橋 
・お問合せ：（有）宮島遊覧観光 0829-78-1419 

 
③もみじ饅頭手焼き体験 
平成 20 年にリニューアルオープン。生地づくりからフィルムで包装するところまで、プロの

スタッフが丁寧に指導してくれます。体験者にはうれしいお土産付き。 
 ・料  金：756 円 

・開館時間：9:00～17:00 
・定 休 日：月曜日（祝日の場合翌日）、12 月 29 日～1 月 3 日 
・所要時間：:約 1 時間※要予約 
・アクセス：宮島桟橋から徒歩 3 分 
・お問合せ：宮島伝統産業会館（みやじまん工房）0829-44-1758 

 
④あなご飯 

地元産あなごの白焼きにタレをつけ繰り返し焼き、ごはんの上にのせた漁師料理。 
また、駅弁としても有名で、宮島口駅や広島駅でお求めいただけます。 
・場  所：宮島エリアの食事施設 
・お問合せ：（一社）宮島観光協会 0829-44-2011 
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⑤JR西日本宮島フェリー 
宮島口桟橋から宮島まで約 10 分で結ぶ、快適・便利・安全な連絡船。嚴島神社の大鳥居に海

上から接近して運航します（9:10～16:10 の往路便）陸からの眺めとはひと味違う大鳥居をご覧
いただきながら宮島に渡れます。 
・料  金：おとな 170 円、こども 80 円（片道） 
・運航時間：始発 6：25～最終 22：42 （日中は 15 分ごとに運航。 

ただし、土曜・休日と多客期は 10 分ごとに運航する場合あり） 
・アクセス：宮島口駅より徒歩約 6 分 
・お問合せ：JR 西日本宮島フェリー（株）0829-56-2045 
 

【江田島市】 
①カヌー体験 
初心者を対象としたカヌー教室の開催を行っています。江田島湾の穏やかな海で行いますので、

ご家族連れの方でも安心して体験できます 
・料  金：3,000 円～   
・開 催 日：随時（お問合せください） 

   ・場  所：長瀬海岸(江田島市能美町)等 
   ・お問合せ：(会長)090-1182-7609、事務局長(玉山)090-6483-4725 

 
②紙布小物作り体験 

広島県で唯一の紙布製造工場。呼吸する壁紙『紙布』の工場見学やうちわ作りなどの体験がで
きます 

・料  金：うちわ作り体験各種体験 1,500 円～※要予約 
・期  間：随時（お問い合わせください） 
・場  所：江田島市能美町中町 
・お問合せ：江田島市商工観光課  0823-40-2771 

 
③江田島レンタサイクル 
江田島は交通量、信号も少なく、サイクリストたちの注目を集めています。 

海岸沿いの緩やかなコースでのサイクリングは気分爽快。 
平地からヒルクライムまで、多彩なコースがあります。 

・料    金：（予定）電動アシスト車 1,000 円/回 
マウンテンバイク 500 円/回 など 

・貸出場所：中町桟橋・ふるさと交流館・小用桟橋・切串港（西沖桟橋）・三高桟橋 
・貸出時間：9:00～17:00(最終受付：16:00) 

   ※毎週月曜日は休館日（月曜が祝日の場合は翌日） 
・お問合せ：江田島市観光協会 0823（42）4871 

 
④えたじま観光ボランティアガイド 

江田島の歴史，サイクリング、トレッキングと 3 種類のガイドが江田島の魅力をご案内します 
・料  金：ガイド 1 名/1,000 円で 4～10 名まで対応します。 

※10 名での合計金額：1,000 円/10 名（一般ガイド） 
         サイクリング・トレッキング１日あたり 2,000 円 
   ・お問合せ：江田島市商工観光課 0823-40-2771 
 
 
【瀬戸内しまのわ 2014】  
①宮島しまあかりクルーズ 

ライトアップされた嚴島神社など、昼間の喧噪を離れたショートクルーズをお楽しみください。 
・料  金：大人 2,800 円、小人 1,400 円 
・運 航 日: 平成 26 年 3 月 21 日～5 月 11 日の土日祝と 4 月 28 日～5 月 2 日は毎日 
・集合場所：グランドプリンスホテル広島前  
・時  間：19：30 発～宮島散策（20：10～20：50）～21：30 グランドプリンスホテル着 

～21：40 広島港 
・お問合せ: 瀬戸内海汽船株式会社航路事業部 082-255-3342 
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②「みやじマリン」くるーずパック 
高速船往復と宮島水族館の入場券セットにしたお得なパック 
・料  金：大 人 3,900円 中学生 3,200 円 小学生 2,000 円 
・設定期間:平成 26年 3月 21日～10月 26日  

＜平日＞6往復、＜土・日・祝日＞8往復運航   
・お問合せ:瀬戸内海汽船株式会社航路事業部 082-255-3342 

 
③銀河しまのわランチクルーズ 

レストランシップ銀河クルーズでしまのわ特製ランチをお愉しみください。宮島へ上陸後は世
界遺産「嚴島神社」を参拝、さらに老舗の和菓子屋で出来立てのもみじ饅頭の試食ができます。 

・設定期間:平成 26年 3月 21日～10月 26日  
※毎週月・火曜は運休（貸切イベント等特定日除く） 

・料  金：大人・子供同額 6,000 円 
（乗船料、クルーズ料理、嚴島神社拝観料、サービス料） 

・お問合せ:瀬戸内海汽船株式会社航路事業部 082-255-3342 
 
④海軍・軍港コース 江田島・呉 満喫プラン 
 江田島の第 1術科学校（旧海軍兵学校）を見学し、かつての軍港の町“呉”へと船で巡ります。
フェリーの運賃と江田島小用港から第 1 術科学校までの往復タクシー代、大和ミュージアムの入
館料をお得にセットしました。 

・料  金：大人 2,600円、こども 1,750 円 
(乗船料 2区間、タクシー代、大和ミュージアム入館料) 

・設定期間:平成 26年 4月～10 月  
※毎日 （但し、大和ミュージアムの休館日を除く） 

・お問合せ:瀬戸内海汽船株式会社航路事業部 082-255-3342 
 
２．その他おトクな商品 
（１）ＪＲと宿がセットになった旅行プラン 
   主な旅行会社では、ＪＲと宿泊がセットになった広島・宮島・呉・江田島エリアへの旅行プラ

ンを発売しています。詳しくは主な旅行会社へお問い合わせください。（※以下、商品パンフレ
ット例） 

 
 
 
 
 
 
 
※掲載内容については、全て平成 26 年 2 月 17 日現在の情報であり、消費税率引き上げに伴い変更と
なる場合があります。 
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