
日本中を鉄道で旅する海外の方にお得なきっぷ

交通-001 2017年3月31日時点

日本語 http://www.japanrailpass.net/index.html英語 http://www.japanrailpass.net/en/index.htmlその他言語 日本語ページから中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、タイ語、フランス語、ドイツ語へのリンクあり

JAPAN RAIL PASS (ジャパン・レール・パス)・外国籍観光客のみ販売 （国内外で購入可能、引換は日本国内に限る）詳細は公式HPでご確認ください。※ http://www.japanrailpass.net/



西日本を鉄道で旅する海外の方にお得なきっぷ

交通-002 2017年3月31日時点

日本語 https://www.westjr.co.jp/press/article/items/141119_00_hounichi.pdf英語 http://www.westjr.co.jp/global/en/ticket/pass/その他言語 日本語ページから中国語（繁体字・簡体字）、韓国語へのリンクあり

JR-WEST RAIL PASS (JRウエスト・レール・パス) １

対象対象対象対象 日本国以外のパスポートを所持している外国籍の方（日本滞在日数が 90 日以内の短期滞在者）のみ国内引換国内引換国内引換国内引換購入箇所購入箇所購入箇所購入箇所 【国内引換】・国外の旅行会社で購入後、JR西日本の指定駅でパス本券に引換・インターネットで予約後、JR西日本の指定駅で購入【国内購入箇所】「JR-WEST RAIL PASS」エリア内の主な駅及び主な旅行会社店舗備考備考備考備考 ・引換時にパスポートが必要、クレジットカードでも購入可能・購入時には、パスポート、出入国管理カード(ＥＤカード)が必要

・外国籍観光客のみ販売（国内外で購入、インターネットにて予約可能、引換は日本国内に限る）・関西空港から、関西エリアに加えて山陽、山陰(中国５県)及び高松へのアクセスが可能・広島市内循環バス「めいぷる～ぷバス」（4/10～）、JR西日本宮島フェリーも無料で乗車可能

SanyoSanyoSanyoSanyo----San’inSan’inSan’inSan’in Area Pass Area Pass Area Pass Area Pass （山陽・山陰エリアパス）（山陽・山陰エリアパス）（山陽・山陰エリアパス）（山陽・山陰エリアパス）利用期間利用期間利用期間利用期間 ７日間料金料金料金料金 【海外購入】大人（12 歳以上） 19,000 円小児（6 歳～11 歳） 9,500 円【国内購入】大人（12 歳以上） 20,000 円小児（6 歳～11 歳） 10,000 円範囲範囲範囲範囲 関西空港から、関西エリアに加えて山陽、山陰(中国５県)及び高松へ、山陽新幹線(のぞみ・みずほ含む新大阪～博多間)及びエリア内(智頭急行線を含む)・特急列車の指定席・快速・普通列車の自由席・JR西日本宮島フェリー※エリア内の中国JRバス（4/10販売分～）



西日本を鉄道で旅する海外の方にお得なきっぷ

交通-003 2017年3月31日時点

日本語 https://www.westjr.co.jp/press/article/items/141119_00_hounichi.pdf英語 http://www.westjr.co.jp/global/en/ticket/pass/その他言語 日本語ページから中国語（繁体字・簡体字）、韓国語へのリンクあり

JR-WEST RAIL PASS (JRウエスト・レール・パス) ２

HiroshimaHiroshimaHiroshimaHiroshima----Yamaguchi  Area Pass Yamaguchi  Area Pass Yamaguchi  Area Pass Yamaguchi  Area Pass （広島・山口エリアパス）（広島・山口エリアパス）（広島・山口エリアパス）（広島・山口エリアパス）利用期間利用期間利用期間利用期間 ５日間料金料金料金料金 【海外購入】大人（12 歳以上）11,000 円小児（6 歳～11 歳）5,500 円【国内購入】大人（12 歳以上）12,000 円小児（6 歳～11 歳）6,000 円範囲範囲範囲範囲 福岡空港から、山口、広島へ、山陽新幹線(のぞみ・みずほ含む博多～三原間)及びエリア内・特急・快速・普通列車の自由席・JR西日本宮島フェリー※エリア内の中国JRバス（4/10販売分～）

Kansai  Area Pass Kansai  Area Pass Kansai  Area Pass Kansai  Area Pass （関西・広島エリアパス）（関西・広島エリアパス）（関西・広島エリアパス）（関西・広島エリアパス）利用期間利用期間利用期間利用期間 ５日間
料金料金料金料金 【海外購入】大人（12 歳以上）13,000 円小児（6 歳～11 歳）6,500 円※13,500 円へ価格変更（4/10～）【国内購入】大人（12 歳以上）14,000 円小児（6 歳～11 歳）7,000 円※14,500 円へ価格変更（4/10～）範囲範囲範囲範囲 関西空港から、関西エリアに加えて広島及び岡山、高松へ、山陽新幹線(のぞみ・みずほ含む新大阪～広島間)及びエリア内・特急・快速・普通列車の自由席・JR西日本宮島フェリー※エリア内の西日本・中国JRバス（4/10販売分～）



西日本を鉄道で旅する海外の方にお得なきっぷ

交通-004 2017年3月31日時点

日本語 https://www.westjr.co.jp/press/article/items/170215_00_hounishi2.pdf英語 －その他言語 －

JR-WEST RAIL PASS (JRウエスト・レール・パス) ３・外国籍観光客のみ販売（国内外で購入、インターネットにて予約可能、引換は日本国内に限る）・2017年4月10日販売分から、「「「「岡山岡山岡山岡山・・・・広島広島広島広島・・・・山口山口山口山口エリアパスエリアパスエリアパスエリアパス」」」」が新設OkayamaOkayamaOkayamaOkayama----HiroshimaHiroshimaHiroshimaHiroshima----Yamaguchi  Area Pass Yamaguchi  Area Pass Yamaguchi  Area Pass Yamaguchi  Area Pass （岡山・広島・山口エリアパス）（岡山・広島・山口エリアパス）（岡山・広島・山口エリアパス）（岡山・広島・山口エリアパス）利用期間利用期間利用期間利用期間 ５日間料金料金料金料金 【海外購入】大人（12 歳以上） 13,500 円小児（6 歳～11 歳） 半額【国内購入】大人（12 歳以上） 14,500 円小児（6 歳～11 歳） 半額範囲範囲範囲範囲 福岡空港から、山口、広島、岡山及び高松へ、山陽新幹線(のぞみ・みずほ含む博多～岡山間)及びエリア内・特急・快速・普通列車の自由席・JR西日本宮島フェリー・中国JRバス・駅リンくん（レンタサイクル）
新設新設新設新設OkayamaOkayamaOkayamaOkayama----HiroshimaHiroshimaHiroshimaHiroshima----Yamaguchi  Area Pass Yamaguchi  Area Pass Yamaguchi  Area Pass Yamaguchi  Area Pass 



瀬戸内を鉄道で旅する海外の方にお得なきっぷ

交通-005 2017年3月31日時点

日本語 https://www.westjr.co.jp/press/article/items/160510_01_saiyu.pdf英語 http://www.westjr.co.jp/global/en/ticket/setouchi/#setouchiその他言語 英語ページから中国語（繁体字・簡体字）、韓国語、タイ語へのリンクあり

西遊紀行「瀬戸内エリアパス」

料金料金料金料金・利用期間・利用期間・利用期間・利用期間利用期間利用期間利用期間利用期間 2016年7月1日～通年 （連続する５日間有効）料金料金料金料金 【海外発売】 大人（12 歳以上） 17,000 円、 小児（6 歳～11 歳） 8,500 円【国内発売】 大人（12 歳以上） 18,000 円、 小児（6 歳～11 歳） 9,000 円対象対象対象対象 日本国以外のパスポートを所持している外国籍の方（日本滞在日数が 90 日以内の短期滞在者）のみ国内引換国内引換国内引換国内引換購入箇所購入箇所購入箇所購入箇所 関西空港駅、新大阪駅、大阪駅、岡山駅、広島駅、博多駅高松駅、松山駅、ワープ高松支店、ワープ松山支店※JTB・日本旅行が別に指定する店舗で国内発売用を販売備考備考備考備考 ・引換・購入時にパスポートが必要、クレジットカードでも購入可能・パスの提示で特典を受けることができるhttps://www.westjr.co.jp/press/article/items/160510_01_saiyu.pdf
範囲範囲範囲範囲 ･関西空港から大阪・京都・奈良、山陽新幹線（新大阪～博多）全線、大阪から岡山・広島・山口(下関まで)、岡山から栗林・琴平・松山等エリア内の特急列車(新幹線を含む)、快速・普通列車の普通車自由席･岡山電気軌道（路面電車、岡山駅～新岡山港）、両備フェリー（新岡山港～土庄港）、瀬戸内観光汽船（日生港～大部港）、小豆島フェリー（土庄港～高松港）おのみちバス（尾道駅～今治駅）、中国JRバス（めいぷる～ぷ）､石崎汽船・瀬戸内海汽船（広島港～呉港～松山港）､JR西日本宮島フェリー（宮島口～宮島）

・外国籍観光客のみ販売（国内外、インターネットにて購入可能、引換は日本国内に限る）・瀬戸内地区を周遊。大阪から山口のJR線、岡山市内の路面電車、広島市内のバスや小豆島への航路などに利用可能



電車 広島電鉄電車全線（市内線・宮島線）船舶 宮島松大汽船、JR西日本宮島フェリーバス バス６事業者の路線バスの指定区間（参加事業者）広島電鉄、広島バス、広島交通、中国JRバス（ひろしまめいぷる～ぷを含む）、芸陽バス、エイチ・ディー西広島◆◆◆◆WIDEWIDEWIDEWIDE AreaAreaAreaArea（（（（広島県内エリア広島県内エリア広島県内エリア広島県内エリア）販売額 3,000円/３日間電車 広島電鉄電車全線（市内線・宮島線）船舶 宮島松大汽船、JR西日本宮島フェリー
バス ◆バス14事業者の路線バス全線（参加事業者）SMALL Area６事業者、備北交通、おのみちバス、鞆鉄道、本四バス開発、因の島運輸、中国バス、瀬戸内産交、さんようバス◆高速乗合バス13路線クレアライン、三段峡線、三次・庄原線、かぐや姫号、フラワーライナー、ローズライナー等

３日間、広島に滞在する人におススメ

交通-006
販売場所販売場所販売場所販売場所・事前販売：JTB、WILLER TRAVEL等の海外エージェント・現地販売：広島空港窓口（インフォメーションカウンター）、広島駅南口交通案内所、スワロートラベル（広島駅北口）、広島バスセンター（３階窓口）、おりづるタワー（１階カウンター内）、宮島口ＴＩＣ（宮島口もみじ本陣前）

2017年3月31日時点

日本語 http://www.bus-kyo.or.jp/pickup/pickup-6249.html英語 http://www.bus-kyo.or.jp/pickup/pickup-6249.htmlその他言語 －

Visit Hiroshima Tourist Pass（訪日外国人観光客周遊乗車券）１・外国人観光客のみ販売・販売時に、パスポートの提示が必要、クレジット決済可・2017年3月30日から４券種に
◆◆◆◆SMALLSMALLSMALLSMALL AreaAreaAreaArea（（（（広島市内広島市内広島市内広島市内・・・・宮島エリア宮島エリア宮島エリア宮島エリア）販売額 1,000円/３日間



電車 広島電鉄電車全線（市内線・宮島線）船舶 宮島松大汽船、JR西日本宮島フェリーバス ◆広島市内・呉の路線バス７事業者の指定区間◆高速乗合バス：クレアライン、とびしまライナー広島空港リムジンバス 広島・呉
◆WIDEWIDEWIDEWIDE AreaAreaAreaArea withwithwithwith AirportAirportAirportAirport LimousineLimousineLimousineLimousine BusBusBusBus（（（（広島広島広島広島県内県内県内県内エリアエリアエリアエリア））））販売額 6,000円/５日間電車 広島電鉄電車全線（市内線・宮島線）船舶 宮島松大汽船、JR西日本宮島フェリーバス ◆バス15事業者の路線バス全線◆高速乗合バス13路線広島空港リムジンバス 広島・呉・竹原・三原・尾道・福山

1～5日間、広島に滞在する人におススメ

交通-007 2017年3月31日時点

日本語 －英語 －その他言語 －

Visit Hiroshima Tourist Pass（訪日外国人観光客周遊乗車券）２

◆◆◆◆SMALLSMALLSMALLSMALL AreaAreaAreaArea withwithwithwith AirportAirportAirportAirport LimousineLimousineLimousineLimousine BusBusBusBus（（（（広島市内広島市内広島市内広島市内・・・・宮島宮島宮島宮島・・・・呉エリア呉エリア呉エリア呉エリア））））販売額 4,000円/５日間・外国人観光客のみ販売・販売時に、パスポートの提示が必要、クレジット決済可・2017年3月30日から４券種に



オレンジルート（平和公園・美術館経由）とグリーンルート（平和公園・お好み村経由）の２ルート。広島駅は新幹線口に停留所がある。
広島市内の主な観光地をバスで周遊

交通-008 2017年3月31日時点

日本語 http://www.chugoku-jrbus.co.jp/teikan/meipurupu/英語 http://www.chugoku-jrbus.co.jp/teikan/meipurupu/en/その他言語 －

めいぷる～ぷ（ひろしま観光ループバス）

※※※※広島駅新幹線口広島駅新幹線口広島駅新幹線口広島駅新幹線口 出発便出発便出発便出発便始発／始発／始発／始発／9999：：：：00000000 最終／最終／最終／最終／ 17171717：：：：30303030（夏期のみ、最終（夏期のみ、最終（夏期のみ、最終（夏期のみ、最終20202020：：：：00000000発）発）発）発）・オレンジルート／・オレンジルート／・オレンジルート／・オレンジルート／30303030分間隔（分間隔（分間隔（分間隔（00000000分、分、分、分、30303030分）分）分）分）・グリーンルート／・グリーンルート／・グリーンルート／・グリーンルート／30303030分間隔（分間隔（分間隔（分間隔（15151515分、分、分、分、45454545分）分）分）分）一乗車一乗車一乗車一乗車 大人 200円、小児 100円一日乗車券一日乗車券一日乗車券一日乗車券 大人 400円、小児 200円備考備考備考備考 ◎バス車内で購入可能◎ジャパン・レール・パスは無料◎JRウエスト・レール・パスは無料
運賃運賃運賃運賃

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先中国ジェイアールバス株式会社 運輸部営業課TEL：082-261-0622 （平日／9：00～18：00）



広島市内ドライブ車窓コース、広島市内平和記念公園下車コース、ひろしまドリミネーション車窓コースの３ルート。
二階建てオープンバスで市内をクルージング

交通-009 2017年3月31日時点

日本語 http://www.chugoku-jrbus.co.jp/teikan/meipurusky/英語 http://www.chugoku-jrbus.co.jp/teikan/meipurusky/en/その他言語 －

めいぷるスカイ（二階建てオープンバス）

運行ルート運行ルート運行ルート運行ルート<広島市内ドライブ車窓コース>
<広島市内平和記念公園下車コース>

<ひろしまドリミネーション車窓コース>

運⾏⽇・出発事項

運賃運賃運賃運賃 広島市内ドライブ車窓コース・広島市内ドライブ車窓コース・広島市内ドライブ車窓コース・広島市内ドライブ車窓コース・広島市内平和記念公園下車コース広島市内平和記念公園下車コース広島市内平和記念公園下車コース広島市内平和記念公園下車コース大人 2,000円、小児 1,000円ひろしまドリミネーション車窓コースひろしまドリミネーション車窓コースひろしまドリミネーション車窓コースひろしまドリミネーション車窓コース大人 1,500円、小児 750円
備考備考備考備考

【購入方法】①旅行会社（JTB・日本旅行等）で予約・支払②インターネットで予約③電話で予約（0570-666-012）【きっぷの受取】スワロートラベル広島店（JR広島駅新幹線口２階/JR高速バスきっぷうりば）※事前予約がなくても、スワロートラベル広島店窓口できっぷ購入可能。
＊広島市内ドライブ車窓コースと広島市内平和公園下車コースは、GPS３ヶ国語（英語、韓国語、中国語）自動ガイドシステム貸し出し無料。

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先中国ジェイアールバス株式会社 運輸部営業課TEL：082-261-0622 （平日／9：00～18：00）



プリンスホテルまでは無料バスで

交通-010 2017年3月31日時点

日本語 http://www.princehotels.co.jp/hiroshima/access/contents/info/shuttlebus/英語 －その他言語 －

無料シャトルバス（グランドプリンスホテル広島）プリンスホテル広島まで、JR広島駅新幹線口（北口）から無料シャトルバスが運行。所要時間は約30分。※情報は、2018年3月31日（土）までの内容。

グランドプリンスホテル広島 TEL：082-256-1111運営：中国ジェイアールバス（株）

※広島駅南口A-②のりばからは、路線バス（広島バス：21－1、21－2号線）「グランドプリンスホテル広島行」が従来どおり運行。

問い合わせ問い合わせ問い合わせ問い合わせ

※広島駅が現在工事中のため、変更の可能性あり。新幹線口バスロータリー2番バスのりば付近から、係が案内。※バスは2番のりばには停車しない。



広島の観光名所を繋ぐ路面電車

交通-011 2017年3月31日時点

日本語 http://www.hiroden.co.jp/train/index.html英語 http://www.hiroden.co.jp/en/その他言語 －

路面電車（広島電鉄）

乗車・降車方法乗車・降車方法乗車・降車方法乗車・降車方法 ・乗る前に、電車前部にある行先表示（方向幕）で路線番号と行先を確認・運賃は降車時払い、直接運賃箱へ支払い・おつりが出ないため、あらかじめ両替が必要（車内で両替可）
運賃運賃運賃運賃 市内線市内線市内線市内線 大人160円、小児 80円白島線白島線白島線白島線 大人110円、小児 60円宮島線（広電西広島～広電宮島口）宮島線（広電西広島～広電宮島口）宮島線（広電西広島～広電宮島口）宮島線（広電西広島～広電宮島口）※区間運賃制で、乗車区間により運賃が異なるため、乗車時に整理券を受取る・広電西広島～広電宮島口→210円 ・市内線～宮島口→260円備考備考備考備考 ※小児運賃は大人運賃の半額10円単位に切り上げ（小児は6歳以上12歳未満）※１日乗車券の購入場所等は【交通-012】参照



広島・宮島観光にぴったり。電車乗り降り自由のお得な乗車券。
路面電車での広島観光におススメ

交通-012 2017年3月31日時点

日本語 http://www.hiroden.co.jp/ticket-pass/bargain-tickets/oneday.html英語 http://www.hiroden.co.jp/en/e-1day.htmlその他言語 －

一日乗車乗船券・電車一日乗車券（広島電鉄）

販売額販売額販売額販売額 利用範囲利用範囲利用範囲利用範囲 特典特典特典特典
一日乗車乗船券一日乗車乗船券一日乗車乗船券一日乗車乗船券(1 Day Streetcar (1 Day Streetcar (1 Day Streetcar (1 Day Streetcar and Ferry Pass)and Ferry Pass)and Ferry Pass)and Ferry Pass) 大人840円小児420円 広電電車全線＋宮島松大汽船（宮島口～宮島航路）

・宮島ロープウエー宮島ロープウエー紅葉谷駅きっぷ売場で呈示すると、利用当日ロープウエー往復乗車券を特別割引運賃で利用可能。・宮島口もみじ本陣宮島ロープウエーを特別割引運賃で利用後、宮島口もみじ本陣でサービスを受けられる。
電車一日乗車券電車一日乗車券電車一日乗車券電車一日乗車券(1 Day Streetcar (1 Day Streetcar (1 Day Streetcar (1 Day Streetcar Pass)Pass)Pass)Pass) 大人600円小児300円 広電電車全線 なし

利用方法利用方法利用方法利用方法・券面に記載の通用期間中で、乗車日当日に限り有効（スクラッチ式）。・電車を降りる際に、利用日のスクラッチ面を乗務員又は係員に呈示。
購入場所購入場所購入場所購入場所・電車車内乗務員（運転士・車掌）、広島駅電車案内所（路面電車のりば）、電車定期券窓口、広島市内主要ホテル、おりづるタワー、宮島口ＴＩＣなど。



広島電鉄電車全線(市内線・宮島線)、市内路線バス（路線図範囲内）、めいぷる～ぷが、一日に限り、自由に乗り降りできる。
路面電車と市内路線バスが一日乗り放題

交通-013 2017年3月31日時点

日本語 http://www.bus-kyo.or.jp/peace-pass英語 －その他言語 －

広島ピースパス（電車・バス一日乗車券）

販売額販売額販売額販売額 利用範囲利用範囲利用範囲利用範囲
大人700円小児350円 ・広電電車全線(市内線・宮島線)・路線バス６社（路線図範囲内）広島電鉄、広島バス、広島交通、芸陽バス、中国JRバス〈市内循環バスめいぷる～ぷ〉、HD西広島〈ボン・バス〉

利用方法利用方法利用方法利用方法・券面に記載の通用期間中で、乗車日当日に限り有効（スクラッチ式）。・電車を降りる際に、利用日のスクラッチ面を乗務員又は係員に呈示。
購入場所購入場所購入場所購入場所・広島駅電車案内所（路面電車のりば）、電車定期券窓口、広島バス窓口、広島バスセンター、広島駅南口交通案内所、スワロートラベル、おりづるタワー、宮島口ＴＩＣなど。



広島市内を自転車で回りたい人に

交通-014 2017年3月31日時点

日本語 http://docomo-cycle.jp/hiroshima/英語 http://docomo-cycle.jp/hiroshima/en/その他言語 －

広島市観光レンタサイクル「ぴーすくる」市内に設置したサイクルポート間で、自転車(電動アシスト付)の貸出・返却ができるサービス。利用時間利用時間利用時間利用時間 7:00～23:00 (返却は24時間可能)備考備考備考備考 ・利用には専用WEBサイトにて会員登録が必要http://docomo-cycle.jp/hiroshima/・サイクルポートマップhttp://docomo-cycle.jp/hiroshima/map/問合せ問合せ問合せ問合せ 広島市観光レンタサイクル ぴーすくる運営事務局TEL： 0120-116-819、TEL： 082-568-5760



宮島まで乗り換えなしで45分

交通-015 2017年3月31日時点

日本語 http://www.aqua-net-h.co.jp/heritage/英語 http://www.aqua-net-h.co.jp/en/heritage/その他言語 －

ひろしま世界遺産航路

料金料金料金料金 片道片道片道片道大人（中学生以上）：2,000円、小人（小学生）：1,000円往復往復往復往復大人（中学生以上）：3,600円、小人（小学生）：1,800円運行時間運行時間運行時間運行時間 平和記念公園からは、8:30～17:１0の間で、約30分～1時間おきに出航http://www.aqua-net-h.co.jp/heritage/schedule.html備考備考備考備考 ・事前予約：前日までの予約が必要（電話又は、ＦＡＸから）※キャンセル・変更も受付可能・当日受付：直接桟橋にてチケット購入※但し予約で満席の場合は受付不可の場合あり、事前予約が優先問合せ問合せ問合せ問合せ ひろしま世界遺産航路TEL：082‐240-5955（受付時間 8:00～19:00）FAX：082-240-5955（24時間受付／乗船前日の19時まで）
のりばのりばのりばのりば＜もとやす桟橋＞原爆ドームから南へ約150m元安橋（もとやすばし）のたもと ＜宮島３号桟橋＞厳島神社からフェリーターミナルに向かって、一番奥の桟橋

平和公園（原爆ドーム）と宮島を最短時間で結ぶ高速船。川と海から広島の街並を楽しむことができる。面倒な乗り換えがないため、景色を眺めながらすいすい宮島へ到着。平和公園から宮島まで45分で到着！ ※現在、元安券売所のみクレジットカード利用可（2017年4月1日～）



宮島まで高速船で約25分

交通-016 2017年3月31日時点

日本語 https://www.mariho-miyajima.com/英語 https://www.mariho-miyajima.com/english/その他言語 －

マリーナホップ・宮島航路

（株）アクアネットサービス TEL：082-295-2666問い合わせ・予約問い合わせ・予約問い合わせ・予約問い合わせ・予約

【海賊船 海王】所要時間 約45分
【高速船】所要時間 約25分・広島駅→広島バス３号線に乗車（約37分、運賃260円）https://goo.gl/Df059t (※詳細はHP)・マリーナホップに無料駐車場あり・予約なしでも、乗船可能、無休で運行・桟橋乗り場は観覧車を目印に

※期間限定料金
通通通通常常常常料料料料金金金金 片道片道片道片道大人：1,500円小人（小学生）：800円往復往復往復往復大人（中学生以上）：2,500円小人（小学生）：1,300円



概要概要概要概要

宮島・弥山の途中まで気軽に行ける

交通-017 2017年3月31日時点
宮島ロープウエー

日本語 http://miyajima-ropeway.info/ropeway/access.html英語 http://miyajima-ropeway.info/en/miraculous-scenery/index.htmlその他言語 日本語ページからフランス語へのリンクあり

紅葉谷から獅子岩展望台まで、ロープウエーで移動。種別種別種別種別 往復往復往復往復 片道片道片道片道普通料金 大人 1,800円 1,000円小人 900円 500円月別月別月別月別 営業時間営業時間営業時間営業時間 下り最終時間下り最終時間下り最終時間下り最終時間12月、1月、2月 9:00～16:30 17:003月～10月 9:00～17:00 17:3011月 8:00～17:00 17:30※ゴールデンウィーク特別運転 8:30～17:30 18:00※お盆特別運転 8:30～17:30 18:00所要時間所要時間所要時間所要時間
※大人：12才以上（中学生）、小人：6才以上12才未満（小学生）。但し、1才以上6才未満の方は保護者同伴（1名）につき1名無料。1名を超える場合は、小人料金。※団体料金（25名以上）、身体障がい者料金制度あり。詳しくはHPを参照。※クレジットカード利用不可。※時期によってはとても混雑するため、状況を観光案内所などで確認してください。



水の都の６本の川を行き交う

交通-018 2017年3月31日時点
雁木タクシー(水上タクシー)

詳詳詳詳 細細細細（（（（人気コース人気コース人気コース人気コース・・・・その他多数ありその他多数ありその他多数ありその他多数あり））））平和公園ショートクルーズ（平和公園発着平和公園ショートクルーズ（平和公園発着平和公園ショートクルーズ（平和公園発着平和公園ショートクルーズ（平和公園発着 UUUUターン）ターン）ターン）ターン）コースの特徴コースの特徴コースの特徴コースの特徴 川から見上げる原爆ドーム、広島を代表する水辺の風景など、短時間で楽しめる。乗船料・乗船料・乗船料・乗船料・所要時間所要時間所要時間所要時間 ①10分コース（土日祝のみ） 大人：500円 小学生：250円（未就学児は無料）約10分②20分コース（平日） 大人：1,000円 小学生：500円（未就学児は無料）約20分のりばのりばのりばのりば 平和公園内レストハウス北側のテラスが乗り場。船が目印。

日本語 http://www.gangi.jp/gangitaxi.html英語 －その他言語 －
問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先雁木(がんぎ)タクシー電話：082-230-5537メールアドレス：hiroshima@gangi.jp

雁木タクシーは、広島市内に沢山ある『雁木[雁木（がんぎ・川に降りる階段）]』を船着場として、大人６人乗りの小型ボートを水上タクシーとして運行している。平和公園や縮景園に行く観光に人気のコースや、季節ごとのお勧めのコースもある。

広島駅・縮景園・京橋オープンカフェ広島駅・縮景園・京橋オープンカフェ広島駅・縮景園・京橋オープンカフェ広島駅・縮景園・京橋オープンカフェ→→→→平和公園コース（逆コースあり）平和公園コース（逆コースあり）平和公園コース（逆コースあり）平和公園コース（逆コースあり）コースの特徴コースの特徴コースの特徴コースの特徴 平和公園クルーズに加え、サギ島などの自然、個性的な橋、歴史的な雁木、縮景園などを楽しめる。乗船料・乗船料・乗船料・乗船料・所要時間所要時間所要時間所要時間 大人：1,500円 小学生：750円（未就学児は無料）約30分ガイド付 大人：1,700円 小学生：800円（未就学児無料）約30分のりばのりばのりばのりば 広島駅前大橋北東橋詰、縮景園、京橋川水辺のオープンカフェ前※最低２名から運行可能。※瀬戸内海の潮位変動の影響で運航時間は毎日変化するため、要問い合わせ。※チャーター（１万円／１時間（６名まで））



タクシーのおススメプラン（約３時間～）で広島観光

交通-019 2017年3月31日時点

日本語 http://www.hiroshima-navi.or.jp/information/1874.php英語 －その他言語 －

観光タクシー 一覧表

問い合わせ・申し込み先問い合わせ・申し込み先問い合わせ・申し込み先問い合わせ・申し込み先 電話番号電話番号電話番号電話番号 WEBWEBWEBWEBサイトサイトサイトサイト 英語英語英語英語観光案内所
紙屋町地下街シャレオ内観光案内所 082-243-5716 － 可広島駅観光案内所 082-261-1877 － 可レストハウス観光案内所 082-247-6738 － 可つばめ交通 082-221-1955 http://www.tsubame.co.jp/kanko/ 可広島県個人タクシー協同組合 082-283-2311 http://www.hirokojin.jp/ テープ対応広島個タク.com 090-7594-6868 http://www.no1-taxi.com/sightseeing.htm 可よしじまタクシー 082-241-9387 － 可鯉城交通(株) 082-232-4311 － テープ対応鯉城タクシー 082-232-4311 http://www.rijogroup.com/taxi_map.html テープ対応

タクシー会社
※五十音順



多言語対応のカーナビを装備した車種もあり（予約時にレンタカー会社へ要確認）、県内を自由に移動したい人に最適。
自由に移動したい人におススメ

交通-020 2017年3月31日時点

日本語 －英語 －その他言語 －

外国語ホームページのあるレンタカー会社一覧

会社名 営業所 電話（代表） WEBサイトオリックスレンタカー 福山市、三原市、広島市、安芸郡海田町、呉市等 － http://car.orix.co.jp/（英語、中国語、韓国語あり）ＪＲ駅レンタカー JR福山、新尾道、三原、広島、呉、東広島、三次各駅近隣 0800-888-4892 http://www.ekiren.co.jp（英語あり）タイムズカーレンタル 広島駅前大橋、大手町、土橋等 － https://rental.timescar.jp/（英語、中国語、韓国語あり）トヨタレンタリース 新尾道駅前、広島空港、広島駅新幹線口、白島、富士見町等 0120-968-010 http://www.r-hiroshima.com/（英語、中国語、韓国語、タイ語あり）日産レンタカー 福山新幹線駅前、広島空港、広島駅前、八丁堀等 0120-00-4123 https://nissan-rentacar.com/（英語、中国語、韓国語あり）ニッポンレンタカー 福山駅北口、新尾道駅前、広島空港、広島駅前、八丁堀等 0800-500-0919 http://www.nipponrentacar.co.jp/（英語、中国語、韓国語あり）バジェット・レンタカー 広島駅前、十日市、安芸府中等 0120-054-317 https://www.budgetrentacar.co.jp/（英語、中国語あり）※五十音順※広島市観光概況（平成27年版）観光資料（レンタカー（建設関係を除く））より、外国語ホームページのある会社のみを抜粋



交通-021 2017年3月31日時点

日本語 －英語 －その他言語 －

パス利用可否一覧表

〈JRパス・JRウエストパス〉 のぞみ・のぞみ・のぞみ・のぞみ・みずほみずほみずほみずほ めいぷるめいぷるめいぷるめいぷる～～～～ぷぷぷぷ 宮島フェリー宮島フェリー宮島フェリー宮島フェリー 路面電車路面電車路面電車路面電車JAPANJAPANJAPANJAPAN RAIL PASSRAIL PASSRAIL PASSRAIL PASS ×××× ○○○○ ○○○○ ××××JRJRJRJR----WEST RAILWEST RAILWEST RAILWEST RAIL PASSPASSPASSPASS ○○○○ ○○○○ ○○○○ ××××SetouchiSetouchiSetouchiSetouchi Area PassArea PassArea PassArea Pass ○○○○ ○○○○ ○○○○ ××××★JAPANJAPANJAPANJAPAN RAILRAILRAILRAIL PASSPASSPASSPASS日本国内の一部で購入可能（広島駅も可能）。席予約可能。のぞみ・みずほに乗りたい場合は、乗車券、特急券の購入が必要。★JRJRJRJR----WESTWESTWESTWEST RAILRAILRAILRAIL PASSPASSPASSPASS国内で購入可能。関西広島エリアパス、広島山口エリアパスは席の予約は不可。山陽山陰エリアパスは席予約可能。★SetouchiSetouchiSetouchiSetouchi AreaAreaAreaArea PassPassPassPass国内での購入可能。席予約不可。四国へのフェリーに利用可能。
〈〈〈〈バス電車フリーパスバス電車フリーパスバス電車フリーパスバス電車フリーパス〉〉〉〉 価格価格価格価格 めいぷめいぷめいぷめいぷる～ぷる～ぷる～ぷる～ぷ 宮島宮島宮島宮島フェリーフェリーフェリーフェリー 路面路面路面路面電車電車電車電車 路線路線路線路線バスバスバスバス 有効期日有効期日有効期日有効期日 販売所販売所販売所販売所広島ピースパス広島ピースパス広島ピースパス広島ピースパス 大人大人大人大人700700700700小人小人小人小人350350350350 ○○○○ ×××× ○○○○ ○○○○ 当日１日当日１日当日１日当日１日 電車案内所電車案内所電車案内所電車案内所交通案内所交通案内所交通案内所交通案内所ｽﾜﾛｰﾄﾗﾍﾞﾙｽﾜﾛｰﾄﾗﾍﾞﾙｽﾜﾛｰﾄﾗﾍﾞﾙｽﾜﾛｰﾄﾗﾍﾞﾙ１日乗車１日乗車１日乗車１日乗車乗船券乗船券乗船券乗船券 大人大人大人大人840840840840小人小人小人小人420420420420 ×××× ○○○○ ○○○○ ×××× 当日１日当日１日当日１日当日１日 電車案内所電車案内所電車案内所電車案内所車内車内車内車内電車１日電車１日電車１日電車１日乗車券乗車券乗車券乗車券 大人大人大人大人600600600600小人小人小人小人300300300300 ×××× ×××× ○○○○ ×××× 当日１日当日１日当日１日当日１日 電車案内所電車案内所電車案内所電車案内所車内車内車内車内Visit Hiroshima Visit Hiroshima Visit Hiroshima Visit Hiroshima TouristTouristTouristTourist PassPassPassPass 1,0001,0001,0001,000（（（（SMALL SMALL SMALL SMALL Area)Area)Area)Area) ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ３日間３日間３日間３日間 交通案内所交通案内所交通案内所交通案内所ｽﾜﾛｰﾄﾗﾍﾞﾙｽﾜﾛｰﾄﾗﾍﾞﾙｽﾜﾛｰﾄﾗﾍﾞﾙｽﾜﾛｰﾄﾗﾍﾞﾙ

※JR西日本宮島フェリーのみ

※宮島松大汽船のみ



交通-022 2017年6月1日時点

日本語 https://setouchifinder.com/ja/traffic英語 https://setouchifinder.com/en/trafficその他言語 https://setouchifinder.com/tw/traffic（中国語・繁体字）

瀬戸内Finder「交通情報ページ」

対象航路 瀬戸内７県（兵庫、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛）を発着する全定期航路１１２社１３９航路１５０系統（29年2月28日時点）※対象航路及び発信情報は定期的に更新発信情報 航路時刻表、運賃、会社情報、地図（乗り場、寄港地）対象言語 日本語、英語、繁体字

★瀬戸内の航路マップを用いて行きたい島、港の航路の情報を見える化旅行者が瀬戸内の航路等を利用しやすい環境を整備するため、瀬戸内7県を発着する主要な一般旅客定期航路全ての航路情報を集約し、瀬戸内Finderサイト内にて情報提供を多言語で実施。
瀬戸内７県を発着する航路情報を確認できるＨＰ

【情報発信ページ】



山陰、瀬戸内、四国地域をレンタカーで旅する海外の方にお得なドライブパス

交通-023 2017年６月９日時点

日本語 http://corp.w-nexco.co.jp/corporate/release/hq/h29/0222a/英語 http://global.w-nexco.co.jp/en/sep/中国語（繁体字） http://global.w-nexco.co.jp/tw/sep/韓国語 http://global.w-nexco.co.jp/kr/sep/

San’in-Setouchi-Shikoku Expressway Pass
（山陰・瀬戸内・四国エクスプレスウェイパス）

料⾦・利⽤期間対 象 外国のパスポートを持つ方、または外国に永住権を持つ日本人。ただし、日本で利用可能な運転免許書を持つ方に限る。購 入 指定レンタカー会社でのお申込み。利用当日まで申込可能。備 考 指定レンタカー会社が提供するETCカード及び自動車（普通車）を用いて、ＥＴＣ無線通信により走行する車両が対象。

• 外国人旅行者と外国に永住権を持つ日本人のみ販売。
• 中国地方、四国地方、兵庫県を合わせた10県のNEXCO西日本及び兵庫県道路公社が管理する道路が定額で乗り放題。
• 空港や新幹線駅などの指定レンタカー会社窓口で販売。
プラン名プラン名プラン名プラン名 利用期間利用期間利用期間利用期間 販売価格販売価格販売価格販売価格 対象エリア対象エリア対象エリア対象エリア（乗り放題エリア）（乗り放題エリア）（乗り放題エリア）（乗り放題エリア）３ｄａｙｓ 連続する最大3日間 6,000円

� ＮＥＸＣＯ西日本が管理する兵庫県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県内の高速道路※ 名神高速道路および第二神明道路を除く
� 兵庫県道路公社が管理する播但連絡道路および遠阪トンネル（北近畿豊岡自動車道）

４ｄａｙｓ 連続する最大4日間 7,000円５ｄａｙｓ 連続する最大5日間 8,000円６ｄａｙｓ 連続する最大6日間 9,000円７ｄａｙｓ 連続する最大7日間 10,000円８ｄａｙｓ 連続する最大8日間 11,000円９ｄａｙｓ 連続する最大9日間 12,000円１０ｄａｙｓ 連続する最大10日間 13,000円


