
そ の 旅 に 、 船 旅 を プ ラ ス

プ ラ ス ・ 瀬 戸 内 ク ル ー ジ ン グ

○写真提供：広島県

[ 定 期 航 路 で 巡 る 瀬 戸 内 の 船 旅 モ デ ル コ ー ス ]
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「瀬戸内海モデルコース構築検討委員会」モデルコース（案）

ﾙｰﾄ
1

ﾙｰﾄ
2

コース１ 瀬戸内アート新発見コース
新幹線で姫路駅・岡山駅へ、小豆島・直島・豊島を巡る旅

航路

コース２ 移動も楽しい！瀬戸内癒されコース
新幹線で福山駅へ、鞆の浦・尾道・大久野島を巡る旅
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コース３ 瀬戸内“心のふるさと”を発見する旅
飛行機で広島空港へ、大崎上島・大崎下島・大三島を巡る旅

航路

陸路

コース４ しまたび満喫！コース
新幹線で広島駅へ、広島バスセンターから高速バスを利用して大崎下島
・大三島・生口島・三原・因島・大島を巡る旅

陸路

←広島空港から

航路

陸路

季節限定

→広島から

航路

陸路

←広島空港から

※各モデルコースの交通機関は、事故・気象・海象等により運休・欠航することがありますので、事前に確認をお願いします。
なお、運行（運航）時刻、運賃は平成２６年４月１日現在のものです。



9:49 13:35 15:15
ﾀｸｼｰ約17分 ②フェリー ﾀｸｼｰ約35分

　約3,500円 1,520円 約6,500円

①姫路城ループバス

大手門前下車：約5分
姫路城

平成21年秋から大天守の保
存修理工事を行っていました
が、平成27年3月27日グラン
ドオープンしました。

   数々のアート作品や話題の豊島・直島エリアに加え、
  日生のカキや小豆島の自然のアートを楽しむコース。

ベストシーズン：秋　 　日程：１泊２日
瀬戸内アート新発見コース

小豆島
（福田港）

１
 

日
 

好古
コウコエン

園 姫路港姫路駅 寒霞渓
カンカケイ

ﾀｸｼｰ約15分

約3,000円

小豆島
で宿泊

コース１

ルート１

② 姫路港発 → 福田港着
(小豆島急行フェリー）

7:15 → 8:55

9:45      →   11:25

11:15 →  12:55

13:35     → 15:15  

①姫路城ループバス
毎日運行 （除く1／1～1／3）

但し、12～2月は土日祝日のみ

【姫路神姫ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ前発】
○平日

9：00～16：30は30分間隔

○土日祝日

9時～10時及び15時～17時の間は

30分間隔、10時～15時の間は15分

間隔で運行。

日本三大渓谷美と称さ

れる寒霞渓。

紅葉に染まる秋は特に

見頃。
* From wikimedia Commons/File: 

201211Kankakei Shodoshima Kagawa 

pref Japan08s3.jpg 11:53,7December 

2012(UTC) License=CC BY-SA 2.5

好古園は、姫路城を背

景にした本格的な日本

庭園。

昼食は活水軒にて、官

兵衛御膳をお楽しみ下さ

10:25 11:16 12:35 13:45
ＪＲ 徒歩 徒歩 ③フェリー

840円 1分 1,030円
小豆島
（大部港）

 
目

（岡山駅） 日生
ヒナセ

駅

・寒霞渓
・二十四の瞳
　　　 映画村
・壺井栄文学館
・ｵﾘｰﾌﾞ園
・ｴﾝｼﾞｪﾙロード
・醤油醸造所

日生港食　事 寒霞渓・二十四の瞳映画村
約6,500円

タクシー
ルート２

③ 日生港発 → 大部港着

(瀬戸内観光汽船）

7：30 → 8：30

10：05    →   11：10

12：35 →   13：45

15：40    → 16：50

18：30    → 19：30

9:45      →   11:25

11:15 →  12:55

13:35     → 15:15  

15:10     → 16:50

17:25     →   19:05

19:30     →   21:10

④土庄港発 →  唐櫃港
（小豆島フェリー）（△ﾌｪﾘｰ）

6:30 → 6:45

7:30     →       7:45

* From wikimedia Commons/File: 

201211Kankakei Shodoshima Kagawa 

pref Japan08s3.jpg 11:53,7December 

2012(UTC) License=CC BY-SA 2.5

兵衛御膳をお楽しみ下さ

瀬戸内海国立公園・日生諸島は、大小１３の島々が存在し、

豊かな自然や四季折々のレジャーが楽しめます。
☆ﾛｰﾌﾟｳｪｲ最終は17:00（12／21～3／20の間は16：30)

（12分間隔で運行、所要時間約5分､往復1,350円）

カキオコ：

日生名物のカキのお好み焼き

* From wikimedia Commons/File:Harbor View Park Hinase Bizen Okayama Pref 

Japan03bs.jpg 14:03, 9 February 2013(UTC) License=CC BY-SA 2.5

一日に２回、干潮のときにしか

エンジェルロードのライトアップ

壺井栄文学館

二十四の瞳映画村

日生港出港後の風景

10:15 10:30 13:35 13:57
④旅客船 徒歩 徒歩 ﾀｸｼｰ約8分 豊島 ⑤高速船 直島 徒歩ｏｒ 徒歩ｏｒ

480円 約15分 約15分 約1,300円 （家浦港） 620円 （宮浦港）
町営ﾊﾞｽ
100円

町営ﾊﾞｽ100円２
 

日
 

目

ｱｰﾄｻｲﾄ
　　直島土庄

トノショウ

港
豊
　テ

島
シマ

(唐櫃
カラト

港）
17：00→高松⑦

宇野港

フ

ェ
リ
ー

直島
（宮浦港）

16：40→宇野⑥
290円

豊島美術館 食　事

■ベネッセアートサイト直島

直島・豊島・犬島を舞台に展開される

アート活動の拠点

・ベネッセハウスミュージアム

建築家・西沢立衛がデザインした斬

新なフォルムの豊島美術館。

建物だけでも一見の価値あり。

（※豊島美術館毎週火曜日休館）

（小豆島フェリー）（△ﾌｪﾘｰ）

6:30 → 6:45

7:30     →       7:45

△ 8:25 →   △ 8:55

10:15     → 10:30

△ 11:50    → △12:20

14:30     → 14:45

△ 17:20    →   △17:50

18:30   →      18:45

△ 20:35    → △21:05

⑥宇野行き （宮浦港発）

（四国汽船）【所要時間20分】

6：00 6：40     7：50     8：52      

⑤豊島（家浦港）発

（四国汽船）【所要時間25分】

9:50 12:25   13:35   15：55

※毎年３月１日～１１月３０日

月・水・木・金・土・日曜・祝日 運航

日生の港をでて、船から眺

めるとキラキラと美しい瀬

戸内の海へ・・。

かきイカダを横目に見なが

らの旅はカメラに収めたく

なるシーンです。

* From wikimedia Commons/File:Harbor View Park Hinase Bizen Okayama Pref 

Japan03bs.jpg 14:03, 9 February 2013(UTC) License=CC BY-SA 2.5

一日に２回、干潮のときにしか

現れない、島と島を砂浜の道で

結ぶエンジェルロード。

夜ライトアップされたエンジェル

ロードは幻想的な美しさで人気

のスポットになっています。

エンジェルロードのライトアップ

二十四の瞳の像
せんせ あそぼ

日生港出港後の風景

豊島島内を走るシャト

ルバス（運賃２００円）

もあります。

豊島美術館休館日の

毎週火曜日は運休。

★島内でのタクシー利用は予約が必要です。

目

高松港
520円

直島・豊島・犬島を舞台に展開される

アート活動の拠点

・ベネッセハウスミュージアム

・地中美術館（毎週月曜日休館）

新なフォルムの豊島美術館。

建物だけでも一見の価値あり。

（※豊島美術館毎週火曜日休館）

⑥宇野行き （宮浦港発）

（四国汽船）【所要時間20分】

6：00 6：40     7：50     8：52      

9：52   11：10 12：45   14：55   

16：02   16：40   17：40   19：02  

20：25      

※上記のフェリー以外に

旅客船の便もあり

⑦高松行き（宮浦港発）
（四国汽船） 【所要時間60分】

7：00   9：07 11：30   14：20   17：00

※上記のフェリー以外に

高速旅客船の便もあり

「せとうちサイクルーズPASS」は、サイクリングとク

ルージングを一緒に楽しみたい皆様へ、自転車で

乗船される際に乗船料が割引されるお得なカード

です。また、提携先のお店や施設でいろんな特典

が受けられます。詳しくは、中国旅客船協会の

ホームページをご覧ください。

小豆島オリーブ園

小豆島からの眺望

エンジェルロードからの眺望小豆島名物の醤油屋さん

豊島美術館休館日の

毎週火曜日は運休。



10:00 10:30
①鞆鉄バス

520円 龍馬
リョウマ

の隠れ家・対潮楼
タイチョウロウ

・シーカヤック体験

　　　　　②【渡船】いろは丸

　　　　　　　約5分 240円仙酔
センスイ

島
ジマ

（エコツアー）

②【渡船】いろは丸

約5分 240円

鞆の浦
で宿泊

１
 

日
 

鞆
トモノウラ

の浦福山駅

コース２
フェリーに渡船、列車にシーカヤックといろいろな移動手段で

瀬戸内を楽しみながら、温泉と“うさぎ”でゆーったり癒される旅。
移動も楽しい！瀬戸内癒されコース

食 事

仙酔島へは「平成いろ

は丸」に乗船して龍馬

になった気分で、幕末

の雰囲気を楽しみな

がらの船旅や船内の

展示も楽しめます。

■初心者OK!静かな海でシーカヤック

江戸時代から続く“ガンギ”からカヤックを

漕ぎ出し静かな海をミニクルーズ。海面か

ら見る船や町並みはきっと忘れない光景

になります。

■仙酔島のパワーを吸収！

地元ガイドによる自然観察。

五色の岩、海食門、蝶の道な

どを巡ります。

五色の岩はパワースポットと

して多くの観光客が訪れてい

■龍馬の隠れ家（桝屋清右衛門宅）

「いろは丸事件」が勃発した際、鞆の浦に

立ち寄った龍馬は、桝屋清右衛門宅に隠

れ住んだといわれており、その隠れ家が

現在公開されている。

ベストシーズン：春・夏 日程：１泊２日

①鞆鉄バス

【福山駅発→鞆の浦】
○始発 ６：４０

○最終 ２２：００

１０分～３０分間隔で運行

鞆の浦までは約３０分

【鞆の浦→福山駅】
○始発 ５：５８

○最終 ２１：１８

１０分～３０分間隔で運行

福山駅までは約３０分

② 鞆の浦←→仙酔島

（平成いろは丸（福山市））

11:00 11:53 12:29 13:13
③旅客船 徒歩 JR JR. 徒歩 徒歩

1,500円 500円
〈鞆町並み散策〉 鞆の浦港 尾道

オノミチ

駅前 尾道駅 お弁当 忠海
タダノウミ

駅 アヲハタジャムデッキ 忠海港

 
目 対潮楼は、江戸時代

の元禄年間（1690年

頃）に創建された客殿

で国の史跡に指定。

座敷からの海の眺め

は絶景。

がらの船旅や船内の

展示も楽しめます。

★車内でお弁当をゆっくりいただき

ながら、海沿いを走る列車の旅！

●瀬戸内クルージング

※期間限定便

（土日祝のみ運行）

になります。

■アヲハタジャムのショッピング

どを巡ります。

五色の岩はパワースポットと

して多くの観光客が訪れてい

ます。

現在公開されている。

尾道駅から忠海駅間は瀬戸内海の海岸に

② 鞆の浦←→仙酔島

７時 １０分・３０分・５０分 ７時 １５分・３５分・５５分
８時 １０分・３０分・５０分 ８時 １５分・３５分・５５分
９時 １０分・３０分・５０分 ９時 １５分・３５分・５５分

１０時 １０分・３０分・５０分 １０時 １５分・３５分・５５分
１１時 １０分・３０分・５０分 １１時 １５分・３５分・５５分
１２時 ３０分・５０分 １２時 ３５分・５５分
１３時 １０分・３０分・５０分 １３時 １５分・３５分・５５分
１４時 １０分・３０分・５０分 １４時 １５分・３５分・５５分
１５時 １０分・３０分・５０分 １５時 １５分・３５分・５５分
１６時 １０分・３０分・５０分 １６時 １５分・３５分・５５分
１７時 １０分・３０分・５０分 １７時 １５分・３５分・５５分
１８時 １０分・３０分・５０分 １８時 １５分・３５分・５５分
１９時 ３０分 １９時 ３５分
２０時 ００分・３０分 ２０時 ０５分・３５分
２１時 ００分・３０分 ２１時 ０５分・３５分

※２１：３０発が最終 ※２１：３５発が最終

鞆の浦→仙酔島 仙酔島→鞆の浦

（平成いろは丸（福山市））

③ 鞆の浦 → 尾道
(瀬戸内クルージング（藤井一彦））

11:00 → 11:53
尾道水道では週末の夜にな

20:20

14:30 14:42 17:45 　 18:00
④フェリー 徒歩 徒歩 徒歩 JR

310円

１８：３５→三原駅

呉駅

忠海駅

840円
１９：０５→呉駅

大久野島港 忠海港
ウサギとのふれあい
（海ホタル発光実験）

（毒ガス資料館）

④旅客船

310円

２
 

日
 

目
忠海港 大

オオクノジマ

久野島

⑤ 宇野行き （宮浦港発）

■幻想的に光る海ホタル（夜間/宿泊のかた向け）

大久野島の国民休暇村では、毎晩８時から海ホタ

ルの発光実験イベントを実施中。暗闇で幻想的に

光る海ホタルは神秘そのもの！

■たくさんのウサギのお出迎えに感動

島内に生息しているたくさんのウサギ

たちとふれあい体験。戦時中は「毒ガ

ス島」として地図上から消されていた

★大久野島は、夏は海水浴や

キャンプ、魚釣り等で楽しめます。

■アヲハタジャムのショッピング

待ち時間を利用して港近くにある

アヲハタのジャムデッキ訪問。予

約すれば見学も可能。

注！ [休館日]日曜日・月曜日

・祝日・年末年始・指定休日あり

★灯籠燈（とうろど

う）と呼ばれる江戸

時代の灯台。海中

の基礎の上から宝

珠まで11mの高さ

がある。港の常夜

灯としては日本一。

尾道駅から忠海駅間は瀬戸内海の海岸に

そって走るＪＲの車窓から見える風景も絶景。

瀬戸内の風景をのんびり楽しみながらの旅で

す。

(瀬戸内クルージング（藤井一彦））

11:00 → 11:53

14:40    →   15:33

④忠海 ←→  大久野島

（△ﾌｪﾘｰ）
忠海港発 大久野島着 大久野島発 忠海港着

7:45 8:00 8:10 8:25
△ 8:30 8:42 △ 9:13 9:25

8:45 9:00 9:25 9:37
△ 9:30 9:42 △ 10:13 10:25

10:05 10:17 10:45 10:57
△ 10:30 10:42 11:35 11:47

11:05 11:17 △ 12:13 12:25
12:05 12:17 12:45 12:57

△ 12:30 12:42 △ 14:13 14:25
13:30 13:42 14:45 14:57

△ 14:30 14:42 △ 15:13 15:25
15:05 15:17 15:35 15:47

△ 15:30 15:42 △ 16:13 16:25

（大三島フェリー・休暇村協会）

尾道水道では週末の夜にな

ると青・黄・緑・赤・白色の５色

に彩られるクレーンのライト

アップが楽しめます。

18:57

三原駅
320円

「せとうちサイクルーズPASS」

は、サイクリングとクルージング

を一緒に楽しみたい皆様へ、自

転車で乗船される際に乗船料

が割引されるお得なカードです。

また、提携先のお店や施設で

いろんな特典が受けられます。

詳しくは、中国旅客船協会の

ホームページをご覧ください。
仙酔島 五色岩

大久野島の国民休暇村では、毎晩８時から海ホタ

ルの発光実験イベントを実施中。暗闇で幻想的に

光る海ホタルは神秘そのもの！

島内に生息しているたくさんのウサギ

たちとふれあい体験。戦時中は「毒ガ

ス島」として地図上から消されていた

歴史を持つ島であるが、現在は観光

客でにぎわう平和な島になっている。

鞆の浦 いろは丸展示館鞆の浦 常夜燈 大久野島 毒ガス資料館大久野島 発電所跡尾道 文学のこみち

△ 14:30 14:42 △ 15:13 15:25
15:05 15:17 15:35 15:47

△ 15:30 15:42 △ 16:13 16:25
16:05 16:17 16:35 16:47

△ 16:30 16:42 △ 17:13 17:25
17:10 17:25 17:45 18:00
18:20 18:35 19:00 19:15
19:25 19:40



11:10 乗合タクシー 11:35 14:00 14:30
①リムジンバス   徒歩 ②フェリー 徒歩 タクシー タクシー

1,000円 350円 3分

１
 

日
 

目

広島空港 大崎
オオサキ

上島
カミジマ

（白水
シロミズ

港） 岡本醸造場
大崎上島
で宿泊神

カンノミネヤマ

峰山山頂
サンチョウ

からの絶景約22分
約3,500円

約20分
約3,000

円

コース３
瀬戸内海の歴史・風土など瀬戸内エリアにいまだ残る

“心のふるさと”を訪ねる旅。瀬戸内“心のふるさと”を発見する旅

食 事竹原市町並み保存地区散策 竹原港

■通称軍艦島「契島」

瀬戸内海に浮かぶ通称「軍艦島」とよ

ばれている契島を見ることができます。

この島は全島が東邦亜鉛株式会社の

所有で、亜鉛の製錬所となっている。

関係者以外は上陸できませんが、航

路上から望むことができます。

■神峰山からの眺望

神峰山(453m)からの眺望は、芸備予讃州の島

しょ部が一望できます。

その多島美は瀬戸内随一との定評があり、紺碧

の海に島々の線が映え、四季それぞれ絶景が

楽しめます。

■塩の街竹原市

かつて塩の生産で栄えた

竹原市。現在でもかつての

繁栄を物語る歴史的建物

がたくさんあります。

■岡本醤油醸造場

瀬戸内海の自然に育まれる醤油・味噌の熟

成するのを邪魔せず「あせらず・たゆまず・お

こたらず」を信条に醸造されています。

昔食べた懐かしい味付けの

“いなり寿司”も隠れた名物。 食事までの間に、「きのえふれあい郷土資

料館」を訪問。全国でも珍しい船の資料館。

★竹原市はアニメ「たま

ゆら」の聖地としても人気

を集めています。

★約200年前に建造

された蔵を使った、

お好み焼き屋。

ベストシーズン：ＡＬＬ 日程：１泊２日

①リムジンバス

（安全タクシー）
広島空港→竹原駅→竹原フェリー

8:40            9:05         9:10

10:00          10:25       10:30

11:10          11:35       11:40

14:30          14:55       15:00

16:50          17:15       17:20

18:40          19:05       19:10

20:15          20:40       20:45

② 竹原→大崎上島（白水港）

竹原港 白水港 竹原港 白水港
6:35 7:05 14:00 14:30
6:55 7:25 15:45 16:10
7:45 8:10 16:50 17:20
9:00 9:30 17:40 18:05
9:55 10:25 18:07 18:37

（大崎汽船）

■観光用電気自動車

「モビリティ」

最寄りのバス

停「道の駅たけ

はら」から、竹

原港行きのバ

スもあります。

9:58 10:13 15:00 15:23
ホテル送迎 ③フェリー 徒歩 ④フェリー タクシー タクシー

300円 410円

14:15 14:45
⑤高速船 徒歩 徒歩

1,600円 約10分 約10分
大山祇神社

約10分（ﾎﾃﾙ送
迎は、要予約、
時間指定あり）

御手洗
ミタライ

（小
オチョウ

長港）

　　　※「ﾄﾝﾈﾙ下」ﾊﾞｽ停から大山祇神社まで徒歩３分

約15分
約3,500円

17:07（「ﾄﾝﾈﾙ下」乗車）　→　17:30(宗方港）

【ﾊﾞｽ】　15:26（宗方港）　 →　 15:49着　（「ﾄﾝﾈﾙ下」下車）

目

大崎
オオサキ

上島
カミジマ

（明石
アカシ

港）
ホテル 御手洗地区散策

御手洗 宮浦港
ミヤウラ

約15分　約2,500円

        タクシー

大山
オオヤマ

祇
ヅミ

神社
ジンジャ

岡村
オカムラ

港 宗方
ムナカタ

港 約15分
　約3,500円

所有で、亜鉛の製錬所となっている。

関係者以外は上陸できませんが、航

路上から望むことができます。

の海に島々の線が映え、四季それぞれ絶景が

楽しめます。

●季節限定

食 事

がたくさんあります。

■竹鶴政孝生家（竹鶴酒造）

「日本のウイスキーの父」といわれる竹鶴政孝の生

家（竹鶴酒造）が昔の面影そのままに残っています。

■昔懐かしい町並み、御手洗地区

江戸・明治・昭和それぞれの時代を感じさ

せる町並みが残るエリア。細い路地を抜け

るごとに、懐かしい風景を感じることができ

ます。

★地元の魚を使った

定食をどうぞ。

7:45 8:10 16:50 17:20
9:00 9:30 17:40 18:05
9:55 10:25 18:07 18:37
10:10 10:40 18:45 19:15
11:45 12:15 20:30 21:00
12:55 13:25 21:30 22:00

④岡村港 ←→  宗方港

③ 大崎上島 → 御手洗

（明石） （小長）
（しまなみ海運）

明石港 小長港 明石港 小長港
6:35 6:50 13:10 13:25
7:15 7:30 15:22 15:34
7:55 8:10 16:32 16:44
9:18 9:33 17:55 18:07
9:58 10:13 18:29 18:41
11:52 12:04 19:55 20:07

○印は土、日、祝祭日は運休

○

■観光用電気自動車

「モビリティ」

大崎上島町内には、

電気自動車（2人乗り）

のレンタルがあります。

（要普通車免許）

展望駐車場

から山頂まで

徒歩約14分

原港行きのバ

スもあります。

1,600円 約10分 約10分

17:40 18:03 18:41 20:07
④フェリー タクシー さんようバス

410円 1,120円

15:45

大山祇神社

宗方港

⑤高速船

3,500円（呉）　　　　4,000円（広島）

約12分
約1,900円

岡村港 大長
オオチョウ

港

宮浦港

２
 

日
 

目

広
ヒロ

駅

呉広島エリア

御手洗 宮浦港

⑤ 宇野行き （宮浦港発）

●季節限定

大長みかんの産地

大長みかんは、コクのある甘みで、

全国にたくさんのファンがいます。

■大山祇神社

現在ではパワースポットとしても有名。全国

に一万社あまりの分社を持っている。宝物

館には国宝・重要文化財に指定された鎧・

兜・刀剣類が数多く収蔵さてれいる。

せる町並みが残るエリア。細い路地を抜け

るごとに、懐かしい風景を感じることができ

ます。

■若胡子屋

江戸時代の御茶屋で、かつて花町御

手洗の隆盛を極めた時代を彩った思い

が偲ばれます。(拝観無料)

○写真提供：広島県
宝しまクルーズ

（4/19～6/15の間及び7/26～8/31の間の土日限定）

●季節限定

⑤広島 ←→ 大三島
（瀬戸内海汽船）【季節限定】

④岡村港 ←→  宗方港
（大三島ブルーライン）

宗方港 岡村港 岡村港 宗方港

8:50 9:13 9:15 9:38
9:40 10:03 10:05 10:28
14:35 14:58 15:00 15:23
15:25 15:48 15:50 16:13
17:40 18:03 18:05 18:28

○印は土、日、祝祭日は運休

広島 呉 御手洗 大三島

8:40→ 9:10→10:10→10:40

12:00←11:30

13:10←12:10

13:15→14:15→14:45

★島内でのタクシー利用は予約が必要です。

3,500円（呉）　　　　4,000円（広島）

大崎下島 御手洗町並み 大山祇神社きのえふれあい郷土資料館 大崎下島 高燈籠 村上水軍 鶴姫像大崎上島 木江町並み

「せとうちサイクルーズPASS」は、

サイクリングとクルージングを一

緒に楽しみたい皆様へ、自転車

で乗船される際に乗船料が割引

されるお得なカードです。また、提

携先のお店や施設でいろんな特

典が受けられます。詳しくは、中

国旅客船協会のホームページを

ご覧ください。

12:00←11:30

13:10←12:10

13:15→14:15→14:45

15:15←14:45       

15:15→15:45

17:45←17:15←16:15←15:45



10:03 15:00 15:23 15:26 15:49

徒歩 徒歩 ﾀｸｼｰ約15分 ②フェリー ③路線バス

約2,500円 410円 360円

自転車 自転車 徒歩

   広島からとびしま海道を通ってしまなみ海道へ。
   ２泊３日で瀬戸内の島旅を満喫するコースです。

「ﾄﾝﾈﾙ下」
（ﾊﾞｽ停）

しまたび満喫！コース
ベストシーズン：春・夏　 　日程：２泊３日

宗方港
（バス停）

　　　　徒歩3分

大三島
（宗方港）

しまなみの駅御島

岡村港

１
 

日
 

目

12:25

歴史の見える丘公園
・御手洗地区散策

生口島
　イクチ

瀬戸田

大崎下島

（御手洗
ミタライ

港）

（広島ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ）
①とびしまﾗｲﾅｰ

2,000円
食　事

多々羅
      タタラ

大橋

コース４

③宗方港→トンネル下

（瀬戸内海交通）

②岡村港→大三島（宗方港）

（大三島ブルーライン）

9：15 → 9：38

10：05     → 10：28

15：00 → 15：23

15：30  → 16：13

18：05 → 18：28 

①とびしまライナー
（さんようバス）

【広島バスセンター発】
10：03 11：03 16：45 17：35

ﾄﾝﾈﾙはないのに「ﾄﾝﾈﾙ下」というバス停で降ります。

■瀬戸の島々を一望

御手洗や来島海峡、四国の山々が一望

できるほか、みかん畑の間を通る遊歩道

からは四季折々の風情が楽しめます。

■瀬戸内海を自転車で渡ろう

橋の上では手をたたくと音が

反響して龍が鳴くように聞こ

える「鳴き龍」体験ができます。

広島バスセン

ターへは、広

島駅南口から

公共交通機

関で13～15分 御手洗の町並

自転車 自転車 徒歩

約14㎞ 1分

11:40 12:08 13:25 13:42

自転車 自転車 ④高速船 徒歩 徒歩 ⑤高速船

820円 800円

ﾀｸｼｰ約10分 ﾀｸｼｰ約10分

因　島

(重井
シゲイ

港）

9:00

瀬戸田観光案内所
（レンタサイクル）

自転車で島内散策
・レモン谷　　・平山郁夫生家

大山祇神社
オオヤマヅミジンジャ

食　事

しまなみの駅御島
自転車ﾚﾝﾀﾙ／17時まで

目

２
　
日
　
目

生口島

（瀬戸田）

瀬戸田
で宿泊

瀬戸田港
自転車返却

三原港

因島で ﾀｸｼｰ約20分

多々羅大橋

自転車（約14㎞）

除虫菊

三原港

白滝山と

徒 歩 10 分

③宗方港→トンネル下

（瀬戸内海交通）

【宗方港発】
○平日運行（月～土）

7：26 8：03 8：57

9：41 10：32 11：06

12：57 14：01 14：31

15：26 16：16 18：02

18：31

○休日運行

（休日、1月2日・3日）
7：57 8：57 10：32

12：57 14：01 14：31

15：26 16：16  18：02

18：31

④瀬戸田港→三原港
（ほうらい汽船、マルト汽船）

【瀬戸田港発】

からは四季折々の風情が楽しめます。

パワースポットとしても有名。宝物館には国宝・重要文化

財に指定された鎧・兜・刀剣類が数多く収蔵されている。

える「鳴き龍」体験ができます。

★瀬戸田は広島

レモン発祥の地。

夏はレモンの花の

香りを楽しみなが

らサイクリングでき

ます。

■日本画家平山郁夫は瀬戸田出身の

画家です。島内には「平山美術館」や平

山郁夫の生家もあります。
■５月がベストシーズン

除虫菊、かつての蚊取り線香の

原料として、この島で栽培され、

関で13～15分 御手洗の町並

■新食感で人気

もっちりした大福の皮の中にジューシー

なはっさくが入っています。（季節限定）

★秋の仏通寺の紅葉は絶景です！
※シーズン中は三原駅からは臨時直行バス有／所要時間30分

山頂に上がると、さまざまな姿態と

表情をもつ大小700体の石仏が並ん

でいる。因島随一の好ロケーション。

★瀬戸田サンセットビーチで

海水浴が楽しめます。

ﾀｸｼｰ約10分 ﾀｸｼｰ約10分

約1,200円 約1,200円

10:55

⑥高速船 ⑥高速船 ⑥高速船 ⑥高速船 ⑥高速船 ⑥高速船 大島路線ﾊﾞｽ 徒歩

5分 5分 6分 7分 12分 15～20分 150円 20分

17:15

⑥高速船 大島路線ﾊﾞｽ

３
　
日
　
目

はっさく屋
因島で
宿泊

ﾀｸｼｰ約20分

約3,500円

★小さな島々の港に立ち寄りながらの船旅（高速船）です。

寄港のみ　1,210円

宮窪潮流大　島

16:55
16：11←大島路線バス←16：03

食　事

10:00

因　　島
（土生港）

生名島
　イキナ

（立石港）

弓削島
　ユゲ

（弓削港）

佐
　　サシマ

　島

（佐島港）

岩城
　イワギ

島

（岩城港）

11：38→大島路線バス→11：46

除虫菊
　　の丘

伯方島
　ハカタ

（木浦港）

大
オオ

　島
シマ

（友浦港）

大　島
（宮窪港）

白滝山と
500羅漢

④瀬戸田港→三原港
（ほうらい汽船、マルト汽船）

【瀬戸田港発】

6：20 ※7：00 7：15

8：00 8：15  9：15

9：45 10：15 11：40

12：05 13：00 14：00

15：05    15：45 16：20

16：45  17：30 17：55

19：00 20：10

※土曜日・日曜日・祝日は運休

⑤三原港→因島（重井港）

（土生商船）

【三原港発】
6：36 7：47 8：57

10：18 12：08 13：25

14：38 15：55 17：08

18：31 19：50 21：10

香りを楽しみなが

らサイクリングでき

ます。

■５月がベストシーズン

除虫菊、かつての蚊取り線香の

原料として、この島で栽培され、

５月になると島を真っ白に埋め

尽くしていました。現在でも観光

用に花を楽しむことができます。

■宮窪の潮流体験

古くから航路の難所として知られるエリア。

まるで渓谷を流れるような潮の流れは

⑥土生 → (生名・弓削・佐島・岩城・木浦経由）→ 友浦 → 今治 (芸予汽船）

○【土生港発】
6：35 7：40 10：00 12：30 13：40 16：00 17：10 18：40

○【友浦港発】

積善山は桜の名所となっています。

⑥高速船 大島路線ﾊﾞｽ

660円 150円

★島内でのタクシー利用は予約が必要です。

宮窪潮流
体験

今治港
大　島

（友浦港）

6：36 7：47 8：57

10：18 12：08 13：25

14：38 15：55 17：08

18：31 19：50 21：10

※上記の高速船以外に

フェリーの便もあり

「せとうちサイクルーズPASS」は、サイクリン

グとクルージングを一緒に楽しみたい皆様へ、

自転車で乗船され る際に乗船料が割引され

るお得なカードです。また、提携先のお店や

施設でいろんな特典が受けられます。詳しく

は、中国旅客船協会のホームページをご覧く

ださい。

■宮窪の潮流体験

古くから航路の難所として知られるエリア。

まるで渓谷を流れるような潮の流れは

他ではできない体験です。

○【土生港発】
6：35 7：40 10：00 12：30 13：40 16：00 17：10 18：40

○【友浦港発】

7：25 8：30 10：55 13：30 14：35 16：55 18：10 19：35

弓削町並み亀老山展望台山頂からの眺め（大島） 白滝山と五百羅漢（因島） 高燈籠（御手洗）伯方島から見る夕日大三島


