
宮島まではJR広島駅から約40分

観光-001 2017年3月31日時点

日本語 http://www.miyajima-wch.jp/英語 http://visit-miyajima-japan.com/en/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、フランス語、ドイツ語へのリンクあり

宮島へのアクセス

列車列車列車列車＋＋＋＋フェリーフェリーフェリーフェリー 【所要時間 約40分】JR広島駅～宮島口駅まで約25分⇒徒歩約５分⇒フェリーで約10分JR：410円、フェリー：180円※ジャパンレールパスは、JRとJRフェリーは無料路面路面路面路面電車電車電車電車＋＋＋＋フェリーフェリーフェリーフェリー
【所要時間 約70分】広島駅～広電宮島口駅まで約60分⇒徒歩約１分⇒フェリーで約10分広電：260円、フェリー：180円※ジャパンレールパスは、JRフェリーは無料嚴島神社嚴島神社嚴島神社嚴島神社昇殿料昇殿料昇殿料昇殿料 大人300円高校生200円中・小学生100円 年間年間年間年間潮汐表潮汐表潮汐表潮汐表 宮島観光協会（年間潮汐表）http://www.miyajima.or.jp/sio/sio01.html

船の船の船の船の種類種類種類種類
【約22分】 高速船（瀬戸内海汽船）広島港（宇品港）⇒宮島桟橋http://setonaikaikisen.co.jp/【約50分】 高速船（アクアネット広島）平和公園元安橋桟橋⇒宮島桟橋http://www.aqua-net-h.co.jp/【約25分】 遊覧船（アクアネット広島）大野桟橋⇒宮島桟橋http://www.aqua-net-h.co.jp/【約25分】 高速船（アクアネットサービス）マリーナホップ⇒宮島桟橋https://www.mariho-miyajima.com/

[[[[宮島口利用宮島口利用宮島口利用宮島口利用]]]] [[[[宮島口以外宮島口以外宮島口以外宮島口以外]]]]



広島駅から原爆ドームまでは最短で約15分

観光-002 2017年3月31日時点

日本語 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1483699383190/index.html（平和記念公園）英語 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/dome/contents/1005000000043/index.html（原爆ドーム）その他言語 －

原爆ドーム・平和記念公園へのアクセス公園内には、原爆ドーム、広島平和記念資料館、平和の願いを込めて設置された数々のモニュメント、被爆したアオギリなど。平和記念公園は、入園料無料、原爆ドームはいつでも見学可能。
原爆ドームへのアクセス（広島駅から）原爆ドームへのアクセス（広島駅から）原爆ドームへのアクセス（広島駅から）原爆ドームへのアクセス（広島駅から）路面電車路面電車路面電車路面電車 【所要時間約20分】２号線「広電宮島口」行き・「広電西広島」行き、又は６号線「江波」行き乗車、「原爆ドーム前」下車すぐ 160円めいぷめいぷめいぷめいぷる～ぷる～ぷる～ぷる～ぷ 【所要時間約15分】オレンジルート「原爆ドーム前」下車すぐhttp://www.chugoku-jrbus.co.jp/teikan/meipurupu/ 200円 （ジャパンレールパス利用者は、めいぷる～ぷは無料）バスバスバスバス 広島バス22号線(横川線)ほか乗車、「原爆ドーム前」下車すぐ 160円列車列車列車列車 【所要時間 約15分】JR広島駅→JR新白島駅 乗換 アストラムライン新白島駅→アストラムライン本通駅下車、西へ徒歩約400m JR：140円、アストラムライン：190円（ジャパンレールパス利用者は、JRは無料）

路面電車路面電車路面電車路面電車 １号線「広島港」行き乗車、「本通」または「袋町」下車、西へ徒歩約400m 160円めいぷめいぷめいぷめいぷる～ぷる～ぷる～ぷる～ぷ 【所要時間約16分】オレンジルート「平和公園前」下車すぐhttp://www.chugoku-jrbus.co.jp/teikan/meipurupu/ 200円 （ジャパンレールパス利用者は、めいぷる～ぷは無料）バスバスバスバス 広島バス25号線(草津線)ほか乗車、「平和記念公園」下車すぐ 220円
平和記念公園へのアクセス（広島駅から）平和記念公園へのアクセス（広島駅から）平和記念公園へのアクセス（広島駅から）平和記念公園へのアクセス（広島駅から）



国の名勝、三段峡へはバスが便利

観光-003 2017年3月31日時点

日本語 http://www.akioota-navi.jp/html/kankou_mobi_sandankyo_attention.html英語 http://www.akioota-navi.jp/en/attraction.htmlその他言語 日本語ページから中国語（繁体字）、タイ語、フランス語へのリンクあり

三段峡へのアクセス営業日営業日営業日営業日 年中無休（冬季期間は三段峡内のトイレは全て閉鎖）問合せ問合せ問合せ問合せ 安芸太田町観光協会 TEL：0826-28-1800アクセスアクセスアクセスアクセス バス時刻表参照詳細詳細詳細詳細情報情報情報情報 平成27年2月に発刊されたフランスの権威ある旅行専門誌「ブルーガイド」で「三段峡」が世界遺産の宮島や原爆ドームに続き、最高格付け「三ツ星」を獲得。



うさぎの島までは、忠海港から船で約12分

観光-004 2017年3月31日時点

日本語 http://rabbit-island.info/英語 http://rabbit-island.info/en/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

大久野島へのアクセス

営業日営業日営業日営業日 年中無休問合せ問合せ問合せ問合せ 休暇村大久野島TEL：0846-26-0321アクセスアクセスアクセスアクセス JR山陽新幹線三原駅→JR呉線忠海駅下車（約20分）→忠海駅→忠海港（徒歩５分）→休暇村客船、または大三島フェリー大久野島桟橋（約12分）。（大三島フェリー http://sanyo-shosen.jp/omishima/）

国立公園に指定され、約700羽もの野生のウサギが棲息。島内には、宿泊をはじめ、温泉、ご当地グルメなどが満喫できる休暇村大久野島やキャンプ場、毒ガス資料館、大久野島ビジターセンターといった施設があり、サイクリングやテニス、釣り、夏には海水浴や屋外プールも楽しめる。※三原港から新航路の予定あり弓場汽船（尾道市）0845-22-9388



四季折々の表情を見せる広島城も魅力

観光-005 2017年3月31日時点

日本語 http://www.rijo-castle.jp/RIJO_HP/contents/01_home/01_top/01_index.html英語 日本語ページから一部英語の表記ありその他言語 日本語ページから一部、中国語（繁体字）、韓国語の表記あり

広島城

路面電車路面電車路面電車路面電車 広島駅から、１・２・６番電車で約14分→紙屋町東電停下車、北へ徒歩約15分めいぷめいぷめいぷめいぷる～ぷる～ぷる～ぷる～ぷ オレンジルート「広島城（護国神社前）」停留所から徒歩約６分アストラムアストラムアストラムアストラムラインラインラインライン ・県庁前駅、城北駅から徒歩約12分・新白島駅から徒歩約17分バスバスバスバス 広島駅南口前バスのりば、Bホーム７･８･９番のりばより合同庁舎前経由のバスで約７分→合同庁舎前バス停で下車、北西へ徒歩約８分徒歩徒歩徒歩徒歩 ・新白島駅から、裏御門経由で徒歩約17分・広島駅から、徒歩約25分（広島駅前～栄橋～縮景園前・県立美術館前～裏御門跡～広島城天守閣）

開館開館開館開館時間時間時間時間 【天守閣】 9:00～18:00※12月～2月は17:00まで【二の丸】 9:00～17:30※10月～3月は16:30まで※入館は閉館の30分前まで定休日定休日定休日定休日 年末（12月29日～ 31日）※臨時休館あり料金料金料金料金 【天守閣】大人370円、シニア（65歳以上）180円、高校生180円、中学生以下無料【二の丸】無料問合せ問合せ問合せ問合せ 公益財団法人広島市文化財団 広島城TEL：082‐221-7512

アクセスアクセスアクセスアクセス

利用案内利用案内利用案内利用案内

広島城は、豊臣秀吉の五大老の一人として知られる毛利輝元が築いた典型的な平城。築城以来の天守閣は昭和6(1931)年に国宝に指定。原爆によって倒壊し、昭和33(1958)年に外観復元され、現在は武家文化をテーマとした歴史資料館となっている。めいぷる～ぷ「広島城（護国神社前）」停留所



広島駅から徒歩10分、日本庭園を楽しむ

観光-006 2017年3月31日時点

日本語 http://shukkeien.jp/英語 http://shukkeien.jp/pdf/EnglishBrochure.pdfその他言語 日本語ページから、フランス語、中国語、韓国語の表記あり

縮景園

路面電車路面電車路面電車路面電車 広島駅から、「八丁堀」で下車。「白島線」に乗り換え「縮景園前」下車、徒歩2分徒歩徒歩徒歩徒歩 広島駅から徒歩10分めいぷるめいぷるめいぷるめいぷる～～～～ぷぷぷぷ 広島県立美術館前バス停下車、徒歩3分
園内マップマップマップマップ 開園開園開園開園時間時間時間時間 4月～9月 9:00～18:0010月～3月 9:00～17:00※入園は閉園の30分前まで休園日休園日休園日休園日 年末（12月29日～31日）料金料金料金料金 大人260円、高・大150円、小・中100円問合せ問合せ問合せ問合せ 広島県縮景園TEL：082-221-3620

アクセスアクセスアクセスアクセス

利⽤案内

元和６年(1620)から、広島浅野藩初代藩主・長晟が、作庭者に家老で茶人としても知られる上田宗箇を起用し築庭。「縮景園」の名称は、幾多の景勝を聚め縮めて表現したことによるが、中国杭州の西湖を模して縮景したとも伝えられている。

※クレジットカード利用不可



現代美術をはじめ、自然や眺望も楽しめる

観光-007 2017年3月31日時点

日本語 https://www.hiroshima-moca.jp/英語 https://www.hiroshima-moca.jp/en/その他言語 －

広島市現代美術館

路面路面路面路面電車電車電車電車 ５番「広島港」行き→「比治山下」下車、約500ｍめいぷめいぷめいぷめいぷる～ぷる～ぷる～ぷる～ぷ オレンジルートで「現代美術館前(まんが図書館)」下車
バスバスバスバス ・「旭町」行き 広島バス（26-1番系統）A-３番のりば・「県病院」行き 広島バス（31番系統）B-７番のりば・「大学病院」行き 広電バス（５番系統）A-４番のりば→ 「段原中央」下車、動く歩道「比治山スカイウォーク」経由約700ｍその他その他その他その他 タクシー約10分

開館時間開館時間開館時間開館時間 10:00～17:00※入館は閉館の30分前まで休館日休館日休館日休館日 ・月曜日（祝休日・8月6日にあたる場合、その翌平日）・年末年始料金料金料金料金 【コレクション展】一般 370円大学生 270円高校生・65歳以上 170円【特別展】各展覧会ごとに設定備考備考備考備考 【無料開放日】・こどもの日 5月5日→高校生以下無料・文化の日 11月3日→全館無料問合せ問合せ問合せ問合せ 広島市現代美術館TEL：082-264-1121

アクセス（広島駅から）アクセス（広島駅から）アクセス（広島駅から）アクセス（広島駅から）

利用利用利用利用案内

1989年、公立では全国初の現代美術を専門に扱う美術館として開館。年間を通じて、幅広いジャンルの表現を紹介する特別展や、所蔵品から選りすぐりの作品を紹介するコレクション展などを開催している。

※クレジットカードは、ミュージアムショップのみ利用可



試合日以外でも、グッズショップやコンコース見学可

観光-008 2017年3月31日時点

日本語 http://www.mazdastadium.jp/英語 －その他言語 －

MAZDA Zoom－Zoomスタジアム広島

営業時間営業時間営業時間営業時間 【球場】9:00～17:00【西蟹屋プロムナード】9:00～18:00【場外トイレ】6:00～20:00定休日定休日定休日定休日 (休場日) 12月29日～翌年1月3日
備考備考備考備考 ≪グッズショップ及び むさし／スタジアムカフェ ≫（営業日カレンダー）http://www.carp.co.jp/office/index.html（オフィシャルグッズショップ）http://www.shop.carp.co.jp/sub-goods/shop.html#Stadium_Front_Goods_Shop※クレジットカード利用は、通信販売のみ可≪コンコース開放日≫球場正面入口（エントランス）内からは、グラウンド内は見学不可。開放時間 9:00～17:00、入場無料、予約不要http://www.mazdastadium.jp/study/concourse.html問合せ問合せ問合せ問合せ （株)広島東洋カープ入場券部 TEL：082-554-1010（プロ野球興行(試合日程、チケット、駐車場等)、スタジアムツアー）広島市民球場指定管理事務室 TEL： 082-568-2777（車いす・ベビーカーの予約受付、コンコース開放日等）

JRJRJRJR JR広島駅南口から徒歩約10分http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1267065001866/index.html路面電車路面電車路面電車路面電車 広電的場町電停から徒歩約10分http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1267423338132/index.html路線バス路線バス路線バス路線バス マツダスタジアム前バス停から徒歩約3分http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1267431488115/index.html駐輪場駐輪場駐輪場駐輪場 スタジアム近くに４か所あり（無料）http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1394090119841/index.html

アクセスアクセスアクセスアクセス

利用案内利用案内利用案内利用案内



山頂からは広島市内が一望

観光-009 2017年3月31日時点

日本語 http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1338270111228/index.html英語 http://gethiroshima.com/features/peace-pagoda-hike/ （GET HIROSHIMA）http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1185616769385/files/map1.pdfその他言語 －

二 葉 山

アクセスアクセスアクセスアクセス 広島駅新幹線口から、徒歩約40分
ガイドガイドガイドガイド ・「二葉の里歴史の散歩道ボランティアガイドの会」が無料でガイドする。（英語でのガイドはありません）・原則一週間前までに、希望日時・コース・人数を要申込。・毎月28日の朝10時に広島駅新幹線口広場に集合、その場で行きたいコースを決めて出発（事前申込不要）問い合わせ先東区役所 市民部 地域起こし推進課 （電話：082-568-7705、日本語のみ）二葉山平和塔二葉山平和塔二葉山平和塔二葉山平和塔 世界の恒久平和を念願し、原爆の犠牲者の冥福を祈るため、昭和41年（1966）に仏舎利塔として建立された。見どころ見どころ見どころ見どころ ○金光稲神社の奥宮まで１００基余りの鳥居が連なり、石段は５００余段ある。○二葉山には、高射機銃陣地跡や、パワースポット「太陽の岩」などの散策スポットがある。○尾長天満宮は学問の神菅原道真公を祀った神社で、「平清盛ゆかりの地」。

JR広島駅新幹線口から、正面の山の上に見える二葉山平和塔。山頂からは市内はもちろん瀬戸内海に浮かぶ宮島などが眺望できる。



レトロなまち並みを歩きながら、日本酒を楽しめる

観光-010 2017年3月31日時点

日本語 http://hh-kanko.ne.jp/ginjyo/index.html英語 http://hh-kanko.ne.jp/ginjyo/index-eng.htmlその他言語 －

西条酒蔵通りＪＲ西条駅の南側に７つの蔵元が集積。酒蔵の白壁やなまこ壁、赤レンガの煙突が風情あるまち並みを生み出している。
アクセスアクセスアクセスアクセス （広島駅から約（広島駅から約（広島駅から約（広島駅から約35353535～～～～40404040分）分）分）分）

酒蔵めぐり酒蔵めぐり酒蔵めぐり酒蔵めぐり

酒まつり酒まつり酒まつり酒まつり毎年10月上旬に開催。全国約1000銘柄の日本酒が試飲できる酒ひろばのほか、名物「美酒鍋」も味わうことができる会場も。（酒まつり公式サイト） https://sakematsuri.com/

寺家約3分 約3分約1時間

さいじょうさかぐらどおり

びしゅなべ

西条酒蔵通り

酒蔵めぐり



季節ごとの観光スポットを紹介

観光-011 2017年3月31日時点

日本語 ttps://www.hiroshima-kankou.com英語 http://visithiroshima.net/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、フランス語へのリンクあり

広島県内の季節ごとの観光情報内容内容内容内容 WEBWEBWEBWEBサイトサイトサイトサイト春の旅行者におススメ春の旅行者におススメ春の旅行者におススメ春の旅行者におススメ（桜の名所など）（桜の名所など）（桜の名所など）（桜の名所など） 日本語 https://www.hiroshima-kankou.com/feature/sakura/top英 語 http://visithiroshima.net/plan_your_trip/tour_plans/spring_course.html夏の旅行者におススメ夏の旅行者におススメ夏の旅行者におススメ夏の旅行者におススメ（瀬戸内の島々など）（瀬戸内の島々など）（瀬戸内の島々など）（瀬戸内の島々など） 日本語 https://www.hiroshima-kankou.com/feature/island/top英 語 http://visithiroshima.net/plan_your_trip/tour_plans/summer_course.html秋の旅行者におススメ秋の旅行者におススメ秋の旅行者におススメ秋の旅行者におススメ（紅葉の名所など）（紅葉の名所など）（紅葉の名所など）（紅葉の名所など） 日本語 https://www.hiroshima-kankou.com/feature/koyo/top英 語 http://visithiroshima.net/plan_your_trip/tour_plans/autumn_course.html冬の旅行者におススメ冬の旅行者におススメ冬の旅行者におススメ冬の旅行者におススメ（美味しいかきの食べ方など）（美味しいかきの食べ方など）（美味しいかきの食べ方など）（美味しいかきの食べ方など） 日本語 https://www.hiroshima-kankou.com/gourmet/kaki/top英 語 http://visithiroshima.net/plan_your_trip/tour_plans/winter_course.html



スキーを楽しみたい人に

観光-012 2017年3月31日時点
広島県内の主なスキー場場所場所場所場所 内容内容内容内容 WEBWEBWEBWEBサイトサイトサイトサイトスノーフィールドもみのき森林公園（廿日市市吉和） 専用のソリ遊び場、雪遊び場があり、家族連れで安心して楽しめる。 http://www.mominoki.or.jp/snow.html女鹿平温泉めがひらスキー場（廿日市市吉和） 中国自動車道吉和ICから約3分、温泉や宿泊施設も完備。 http://www.megahira.co.jp/pc/ski.html恐羅漢スノーパーク（安芸太田町） 2500ｍのロングランと雪質が自慢。 https://www.osorakan.co.jp/ホワイトバレー松原（安芸太田町） 広島市内から約1時間のアクセスと初級・中級コースがメインのスキー場。 http://white-va.com/雄鹿原高原スキー場（北広島町） 変化に富んだファミリー向けゲレンデ。 http://oga-ski.sakura.ne.jp/芸北高原大佐スキー場（北広島町） 国道から即ゲレンデへの好立地。 http://osaski.co.jp/芸北国際スキー場（北広島町） 全20コースの西日本最大級のスキー場。 http://geihokukokusai.jp/スキーパーク寒曳（北広島町） 広島市内から約1時間、浜田道大朝IC下車6ｋｍのアクセス。 http://kanbiki.jp/やわたハイランド191リゾート（北広島町） 7コースのうち、初級・中級者向けコースが6コースあり、子どもも楽しめる。 http://yawata191.com/ユートピアサイオト（北広島町） 日本最大級の人工造雪設備。 http://www.saioto.co.jp/スノーリゾート猫山（庄原市） 多数のスノーマシンを配置。近隣には源泉かけ流し「すずらんの湯」もあり。 http://nekoyama.net/win/道後山高原スキー場（庄原市） 広島県のスキー発祥の地。 http://www.dogoyamakogen.server-shared.com/ひろしま県民の森スキー場（庄原市） 中国地方有数の雪質と初心～上級者まで楽しめる4コースが自慢のスキー場。 http://www.kenmori.jp/skiing/りんご今日話国スキー場（庄原市） 松江自動車道高野IC「道の駅たかの」から3分、天然雪の手作りゲレンデ。 http://skimt.s93.xrea.com/dangan/2014/20140104ringokyouwakoku/ringo.html

日本語 http://hiroshima-ski.jp/英語 －その他言語 －
※地域順（安芸地域、備後地域、芸北地域、備北地域）



「おとぎの国」をコンセプトに、平和大通りやアリスガーデンなど市内中心部が約140万球の色とりどりの光でライトアップされ、広島の夜の街を散策して楽しめる。
広島の冬の風物詩

観光-013 2017年3月31日時点

日本語 http://www.dreamination.com/英語 －その他言語 －

ひろしまドリミネーション開催期間開催期間開催期間開催期間 例年11月17日～1月3日（48日間）点灯時間点灯時間点灯時間点灯時間 17：30～22：30料料料料 金金金金 無料
開開開開 催催催催エリアエリアエリアエリア

平和大通り南北緑地帯（平和大橋東詰め～田中町交差点 ）並木通り・金座街・中央通・本通・中の棚の各商店街アリスガーデン・東新天地公共広場・元安川左岸・京橋川右岸の公共空間基町クレド・紙屋町シャレオ、広島県立総合体育館などの施設
備備備備 考考考考

オープニングイベント（2016年）開催日：11月17日場 所：平和大通り緑地帯（広島クリスタルプラザ前）【パレード】（予定）（時間）17：00～（内容）広島観光親善大使、広島市消防音楽隊による本通りパレード【オープニングセレモニー】（予定）（時間）17：50～（内容）点灯式、コンサート（2016年実績）



戦艦「大和」を建造した軍港として栄え、戦後は世界最大のタンカーを多く建造する、明治以降の呉の歴史と造船・製鋼などの科学技術を紹介する博物館。ミュージアムのシンボルとして、10分の１戦艦「大和」が展示されている。

JR広島駅から約40分、歴史の街 呉へ

観光-014 2017年3月31日時点

日本語 http://yamato-museum.com/ https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/67/m000153.html英語 http://yamato-museum.com/eng/その他言語 －

呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）

JRJRJRJR 広島駅からJR呉線（快速）で呉駅まで約32分→大和ミュージアムまで徒歩約５分フェリーフェリーフェリーフェリー 広島港（宇品港）から呉港まで約45分→大和ミュージアムまで徒歩約１分バスバスバスバス 広島バスセンターから呉駅前まで約46分→大和ミュージアムまで徒歩約５分広島空港からエアポートバス「呉広島空港線」で呉駅前まで約58分→大和ミュージアムまで徒歩約５分
開館開館開館開館時間時間時間時間 ・展示室・ミュージアムショップ9:00～18:00（展示室入館は17:30まで）・ライブラリー9:00～17:00休館日休館日休館日休館日 火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日休館）※4月29日～5月5日、7月21日～8月31日、12月29日～1月3日は無休観覧料観覧料観覧料観覧料 一般（大学生以上）…500円（400円）高校生…300円（200円）小・中学生…200円（100円）※（）内は20人以上の団体割引料金※未就学の幼児は無料備考備考備考備考 英語、中国語、韓国語のパンフレットあり問合せ問合せ問合せ問合せ 呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）TEL：0823-25-3017

アクセスアクセスアクセスアクセス 利用案内利用案内利用案内利用案内

マップマップマップマップ

※クレジットカードは、ミュージアムショップのみ利用可



マツダの車づくりの過去と現在がわかる企業ミュージアム。自動車組み立て工場見学通路も見学順路に含まれており、実際の製造現場も見学できる。
MAZDAの歴代の車の展示も

観光-015 2017年3月31日時点

日本語 http://www.mazda.com/ja/about/museum/英語 http://www.mazda.com/en/about/museum/その他言語 －

マツダミュージアム

JRJRJRJR 山陽本線又は呉線で、向洋駅にて下車→南口より徒歩５分→マツダ本社ビル１F集合※「快速」は向洋駅には停車しないバスバスバスバス ＪＲ広島駅11～13のりばから、向洋駅前(マツダ本社前)経由に乗車→向洋駅前(マツダ本社前)で下車→マツダ本社ビル１Ｆ集合
営業営業営業営業時間時間時間時間

個人見学ツアー(20名未満)日本語案内：13:30～15:00英語案内：10:00～11:30※月曜日から金曜日の毎日開催団体案内(20名以上150名以下)9:00～15:00の間で、１時間の案内。※季節により見学可能時間が変わるため、詳細はマツダミュージアムオフィシャルWebサイトにて※英語案内はなし定休日定休日定休日定休日 土曜日、日曜日、祝日、及び会社休業日料料料料 金金金金 無料備考備考備考備考 見学希望の方は、電話又はインターネットにて予約必須案内表示は英語対応説明員（ガイド）有り問合せ問合せ問合せ問合せ マツダミュージアム住所：安芸郡府中町 新地3-1 TEL：082-252-5050【電話受付時間】平日 8:30～12:00、 12:45～17:00

アクセスアクセスアクセスアクセス

利用案内利用案内利用案内利用案内



英会話の出来る乗務員、ひろしま通の認定資格を持つ乗務員が何時でも何処でも、希望に沿うプランの提案、案内を行う。・英語対応可能（※英語対応乗務員の人数には限りがあるため、事前予約をお勧めします）・クレジットカード対応可能（※事前予約に限る）
タクシーに乗ってじっくりと広島観光

観光-016 2017年3月31日時点

日本語 http://www.tsubame.co.jp/英語 http://www.tsubame.co.jp/englishその他言語 －

つばめ交通

3333時間コース時間コース時間コース時間コース タクシー中型（4～5人乗り）：17,580円 ジャンボハイヤー（9名様まで）：19,100円5555時間コース時間コース時間コース時間コース タクシー中型（4～5人乗り）：29,300円 ジャンボハイヤー（9名様まで）：31,700円8888時間コース時間コース時間コース時間コース タクシー中型（4～5人乗り）：46,880円 ジャンボハイヤー（9名様まで）：50,600円つばめ交通 TEL：082-221-8180 （24時間受付）※英語対応 TEL：080-2901-7349 （月～金 9:00～18:00）

おすすめプランおすすめプランおすすめプランおすすめプラン1111 世界遺産広島：市内観光 3時間コース 平和記念公園・縮景園・広島城おすすめプランおすすめプランおすすめプランおすすめプラン2222 世界遺産・ミシュラン★★★：宮島観光 5時間コース 嚴島神社・五重塔・参道おすすめプランおすすめプランおすすめプランおすすめプラン3333 日本現代史の宝庫：呉観光 5時間コース 呉市海事歴史科学館（大和ミュージアム）・海上自衛隊呉史料館（てつのくじら館）・入船山記念館おすすめプランおすすめプランおすすめプランおすすめプラン4444 二つの世界遺産・原爆ドーム：ミシュラン★★★宮島を巡る欲張り 5時間コース 嚴島神社・平和記念公園・広島城・縮景園

詳細詳細詳細詳細

問い合わせ問い合わせ問い合わせ問い合わせ



ヘリコプターをチャーターして、宮島や広島の景色を空から眺めることができる。操縦士を含め４人乗りなので、３名まで同乗可能。
広島・宮島を空中散歩

観光-017 2017年3月31日時点

日本語 http://www.dai1air.com/sightseeing_flight/hiroshima/ http://www.hiroshima-navi.or.jp/information/1875.php英語 －その他言語 －

ヘリコプターで遊覧飛行

利用利用利用利用案内案内案内案内 広島市内コース広島市内コース広島市内コース広島市内コース 宮島コース宮島コース宮島コース宮島コースコースコースコースコース内内内内 容容容容 平和公園～マツダスタジアム～海田（平和公園・広島城・広島港などをひとまわり） 広島市内～宮島～嚴島神社（広島市内の上空一周、かつ嚴島神社へ）所要時間所要時間所要時間所要時間 12分 18分備考備考備考備考 夜間のコース期間運航あり（11月～2月）※金・土・日限定※機材繰りの関係で搭乗できない場合ありフリープラン要相談動画動画動画動画 ヘリコプターで宮島へ遊覧飛行https://www.youtube.com/watch?v=uU11C8ix1w0予約・予約・予約・予約・問合わせ問合わせ問合わせ問合わせ 第一航空株式会社 広島事業所TEL：082-233-3123※料金は、予約時に要確認。クレジットカード利用不可。


