
平成 25 年 5 月 23 日 

広 島 県 

一般社団法人広島県観光連盟 

西日本旅客鉄道株式会社  

 

「広島県デスティネーションキャンペーン」を開催します！ 
 

広島県及び一般社団法人広島県観光連盟、地元自治体とＪＲグループでは、「広島県デスティネーシ

ョンキャンペーン」(以下、広島ＤＣ)を開催いたします。 
広島県には、世界遺産にも登録されている宮島・嚴島神社や、サイクリング等をしながら楽しめる瀬

戸内の多島美、帝釈峡をはじめとする中国山地の雄大な自然など、魅力溢れる観光素材がたくさんあり

ます。広島ＤＣでは「瀬戸内ひろしま、宝しま」をコンセプトに広島県内の「瀬戸内の島々」、「芸術」、

「伝統」、「観光地」、「食」等の、様々な魅力を感じていただけます。 
 

１．概要 

（1） 期 間   平成 25 年 7 月 1 日(月)～9 月 30 日（月） 

（2） テーマ・コンセプト   「瀬戸内ひろしま、宝しま」 

【ロゴマーク】 

 

 

 

 

（3） キャンペーンポスター、ガイドブック 

① キャンぺーンポスター 

広島県が制作した５連ポスターを全国のＪＲの主な駅に掲出いたします。 

 

 

 

 

 

 

 
(帝釈峡)      (嚴島神社)       (お好み焼)     (歴史の見える丘公園)    (神楽門前湯治村) 

② キャンペーンガイドブック 

・発地用「のんびり広島、ゆるり旅」 
各エリアの観光情報や広島ＤＣ期間中に開催されるイベ 

ント情報などを掲載したキャンペーンガイドブックを、 
全国のＪＲの主要駅や旅行会社窓口等で配布いたします。 

                                                         （発地用）      （着地用） 

・着地用「瀬戸内時間、山なみ時間」 
広島にお越しになられた方に、詳しい観光情報を提供するためのパンフレットです。 

広島県内のＪＲの主な駅及び各観光内所等で配布いたします。 

（4） 広島県へ向けた商品を大幅拡充 

広島県内の「瀬戸内の島々」、「芸術」、「伝統」、「観光地」、「食」等、様々な魅力をお楽しみい

ただくため、主な旅行会社で、ＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プランの設定を大幅に拡

充するとともに、団体専用臨時列車を組み込んだプランも多数設定します。ＪＲでは広島県内の

周遊観光を拡大するため、大変おトクなきっぷ「広島めぐりパス」及び「ひろしまフリーきっぷ」

をＤＣ期間限定で新規設定いたします。 
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（5） オープニングイベント等の実施 
① ＰＲイベント 

広島ＤＣの開催に先駆け、大阪駅にて伝統芸能（神楽）の上演や観光物産展を行います。神楽
の上演には中国運輸局のご後援をいただいております。 
・日時 6 月 8 日（土）11:00～17:00 
・場所 大阪駅「時空の広場」 

 ・内容 神楽の演舞、市町ＰＲ、物産展など 
② オープニングイベント  
【広島駅】 
・日時 7 月 6 日(土)11:00 から、7日（日）10:00 から  
・内容 広島県知事、一般社団法人広島県観光連盟会長、ＪＲ西日本広島支社長等の出席によ

る記念セレモニーのほか、ステージイベント、物産展を開催します。 
【福山駅】 
・日時 7 月 6 日(土)10:00 から 
・内容 関係者出席による記念セレモニーのほか、ステージイベント、物産展を開催します。 

③ウエルカムイベント 
・日時 8 月 31 日（土）11:00 から、9月 1日（日）10:00 から 
・場所 広島駅 
・内容 ステージイベント、物産展を開催します。 
 
※各イベントに関する詳細は、別途お知らせします。内容は一部変更になる場合があります。 

 
２．ＤＣ限定企画 

広島ＤＣ期間中は、新たな企画や大型イベントをご用意いたします。 
（1） ～島々をめぐる～ クルーズ 

① 広島湾宝しまクルーズ 
世界遺産の宮島から広島湾の都会的な風景を見ながら広島港、軍港で栄えた呉や旧海軍兵学校 
のある江田島を乗り換えなしでラクラク移動できます。 

    ・運航日  7 月 6 日（土）から 9月 29 日（日）までの土・日曜日、祝日 
                    ※8 月 11 日（日）は運休 
    ・運 賃 

《１日乗船券》おとな 3,500 円 こども 1,750 円 
            《区間運賃》 

宮島港    （単位:円） 

1,800 広島港    

1,800 800 広島 GPH   

2,800 1,000 1,000 呉港  

2,800 1,200 1,200 500 江田島・小用港 

    ・運航区間・時刻 

    1 便 2 便 3 便 4 便 

宮島港（発） 8:30 10:30 14:20 16:30 

広島港（発） 8:55 10:55 14:45 16:55（着） 

広島 GPH（発） 9:00 11:00 14:50 17:05（着） 

呉港（発） 9:30 11:30 15:20 --- 

江田島・小用港（発） 9:40 11:40 15:30 --- 

宮島港（着） 10:20 12:20 16:10 --- 

      ※広島 GPH は広島グランドプリンスホテル桟橋 
・問合せ先  

瀬戸内海汽船トラベルサービス［082-545-5501］ 
② 呉・御手洗宝しまクルーズ 

瀬戸内海の多島美と歴史ある大崎下島・御手洗の静かな町並みを満喫できます。 
・運航日 7 月 20 日（土）から 8月 25 日（日）までの土・日曜日 

※8月 11 日（日）は運休 
・運 賃 片道おとな 1,600 円 こども 800 円 往復おとな 3,000 円 こども 1,500 円 
・運航区間・時刻 

 1 便 2 便  1 便 2 便 

呉港（発） 9:40 14:00 御手洗港（発） 12:45 16:35

御手洗港（着） 10:45 15:05 呉港（着） 13:50 17:40

・問合せ先 瀬戸内海汽船トラベルサービス［082-545-5501］ 
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③ 尾道～鞆の浦航路 
尾道と鞆の浦を結ぶ航路。海から尾道と福山の魅力が堪能できます。鞆龍馬ガイドが乗船し、

ご案内します。 
・運行日 3 月 16 日（土）から 11 月 24 日（日）までの土・日曜日、祝日 
・運賃 片道おとな 1,500 円 ※こども運賃は大人料金の半額 
・運行区間・時刻 

 1 便 2 便  1 便 2 便 

尾道駅前桟橋 10:00 13:40 鞆の浦 11:00 14:40

尾道千光寺山 
ﾛｰﾌﾟｳｪｲ下桟橋 

10:05 13:45 尾道千光寺山 
ﾛｰﾌﾟｳｪｲ下桟橋

11:49 15:29

鞆の浦 10:53 14:33 尾道駅前桟橋 11:53 15:33

・問い合わせ先 瀬戸内クルージング［0865-62-2856］ 
 

（2） ～伝統をめぐる～神楽 
    ① 神楽バス 
     広島市内のホテル・ＪＲ広島駅から神楽門前湯治村で行われる神楽を鑑賞するバスツアーで

す。 
     ・夜神楽公演日 7/13、20、8/10、17、24、31、9/7、14、21 
     ・昼公演日 7/14、15、8/4、11、18、25、9/1、8、15、22、23、29 
       詳しくは、インターネットホームページでご覧ください。日本旅行 神楽鑑賞で検索。 

 ② 神楽バスツアー 
三次ワイナリーでの昼食と奥田元宋・小由女美術館の鑑賞、平田観光農園でプラム・プルー

ン狩り、郡山城跡見学後、神楽門前湯治村で夕食・温泉・夜神楽を楽しむバスツアーです。 
・運行日：7月 12 日（金）～8月 31 日（土）までの毎週金・土曜日 
・料 金：おとな 8,900 円 こども（6～12 歳）8,000 円 
・集合場所・時間：広島駅新幹線口 11:00 発（帰りは 22:55 着） 
・問い合わせ先 ひろでん中国新聞旅行［082-222-7000］ 

③ 国民宿舎湯来ロッジでの神楽公演 
ＤＣ期間中の土曜日、国民宿舎湯来ロッジで神楽公演を行います。また、市内宿泊のお客様

にも楽しんでいただけるよう、無料神楽バスを運行します。 
・公演日時 7 月 6日～9月 28 日までの毎週土曜日 18:00～20:00 
・神楽鑑賞料金 500 円 
・無料神楽バス 広島駅新幹線口 13:00、14:00 発[帰り 21:30 着] 
・その他 神楽弁当、神楽鑑賞料、入浴料をセットにしたお得なチケット（3,150 円）を販売
しています。 

・問合せ先 国民宿舎湯来ロッジ［0829-85-0111］ 
     ④ ひろしま夜神楽公演 
      ・開催日 9 月 13 日(金)、14 日(土)、15 日(日)、20 日(金)、21 日(土)、22 日(日) 
     ・上演時間 各回 19:30～21:10 ※初回（13 日）は 19:00～19:30 
        ・開場時間 初日 18:30 、以降 19:00 
        ・場所 旧日本銀行広島支店 
    ・料金 無料 
    ・席数 約 150 席   

・問合せ先 広島商工会議所 商工部 観光振興チーム[082-222-6651] 
 
 （3） ～芸術をめぐる～ 大型イベント 

 ① World Peace Concert HIROSHIMA 
7 月 27 日（土）から 8月 5日（月）まで、復興と平和の象徴として知られる広島から、世界

のトップアーティストの賛同を得て、音楽を通じて平和を奏で、広島から世界に向けてその心
を発信する音楽イベントです。 
・場所：広島グリーンアリーナを中心に広島各所 
・詳しくはhttp://www.peace-arch-hiroshima.net/programs.htmlをご覧ください。 

 
② Art Arch HIROSHIMA 

7 月 20 日（土）から 10 月 14 日（月・祝）まで絆・再生・平和をテーマに広島市内の３つの
美術館（広島県立美術館、ひろしま美術館、広島市現代美術館）での共同企画展です。 

    ・広島県立美術館 「ピース・ミーツ・アート！」展 
      ※7 月 22 日（月）から 9月 23 日（月・祝）まで「ゴッホ展」同時開催 

・ひろしま美術館 「イサム・ノグチ～その創造の源流～」展 
・広島市現代美術館「サイト－場所の記憶、場所の力－」展 

      ・詳しくはhttp://art-arch-hiroshima.jp/about/をご覧ください。 
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（4） 各地元での特別企画 

① 酒蔵通りほろよい散歩 
お猪口とチケットのセットを購入し、各酒蔵を訪れてチケットを渡すと、各蔵自慢のお酒を楽

しめたりオリジナルグッズなどがもらえます。ほろよい気分で酒蔵通りの散策を楽しもう。 
・期間 7 月 1 日(月)～9月 30 日(月) 
・場所 ＪＲ西条駅周辺 
・料金 500 円 
・問合せ先 （社）東広島市観光協会[082-420-0310] 

② ボンネットバスツアー（レトロなバス） 
昭和 43 年式のボンネットバスに乗って、呉名物の冷麺、スイーツの店をめぐります。おなか

一杯になるまでたべてね。 
   ・運行日 7 月 6 日（土）から 9月 29 日（日）までの毎週土・日曜日 
   ・集合場所 大和ミュージアム前広場 11:10（帰りは 14:45 着） 
   ・料金 大人 2,000 円、小学生 1,500 円（呉冷麺・ヤマトギャラリー零入館料含む） 
      ・問合せ先 呉市観光振興課[0823-25-3311] 

③ 「見るだけじゃない三段峡」三段峡で”食 ”体験 
なつかしの「とちもち」づくりや「そば打ち」を正面口で体験して、思い出と満足感を持ち帰

ろう（要予約） 
   ・実施日 7/14、28、8/4、8/25、9/8、9/22 の計６回 
   ・場所 三段峡正面口 
   ・料金 500 円 
   ・問合せ先 安芸太田町商工観光課[0826-28-1961] 

④ 鵜飼バスツアー 
神楽門前湯治村での昼食と奥田元宋・小由女美術館の鑑賞、三次ワイナリーで夕食をした後、

夏の風物詩「三次の鵜飼」を堪能できるバスツアーです。 
・運行日 7/18,7/25,7/27,8/1,8/3,8/8,8/10,8/15,8/17,8/22,8/24（計 11 回） 
・料金 おとな 9,500 円 こども（6～12 歳）8,800 円 
・集合場所、時間 広島駅新幹線口 11:00 発（帰りは 22:50 着） 
・問合せ先 ひろでん中国新聞旅行［082-222-7000］ 

⑤ 企画展「ひろしまの鉄道・パートⅡ－山陽本線と新幹線－」 
山陽本線と新幹線に焦点をあて、鉄道の写真や関連資料を展示紹介。子供も喜ぶ鉄道模型運転

会やミニ新幹線乗車体験、ペーパークラフト製作なども開催。 
・期間 平成 25 年 7 月 12 日（金）～9月 1日（日） 
・場所 広島県立歴史博物館（福山市西町 2-4-1） 
・料金 大人 290 円 大学生 210 円 高校生まで無料 
・時間 9:00～17:00（入場は 16:30 まで） 
・休館日 月曜日（祝日の場合開館） 
・問合せ先 広島県立歴史博物館［084-931-2513］ 

 
（5） プレゼント 

広島ＤＣ期間中に、往復ＪＲ利用の旅行プラン、特別企画乗車券などのご利用で、広島県内に
お越しのお客様に、ＤＣオリジナル「熊野筆(リップブラシ)」を差し上げます。 

※熊野筆(リップブラシ)は十分な数を用意しておりますが、万一品切れの場合はご容赦ください。 

    配布場所：広島県内の指定の観光案内所 

 
３．ＪＲ特別企画 
 （1） 特別企画 

① ラッピング列車「まんぷく宝しま号」 
広島の食をテーマに「お好み焼」、「スイーツ」、「ラーメン」、「酒蔵」をデザインしたラッピ

ング列車を運転します。 
・運行期間 7 月 6 日（土）から 9月 30 日（月） 
・運転区間 山陽本線（下関駅・三石駅間）、呉線、可部線 
・編成 4 両 1 編成 

 
 
 
 
       

※7月 6日（土）には広島駅でオープニングイベントの前段としてお披露目式を開催します。 
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② リバイバルトレイン急行「ちどり」 
山陽地区と山陰地区を結んでいた急行「ちどり」を期間限定で運転します。 
・運行期間 8 月 31 日（土）、9月 1日（日）、9月 7日（土）、9月 8日（日） 
・停車駅、時刻 ※時刻については変更となる場合があります。 

広島 下深川 志和口 向原 吉田口 甲立 三次 ちどり 

（上り） 10：55 発 11：10 発 11：31 発 11：42 発 11：48 発 11：53 発 12：10 着

三次 甲立 吉田口 向原 志和口 下深川 広島 ちどり 

（下り） 13：06 発 13：23 発 13：28 発 13：35 発 13：45 発 14：03 発 14：18 着

・編成 2 両(全車指定席) 
   
 

※8 月 31 日（土）には広島駅で出発式を開催します。 
※ご乗車にはご利用区間の乗車券の他に、急行券、座席指定券が必要です。 
乗車日の 1ヶ月前からＪＲの主な駅のみどりの窓口、主な旅行会社でお求いただけます。 

  ③ 呉線観光列車「瀬戸内マリンビュー」 
車窓から美しい瀬戸内を眺められる観光列車。船を思わせる丸窓はクルーズ船をイメージして

おり、指定席のゆったりとしたソファーからは贅沢気分で景色がお楽しみいただけます。 
・運行期間 7 月、9月は土・休日、8月は毎日運転 
・主な停車駅・時刻 

広島 呉 安芸津 竹原 三原 瀬戸内 

マリンビュー1号 10：06 発 10：52 発 11：37 発 11：55 発 12：27 着 

三原 竹原 安芸津 呉 広島 瀬戸内 

マリンビュー2号 13：25 発 14：02 発 14：15 発 15：19 発 16：07 着 

 ※その他の停車駅 広、安芸川尻、安浦、忠海の各駅 
・編成 2 両（1号車指定席、2号車自由席） 

※1号車は指定席です。乗車券の他に座席指定券が必要です。 
        (座席指定券:おとな 510 円、こども 250 円※通常期のおねだん) 

乗車日の1ヶ月前からＪＲの主な駅のみどりの窓口、主な旅行会社でお求めいただけます。 
④ 団体専用列車の運転 

キャンペーンに合わせ、各地から旅行会社主催の団体専用列車を運転します。団体専用列車に
は各ツアー参加者のみご乗車いただけます。募集エリアをはじめ、ツアー詳細は主催する旅行会
社にお尋ねください。詳しくは別紙１をご欄ください。 

   
（2） 広島へのおトクな商品 

① 特別企画乗車券 
京阪神から広島県内を周遊できる「広島めぐりパス」をデスティネーションキャンペーン期間

中限定で設定します。おとなお一人様あたり、大阪市内発 12,000 円と大変おトクな価格にて 2名
様から発売いたします。岡山、福岡から広島県内を周遊できる「広島フリーきっぷ」も発売いた
します。詳しくは別紙２～４をご覧ください。 

② ＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プラン 
主な旅行会社では、広島方面へのＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プランをご用意しています。 

また、旅行プランとセットでお求めいただけるおトクなきっぷもございます。 
詳しくは別紙５をご覧ください。 

 
（3） 駅からのアクセス 

① 駅から観タクン  
手軽でお得な 3コースを設定いたしました。 
事前予約不要、安心定額制、タクシーのりばから気軽にご利用いただけますので、気軽 

に周遊していただけます。 
 2 時間＝5,500 円 3 時間＝8,500 円 

清盛ゆかりの地を巡る・音戸の瀬戸コース･･･2 時間コース 
呉の歴史と清盛伝説の地を巡るコース･･･････2 時間コース 
瀬戸内の多島美・下蒲刈コース･････････････3 時間コース 

② 広島市内観光ループバス「ひろしま めいぷるーぷ」 
原爆ドームや平和記念公園のほか、広島市内にある美術館 3館(広島県立美術館、ひろしま美

術館、広島市現代美術館)を便利でお得に巡ることができます。 
・運 行 日 9 月 30 日（月）まで毎日運行（18 便/1 日） 
・料  金 1 回乗車 おとな 200 円 こども 100 円、1 日乗り放題きっぷ 400 円 
・運行区間 広島駅新幹線口～広島県立美術館前～ひろしま美術館前～紙屋町～ 

原爆ドーム前～(または横川駅～ひろしま美術館)平和記念公園前～八丁堀～広島
現代美術館～広島駅新幹線口 

・問合せ先 中国ジェイアールバス株式会社[082-261-1268] 
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(4) キリンビバレッジ株式会社によるドリンク協賛 
広島ＤＣ期間中に、ＤＣ開催地域を目的地とするきっぷを JR の主な駅の「みどりの窓口」また

は主な旅行会社で購入するともらえる引換券付きの乗車券袋を、指定の引換駅のキヨスク売店など
（乗車券袋に記載）にお持ちいただくと、引換券 1 枚につきメッツコーラ、生茶、ボルヴィック
のいずれか 1本をプレゼント致します。 
※引換場所等は乗車券袋の記載をご確認ください。引換期間は 7月 1日（月）～9月 30 日（月）で
す。乗車券袋は数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。 

 
４．宣伝展開 
  ＪＲグループの宣伝を中心に、ＪＲ西日本、広島県、一般社団法人広島県観光連盟等が協力して以
下の取り組みをはじめとして、様々なＰＲを展開致します。 
(1) ポスター 

駅用 6 月～9月に 4回掲出  全国の JR の主な駅…約 2,000 枚/回 
車内用 6 月～9月に 4回掲出  全国の JR の主な車内…約 24,000 枚/回 

(2) テレビ番組 
「遠くへ行きたい」(日本テレビ系、毎週日曜朝放送) 
ＤＣ期間中 30 秒スポットＣＭを放送  

(3) 雑誌 
「別冊 旅の手帳 広島」(約 6万部発行) 6 月 25 日 全国発売 
ＪＲ時刻表巻頭特集(約 35 万部)  7 月号で掲載 
ジパング倶楽部特集記事(約 130 万部) 7 月号で掲載 

 
５．おもてなし 
 (1) ＪＲの駅におけるおもてなし 
  ① おもてなしワッペンの着用 

おもてなし意識の向上及び一体感をもった取り組みとするため、広島県内のＪＲ西日本の社員
及びＪＲ西日本グループ会社の社員がワッペンを着用して、キャンペーンを盛り上げます。 

② 花いっぱいでお出迎え 
地域と連携し拠点となる駅を花で飾りつけ来広されたお客様のおもてなしを行います。 
・展示場所:三原駅、呉駅、広島駅、西広島駅、宮島口駅、可部駅、三次駅 

※地域の学校等のご協力で花を育成していただいています。 
 

(2) 地元におけるおもてなし 
ＤＣを契機として，広島県に訪れる観光客の皆様へ、歓迎の心が伝わるよう地元が一体となっ

た「おもてなし」の機運を醸成させるための取り組みを行います。 
 
広島ＤＣのイベントについてはイベント別紙および5月下旬からＪＲの主な駅で配布するイベントガ

イドブックをご覧いただくか、（一社）広島県観光連盟「広島県デスティネーションキャンペーン専用
サイト」（http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/dc/index.html）をご覧ください。 
 また、ＪＲ西日本ホームページでもガイドブックの情報をご覧いただけます。 
詳しくはＪＲおでかけネット検索。 

 

≪お問い合わせ≫ 
広島県観光課観光プロモーショングループ        [082-513-3392]（金田、高木）
一般社団法人広島県観光連盟              [082-221-6516]（山縣） 
西日本旅客鉄道株式会社広島支社営業課（観光開発推進室）[082-264-7420]（阿部、中本）

 
※本文中の［ ］内はお問い合わせ先の電話番号です。 
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別紙 1  

団体専用列車の運転 

 

キャンペーンに合わせ、各地から旅行会社主催の団体専用列車を運転します。団体専用列車には、

各ツアー参加者のみご乗車いただけます。募集エリアをはじめ、ツアー詳細は主催する旅行会社に

お尋ねください。 

 

１．山陽・九州新幹線 

 (1) 新大阪→広島 

・運転日 7 月 6 日(土) 新大阪発(9:15)～広島着(11:02) 

  ・主催 ㈱JTB 西日本、㈱日本旅行、㈱読売旅行、クラブツーリズム㈱、㈱阪急交通社 

  ・募集エリア 関西エリア 

・問合せ先 

ＪＴＢ旅物語電話販売センター国内旅行受付[06-6449-0818]  

《営業時間 （月～土）10：00～18：00 （日・祝）休業》 

㈱日本旅行 大阪予約センター[0570-666155] 

《営業時間 9:30～19:00 土・日・祝 9:30～18:00》 

㈱読売旅行 中央営業所[06-6312-0101]  

《営業時間 （月～土）9：30～17：30 （日・祝）休業》 

クラブツーリズム㈱関西国内旅行センター[06-6733-0060] 

《営業時間 （月～土）9：15～17：30 （日・祝）休業》 

㈱阪急交通社 大阪予約センター[06-6449-0818] 

《営業時間 （月～金）9：30～17：30 （土・日・祝）9：30～13：30》 

 (2) 鹿児島中央⇔新尾道(往路)・広島(復路)  

  ・運転日 往路 7月 28 日(日)、復路 7月 29 日(月) 

  ・主催 ㈱阪急交通社 

  ・募集エリア 熊本・鹿児島エリア 

・問合せ先 

     熊本支店［096-278-8939］ 

     《営業時間 月～金曜 9：30～17：30（土・日・祝祭日・年末年始・GWは休み）》 

鹿児島支店［099-239-3277］ 

     《営業時間 月～金曜 9：30～17：30（土・日・祝祭日・年末年始・GWは休み）》 

・アドレス：http://www.hankyu-travel.com/ 

 

２．「サロンカーなにわ 瀬戸内鉄道クルーズ列車」 

「サロンカーなにわ」が呉線を完走します。「瀬戸内ひろしま、宝しま」を体感できる美しい車窓

をご堪能ください。 

・区間 岡山(10:47)～広島・宮島口(16:36)<呉線経由> 

・運転日 ア.7 月 27 日(土)、イ.9 月 10 日(火)、ウ.20 日(金)、エ.24 日(火) 

・主催 ア.㈱阪急交通社、イ～エ.クラブツーリズム㈱ 

・募集エリア：ア.関西エリア、イ～エ.首都圏、東海、関西エリア 

・問合せ先 

ア.大阪予約センター ℡：06-6366-2677 

《営業時間 （月～金）9：30～17：30 （土・日・祝）9：30～13：30》 

イ～エ. 

首都圏・第３国内旅行センター   予約センター[03-5998-1133/FAX:03-5998-4114] 

《営業時間 （月～土）9：15～17：30 （日・祝）9：30～13：00》 

※当該ツアーは 6/1 の発表となります。 

名古屋国内旅行センター 予約センター[052-300-0022] 

《営業時間 （月～土）9：15～17：30 （日・祝）休業》 

※当該ツアーは 6/25 の発表となります。 

関西国内旅行センター 予約センター[06-6733-0060] 

《営業時間 （月～土）9：15～17：30 （日・祝）休業》 

※当該ツアーは 6/10 の発表となります。 
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３．サロンカーなにわで行く「おいしい広島・せとうちスイーツトレイン」 

瀬戸内の美しい景色を見ながら、様々なご当地スイーツをご堪能ください。 

・区間 尾道(12:42)～呉(14:52) 

・運転日 9 月 22 日(日) 

・主催 近畿日本ツーリスト㈱ 

・募集エリア：関西・中部・首都圏エリア等 

・問合せ先 国内テーマ旅行企画センター[03-6733-3175] 

※当該ツアーは 6月初旬の発表となります。 

 

４．トワイライトエクスプレス車両で行くランチクルーズ列車 

 本年 2月～6月にかけて運転した同列車を好評につき、9月も運転します。 

・区間 岡山(10:47)～広島・宮島口(16:36)<呉線経由> 

・運転日 ア.9 月 3 日[火)、イ.12 日(木)、ウ.17 日(火)、エ.26 日(木) 

・主催 ア、イ.クラブツーリズム㈱、ウ.㈱ジェイアール東海ツアーズ、エ.㈱ジェイティービー 

・募集エリア：ア.首都圏エリア、イ.東海エリア、ウ.首都圏・東海エリア、エ.九州エリア 

・問合せ先 

ア.首都圏・第３国内旅行センター 予約センター[03-5998-1133/FAX:03-5998-4114] 

《営業時間 （月～土）9：15～17：30 （日・祝）9：30～13：00》 

※当該ツアーは 6/1 の発表となります。 

イ.名古屋国内旅行センター 予約センター[052-300-0022] 

《営業時間 （月～土）9：15～17：30 （日・祝）休業》 

※当該ツアーは 6/10 の発表となります。 

ウ.50+(ﾌｨﾌﾃｨ・ﾌﾟﾗｽ)ツアーデス[0120-957-550(フリーコール)] 

《営業時間(月～金)10：00～20：00 （土・日・祝日）10：00～18：00》 

※ＪＲ東海 旅クラブ「50+(ﾌｨﾌﾃｨ・ﾌﾟﾗｽ)」会員専用ツアーとなります。お申込みにはご入会が

必要となります。（入会金・年会費無料） 

※当該ツアーは 6/5 の発売を予定しております。 

エ.九州旅の予約センター ℡：050-3116-0211 

《営業時間 9：30～21：00  無休（但し、12/31～1/3を除く）》 

アドレス http://www.jtb.co.jp/kokunai/brand/ace/fuk/promotion/digi_search/ 

※当該ツアーは 6月下旬の発売を予定しております。 
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別紙２ 

「広島めぐりパス」商品概要 

 

１．設定期間 

  平成25年７月１日～平成25年９月30日（８月11～20日を除く） 

   ※平成25年９月28日有効開始分まで発売   

 

２．発売期間 

  平成25年６月１日～平成25年９月27日 

   ※ご利用開始日の１ヶ月前から前日までの発売します 

 

３．有効期間 

  連続する３日間 

 

４．発売区間及び発売額（※こども半額です） 

発駅 
おねだん 

（大人１名あたり） 

京都市内 14,500 円 

大阪市内 12,000 円 

神姫ゾーン 11,000 円 

相生 10,500 円 

 

５．商品内容 

(1) 商品内容 

 発駅から広島フリーエリアまでの往復新幹線普通車指定席＋広島フリーエリア 

(2) ご利用に当たって 

  ・広島フリーエリアの入口（出口）駅は広島駅または福山駅の２駅です。 

なお、「ゆき」「かえり」は別々の同一の入口（出口）駅を選んでいただきます。 

（例）「ゆき」の入口駅（新幹線降車駅）を広島駅としてご利用した場合、「かえり」の出口駅

（新幹線乗車駅）は福山駅です。 

・２名以上のグループでのご利用に限り発売します（こどものみの利用はできません）。 

・広島フリーエリア内は在来線普通列車（快速含む）の自由席、ＪＲ西日本宮島フェリー、広島市  

内循環バス「ひろしま めいぷるーぷ」が３日間乗り降り自由です。 

・広島フリーエリア内のキヨスク等でご利用できる 500 円分商品引換券がセットされています。 

・広島フリーエリア以外では途中下車はできません。 

 

６．広島フリーエリア 

岩国

横川

大門福山尾道

三原西条海田市広島

宮島

宮島口

可部

呉

香淀

三次

塩町

備後落合

東城

油木

平和公園前

広島市
現代美術館前

八丁堀

原爆ドーム前

広島県立美術館前

ひろしま
美術館前

紙屋町 JR在来線

JR西日本宮島フェリー

広島市内循環バス
ひろしま　めいぷるーぷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お求め・お問い合わせは、電話予約、出発地周辺の主な駅のみどりの窓口、主な旅行会社 
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別紙３ 

 

「ひろしまフリーきっぷ」商品概要 

 

１．設定期間 

  平成25年7月１日～平成25年9月30日（8月11～20日を除く） 

   ※平成25年９月28日有効開始分まで発売   

 

２．発売期間 

  平成25年6月１日～平成25年9月27日 

   ※ご利用開始日の１ヶ月前から前日までの発売します 

 

３．有効期間 

  連続する 3日間 

 

４．発売区間及び発売額（※こども半額です） 

発駅 
おねだん 

（大人１名あたり） 

岡山～新倉敷ゾーン 8,000 円 

北九州市内 10,000 円 

福岡市内 12,000 円 

 

５．商品内容 

(1) 商品内容 

 発駅から広島フリーエリアまでの往復新幹線普通車指定席＋広島フリーエリア 

(2) ご利用に当たって 

  ・広島フリーエリアの入口（出口）駅は広島駅または福山駅の２駅です。 

なお、「ゆき」「かえり」は別々の同一の入口（出口）駅を選んでいただきます。 

（例）「ゆき」の入口駅（新幹線降車駅）を広島駅としてご利用した場合、「かえり」の出口駅

（新幹線乗車駅）は福山駅です。 

・２名以上のグループでのご利用に限り発売します（こどものみの利用はできません）。 

・広島フリーエリア内は在来線普通列車（快速含む）の自由席、ＪＲ西日本宮島フェリー、広島市  

内循環バス「ひろしま めいぷるーぷ」が3日間乗り降り自由です。 

・広島フリーエリア内のキヨスク等でご利用できる 500 円分商品引換券がセットされています。 

・広島フリーエリア以外では途中下車はできません。 

  

６．フリーエリア 

岩国

横川

大門福山尾道

三原西条海田市広島

宮島

宮島口

可部

呉

香淀

三次

塩町

備後落合

東城

油木

平和公園前

広島市
現代美術館前

八丁堀

原爆ドーム前

広島県立美術館前

ひろしま
美術館前

紙屋町 JR在来線

JR西日本宮島フェリー

広島市内循環バス
ひろしま　めいぷるーぷ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お求め・お問い合わせは、電話予約、出発地周辺の主な駅のみどりの窓口、主な旅行会社 
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別紙４ 

 

「広島めぐりパス」「ひろしまフリーきっぷ」の特典 

 

１．駅レンタカーご利用キャンペーン 

2 名様以上のご利用でおトクな価格でレンタカーがご利用いただけます。 

※S クラス・24 時間利用 １台 2,000 円（税込） 

※免責保険料などオプション費用は別途必要です。 

   ※広島フリーエリアの駅レンタカー営業所（広島、福山、三原、呉、三次、岩国）に限ります。 

   ※平成 25 年８月 11 日～20 日の間は、割引の適用はありません。 

 

２．かえり券呈示で受けられる特典 

  広島フリーエリア内の引換箇所で「広島めぐりパス」「ひろしまフリーきっぷ」のかえり券を呈示

すると、素敵な特典が受けられます。 

 （１）「熊野筆（リップブラシ）」をプレゼント。 

日本有数の筆の産地である安芸郡熊野町の工芸品です。広島県デスティネーションキャンペーン

オリジナルです。 

 （２）ＤＩＳＣＯＶＥＲ ＷＥＳＴ ＢＯＯＫを差し上げます。 

   旅先での割引や見所情報、地元の名産品などを、おトクな情報が満載です。 

   ※いずれもきっぷの有効期間内にお引き換え下さい。 

   ※お一人様につき、各一点です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

      熊の筆（リップブラシ）                  ＤＩＳＣＯＶＥＲ ＷＥＳＴ ＢＯＯＫ 

※イメージ                  （宮島・広島・呉版）  （尾道・しまなみ・三原・竹原版） 
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別紙５ 
 

「広島湾宝しま２デイパス」、「宮島・瀬戸内ミニぐるりんパス」、「鞆の浦・尾道ミニぐるりんパス」商品概要 

 

主な旅行会社の、広島方面へのＪＲと宿がセットになったおトクな旅行プランに、オプションとして、

広島県を周遊できる以下のような周遊タイプのミニきっぷをセットすることができます。詳しくは、旅

行会社にお問い合わせください。 

 

１．広島湾宝しま２デイパス 

広島デスティネーションキャンペーンにあわせて新たに設定します。 

・ご利用期間 平成 25 年 7 月１日～平成 25 年 9 月 30 日 

・発売期間  平成 25 年 6 月１日～平成 25 年 9 月 29 日 

・有効期間  ２日間 

・おねだん  大人 3,500 円 こども 1,740 円 

 ・商品概要  厳島神社・厳島神社宝物館や大和ミュージアムの入場券、観光船、ＪＲ西日本宮島

フェリーや JR 自由周遊区間内の普通列車乗り放題がセットされたきっぷです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「ミニぐるりんパス」 

○宮島・瀬戸内ミニぐるりんパス 

・有効期間  3 日間 

・おねだん  大人 3,900 円 こども 1,900 円 

・商品概要 

 厳島神社・厳島神社宝物館や大和ミュージアムなどの主要観光施設の入場券、広島市内路面電

車、観光船、ＪＲ西日本宮島フェリーや JR 自由周遊区間内の普通列車乗り放題がセットされたき

っぷです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○鞆の浦・尾道ミニぐるりんパス 

・有効期間  2 日間 

・おねだん  大人 2,500 円 こども 1,000 円 
・商品概要  おのみち映画資料館やいろは丸展示館などの主要観光施設の入場（館）券、鞆鉄バス

（福山駅前～鞆港間）、おのみちバス（尾道駅前～浄土寺下間）、千光寺山ロープウェイ

乗り放題がセットになったきっぷです。 
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