広島県レンタサイクル情報（2018年2月現在）

名

称

概

要

運営事務所や，広島市内に設置し
広島市観光レンタサイクル
たサイクルポート（34か所）間
「ぴーすくる」
で、自転車の貸出・返却ができ
（広島市南区京橋町２−２９）
る。

営業時間

7：00～23：00
(運営事務所8：30～19：00)

車種・台数

電動補助240台

料金(税込)
観光ﾌﾟﾗﾝ(1日ﾊﾟｽ) 1,080円
※その他ﾌﾟﾗﾝあり

貸出条件（※利用前に，必ず問い合
わせ先にご確認ください）
・身長145cm未満の方は利用不可
・13歳未満の方はヘルメットを着
用。年齢制限なし。

問い合わせ先
ぴーすくる運営事務所
TEL：082-568-5760
コールセンター
TEL：0120-116-819

JR西日本レンタカー&リース
レンタサイクル(広島市南区松
原町)

おもてなし向上や地域の快適な生
活の発展に貢献するためＪＲ西日
本レンタカー＆リースが行うＪＲ
駅でのレンタサイクル事業。

8：00～20：00

軽快車12台

4時間まで350円、1日500円

・身分証明が出来るものを提示
駅レンタカー広島営業所
・基本的に20：00までに返却（2日
TEL：082-263-5933
に渡る場合，要相談）
FAX：082-263-5935
・事前予約は行っていない

JR西日本レンタカー&リース
レンタサイクル（呉市）

おもてなし向上や地域の快適な生
活の発展に貢献するためＪＲ西日
本レンタカー＆リースが行うＪＲ
駅でのレンタサイクル事業。

8：00～20：00

軽快車10台

4時間まで350円、1日500円

駅レンタカー呉営業所
・1回利用（1日貸し）
TEL：0823-23-8231
・大人仕様（子供用はありません）
FAX：0823-23-8236

大和ミュージアム（呉市宝町
5-20）

大和ミュージアムからスタート
し，入船山記念館の見学，中通商
店街などの名物食文化を楽しめ
る。

9：00～17：00

軽快車6台

500円（1回）
保証金1000円/台（返却時に返金）

中学生以上（自転車に乗って両足が TEL：0823-25-3017
着く方）
FAX：0823-23-7400

カープモデル小径車6台
子供用3台

3時間まで
大人用１,000円,子供用500円
8時間まで
大人2,00０円，子供1,000円
乗り捨て・配車
１回３台まで：2,000円
１回４～6台まで：4,000円

コテージ梶ケ浜（貝と海藻の
免許証等本人確認できるものを持参 家）
TEL：0823-70-8151

軽快車3台

半日300円，1日500円

破損した場合は修理代を負担してい TEL：0823-66-1177
ただきます。
FAX：0823-66-1173

軽快車７台

3時間 500円
延長1時間ごとに100円

－

TEL：0846-22-4331
FAX：0846-22-5065

軽快車(一部変速あり)，電動補
助，子供用

■普通の自転車
宿泊者：400円（２時間毎）
その他：600円（２時間毎）
■電動アシスト付き自転車
普通の自転車の料金＋200円（２時間毎）

－

TEL：0846-26-0321

500円/1日

－

NPO法人 みはらまちづくり
兎っ兎
TEL：0848-63-5575

とびしま海道レンタサイクル
「とびしま自転車trip」

尾道アンデックス製カープモデル
の本格自転車でとびしま海道を爽
快にサイクリング。指定場所での
乗り捨てや配車にも対応。

県民の浜
（呉市蒲刈町大浦7605）

会社設立当初より，内装3段式軽快
車3台を借出用でご用意しておりま 8：00～17：00
す。

竹原観光案内処
竹原市内を周遊するのに便利なレ
(竹原市中央1-1-10竹原駅前) ンタサイクルです。

休暇村大久野島
(竹原市忠海町大久野島)

8：30～17：00

本館フロントにて，自転車の貸出
ししています。

三原港レンタサイクル
（みなとオアシス三原；三原市
城町3-1-1 三原港湾ビル１F）
うきしろロビー
(ＪＲ三原駅内)

9：00～17：00

9：00～18：00
定休日： 木曜日
（臨時休業有）
JR三原駅構内にあるうきしろロ
ビー観光案内所で自転車の貸出を
しています。

9：00～17：30
定休日：年末年始

三原市大和サイクリングターミ 芦田川の源流近くの豊かな自然の 9：00～17：00
ナル(三原市大和町蔵宗2046- 中，6～17ｋｍまでのｻｲｸﾘﾝｸﾞｺｰｽ 休館日：毎週火曜日（祝祭日
2)
を走るのに最適。
の場合翌日）,12/29～1/3

中央森林公園（サイクルセン
ター）
（三原市本郷町上北方1315番
地）

広島空港に隣接した自然公園。
ファミリーコースＡ・Ｂ・Ｃと健
脚コースの4種類のサイクリング
コースあり。自転車の種類も豊
富。

しまなみレンタサイクル
尾道市・今治市が運営するレンタ
（尾道市、尾道市因島、尾道市
サイクル。各地のターミナルであ
向島町、尾道市瀬戸田町の各レ
れば，借りたターミナル以外でも
ンタサイクルターミナル）
乗り捨て可能

ジャイアントストア尾道
（尾道市西御所町5-11
ONOMICHI U2内）

サイクリングに必要なウェア・ア
クセサリー等のレンタルもあり。
ジャイアントの最新スポーツバイ
クを各種用意されており，自転車
の購入をお考えの方にもおすすめ
です。

4～9月
9：00～18：00
10～3月
９：00～17：00
（12/29～31は休園日）

普通４台
電動アシスト付自転車２台

500円/1日（普通）
1,000 円/１日（電動アシスト付自転車）

※大小105台

3時間 300円
延長1時間ごとに100円
団体割引：20名以上

ロードレーサー，クロスバイク
マウンテンバイク，軽快車
子供用，子供乗せ軽快車
その他「おもしろ自転車」あり
合計約500台

軽快車336台
クロスバイク314台
電動アシスト自転車51台
各ターミナルにより異なる(右
小径クロスバイク145台
記問い合わせ先を参照）
タンデム車5台
子ども用自転車78台

9：00～19：00
(定休日 なし)

５０台

■ロードレーサー，クロスバイク
2時間720円,延長1時間毎360円
■子供乗せ付軽快車
2時間720円,延長1時間毎260円
■マウンテンバイク
2時間520円,延長1時間毎260円
■子供車（コロ付）マウンテンバイク
2時間210円，延長1時間毎100円
■おもしろ自転車 30分310円
■持ち込み自転車（施設維持協力金）100円

免許証等本人確認できるものを持参

TEL：0848-67-5877
FAX：0848-67-5911

－

TEL：0847-33-0099
FAX：0847-33-0099

・三景園（日本庭園）を除き，入園
料は無料
TEL：0848-86-9101
・駐車場は，普通車310円，大型車 FAX：0848-86-9103
1,100円(一律料金)

（一社）しまなみジャパン
TEL：0848-22-3911
FAX：0848-22-3811
(1) 尾道港(駅前港湾駐車場)
TEL：0848-22-5332
営業時間：7:00～19:00
(2) 尾道市民ｾﾝﾀｰむかいしま
TEL：0848-44-0125
営業時間： 8:30～19:00
(3) 土生港(尾道市営中央駐車
場)
TEL：0845-22-3362
営業時間：8:30～19:00
(4) 瀬戸田町観光案内所
TEL：0845-27-0051
営業時間：9:00～17:00
(5) 尾道市瀬戸田ｻﾝｾｯﾄﾋﾞｰﾁ
TEL：0845-27-1100
営業時間：9:00～17:00

■電動アシスト自転車
大人(中学生以上)：6時間以内 1,500円
※保証金1000円/台が別途必要（返却時に返
金）
■タンデム自転車(瀬戸田ｻﾝｾｯﾄﾋﾞｰﾁ)
1日につき 1,200円
※２日以上の貸出不可
※生口島内にて利用
※保証金1000円/台が別途必要（返却時に返
金）
■その他の自転車
大人(中学生以上)：1日につき 1,000円
こども(小学生以下)：1日につき 300円
※保証料 大人1,000円，子ども500円が別途
必要（乗捨ては返金無し）

■ﾛｰﾄﾞｶｰﾎﾞﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑ
5時間9,720円，日帰り14,040円，1泊2日
21,600円
■ﾛｰﾄﾞｶｰﾎﾞﾝ
5時間5,400円，日帰り7,560円，
1泊2日12,960円
■ﾛｰﾄﾞアルミ
5時間3,780円，日帰り5,400円，
1泊2日8,640円
■ｸﾛｽﾊﾞｲｸ
5時間3,240円，日帰り4,320円，
1泊2日7,020円
■キッズ
5時間2,160円，日帰り3,240円，
1泊2日 5,400円

身分証明書（運転免許証，保険証，
TEL：0848-21-0068
学生証）の提示

＜今治店への乗捨料金＞
3,240円/台 ※火曜日は今治店定休日につ
き，乗捨は利用不可。
THE RED BICYCLES
ONOMICHI
/ザレッドバイシクルズ尾道
（尾道市土堂1丁目10-5）

尾道の駅からほど近い，本通り商
店街の一画にある自転車店。ﾚﾝﾀｻ 8：00～17：30
２０台
ｲｸﾙは，赤のMERIDA（メリダ）ア (定休日： 水・木・年末年始・
ロードバイクのみ
ルミロードバイク
イベント参加日)
英語対応可。

土日のみ営業
7：00～
尾道駅前ウッドデッキ「しまなみ
18：00
サイクルハート ロードバイク CYCLE PIT」でレンタルサイクルを
（イベント出展等のため不定
レンタルサイクル
行っています。
休ありのため，必ず事前にお
問い合わせください。)

ふくやまレンタサイクル
（JR福山駅前地下の福山駅南
有料自転車駐車場内；福山市三
之丸町12-13）

ＪＲ福山駅近くのレンタサイク
ル。福山城・美術館などが立ち並
ぶ文化ゾーンやばら公園を自転車
でひとまわり。

6：00～23：00
年中無休

江戸時代の町並が残る鞆の浦は、
鞆の浦レンタサイクル（福山市
見所が盛りだくさん。 細い路地を 10：00～16：30
鞆町 福山市営渡船場横 入江
レンタサイクルで巡りながら、細 (定休日 火・水曜)
豊三郎本店渡船場店）
部まで満喫。

■当日（8:00～17:00） 3,780円
■１泊２日
6,480円
■３日目以降
+3,240円/日

適正身長140cm台後半～185cm

■ロードバイク・カーボン
2時間2,000円，5時間5,000円，日帰り７,000
円，１泊2日12,000円
■ミニベロ・カーボン
2時間1,000円，5時間2,500円，日帰り3,500
円，1泊2日6,000円

貸出場所：尾道駅前ウッドデッキ
瀬戸田汐待亭で乗り捨ても可能（乗
TEL：050-5534-2220
り捨て料金：2000円）
※前々日までに要予約

軽快車３２台

1日1回

・利用は１日（6:00～23:00）の
み。借りた日に返却してください。
・中学生以上（自転車の安全利用が
できるもの，中学生未満でも保護者
福山駅南有料自転車駐車場
同伴は可）
TEL：084-922-9110
・会員カードまたは住所・名前等の
本人確認ができるもの（運転免許
証，健康保険証，学生証，社員証な
ど）を提示。

軽快車１０台

1日1回500円

ロードバイク9台（４サイズ）
ミニベロ5台（1サイズ，ハンド
ル：ドロップ，ブルホーン，フ
ラット）

150円

※ 料金，貸出条件等はこちらをご参照ください（なお，貸出条件については，ここに記載のもの以外もあるため，使用前に必ず貸出施設にご確認ください）。
※ 上記の情報は平成30年2月現在のものです。最新の情報は施設に直接お問い合わせください。

TEL：0848-21-0655
FAX：0848-21-0656

福山観光コンベンション協会
TEL：084-926-2649

広島県レンタサイクル情報（2018年2月現在）

名

称

概

要

営業時間

10：00～16：00 (10月・11月
は15時まで)
標高268mの後山公園から鞆の浦ま
グリーンライン鞆の浦サイクリ
4月～11月 (休業期間 12月～3
で、瀬戸内海の島々を遠望しなが
ング
月)
らサイクリング。
定休日：火・水・木曜＆雨天
の場合

府中市観光協会

三次市観光協会

江の川カヌー公園さくぎ
（三次市作木町香淀116）

府中駅や恋しきに設置された町乗
り用のレンタサイクル。市民から
の寄贈を府中東高校美術部や上下
高校美術部がペイントした自転車
です。
お客様の行動範囲を広げ，より多
くの観光地を巡って頂くため。ま
たバスの便の少なさを補う目的も
ある。
カヌーや水遊びが楽しめ，宿泊も
できる施設です

車種・台数

料金(税込)

普通大人用自転車13台
子供用自転車（小学生以上）３台
マウンテンバイク１台
3時間まで500円～（送迎料金は別途）
※スポーツ自転車もありますが料
金は1,000円～になります。

貸出条件（※利用前に，必ず問い合
わせ先にご確認ください）

問い合わせ先

貸出場所：グリーンライン後山公園

広島県福山市田尻町2540
「自然堂」内グリーンライン自
※前日までに要予約
転車利用促進協議会
※出発点「後山公園」⇒ 送迎及び
TEL 090-5706-2820
終着点「鞆港 茶屋蔵前」 (送迎、
FAX 084-956-2603
搬送あり)

シティサイクル13台

１日100円

TEL：0847-43-7135

8：30～17：15

ブリヂストン（アシスタ（アシス
ト付），ジョブノ（大径タイ
ヤ），アルミー（小径タイヤ））
3台

アシスト付
４時間300円－1日500円
その他
４時間200円ー1日400円

住所・氏名・携帯電話番号の記入

TEL：0824-63-9268
FAX ：0824-63-1179

8：30～18：00

10台

４時間500円

園内の使用に限る

TEL：0824-55-7050

・練習用コースではないため，補助
輪なし自転車に十分乗れる子供のみ
に貸出し。
・原則として小人のみでの利用は不
可。
・中学生以下の子供には持ち込み自
備北公園管理センター
転車も含めヘルメットの着用が義
TEL：0824-72-7000
務。
FAX：0824-72-7828
・子供乗せ自転車は乗せる子供の体
重が23ｋｇ以上の場合は貸出不可。
・子供に電動補助付自転車を貸出す
場合は26インチの自転車に両足が地
面に十分接地することが条件（目安
は身長150ｃｍ以上）

３～6月
開園～17：00
国営備北丘陵公園
７～8月
（レンタサイクル施設）
公園内を一周する全長約７kmの自 開園～18：00
（庄原市三日市町4-10）
転車専用園路。
９～10月
※自転車は専用園路のみ走行可。 開園～17：00
中入口サイクリングセンター
※補助輪付自転車は走行不可（園 11～2月
（営業期間：H29.11.7～
内持込不可）。
開園～16：30
H30.2.28）
※持込自転車走行可（特殊自転車 ※公園の休園日は休業
北入口サイクリングセンター
を除く）。
休園日：毎週月曜日（祝日の
（営業期間：現在～H29.11.5，
場合は火曜日）、12月31日.1
H30.3.1～）
月1日（大型行催事期間は月曜
日でも開園）

子供用自転車（16～22インチ）
大人用自転車（20～27インチ）
子供乗せ自転車（26インチ）
電動補助付自転車（26インチ）
※補助輪付自転車は園内持込禁止
のため貸出なし

上帝釈の第2駐車場、雄橋に続く遊
弥生食堂
歩道入口にある食堂で自家製の米
8：00～17：00
（庄原市東城町帝釈未渡1940- や地元野菜を使った定食が人気。
（定休日：不定）
3）
お土産コーナーもあり自転車のレ
ンタルもできます。

３０台
（子ども自転車含む）

500円/1日

自転車に乗りなれている人

シティサイクル（変速機付）3台

500円/回
別途保証金1000円（返却時に返金）

宿泊者以外の方も利用可（身分を証
明できるものをご持参ください）
TEL： 082-495-5306
宿泊者限定特典 １回の利用に限り FAX： 082-495-5306
無料

(1)レンタサイクル (カジュアル･小径車)
3時間 2,000円，1日 3,000円，2日 5,000
円，
1週間 10,000円，超過 1,000円/日
(2)スポーツレンタサイクル
①ロードバイク
3時間 3,000～4,000円，
1日 5,000～6,000円，
2日 10,000～11,000円，
1週間 20,000～21,000円，
超過 2,000円/日
②クロスバイク
3時間 2,000円，1日3,000円，
2日 5,000円，1週間 10,000円，
超過1,000円/日
(3)プレミアムレンタサイクル
①ロードバイク
3時間 10,000～20,000円，
1日 20,000～35,000円，
2日 30,000～50,000円，
1週間 50,000～70,000円，
超過 10,000～20,000円/日
②ＭＴＢ
3時間 10,000円，1日20,000円，
2日 30,000円，1週間 50,000円，
超過 10,000円/日
(4)レンタホイール
3時間 3,000円，1日5,000円，
2日 6,000円，1週間 10,000円，
超過 2,000円/日

・ウェブサイトにて予約受付可能。
・営業日・営業時間外でのレンタル 予約用TEL：080-3057-3196
利用を希望される方は電話または
メールでお問合せください。
運営会社：
「グッドスピード井原自転車店」で goodspeed井原自転車店
の対応となります。）

最初の60分500円
以降60分毎100円
24時間最大900円

・レンタサイクルの利用にはスマー
トフォンが必要です。
・レンタサイクルは「スペース２
４」会員専用サービスです(無料登録
できます)。
・支払方法はクレジット決済・キャ
リア決済(Softbank,docomo,auの3社
のみ対応)となります。

広島西条駅前ユースホステル
（東広島市西条岡町３－３）

JR西条駅南口より徒歩1分。
宿泊者以外の方も利用可。
利用中のお荷物預り無料。
事前予約も受付可。

8：00～17：00

(1)レンタサイクル
カジュアル (MICHELIN 6台)
小径車 (MICHELIN 1台)

自転車くらすでは「goodspeed 井
原自転車店」をサポート企業と
し、豊栄に点在している観光拠点
自転車くらす
や牧場、魅力のある資源を、サイ
（東広島市豊栄町清武352-1）
クリングを通して「線」として結
び、豊栄の魅力を発信していま
す。

土日祝日 9：00 ～ 16：00
( レンタル受付最終時刻 14：
00 )

(2)スポーツレンタサイクル
①ロードバイク
(DE ROSA3台,Cannondale4台)
②クロスバイク (Cannondale 4
台)
(3)プレミアムレンタサイクル
①ロードバイク
(COLNAGO 1台,FOCUS 1台，
Cannondale 2台)
②ＭＴＢ (Cannondale 4台)
(4)レンタホイール
(MAVIC 1式,shimano 1式)

PECOりん（スペースECO 宮
島口駅前第２ 駐車場内に併
設）
（廿日市市宮島口西）

県立もみのき森林公園
（廿日市市吉和1593-75）

コインパーキング「スペース２
４」のレンタサイクル「ＰＥＣＯ
りん」で宮島観光を満喫しません
か。 24時間いつでもレンタル・返
年内無休，24時間営業
却ができます。宮島口駅付近の駐
車場に併設しているので車を停め
てそのまま自転車に乗ることもで
きます。

約400haある見渡す限りの森林の中
にあるサイクリングロードは，一
周6.15kｍ。
四季折々に表情を変える美しい自
然を満喫しながら，爽快なサイク
リングが楽しめます。毎年恒例の
「もみのきサイクル耐久レース」
は，このコースで春と秋の２回開
催されます。

八千代湖を囲んだ，スポーツ＆リ
土師ダム サイクリングターミ ゾート施設。サイクリングコース
ナル（安芸高田市八千代町土師 のほか、一周450ｍのBMXコースも
1194-1）
整備され，ＢＭＸスクールを開
催。

瀬戸内の豊かな自然に恵まれた江
田島市は、自転車で巡るのに最適
江田島市観光協会
な「サイクルアイランド」。車や
（江田島市ふるさと交流館，中
信号が少なく，海岸沿いを走ると
町桟橋，小用桟橋，切串（西
爽快な気分を味わえます。心地よ
沖）桟橋，三高桟橋）
い潮風を浴びながら歴史と自然に
触れてみてください。
府中町を訪れた方などを対象に電
ふちゅう情報プラザつばき館 動自転車を無料で貸し出し。電動
（イオンモール広島府中１階） 自転車で手軽に府中の史跡や自然
の魅力に触れられます。

２６インチ
台

シティサイクル

５

マウンテンバイク
9：00～17：00（最終受付
18インチ１５台
16：00）
22インチ２０台
【使用不可日（H29）】
26インチ５０台
雨天時，毎月第3火曜日（７･
普通自転車
８月除く。施設点検日のため
20インチ１５台
休園），11月下旬～3月下旬は
26インチ２０台
積雪のため冬季期間閉鎖，
普通自転車（お子様同乗タイプ）
このほかイベント実施日（詳
24インチ５台
細はお問い合わせください）
26インチ１０台

9：00～17：00
定休日 火曜日
(火曜日が祝日の場合は翌日，
年末年始)
レンタサイクル16:00受付終了

9：00～17：00
（最終受付16：00）
休業日：月曜日（月曜が祝日
の場合は翌日），年末年始

子供車150台
一般車99台
切替車109台
MTB 49台
三輪 19台
２人乗り 39台
電動アシスト ７台

電動アシスト車10台
シティサイクル20台
子供用自転車12台

10：00～17：00（受付は15：
電動自転車
00まで）

５台

■電動補助付
大人：510円/2時間(延長30分毎140円)
小人：210円/2時間(延長30分毎60円)
■その他自転車
大人：260円/2時間(延長30分毎70円)
小人：100円/2時間(延長30分毎30円)
※入園料金・駐車料金が別途必要
※小人は中学生以下

■子供用（普通･ﾏｳﾝﾃﾝ）
200円/１時間
■大人用（普通･ﾏｳﾝﾃﾝ）
400円/１時間
■大人用(お子様同乗タイプ)
700円/１時間

TEL：08477-6-0018

株式会社スペース二十四コール
センター
TEL：0120-979-477(365日24
時間対応)

・飲酒をされている方や体調のすぐ
れない方，サンダル履きやハイヒー
ル等の方には貸出は禁止
・小学生未満は保護者同伴での利用
・児童・幼児はヘルメット着用
・持込の自転車でのサイクリング
ロードご利用の方は，受付（利用申
込書）をお願いします。また，高速 TEL：0829-77-2011
走行はご遠慮ください。
FAX：0829-77-2012
・サイクリングコースは，自然観察
及びハイキング，ランニングなどで
も利用するので歩行者には注意して
ください。
・万一，事故やケガがあった場合
は，公園が加入する保険の適用範囲
内での対応になります。

■一般車 4時間まで毎450円
■子供車 4時間まで毎250円
■2人乗り（二輪）4時間まで毎900円
■MTB
4時間まで毎550円
■電動アシスト車 4時間まで毎900円
■切替車 ４時間まで毎550円
■三輪
４時間まで毎550円

レンタサイクルは子どもはヘルメッ
ト着用，サイクリングコース以外の
走行不可（貸出が昼間のためライト
を外しています。公道を走るには整
備不良となります。）
TEL：0826-52-2841
BMXコース走行は，全日本BMX連盟
FAX.：0826-52-3808
会員とBMXスクール（本コースで実
施）会員であれば走行可能。一般の
方は当職員の講習を受講すれば可能
となりますが事前予約が必要です。
ストライダーの走行は不可。

■電動アシスト車 1,000円/1回
■ｼﾃｨｻｲｸﾙ・子供用自転車
500円/1回(小学生300円/1回)
※保証金1,000円が別途必要（同一場所へ返
却時に返金）

江田島市観光協会（ふるさと交
流館）
原則2日前までに要予約。（ただ
TEL：0823-42-4871
し，月曜日（月曜日が祝日の場合は FAX : 0823-42-4873
翌日）は定休日のため，予約受付不 ※ 2日前までの予約が必要。
可）
※ 貸出時に本人確認できるも
のが必要（免許証等）
※利用可能ｴﾘｱは江田島市内

無料

・16歳以上（保護者が同伴の場合
は、16歳未満も可）
TEL：082-284-5749
・本人確認書類（氏名、住所がわか FAX：082-284-5829
るもの）

※ 料金，貸出条件等はこちらをご参照ください（なお，貸出条件については，ここに記載のもの以外もあるため，使用前に必ず貸出施設にご確認ください）。
※ 上記の情報は平成30年2月現在のものです。最新の情報は施設に直接お問い合わせください。

広島県レンタサイクル情報（2018年2月現在）

名

称

晴れときどき温井
（山県郡安芸太田町温井）

概

要

「晴れときとき温井」は温井ダム
の畔で軽食と本格的なBBQを提供
するお店。安芸太田町のすばらし
い自然を楽しんでもらうためにレ
ンタサイクルも始めました。

営業時間

11：00～17：00

大崎上島観光案内所レンタサイ
クル（豊田郡大崎上島町東野 外周約34kmの大崎上島は島一周が
サイクリングロード。瀬戸内の海
6625-61 大崎上島町観光協
8：30～17：15
沿いや適度なアップダウンが楽し
会）
年中無休
いツーリングコースが楽しめま
案内所（1/1～３休み）
す。
【貸出場所】
貸出場所の営業時間に準ずる
垂水港（垂水ﾌｪﾘｰ），白水港 利用後は利用した貸出店舗に返
（観光案内所），大西港（旅館 却。
大安），ホテル清風館，天満港

神石高原ティアガルテン
（神石高原町上豊松72-8）

神石高原ホテル
（神石高原町時安5090）

木立の中を自転車で駆け抜けるサ
イクリングロード。オフロード仕
様のファットバイクや軽快なシ
ティバイクをご用意。気持ちの良
い風を身体いっぱいで感じながら
高原のサイクリングをお楽しみく
ださい。
高原の風を体で感じながら走るサ
イクリング。ホテルの自然豊かな
敷地内をレンタサイクルで走り抜
けてみてください。サイクリング
マップもあり。

車種・台数

一般車
10台（一般車5台，こども車5台） こども車

普通自転車
電動自転車

８台
20台

貸出条件（※利用前に，必ず問い合
わせ先にご確認ください）

2時間まで400円
2時間まで300円

４台

問い合わせ先

TEL：0826-25-0102
FAX：0826-25-0103

乗車資格：身長137cm以上

大崎上島町観光協会
TEL：0846-65-3455
FAX：0846-65-3522
垂水港 0846-65-3471
白水港 0846-65-3455
大西港 0846-64-3060
ﾎﾃﾙ清風館 08246-62-0555
天満港 0846-62-0028
※予約は貸出場所にご連絡くだ
さい。

ファットバイク 540円/2時間
シティバイク 310円/2時間

園内サイクリングロードでの使用。

TEL：0847-82-2823
FAX：0847-82-2236

１台500円
宿泊のお客様は無料

ホテル敷地内での使用。
使用時間は2時間まで。
ヘルメットを必ず着用。

TEL： 0847-85-3000
FAX:：0847-85-3930

■電動ｱｼｽﾄ自転車
２時間以内 500円
４時間以内 1000円
４時間以上 1500円
■普通自転車
1日 500円
※１泊２日可能
２日分の料金＋宿泊料金500円

9：00～17：00（7〜８月は
18：00）
ファットバイク15台
定休日：水曜日(7～9月は毎日 シティバイク40台
営業)
※子ども用含む。
※12月末〜2/28は冬期休園

9：00～18：00

料金(税込)

※ 料金，貸出条件等はこちらをご参照ください（なお，貸出条件については，ここに記載のもの以外もあるため，使用前に必ず貸出施設にご確認ください）。
※ 上記の情報は平成30年2月現在のものです。最新の情報は施設に直接お問い合わせください。

