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C04　たけはら海の駅

1枠　スポット

竹原港に位置する海の玄関口。1階の売店では、野菜や果実、魚
介類、肉類など竹原・大崎上島の特産品や工芸品を販売。3階レ
ストランでは、海を眺めながら大崎上島のファームスズキで育て
られたクレールオイスターや、車エビなど新鮮な食材を使った料
理が楽しめる。冷凍した生牡蠣を扱う自動販売機も新設。 

1竹原市港町4-2-24　98:00～19:00、レストラン／
　11:00～LO14:00（平日）、11:00～LO14:30
　（土・日曜、祝日）　5第3火曜　720台　
8JR竹原駅からバスで約5分、または山陽自動車道河内 
　ICから車で約30分　=0846-24-6100（たけはら海の駅）

たけはら海の駅 MAP D-3
竹原市

C03　道の駅たけはら

1枠　スポット

町並み保存地区の入り口に位置する旬市場。竹原のさまざまな
情報を発信するほか、売店では地元で採れた野菜や果物などの
特産品や地酒、工芸品を販売。4月にリニューアルオープンした併
設するレストランでは、地産地消にこだわった郷土料理「魚飯」や
たけのこ料理が味わえる。

1竹原市本町1-1-1　9売店／9：00～17：00 、 
　レストラン／9：00～21：00（17：00～21：00は予約のみ）
5第3水曜（祝日の場合は翌日）　748台　
8JR竹原駅から徒歩約15分、または山陽自動車道河内IC
　から車で約25分　=0846-23-5100（道の駅たけはら）

道の駅たけはら MAP D-3
竹原市

C06　藤井酒造酒蔵交流館

1枠　スポット

町並み保存地区にある創業150年の老舗酒蔵。築250年の蔵を
一部一般開放し、お酒をより楽しむための器や、酒粕化粧石けん
「酒花」など小物類から日本酒の販売まで行っている。ほんのりと
酒の香りが漂う空間のなかで、日本酒の無料試飲もできる酒好
きにはうれしいスポット。

1竹原市本町3-4-14　910:00～17:00
5月曜(祝日の場合は翌日)　:無料　710台
8JR竹原駅から徒歩約20分、
　または山陽自動車道河内ICから車で約25分
=0846-22-2029（藤井酒造）

藤井酒造酒蔵交流館 MAP D-3
竹原市

C01　たけはら町並み保存地区

1枠　スポット

平安時代、京都・下鴨神社の荘園として栄えた歴史から「安芸の
小京都」とも呼ばれる。現在も栄華を物語る屋敷や由緒ある寺
院が点在し、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定。往時の
雰囲気を今に伝える町並みは、江戸から明治・大正・昭和とそれ
ぞれの建造物の変遷も垣間見られる。

1竹原市本町3
748台（道の駅たけはら駐車場利用）
8JR竹原駅から徒歩約15分、
　または山陽自動車道河内ICから車で約25分
=0846-22-7745（竹原市産業振興課）

たけはら町並み保存地区 MAP D-3
竹原市

B02　アレイからすこじま

1枠　スポット

国内で唯一、停泊する海上自衛隊の現役の潜水艦や艦艇を目
の前で見ることができる公園。園内には旧海軍の魚雷などの揚
げ下ろしに使用されたクレーンも設置されている。周辺は旧海軍
工廠のレンガ建造物が並ぶレトロな雰囲気で、かつて海軍の本
拠地だったことが感じられる。

1呉市昭和町　:無料　741台　
8JR呉駅から広電バス呉倉橋島線で約15分、
　潜水隊前バス停下車すぐ、または広島呉道路
　呉ICから車で約20分
=0823-23-7845（くれ観光情報プラザ） 

アレイからすこじま MAP C-3
呉 市

C05　まちなみ竹工房

1枠　スポット

町並み保存地区にある古い土蔵を改装した、竹細工が体験でき
る施設。工房では竹細工職人が丁寧にアドバイスしてくれるの
で、初めての人でも安心。予約なしで、竹とんぼや風車、竹ひごを
１本１本組み編んでいく竹篭作りの体験ができる（45分～1時間
程度）。その他、竹細工作品の展示販売も行う。

1竹原市本町3-12-14　99:30～16:00　5不定
:入館・見学は無料、竹細工体験は有料500円～（制作
　物によって異なる）　748台（道の駅たけはら駐車場利用）
8JR竹原駅から徒歩約20分、または山陽自動車道河
　内ICから車で約25分　=0846-22-0973（まちなみ竹工房）

まちなみ竹工房 MAP D-3
竹原市

おすすめ
スポット      

広島県とその周辺エリアには、美しい海
の景色や壮大な峡谷、新しくオープンした
道の駅などを満喫できるスポットがいっ
ぱい！　注目のスポットをチェックしよう！

※MAPはP2-3でご確認ください。
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おすすめ
スポット      

広島県とその周辺エリアには、美しい海
の景色や壮大な峡谷、新しくオープンした
道の駅などを満喫できるスポットがいっ
ぱい！　注目のスポットをチェックしよう！

※MAPはP2-3でご確認ください。
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C02　大久野島

1枠　スポット

竹原市忠海町から沖合3キロメートルに位置する周囲4.3キロ
メートルの島。900羽を超えるウサギが生息し、近年は「ラビットア
イランド」として世界中から注目を集めている。島内には宿泊や温
泉、ご当地グルメが満喫できる休暇村大久野島、毒ガス資料館
や大久野島ビジターセンターもある。

1竹原市忠海町大久野島　:なし　7なし　
8JR竹原駅からバスで約5分の竹原港から船で約20分、
　またはJR忠海駅から徒歩約5分の忠海港から船で約15分
=0846-22-7745（竹原市産業振興課） 

大久野島 
おお く の しま

MAP D-3
竹原市
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D01　大島神社

2枠　スポット

大島神社

三原城築城以前、天守台の位置にあった大島に祭られていた大
島稲荷と、小早川隆景公が祈願していた嚴島神社を併せて建立
した神社。なだらかな石段が続く参道の途中には、間隔を置いて
3つの鳥居が建っており、撮影スポットとしても人気。石段を登り
きった境内からは三原の街並みが見下ろせる。

1三原市本町3-6-12
:参拝無料　
7なし　
8JR三原駅から徒歩約15分
=0848-67-5877（(一社）三原観光協会）

MAP D-3
三原市

E03　古寺めぐり

1枠　スポット

古寺めぐり
こ じ

尾道市街地の25の名刹が石畳の小路で結ばれる全長約2キロ
メートル、徒歩で約3時間の「古寺めぐりコース」。にぎり仏体験が
できる「持光寺」、文化財の宝庫で国宝の寺とも呼ばれる「浄土
寺」、大きなわらじのかかる仁王門が印象的な「西國寺」、街のシ
ンボル的存在である「千光寺」などをめぐることができる。

1尾道市内一帯
9おおむね8：00～17：00（寺により異なる）
5なし　:無料　7寺により異なる
8（持光寺まで）JR尾道駅から徒歩約5分
=0848-36-5495（尾道観光協会）

MAP D-3
尾道市

E02　千光寺公園

1枠　スポット

千光寺公園
標高144.2メートルの千光寺山山頂から中腹にかけて広がる公
園。展望台からは尾道市街や尾道水道、瀬戸内の島々が一望で
きる。「さくら名所100選」に選定された桜をはじめ、つつじ、ふじな
どの花々が園内を彩り、敷地内の「文学のこみち」には尾道にゆ
かりのある作家の詩が刻まれた碑が点在する。

1尾道市西土堂町19　:なし　770台（有料）
8JR尾道駅からロープウェイ山麓駅まで徒歩約
　15分、ロープウェイで約3分
=0848-38-9184（尾道市役所観光課、平日
　8:30～17:15）　 

MAP D-3
尾道市

D02　三原城跡

1枠　スポット

小早川隆景公が1567年に築城した海城。満潮時には海に浮か
んでいるように見えたことから、別名「浮城」とも呼ばれていた。現
在は天守台や舟入櫓の一部しか残っていないが、当時は本丸、
二之丸、三之丸があり、櫓が32と城門が14もある大きな城だっ
た。JR三原駅構内から上ることができる。

1三原市城町　96:30～22:00
5なし
:なし　7なし
8JR三原駅直結
=0848-64-9234（三原市教育委員会文化課）

三原城跡 MAP D-3
三原市

E0１　瀬戸内しまなみ海道

1枠　スポット

瀬戸内しまなみ海道
尾道市と愛媛県今治市間に浮かぶ瀬戸内海の島々を7つの橋
で結ぶ、全長約60キロメートルの西瀬戸自動車道の愛称。徒歩
や自転車で渡ることもでき、眼下に多島美が望める世界屈指の
サイクリングコースとして知られる。また、さまざまな形体の橋が見
られることから「橋の美術館」とも呼ばれる。

1広島県尾道市〜愛媛県今治市　
:区間及び車両により異なる　7なし 
8山陽自動車道福山西ICからしまなみ海道西瀬
　戸尾道ICまで車で約5分
=0848-44-3700（本州四国連絡高速道路(株)し
　まなみ尾道管理センター）

MAP D-3
尾道市

　　※新型コロナウィルス感染症の影響で、 掲載の情報と実際の状況が異なる場合があります。 問い合わせ先等で事前にご確認ください
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F3　阿伏兎観音

1枠　スポット

阿伏兎観音
あ ぶ と かん のん

沼隈半島の南端、阿伏兎岬の突端に鎮座する臨済宗の寺。透明
な海の輝きと荒々しい岩肌と調和した観音堂は、国の重要文化
財に指定されている。昔から航海の安全や子授け・安産の祈願
所としても有名。観音堂の一番先まで行くと、瀬戸内の島々と水
平線を見渡すことができる。

1福山市沼隈町能登原阿伏兎1427-1
98：00～17：00　5なし　:中学生以上／100円、
小学生／50円　74台　8山陽自動車道福山西IC
から車で約35分、またはJR福山駅からバスで約40分
=084-987-3862（阿伏兎観音）

MAP E-4
福山市

E6　尾道市役所本庁舎

1枠　スポット

尾道市役所本庁舎
ルビ

建て替えが行われ、2020年（令和2年）1月に新しい本庁舎が完
成。休日、夜間（21時まで）にも立ち入ることができる屋上デッキ
からは、南に尾道水道、北に千光寺などの尾道を象徴する景色
が望め、市民の憩いの場として好評。館内にはキッズスペースも
あり、幅広い世代に優しい施設となっている。

1尾道市久保1-15-1
9８:30〜17:15、展望デッキなど開放スペースは～21:00
5展望デッキなど開放スペースはなし
:無料　7185台（有料）　8ＪＲ尾道駅から徒歩約15分
=0848-38-9332（尾道市役所総務課）

MAP D-3
尾道市

F4　国宝 明王院

1枠　スポット

国宝 明王院
みょう おう いん

愛宕山中腹にあり、本堂と五重塔がそろって国宝に指定される真
言宗大覚寺派の古刹。鎌倉時代末期に再建された本堂は折衷
様式の建物としては日本最古級。日本で5番目に古いと言われる
五重塔は，室町時代前期に民衆が私財を投じて建立したという
珍しい成り立ちをもつ。

1福山市草戸町1473　98：00～18：00　5なし
:無料　730台　8山陽自動車道福山西ICから
　車で約20分、またはJR福山駅からバスで約10分の
　草戸大橋バス停下車、徒歩約15分
=084-951-1732（明王院）

MAP E-3
福山市

E05　JR尾道駅

1枠　スポット

JR尾道駅
2019年（平成31年）に完成した新駅舎。1891年（明治24年）に創
設されて以来、約128年ぶりとなる建て替えが行われた。外観は
瓦屋根や深い軒など初代駅舎の名残を受け継いでいる一方、内
観は大幅にリニューアル。展望デッキをはじめ、食堂、ホステルな
ども入る複合施設になっている。

1尾道市東御所町1-1
:無料　
7約230台（有料）
8山陽本線JR尾道駅
=0848-22-4724

MAP D-3
尾道市

E04　ライトアップ

1枠　スポット

ライトアップ
一年を通して、尾道の代表的な坂道や石段、寺院をライトアップ。
尾道の街全体がほんのり淡い光に照らされ、幻想的な雰囲気に
包まれる。週末の夜には、尾道駅前の尾道水道を挟んで並ぶク
レーンが青・黄・緑・赤・白色の5色に彩られるライトアップも。の
んびり夜景散策してみてはいかが。

1尾道市西土堂町9-2（持光寺）ほか
9日没からおおむね22：00まで　5寺／無休、クレーン／金～日曜、祝日
:無料　7周辺の有料駐車場利用
8（持光寺まで）JR尾道駅から徒歩約5分
=0848-36-5495（尾道観光協会）

MAP D-3
尾道市

F1　日本遺産 鞆の浦

2枠　スポット

日本遺産 鞆の浦

万葉集にも詠まれ、日本で最初の国立公園に指定された瀬戸内
海を代表する景勝地。石造りの常夜燈や雁木と呼ばれる海の満
ち引きによって見え隠れする石段など、古くから潮待ちの港町とし
て栄えた面影が今も残る。江戸期の港湾施設が現存する港町と
して日本遺産にも認定されている。

1福山市鞆町
:無料　
7鞆の浦観光情報センター駐車場利用（有料）
8JR福山駅からバスで約30分
=084-928-1043（福山市観光課）

MAP E-4
福山市

F2　神勝寺 禅と庭のミュージアム

2枠　スポット

神勝寺 禅と庭のミュージアム

約7万坪の境内には、17世紀の堂宇を中心に築370年の古建築、
復元された千利休の茶室、松を多用し設計した寺務所などが点
在。坐禅や写経体験など気軽にさまざまな禅体験が楽しめる。ま
た、臨済宗中興の祖といわれる白隠禅師の禅画・墨蹟の常設展
示館も見どころのひとつ。
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1福山市沼隈町上山南91　99：00～17：00（最終受付は16：30まで）
5なし　:大人1200円（1000円）学生（高校生以上）900円（700円）
中学生500円（300円）※小学生以下無料、（ ）は20名以上の団体料金
730台　8山陽自動車道福山西ICから車で約25分
=084-988-1111（神勝寺寺務所）

MAP E-３
福山市
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H3　みよし風土記の丘ミュージアム（広島県立歴史民俗資料館）

1枠　スポット

広島県内の約3分の1の古墳が集まる三次市。みよし風土記の丘
は全国でも有数の古墳密集地にある史跡公園で、国史跡「浄楽
寺・七ツ塚古墳群」を中心に、国重文「旧真野家住宅」や復元古
代住居、復元石室・石棺などが整備されている。敷地内のミュー
ジアムでは遺跡からの出土品や文化財などを公開している。

1三次市小田幸町122　99:00～17:00　
5月曜　:大人200円、大学生150円、高校生
以下無料　7127台　8JR三次駅から車で約
15分、または中国自動車道三次ICから車で約6分
=0824-66-2881（広島県立歴史民俗資料館）

みよし風土記の丘ミュージアム
（広島県立歴史民俗資料館） MAP D-2

三次市

H2　常清滝

1枠　スポット

常清滝
じょう せい だき

谷川沿いの小道を進むと現れるのは、日本の滝100選に選ばれ、
日光・華厳の滝にも匹敵する落差126メートルの滝。上段・中段・
下段の3段からなり、ヤマモミジ、チドリノキなど深山性に富む
木々が、滝が豪快に落ちる断崖を取り囲むように自生し、山水画
のような美しい景観を織り成している。

1三次市作木町下作木
:無料　
727台
8中国自動車道三次ICから車で約35分
=0824-55-2112（三次市作木支所）

MAP D-1
三次市

H1　霧の海（高谷山展望台）

1枠　スポット

霧の海（高谷山展望台）
たか たに やま

山間盆地で、秋から早春の晴れた日の早朝に濃い霧が発生し、
深い霧に覆われる三次市。高い山に登ると眼下に霧が広がり、周
囲の山々が島のように見えることから「霧の海」と呼ばれる。乳白
色の霧は日の出とともにオレンジ色に染まり、吹く風に誘われてい
ろいろな表情を見せる。

1三次市粟屋町　:無料　710台　
8JR三次駅から車で約15分、
　または中国自動車道三次ICから車で約20分
=0824-63-9268（(一社)三次市観光協会）

MAP D-2
三次市

G2　森遊びキャンプ「矢野温泉公園四季の里」

1枠　スポット

矢野岩海のふもとにあり、豊かな自然の中でキャンプや森林浴な
どのアウトドアライフが満喫できる公園。園内には約３00種、10万
本のアヤメ科の花々が咲き誇るあやめ園やアスレチック広場、せ
せらぎ広場など親子で遊べるスポットが豊富。そば打ち体験のほ
か、木工体験やピザ作り体験施設もある（要予約）。

1府中市上下町矢野691-2　
5水曜（祝日の場合は翌日）
:キャンプ場1泊1100円、オートキャンプ場1泊3850円
730台　8中国やまなみ街道世羅ICから車で約15分
=0847-62-4990（矢野温泉公園四季の里）

矢野温泉公園四季の里 MAP E-2
府中市

G3　河佐峡

1枠　スポット

河佐峡
かわ  さ  きょう

芦田川上流、八田原ダムのふもとにあり、手つかずの自然が残る
清流の渓谷で川遊びが楽しめるスポット。子どもでも遊べる流れ
の穏やかな浅瀬があるほか、近くにはキャンプ場や八田原ダムを
望みながらプレーができるパークゴルフ場、JR福塩線の旧橋脚
を生かした遊歩道もある。

1府中市諸毛町3261
5水曜（祝日の場合は翌日）　:キャンプ場１区
画／1日550円、1区画／1泊1100円　775台
8中国やまなみ街道尾道北ICから車で約20分
=0847-49-0344（河佐峡管理事務所）

MAP E-3
府中市

G6　府中味噌

1枠　スポット

お取り寄せグルメ
「府中味噌」

400年の歴史があり、特に甘味が強い白味噌は江戸期の諸大名
に賞賛され「府中に味噌あり」と全国に名を馳せた逸品。府中市
内では、金光味噌、浅野味噌、本家中村屋の3つの蔵がある。また
各蔵では味噌のほか、味噌を使ったカレーやおかず味噌、ラーメ
ンなども作っている。

=①0847-41-2080（金光味噌㈱）
　②0120-41-2032（浅野味噌㈱）
　③0847-45-2735（㈱本家中村屋）
9①②9：００〜１７：００　③８：００〜１９：００
5①②③土・日曜、祝日

MAP E-3
府中市

G5　備後府中焼き

1枠　スポット

お取り寄せグルメ
「備後府中焼き」

豚バラ肉ではなくミンチ肉を使用し焼き上げる府中市のご当地
お好み焼。外はカリっと、中はフワッとした食感が特徴。府中市内
には約40軒のお好み焼店がある。また次の2社では、ギフト用の
冷凍府中焼きも製造しており、現地に行けない人もお取り寄せで
きる。各社の詳細は二次元コードから確認を。

=①0847-45-1126（㈲デイズ）
　②0847-45-7500（タカノブ食品㈱）
:①3枚入り2700円　②5枚入り4800円 
　※別途送料が必要

府中市

G4　羽高湖森林公園

1枠　スポット

は たか こ しん りん こう えん

標高500メートルに位置する羽高湖を中心に、緑豊かな大自然
の中にある公園。春には500本の桜が咲き誇る名所としても親し
まれている。公園内には野外ステージやキャンプ場、遊歩道もあ
り、家族で楽しめる憩いの場。隣接する羽高湖サン・スポーツラン
ドはテニスコートや多目的グラウンドも整備されている。

1府中市諸毛町3000
5水曜（祝日の場合は翌日）　
:キャンプ場（フリーサイト）1泊1100円　720台
8中国やまなみ街道尾道北ICから車で約30分
=0847-49-0339（羽高湖管理事務所）

羽高湖森林公園 MAP E-3
府中市

G01　上下白壁の町並み

1枠　スポット

上下白壁の町並み
かつて幕府の直轄地「天領」として栄え、のちに金融業が盛んに
なった上下町。その面影が残る町並みでは、おもてなしの心と出
会いを大切にする人々に出会える。今春には、旧商家を改装した
宿「泊まれる町家 天領上下」がオープン。歴史や自然、グルメな
ど思い思いの時間を満喫できる。

1府中市上下町上下　
:無料　
750台
8中国やまなみ街道世羅ICから車で約15分
=0847-５４-2652（府中市観光協会上下支部）

MAP E-2
府中市

　　※新型コロナウィルス感染症の影響で、 掲載の情報と実際の状況が異なる場合があります。 問い合わせ先等で事前にご確認ください
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H07　君田森の散歩道

1枠　スポット

君田町森の散歩道
君田温泉正面にある里山に整備された散歩道。自然林や人工林
が混在し、樹木が約50種、草花・シダ類が約20種生息しており、
四季を通して楽しめる。また散歩コースは距離別に700メートル、
1600メートル、2700メートルの３種あり、展望広場がある山頂か
らは雄大な中国山脈が一望できる。

1三次市君田町
7150台（君田温泉森の泉駐車場利用）
8中国自動車道三次ICから車で約25分、　
　または中国やまなみ街道口和ICから車で約3分
=0824-53-7021（君田町観光協会）

MAP D-1
三次市 

H6　卯建と石畳通り

1枠　スポット

卯建と石畳通り
う だつ

火災の類焼を防ぐための袖壁であるとともに商家の繁栄を象徴
する卯建（うだつ）のある、古い家が残る町並み。住吉町から太歳
町までの旧街道筋には、約1.4キロメートルにわたり御影石の石
畳が敷かれ、行灯（あんどん）風の街路灯が整備されている。趣
きある景観や、町屋を利用したカフェなどの散策が楽しめる。

1三次市三次町　:無料　
7三次もののけミュージアムの駐車場利用可
8JR三次駅から車で約5分、
　または中国自動車道三次ICから車で約10分
=0824-63-9268（（一社）三次市観光協会）

MAP D-2
三次市

H5　灰塚ダム

1枠　スポット

灰塚ダム
高さ50メートルの堰堤（えんてい）と、中国地方で2番目に広い湛
水（たんすい）面積を誇る。ダムによって形成されたハイヅカ湖
は、四季折々に美しい姿を見せてくれる野鳥や水生植物の宝庫。
周辺には記念公園やウェットランド、レクリエーション・スポーツ施
設などが整備されている。ダムカードも配布する。

1三次市三良坂町仁賀1575　99：00～16：00
　（展示スペース）　5なし　:無料　7100台
8中国自動車道三次ICから車で約25分、または
　中国やまなみ街道三良坂ICから車で約12分
=0824-44-4360（国土交通省三次河川国道事務所
　灰塚ダム管理支所）

MAP D-2
三次市

I4　熊野神社

1枠　スポット

熊野神社
比婆山の奥地にあり、古事記に登場する日本を生んだとされる
女神・伊邪那美命を祭る神社。境内には広島県下で一番太い杉
を含め、100本以上の大杉が生い茂り、そのうち11本が県の天然
記念物に指定されている。原始的で神秘的な雰囲気に包まれ、
パワースポットとしても人気。

1庄原市西城町熊野1160
:無料　
730台
8中国自動車道庄原ICから車で約40分
=0824-75-0173（庄原観光推進機構）

MAP E-1
庄原市

I03　帝釈峡（雄橋）

1枠　スポット

たい しゃく きょう おんばし

中国山地に位置し、庄原市東城町と神石高原町にまたがる峡
谷。上帝釈エリアにある見どころの一つ雄橋は、石灰岩地への永
年の渓水の浸食作用により貫通してできた全長90メートル、幅18
メートル、厚さ24メートル、川底からの高さ40メートルの天然橋
で、国の天然記念物にも指定されている。

1庄原市東城町帝釈未渡　98：00～17：00
5なし　:白雲洞：入場料/大人300円、高校生200円、小
中学生150円　7上帝釈峡エリア330台、神龍湖エリ
ア240台　8中国自動車道東城ICから車で約20分
=0847-86-0611（帝釈峡観光協会）

帝釈峡（雄橋） MAP E-2
庄原市

K02　赤崎海岸

1枠　スポット

赤崎海岸
鼻繰島とホボロ島など瀬戸内海の多島美が見渡せる東広島市
安芸津町にある海岸。5月から6月頃には安芸津で生産が盛んな
ジャガイモの畑が一面、可憐な白い花で覆われる。穏やかな瀬
戸内海と、海岸付近にあるジャガイモ畑が一望できる絶景スポッ
トとして地元の人にも人気。

1東広島市安芸津町木谷赤崎 
:無料　7なし
8山陽自動車道西条ICから車で約40分
=0846-45-4141（安芸津町観光協会）

MAP C-3
東広島市

I5　吾妻山

1枠　スポット

吾妻山
あ づま やま

比婆道後帝釈国定公園にある標高1239メートルの山。天然芝の
草原とブナ林が広がり、春の新緑から晩秋の初雪まで四季折々
の大自然を満喫することができる。山腹にキャンプ場や貸別荘を
併設した休暇村吾妻山ロッジがあり、登山やハイキングの拠点と
しても利用できる。

1庄原市比和町森脇
:無料
7200台（吾妻山ロッジ駐車場利用）
8中国自動車道庄原ICから車で約50分
=0824-75-0173（庄原観光推進機構）

MAP E-1
庄原市

J01　晴海臨海公園

1枠　スポット

大竹市役所側の海岸沿いにある、県内でも最大規模の複合遊
具がそろう総合公園。ロボット工場をイメージしたカラフルな大
型遊具には、大小９つの滑り台やジャングルジム、トンネルやネッ
トなどが組み合わさっている。そのほか、乳幼児でも安心して遊
べる屋根付きミニ遊具もある。 

1大竹市晴海2-11　9遊具利用は9：００～
19：００　5なし　:無料
7130台（無料）
8広島岩国道路大竹ICから車で約3分
=0827-57-4333（晴海臨海公園管理棟）

晴海臨海公園 
みはる

MAP B-3
大竹市

I6　道後山

1枠　スポット

道後山
ルビ

鳥取県と広島県の県境にある日本三百名山の一つ。数々の高山
植物をはじめ、希少動植物の宝庫としても知られている。標高
1000メートルの高地に広がる芝生広場「月見が丘」は、天空の草
原を思わせるような光景で幻想的。なだらかな山なので、登山初
心者やファミリーにもおすすめ。

1庄原市西城町三坂
:無料　
7約40台（月見が丘駐車場）
8中国自動車道庄原ICから車で約60分
=0824-75-0173（庄原観光推進機構）

MAP E-1
庄原市
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M5　八千代産直市場

1枠　スポット

八千代産直市場
安芸高田市や北広島町などで生産された野菜や果物、花、米な
どを販売。ほかにも鮮魚や精肉、焼きたてパン、加工品なども購
入できる。また屋外にあるフードコートでは、鹿肉入りのパティを
使った「八千代バーガー」や広島熟成鶏の胸肉スモークを使った
「高宮バーガー」が食べられる。

1安芸高田市八千代町佐々井1405-5
98：30～18：00（フードコートは11：00～15：00）
51月1日～1月4日　:無料　7230台
8中国自動車道千代田ICから車で約20分
=0826-52-7006（八千代産直市場）

MAP C-2
安芸高田市

M3_土師ダムサイクリングターミナル

1枠　スポット

ダム湖百選に選ばれた八千代湖周辺に造られたレジャー施設。
湖畔には3.7キロメートルのサイクリングロードが整備されている
ほか、グラウンドゴルフやキャンプ、テニス、カヌーなどのアクティ
ビティーも充実。大きなコンビネーション遊具のある「のどごえ公
園」では、桜や紅葉なども楽しめる。

1安芸高田市八千代町土師1194-1
9施設によって異なる　5火曜（祝日の場合翌日）、
年末年始　:レンタル自転車（4時間）／一般用
450円～、子ども用 250円～　7100台
8中国自動車道千代田ICから車で約10分
=0826-52-2841（土師ダムサイクリングターミナル）

土師ダムサイクリング
ターミナル MAP C-2

安芸高田市
は じ

M04　湧永満之記念庭園

1枠　スポット

湧永満之記念庭園
わく なが じまん

造成から植栽に10年の歳月をかけ、施工はすべて湧氷製薬の社
員自らの手で行われた手造りの庭園。約4万5000坪の園内には、
2つの庭園を中心にバラ園や薬用植物園などがある。モネ邸から
株分けされた庭園の睡蓮は、毎年春から夏にかけてピンクと黄
色の美しい花を咲かせる。

1安芸高田市甲田町糘地　910：00～17：00
5開園期間中は無休、11月下旬～3月下旬は冬季休園
:無料　7300台　8中国自動車道高田ICから
車で約20分、またはJR芸備線甲立駅から車で約10分
=0826-45-5021（湧永満之記念庭園）

MAP D-2
安芸高田市

K3　わにぶちの滝

1枠　スポット

わにぶちの滝
沼田川の支流、造賀川にある水量豊かな落差6メートルの小さな
滝。周辺には公園や遊歩道、ベンチが設置されており、春には桜
が咲き誇り花見スポットとしても有名。この滝には美しい姫に恋を
して討ち果たされた大蛇の物語が伝えられている。徒歩数分の
場所に駐車場があるので気軽に立ち寄ることができる。

1東広島市福富町上戸野
:無料　
719台
8山陽自動車道西条ICから車で約20分
=082-435-2302（福富支所地域振興課）

MAP C-3
東広島市

L02　中国醸造蒸留見学（SAKURAO DISTILLERY）

1枠　スポット

中国醸造のクラフト蒸留所。広島県産原料を使って造られている
純国産クラフトジンや、広島初のシングルモルトウイスキーの蒸
留器が見学できる。見学後は、ジンに使用しているボタニカルに
触れたり、ウイスキーのテイスティングを楽しんだりすることがで
きる。見学は1日5回。英語ガイド付のコースもある。

1廿日市市桜尾1-12-1　910：00～17：00（所
要時間約60分、1週間前までに要予約）　5日曜
:2000円　74台　8JR廿日市駅から徒歩約
10分、または広島電鉄廿日市駅から徒歩約8分
=0829-32-9122（中国醸造株式会社）

中国醸造蒸留所見学
（SAKURAO DISTILLERY） MAP B-3

廿日市市

M6　道の駅北の関宿安芸高田

1枠　スポット

道の駅北の関宿安芸高田
きた せき じゅく あ き たか た

中国自動車道高田ICに隣接する安芸高田市の北の玄関口。地
元で採れた旬の野菜や、瀬戸内や山陰から仕入れた干物などを
販売する産直市が併設されている。またウコンを練り込んだ麺が
特徴の「ながいきラーメン」や、2種の唐辛子とラー油で真っ赤な
スープの「夜叉うどん」を味わえる。

1安芸高田市美土里町横田331-1
9施設によって異なる
512月31日～1月3日　765台
8中国自動車道高田ICから車で約1分
=0826-57-1657（道の駅北の関宿安芸高田）

MAP C-2
安芸高田市

Q1　トモビオパーク

1枠　スポット

トモビオパーク
「子どもたちが自然の中でのびのび自由に遊びを作り出せる」を
コンセプトに手作りされた自然公園。もともと雑木林だった広い
敷地内に、木や竹を使って作られたブランコやハンモックなどの
遊具がそろう。バーベキューベースも備えるほか、野外音楽祭な
どのイベントが不定期で開催されている。

1安芸郡熊野町萩原上深原2682　99：00～
16：00　5雨天時　:入園無料、バーベキュー利
用料3000円+1人100円(1ブース定員10名、未就
学児無料)　750台　8東広島呉道路黒瀬ICか
ら車で約10分　=082-854-0039（トモビオパーク）

MAP C-3
熊野町

M02　神楽門前湯治村

2枠　スポット

神楽門前湯治村
もん とう むらじぜんかぐら

天然ラドン温泉や神楽鑑賞施設、地元で獲れたジビエ料理が楽
しめる食事処、お土産店などが併設された施設。施設内は格子
造りの建物が軒を連ね、どこか懐かしいノスタルジックな雰囲気
に包まれる。宿泊施設もあるので、浴衣に着替えて昔の湯治村を
再現した町並みを散策してみるのもおすすめ。

1安芸高田市美土里町本郷4627　9９：00～21：00（店舗に
よって異なる。要問い合わせ）　5店舗により異なる　:日帰り
入浴/大人（中学生以上）700円、子ども（4歳～小学生）400円
7300台　8中国自動車道高田ICから車で約7分、または千
代田ICから車で約15分　=0826-54-0888（神楽門前湯治村）

MAP C-2
安芸高田市

　　※新型コロナウィルス感染症の影響で、 掲載の情報と実際の状況が異なる場合があります。 問い合わせ先等で事前にご確認ください
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T2_八幡湿原

1枠　スポット

八幡湿原
や わた

八幡原地区にあり、周りを1000メートル級の山々に囲まれた標高
約800メートルの高地に位置する湿原。大小さまざまな湿地が点
在し、春にはコブシ、夏にはカキツバタなど湿地性の希少な植物
を見ることができる。年の平均気温は10℃前後と低く、夏でも快
適に過ごせるので、整備された遊歩道で散策もおすすめ。

1山県郡北広島町東八幡原
750台
8中国自動車道戸河内ICから車で約45分 
=080-6339-2136（（一社）北広島町観光協会芸北支部）

MAP B-1
北広島町

T3_雲月山

1枠　スポット

雲月山
うん ざんげつ

中国山地には珍しく山麓に木の生えていない草原が広がる、な
だらかな標高911.2メートルの山。登山コースの歩きやすさから
家族連れでハイキングやトレッキングに訪れる人も多い。晴れた
日には遠くは大山や日本海まで見渡すことができ、秋にはススキ
が一面に広がる。

1山県郡北広島町土橋
:無料　750台
8中国自動車道戸河内ICから車で約50分
=080-6339-2136（（一社）北広島町観光協会芸北支部）

MAP B-1
北広島町

S4_井仁の棚田

1枠　スポット

井仁の棚田
い に

広島県から唯一「日本の棚田百選」に選ばれた風光明媚な棚
田。春と秋に行われる井仁棚田体験会では、昔の田植えの再現
や刈り取った稲をはで干しするなど、伝統的農法の継承の場とし
ても注目を集めている。海外からも日本の最も美しい場所36選
に、世界遺産の嚴島神社とともに選出。

1山県郡安芸太田町大字中筒賀井仁
:無料　
7展望台下の駐車場利用
8中国自動車道戸河内ICから車で約15分
=0826-32-2085（井仁棚田交流館）

MAP B-2
安芸太田町

S3_恐羅漢山

1枠　スポット

恐羅漢山
おそ ざんかんら

県内最高峰を誇る標高1346メートルの山。山頂裏側の台所原に
は、直径1メートル、高さ20メートルを超えるブナやケヤキ、ミズナ
ラの巨木の森があり、大自然の素晴らしさと雄大さを実感できる。
春から秋には登山やキャンプ、紅葉狩り、冬には良質な天然パウ
ダースノーで覆われ、一年を通して多くの人が訪れるスポットだ。

1山県郡安芸太田町大字横川
:無料　
71700台
8中国自動車道戸河内ICから車で約40分
=0826-28-1800（（一社）地域商社あきおおた）

MAP B-2
安芸太田町

T4_八王子よみがえりの水

1枠　スポット

八王子よみがえりの水
平成の名水百選に選定された、ラドンを微量に含んだ軟水の冷
鉱泉。「鳥たちが翼の傷を癒やして飛び立った」という伝説や昔
から皮膚病・アトピーなどに効果があるとされ、霊泉として地元で
語り継がれている。料理用や飲用としても親しまれ、水を求めて
県内外から多くの人が訪れる。

1山県郡北広島町本地4811
710台
8中国自動車道千代田ICから車で約10分
=0826-72-6908（（一社）北広島町観光協会）

MAP C-2
北広島町

S1_三段峡

2枠　スポット

三段峡

国の特別名勝に指定されている長さ約16キロメートルの渓谷。
穏やかで澄みきった清流と切り立った断崖、原生林が織り成す景
色はまさに秘境そのもの。黒淵渡船や猿飛渡船と2つの渡し舟も
あり、水上から見る三段峡も格別。大自然に囲まれて非日常体験
ができると、多くの観光客が訪れる。

1山県郡安芸太田町大字柴木　9黒淵渡船9：00～16：00、猿飛渡船10：00
～15：00　512～3月　:黒淵渡船/大人(高校生以上）300円〜、子ども（中
学生以下）200円〜、幼児無料猿飛渡船/大人（中学生以上）500円、　子ども
（小学生以下・幼児含む）300円　7周辺の有料駐車場利用　8中国自動車
道戸河内ICから車で約10分　=0826-28-1800（（一社）地域商社あきおおた）

MAP  B-2
安芸太田町

S2_深入山

2枠　スポット

深入山
しん ざんにゅう

西中国山地国定公園に位置する標高1153メートルのなだらか
な草原が広がる麗峰。初心者から熟練者まで楽しめる登山道は
３コース用意。頂上まで約1時間の登山道には四季折々の草花が
咲き誇り、珍しい野鳥に出合えることも。広島県で初めて森林セラ
ピーⓇ基地に認定された。

1山県郡安芸太田町大字松原
:無料　
7深入山グリーンシャワー駐車場利用
8中国自動車道戸河内ICから車で約30分
=0826-28-1800（（一社）地域商社あきおおた）

MAP B-2
安芸太田町
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W10　帝釈峡遊覧船

1枠　スポット

帝釈峡遊覧船
たい しゃく きょう

国定公園『帝釈峡』にある神龍湖の各名所を音声で案内してくれ
る遊覧船。湖の両岸にそびえる断崖や奇岩、春の新緑や秋の紅
葉など季節によって変わる渓谷の姿を、約40分の湖上クルージ
ングで楽しめる。大自然の中を悠然と進みながら望む峡谷や秋
の紅葉が湖面に映る景観は絶景。

1神石郡神石高原町永野5034-7
99:00～16:30（遊覧船は30分ごとに運行）
5冬季　:大人1500円、子ども（小学生）750円、
小学生未満無料　7240台
8中国自動車道東城ICから車で約10分
=0847-86-0131（帝釈峡遊覧船）

MAP E-2
神石高原町

T5_豊平のそば畑

1枠　スポット

豊平のそば畑
広島県内でも有数のそば処として知られている北広島町。道の
駅豊平どんぐり村付近にはそば畑が広がり、９月上旬ごろになる
とかわいらしい小さなそばの花が、畑一面を真っ白く覆う景色を
見ることができる。毎年11月にはそばの収穫を祝って、道の駅で
打ち立てのそばが食べられるそば祭りも開催される。

1山県郡北広島町都志見
7道の駅豊平どんぐり村の駐車場利用　
8中国自動車道千代田ICから車で約20分、
　または広島自動車道広島北ICから車で約20分
=0826-72-6908（（一社）北広島町観光協会）

MAP C-2
北広島町

U02　神峰山

1枠　スポット

神峰山
かんのみね やま

大崎上島の最高峰で、瀬戸内海国立公園に指定されている標高
452.6メートルの山。山頂からは瀬戸内海に浮かぶ115の島々が
見渡せる。晴れた日には遠く四国連峰や「しまなみ海道」の各架
橋も見渡せ、瀬戸内の島々が織り成す美しいパノラマが堪能で
きる。その多島美は瀬戸内随一との定評がある。

1豊田郡大崎上島町中野
:無料　
720台
8垂水港または白水港から車で約30分
=0846-65-3455（大崎上島町観光案内所）

MAP D-4
大崎上島町

V4　せらにし青少年旅行村

1枠　スポット

せらにし青少年旅行村
広島では珍しいアカマツの自然林の中にケビン、バ ンガロー、
オートキャンプ場などを完備するレクリエーション施設。村内の釣
り堀では、大きな鯉やハヤ釣りが体験できる。シジュウカラ、ウグ
イス、ヒヨドリなどの野鳥も数多く生息しているので、早朝には鳥
たちのさえずりを楽しめる。

1世羅郡世羅町黒川527-14　9デイ利用／10:00 ～ 15：00、
ナイト利用／15：00 ～ 翌 10：00　5火曜　:デイ利用／
3200円～、ナイト利用／7300円～　7300台　8中国や
まなみ街道道尾松江線世羅ICから車で約40分
=0847-37-1356（せらにし青少年旅行村）

MAP D-２
世羅町

V5　芦田湖オートキャンプ場

1枠　スポット

芦田湖オートキャンプ場
あし だ こ

八田原ダムの湖畔にあるオートキャンプ場。四方を山に囲まれる
全面芝生の開放的な空間に40サイトがそろう。標準サイトのほか
に、水道、かまど、電源が完備されたデラックスサイトも用意。炊
事棟、トイレ・シャワーなどの設備も完備されているので、初心者
でも安心して楽しむことができる。

1世羅郡世羅町小谷984-7　9デイ利用／10:00～ 
15：00、ナイト利用／15：00 ～ 翌 10：00　5なし　
:デイ利用／320円～、ナイト利用／2500円～　715台
8中国やまなみ街道尾道松江線世羅ICから車で約15分
=0847-24-1760（芦田湖オートキャンプ場）

MAP E-３
世羅町

T1_大朝のテングシデ群落

2枠　スポット

大朝のテングシデ群落

北広島町大朝の田原・灰谷に自生するイヌシデの一種で、幹が
曲がりくねり、枝がしなだれるなどの特徴がある珍しい変種が群
生している。天狗伝説があることから、デングシデと呼ばれる。国
の天然記念物にも指定され、大小約100本が群生している景色
はここだけでしか見ることができない。

1山県郡北広島町田原灰谷　
730台
8浜田自動車道大朝ICから車で約15分
=0826-72-6908（（一社）北広島町観光協会）

MAP C-1
北広島町

W04　道の駅さんわ182ステーション

1枠　スポット

道の駅
さんわ182ステーション

神石高原町自慢の新鮮野菜や果物を扱う産直市場、特産品や
加工品がずらりと並ぶ。併設する「182カフェ」では料理研究家の
黒田千晴さん監修の「神石高原ホットドック（６００円）」が味わえ
る。神石高原産のポークと高原野菜のピクルスを、特製の玄米パ
ンにサンドした体にやさしい逸品。

1神石郡神石高原町坂瀬川5146-2　9産直市場／7：00～
18：00、182カフェ／9：00～17:00　5年末年始　7110台
8山陽自動車道福山東ICから車で約40分、またはJR福山駅か
ら中国バス東廻り油木・東城線で約60分の道の駅さんわ182ス
テーション下車すぐ　=0847-85-2550（さんわ182ステーション）

MAP E-2
神石高原町

W05　神石高原ティアガルテン

1枠　スポット

神石高原ティアガルテン
標高700メートルにある自然体験型テーマパーク。動物との触れ
合いやピザや、アイスクリーム作り、陶芸など各種体験が楽しめ
る。森林セラピーⓇで森の中を散策したり、松の大木につるしたハ
ンモックに揺られて大自然を満喫。ワンちゃんとも一緒に遊べる
３つのドッグランもおすすめ。

1神石郡神石高原町上豊松72-8　99:00～17:00　
5水曜（7～9月はなし）　:3カ月パスポート500円、
年間パスポート1000円 ※小学生以上、体験料は別途　
7250台　8山陽自動車道福山東ICから車で約60分
=0847-82-2823（神石高原ティアガルテン）

MAP E-２
神石高原町

　　※新型コロナウィルス感染症の影響で、 掲載の情報と実際の状況が異なる場合があります。 問い合わせ先等で事前にご確認ください
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Z01　上島町防波堤アート

1枠　スポット

上島町防波堤アート
弓削島の久司浦地区、生名島の波間田地区、岩城島の西部地
区の3島の堤防をキャンバスにして描かれたアート作品。「島の景
観に寄り添う」をテーマとして、島の景色や瀬戸内の穏やかな海
とともにアートを楽しめる。景観とマッチしたペインティングはフォ
トスポットとしても人気がある。

1愛媛県越智郡上島町弓削久司浦、生名波間田、
岩城西部　:無料　75〜10台　
8各アートの最寄港（上弓削港、立石港、小漕港）
　から車で約5〜10分
=0897-77-2252（上島町商工観光課） 

MAP D-4
上島町

たべる
思いきり体を

動かそう！
きれいな景色に

うっとり♡
ご当地グルメに

大満足♪

み る あそぶ

まだまだある！

その他のおすすめスポットは
コチラをCHECK!

ひろしま観光なび

Y03　地底王国美川ムーバレー

1枠　スポット

地底王国美川ムーバレー
全長約1キロメートルの地底の空間を利用した冒険型のテーマ
パーク。王国内には、超古代文明をイメージした神殿や幻想的な
泉、激流の滝、黄金色に輝く巨大な像などフォトスポットが点在。
ライトを片手に謎を解きながらアトラクションを楽しもう。屋外に
は砂金採り体験や天然石掘り体験の施設もある。

1山口県岩国市美川町根笠1564-1
910：00～16：00　5水曜　:大人（中学生以
　上）1980円、子ども（4歳～小学生）990円
7270台　8山陽自動車道岩国ICから車で約40分
=0827-77-0111（地底王国美川ムーバレー）

MAP A-3
岩国市

X02　鴨池海岸

1枠　スポット

鴨池海岸
かも いけ

瀬戸内海国立公園に指定されている風光明媚な白砂の海岸。夏
には海水浴やマリンスポーツを楽しむ人たちでにぎわう。とびがら
す園地として整備され、駐車場、トイレ、シャワー施設を完備。園
内には海岸を見下ろせる展望台があり、瀬戸内の多島美や遠く
しまなみ海道を眺めることができる。

1愛媛県今治市大西町九王甲1168
:無料　750台
8しまなみ海道今治ICから車で約15分
=0898-53-3500（今治市役所大西支所）

MAP C-4
今治市

X03　カレイ山展望公園

1枠　スポット

カレイ山展望公園
しまなみ海道の大島の北端、標高232メートルのカレイ山山頂に
ある展望公園。村上海賊の砦をイメージした展望台からは、眼下
に伯方・大島大橋や能島城跡、船折瀬戸など瀬戸内海に浮かぶ
島々の景色を一望できる。また公園内には、キャンプ場施設や遊
歩道、ヤギ小屋などもあり、レクリェーションにおすすめ。

1愛媛県今治市宮窪町宮窪6355-2
:無料　730台
8しまなみ海道大島南ICから車で約20分、または
　大島北ICから車で約15分
=080-2989-5179（NPO法人能島の里）

MAP D-4
今治市

W8　帝釈峡スコラ高原

1枠　スポット

帝釈峡スコラ高原
たい しゃく きょう

国定公園帝釈峡に位置する標高500メートルの高原リゾート施
設。自然の中で味わう国産黒毛和牛霜降りのバーベキューや電
動の立ち乗り二輪車・セグウェイのミニツアー体験（要予約）など
が楽しめる。隣接する「神石コスモドーム」では屋内テニスやグラ
ウンド・ゴルフなどが天候に左右されずにプレイできる。

1神石郡神石高原町相渡2167　9レストラン
10:30～16:30、セグウェイ10:30～11:30、14:00
～15:00　5レストラン/火曜、セグウェイ/平日
:セグウェイ体験：4200円、食事：バーベキュー1人
前3980円　7200台　8中国自動車道東城ICか
ら車で約15分　=0847-86-0535（帝釈峡スコラ高原）

MAP E-2
神石高原町

W9　秀嶺山 光信寺

1枠　スポット

秀嶺山 光信寺
しゅう れい ざん こう しん じ

坐禅、写経などの禅体験や宿坊に宿泊できる禅寺。枯山水庭園
を眺めたり、遊歩道を散策したり、日常の喧噪を離れてゆっくりと
過ごすことができる。本堂では、予約なしでいつでも写経体験が
可能。月に一度、無料の坐禅会も行われている。予約も不要なの
で気軽に訪れてみては。

1神石郡神石高原町光信5500　910：00～17：00　
5なし　:拝観無料、写経体験800円　7100台　
8山陽自動車道福山東ICから車で約50分、またはJR福山駅北
　口から光信寺の湯「ゆっくら」無料シャトルバスで約90分　
=0847-85-2368（光信寺）

MAP E-2
神石高原町

W7　日本庭園 東林苑

1枠　スポット

日本庭園 東林苑
とう りん えん

神石高原ホテルの敷地内にある約一万坪の広大な庭園。春は
桜、夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪景色とさまざまな姿を見せてくれ
る。庭園は足立美術館庭園を代表作とする中根金作氏、お茶室
は数寄屋建築研究の第一人者の中村昌生氏が設計。４棟あるお
茶室の一つでは抹茶を楽しむこともできる。

1神石郡神石高原町時安5090　910:00～16:00
5なし　:入園料(抹茶付)大人1000円、子ども(小学生
以下)500円 ※レストラン利用者大人500円、子ども300円 
※ホテル宿泊者無料　780台　8山陽自動車道福山東
ICから車で約40分　=0847-85-3000（神石高原ホテル）

MAP E-２
神石高原町

X01　亀老山展望公園

1枠　スポット

亀老山展望公園
き さんろう

大島の南端に位置する標高307メートルの亀老山頂上にある展
望公園。瀬戸内海国立公園にも指定されており、パノラマ展望台
からは来島海峡大橋を含む瀬戸内海の多島美を見ることができ
る。しまなみ海道随一の眺望と言われ、天気が良ければ、西日本
最高峰の石鎚連峰まで見渡せる。

1愛媛県今治市吉海町南浦487-4
:無料　718台
8しまなみ海道大島南ICから車で約10分、または
　大島北ICから車で約15分
=0897-84-2111（今治市役所吉海支所）

MAP D-4
今治市








