
船・バス・電車

【実施主体】（一社）中国旅客船協会 （公社）広島県バス協会 各路線バス事業者 各旅客船事業者

【協 力】国土交通省中国運輸局

① 対象航路の旅客船に乗船する小学生以下の運賃が無料

② 対象航路の旅客船が入港する港に乗り入れる一部の路線バス、路面電車に乗って

その港で下車、又はその港から乗車する小学生以下の運賃が無料

※適用条件は各バス会社、旅客船会社で異なります。

詳しい情報は、右上のホームページ、又は各会社に確認してください。

詳しい情報は
　　Webで！



１７事業者　２４航路
無料等

都府県 種　別 大人

笠岡～白石島 笠岡市十一番町 530 270

笠岡～佐柳本舗(真鍋島まで) 笠岡市笠岡2435-2
180～
1,760

90～
880

藤井一彦(瀬戸内クルージング） 笠岡～白石島～北木島 岡山県
笠岡伏越港、白石港、北木島豊浦、北木
島金風呂

0865-62-2856 540 270 →0 ７／１６ ①保護者同伴　②２名
http://www.s-
cruise.jp/

(一社)瀬戸内市緑の村公社
（前島フェリー）

前島～牛窓 岡山県 瀬戸内市牛窓港 0869-34-4356 往復 240 120 →0
７／１４

～７／１６
①保護者同伴　②家族であれ
ば無制限　③団体乗船を除く

牛窓港：東備バス　小学生
運賃無料

http://www.maejima-
island.info/

両備フェリー㈱ 新岡山港～土庄港（小豆島）
岡山県
香川県

岡山市中区新築港9-1
小豆郡土庄町甲5165-201

086-274-1222 1,050 530 →0
７／１４

～７／１６
①不要　②制限なし

・１日船長（抽選にて任
命、切符のもぎりや入出
港の挨拶体験）
・船内見学や海の日に因
んだイベント開催
新岡山港：　岡山電気軌
道
小学生運賃無料

www.ryobi-ferry.com

瀬戸内観光汽船㈱ 日生港～大部港
岡山県
香川県

備前市日生町寒河2570-26
小豆郡土庄町大部甲3246-16

0869-72-0698 1,030 520 →0
７／１４

～７／１６
①不要　②制限なし

http://www.setouchi-
kankokisen.co.jp

宇品～高田･中町 960 480

広島港：広島バス・広島電
鉄・広電電車　大人同伴
の小学生運賃無料
高田港・中町港：江田島バ
ス大人同伴の小学生運賃
無料（調整中）

宇品～小用 1,060 530

広島港：広島バス・広島電
鉄・広電電車　大人同伴
の小学生運賃無料
小用港：江田島バス大人
同伴の小学生運賃無料
（調整中）

宇品～三高 680 340

広島港：広島バス・広島電
鉄・広電電車　大人同伴
の小学生運賃無料
三高港：江田島バス大人
同伴の小学生運賃無料
(調整中）

呉～小用

フェリー
高速艇

390
550

200
280

呉港：広島電鉄　大人同
伴の小学生運賃無料
小用港：江田島バス　大人
同伴の小学生運賃無料
(調整中）

上村汽船㈱ 広島（宇品）～江田島(切串） 広島県 広島市南区宇品海岸1-13-26 082-251-6020 460 230 →0 ７／１６
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内

広島港：広島バス・広島電
鉄・広電電車　大人同伴
の小学生運賃無料

福山市 鞆～仙酔島 広島県 福山市鞆町鞆623-5
084-928-1042
084-982-2115

240 120 →0 ７／１６ ①不要　②制限なし
鞆港：鞆鉄道　大人同伴
の小学生運賃無料

走島汽船㈲ 走島～鞆 広島県 福山市鞆町鞆
084-982-3188
090-1182-3198

570 290 →0 ７／１６ ①不要　②制限なし
鞆港：鞆鉄道　大人同伴
の小学生運賃無料

小学生

　海の日「第１２回 小学生乗船無料キャンペーン」実施航路詳細（中国地方）

事業者名 航 路 名 乗 り 場
お問合せ
電話番号

通常運賃額
実施日

運賃の適用条件等：
 ①保護者等同伴の要否
 ②無料人数：保護者等1人につき
 ③その他の条件

イベント、乗り場にアクセ
スする路線バス等の小学

生運賃無料等の情報
ホームページ

http://www.sanyo-
kisen.com/

瀨戸内シーライン㈱ 広島県

広島港　広島市南区宇品海岸1-13-26
高田港　江田島市能美町高田
中町港  江田島市能美町4859-2
小用港　江田島市江田島町小用2-1-1
三高港　江田島市沖美町三吉2776
呉港　　 呉市宝町4-44

082-254-1701 →0 ７／１６
①大人同伴　②同伴者が管理
できる範囲内　③団体乗船を除
く

http://setonaikaikisen.
co.jp/sealine/

三洋汽船㈱ 岡山県 0865-63-3131 →0 ７／１６ ①保護者同伴　②３名
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無料等

都府県 種　別 大人 小学生
事業者名 航 路 名 乗 り 場

お問合せ
電話番号

通常運賃額
実施日

運賃の適用条件等：
 ①保護者等同伴の要否
 ②無料人数：保護者等1人につき
 ③その他の条件

イベント、乗り場にアクセ
スする路線バス等の小学

生運賃無料等の情報
ホームページ

土生商船㈱ 土生～三原 広島県
土生港、立石港、因島モール港、重井港、
鷺港、三原港

0845-22-1337 1,260 630 →0 ７／１６
①保護者同伴　②２名　③団体
乗船を除く

土生港：本四バス・因の島
運輸　大人同伴の小学生
運賃無料
※因島島内は土生港のみ
対象
三原港：芸陽バス・中国バ
ス・鞆鉄　大人同伴の小学
生運賃無料
※三原駅止めの路線につ
いては各社の判断

http://habushosen.com
/

須波～沢 須波港、沢港 460 230

須波港：芸陽バス　大人同
伴の小学生運賃無料
沢港：本四バス　大人同伴
の小学生運賃無料

瀬戸田～三原 瀬戸田港、沢港、三原港 820 410

瀬戸田・沢港：本四バス
大人同伴の小学生運賃無
料
三原港：芸陽バス・中国バ
ス・鞆鉄　大人同伴の小学
生運賃無料
※三原駅止めの路線につ
いては各社の判断

㈲マルト汽船
三原～小佐木島～向田～沢～
瀬戸田

広島県
三原市城町
尾道市瀬戸田町瀬戸田

090-2008-1777 820 410 →0 ７／１６ ①大人同伴　②２名

瀬戸田・沢港：本四バス
大人同伴の小学生運賃無
料
三原港：芸陽バス・中国バ
ス・鞆鉄　大人同伴の小学
生運賃無料
※三原駅止めの路線につ
いては各社の判断

http://marutokisen.sak
ura.ne.jp/

大崎汽船㈱ 白水～竹原 広島県
白水港 大崎上島町東野6625-1
竹原港 広島県竹原市港町4-2-24

0846-22-2390 350 170 →0 ７／１６ ①大人同伴　②制限なし

竹原港：芸陽バス　大人同
伴の小学生運賃無料
白水港：さんようバス　大
人同伴の小学生運賃無料

www.oktravel.co.jp

山陽商船㈱ 竹原～垂水・白水 広島県
竹原港 竹原市港町4-2-30
垂水港 大崎上島町東野垂水634-15
白水港 豊田郡大崎上島町東野6625-1

0846-22-2133
340～

350
170 →0 ７／１６ ①大人同伴　②制限なし

竹原港：芸陽バス　大人同
伴の小学生運賃無料
白水・垂水港：さんようバ
ス　大人同伴の小学生運
賃無料

www.sanyo-shosen.jp

尾道～瀬戸田
尾道駅前桟橋、尾道新浜、因島重井東､
佐木島須ノ上、瀬戸田沢、瀬戸田

1,200 600

尾道～鞆
尾道駅前桟橋、尾道十四日元町浮桟橋､
鞆県営桟橋

2,500 1,250

尾道水道クルーズ 尾道駅前桟橋 1,500 750

瀬戸内海汽船㈱ 松山～呉～広島  (フェリーのみ）
広島県
愛媛県

広島港　広島市南区宇品海岸1-13-26
呉港　　 呉市宝町4-44
松山観光港  松山市高浜町5-2259-1

082-253-1212
930～
3,600

470～
1,800

→0 ７／１６ ①大人同伴　②２名

広島港：広島バス・広島電
鉄・広電電車　大人同伴
の小学生運賃無料
呉港：広島電鉄　大人同
伴の小学生運賃無料

www.setonaikaikisen.co
.jp

三光汽船㈱ 洲江～小漕（岩城島）
広島県
愛媛県

尾道市洲江町550
岩城島小漕港

0845-28-0035 150 80 →0 ７／１６ ①保護者同伴　②制限なし
http://www.sankohkise
n.jp

http://habushosen.com
/corporate/yubakisen

㈱瀬戸内クルージング 広島県
0848-36-6113
0865-62-2856

→0 ７／１６ ①保護者同伴　②２名

尾道駅前港：おのみちバ
ス・本四バス・中国バス・
鞆鉄道・因の島運輸　大
人同伴の小学生運賃無料
鞆港：鞆鉄道　大人同伴
の小学生運賃無料
瀬戸田・沢港：本四バス
大人同伴の小学生運賃無
料
※因島島内は土生港のみ
対象

http://www.s-
cruise.jp/

弓場汽船㈱ 広島県 0848-38-9030 →0 ７／１６
①保護者同伴　②２名　③団体
乗船を除く
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