
中国運輸局

C to Sea プロジェクトチーム

出かけるときは「新しい旅のエチケット」を守りましょう。
新型コロナウイルスの感染リスクを避けながら、安心で楽しい旅行を！

（2020年9月作成）
（2021年3月改訂）
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（注）自治体等から推薦のあったコンテンツを中心に掲載しています。
新型コロナウイルス感染防止のため、開館日時等が変更される場合があります。
掲載コンテンツは今後改めて募集し、追加する場合があります。

中国全域 C-1,2,3
T-1. 菜種島
T-2. 鴨ヶ磯海岸
T-3. 千貫松島
T-4. 白兎海岸
S-1. 神話語りとジオクルーズ
S-2. 加賀の潜戸の象岩
S-3. 潜戸観光遊覧船
S-4. 出雲日御碕灯台
S-5. 立神岩・立神島
S-6. 波根西の珪化木
S-7. 琴ヶ浜
S-8. 鞆ヶ浦遊覧伝馬船
S-9. 櫛島キャンプ場
S-10. 石見畳ヶ浦
S-11. 浜田の海を満喫

史跡探訪クルーズ
S-12. ローソク島遊覧船
O-1. 高島のツツジ
O-2. 白石島海水浴場
O-3. 白石島の奇岩・巨石
O-4. 石切りの渓谷展望台

（北木石の丁場）
O-5. 真鍋島ふるさと村

O-6. 飛島のツバキ
O-7. 六島の灯台と水仙
O-8. 三ツ山
O-9. 王子が岳
O-10. 渋川海岸
O-11. 宇野港アートサイト
O-12. たまの温玉めし

-穴子入り焼きめし-
O-13. 黒島ヴィーナスロード
O-14. 鶴島
H-1. 広島みなとフェスタ
H-2. 呉湾艦船めぐり
H-3. コンクリート船「武智丸」
H-4. 安芸灘とびしま海道

サイクリングロード
H-5. 小芝島
H-6. 大久野島
H-7. 大崎上島
H-8. しまなみ海道と

サイクルシップ
H-9. 大浜埼灯台記念館
H-10. 生口島

Y-1. 青海島クルーズ
Y-2. 東後畑棚田
Y-3. 龍宮の潮吹
Y-4. きららビーチ焼野
Y-5. 本山岬公園くぐり岩
Y-6. きらら浜自然観察公園
Y-7. 中道海水浴場
Y-8. 串山遊歩道
Y-9. 夕日岬
Y-10. 虹ケ浜海岸
Y-11. 室積海岸
Y-12. 象鼻ヶ岬
Y-13. 大畠瀬戸
Y-14. 屋代島（周防大島）
Y-15. 柱島
C-1. せとうち

サイクルーズPASS
C-2. Camperクルーズ
C-3. 瀬戸内・山陰

ショートクルーズ

（山口）

（広島）

（島根）
（岡山）

（鳥取）
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T-1. 菜種島

浦富海岸の島々の中でも最大で、高さ６０ｍ、周囲４００ｍ
の険しい崖。

４月中旬には崖の中腹に野生の菜の花が咲き誇ります。

問い合わせ：山陰松島遊覧株式会社
TEL：0857-73-1212 HP：https://yourun1000.com/

車で
鳥取ICより車で約２５分

バスで
JR鳥取駅より路線バスで

約４０分
JR岩美駅より路線バスで

約２０分

見る

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

おすすめ時期
遊覧船が運航している

３月～１１月頃

浦富海岸島巡り遊覧船
運航期間：3月～11月頃
遊覧時間：約40分

料金 ：大人 1400円
小人 700円

（団体割引あり）
※2021年3月1日現在

詳細はHPをご覧下さい

なたねじま

（鳥取県岩美郡岩美町）



T-2. 鴨ヶ磯海岸

透明度抜群！！複雑な入り江に数多くの小島が浮かび、浜
には大粒の石が水晶のように輝きます。白い砂浜と青い海、
緑の松とのコントラストが美しく、浦富海岸の中でも特に
優れた景勝地です。

問い合わせ：山陰松島遊覧株式会社
TEL：0857-73-1212 HP：https://yourun1000.com/

車で
鳥取ICより車で約２５分

バスで
JR鳥取駅より路線バスで

約４０分
JR岩美駅より路線バスで

約２０分

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

おすすめ時期
遊覧船が運航している

３月～１１月頃

浦富海岸島巡り遊覧船
運航期間：3月～11月頃
遊覧時間：約40分

料金 ：大人 1400円
小人 700円

（団体割引あり）
※2021年3月1日現在

詳細はHPをご覧下さい

かもがいそ

（鳥取県岩美郡岩美町）
見る



T-3. 千貫松島

花崗岩の離れ岩で、トンネルのように穴が貫通した洞門がで
きています。洞門の頂には見事な松が生えています。江戸時代
に鳥取藩主がこの島のあまりの美しさに「我が庭にこの岩つき
の松を移すことができた者には緑千貫を与えよう」といったこ
とから、「千貫松島」と呼ぶようになりました。
また、例年４月下旬～９月末頃までは小型船の「うらどめ号」
が運航し、洞門をくぐることもできます。

問い合わせ：山陰松島遊覧株式会社
TEL：0857-73-1212 HP：https://yourun1000.com/

車で
鳥取ICより車で約２５分

バスで
JR鳥取駅より路線バスで

約４０分
JR岩美駅より路線バスで

約２０分

見る

地理院タイルに位置を追記して掲載

せんがんまつしま

アクセス

浦富海岸島めぐり小型船
「うらどめ号」
遊覧時間：約50分

料金 ：大人 2500円
小人 1800円

※2021年3月1日現在
詳細はHPをご覧下さい

おすすめ時期
遊覧船が運航している

３月～１１月頃

（鳥取県岩美郡岩美町）



T-4. 白兎海岸

白い砂の浜が弓なりに連なる美しい海岸。夏は海水浴、
冬はサーフィンで多くの人が訪れます。近くには、国の天
然記念物ハマナスの群落が見られるほか、神話の白うさぎ
（白兎神）が祀られる「白兎神社」は、縁結びで有名なパ
ワースポットです。

問い合わせ：白兎観光協会 TEL：0857-59-0011

車で
JR鳥取駅より車で約２０分
吉岡温泉ICより車で約１０分

（鳥取県鳥取市） 見る

地理院タイルに位置を追記して掲載

はくと

アクセス



S-1. 神話語りと
ジオクルーズ

（島根県松江市）

車で
JR境港駅より車で２０分

（美保関港まで）

問い合わせ：松江観光協会美保関町支部 TEL：0852-73-9001

島根半島東端の美保関沖の美しい海や海岸線の景観を楽しめる
クルージング。ガイドによる美保関の歴史やジオサイトの案内も
あります。

出発地と帰着地を境港公共マリーナと美保関港から選べます。
１グループ限定で貸切にて対応いたします。ご希望の日時をご予
約時にお申し付けください。

地理院タイルに位置を追記して掲載

見る

予約：要(お電話での予約制です)
料金：要

(HPにてご確認下さい)
人数：2～9人
※小学生未満のお子様はご利用い
ただけません。

おすすめ時期
５月頃～１０月頃

アクセス

境港公共マリーナ

美保関港



見る潜戸の象岩

車で
川津ICより車で２０分

バスで
JR松江駅より一畑バスで
４０分

問い合わせ：潜戸観光遊覧船 TEL：0852-85-9111

加賀の潜戸遊覧船から見える象の形の岩です。

地理院タイルに位置を追記して掲載

おすすめ時期
潜戸観光遊覧船運航
期間(３月～１１月)

アクセス

潜戸観光遊覧船
「加賀の潜戸コース」 「多古の七つ穴コース」
遊覧時間：約50分 遊覧時間：約80分 団体での利用時

料金 ：大人 1500円 料金 ：大人 2000円 予約要
小人 700円 小人 1000円

（団体割引など有り） （団体割引など有り） ※2021年3月1日現在

S-2. 加賀の
くけど

かか

（島根県松江市）



（島根県松江市）

S-3. 潜戸観光
遊覧船

車で
川津ICより車で２０分

バスで
JR松江駅より一畑バスで４０分

地理院タイルに位置を追記して掲載

問い合わせ：潜戸観光遊覧船 TEL：0852-85-9111

加賀港から遊覧船で巡る神話の洞窟巡り「加賀の潜戸コース」
と天然記念物指定の海食崖を望む「多古の七つ穴コース」があり
ます。

見る

「加賀の潜戸コース」 「多古の七つ穴コース」
遊覧時間：約50分 遊覧時間：約80分 団体での利用時

料金 ：大人 1500円 料金 ：大人 2000円 予約要
小人 700円 小人 1000円

（団体割引など有り） （団体割引など有り） ※2021年3月1日現在

おすすめ時期
潜戸観光遊覧船運航
期間(３月～１１月)

くけど

アクセス



い ず も ひ の み さ き と う だ い

S-4. 出雲日御碕灯台

島根半島の最西端の断崖にそびえる「出雲日御碕灯台」。明治
３６（１９０３）年に設置され、高さ４３．６５ｍ、海面から灯
塔の頭上までは６３．３０mと、日本一の高さを誇ります。

展望台からの眺めはまさに絶景！眼下に広がるパノラマの日本
海に島根半島の全景が一望でき、晴れた日には南方に中国山地の
連なりや、はるか北方には隠岐諸島ものぞめます。

週末や記念日に、灯台がライトアップされます。グラデーショ
ンされるライトアップカラーは幻想的です。(ライトアップに関
する問い合わせ：日御碕ビジターセンター 0853-54-5400)

問い合わせ：公益社団法人燈光会 出雲日御碕支所
TEL：0853-54-5341
HP：https://www.tokokai.org/tourlight/tourlight12/

車で
出雲ICより車で約３０分
江津ICより車で約１時間５０分

バスで
JR出雲市駅よりバス（一畑バス
日御碕線）で約１時間
「日御碕灯台」停留所より徒歩
で約５分

（島根県出雲市）

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

見る



S-5. 立神岩
見る

海から突き出て烏帽子のように見える島を「立神島」と
言い、海食崖の高さは約４０ｍあります。「立神島」と対
面するように海面から直角にそびえ立ち、美しい白の縞模
様の地層が見える岩を「立神岩」と言います。

火山の噴出物による地層がくっきりと見える岩と島は、
町のシンボルとなっています。

車で
JR波根駅より車で５分

問い合わせ：大田市観光振興課 TEL：0854-83-8192
地理院タイルに位置を追記して掲載

たてがみいわ

・立神島
たてがみじま

アクセス

（島根県大田市）



見る

S-6. 波根西

岩場と海の間に引っ掛かった流木のように見えますが、
よく見ると木ではなく石。１５００万年以上昔、土石流と
なって流れ出た火山の噴出物に埋もれた木に、地層中の温
泉水が溶けていた珪酸がしみ込み、結晶した化石で、その
化石が隆起に伴って地表に現れたものです。

長さ１０ｍを超える大きなこの珪化木は、国の天然記念
物に指定されています。

電車で
JR久手駅より徒歩で１０分

問い合わせ：大田市観光振興課 TEL：0854-83-8192
地理院タイルに位置を追記して掲載

はねにし

の珪化木
けいかぼく

アクセス

（島根県大田市）



見る

S-7. 琴ヶ浜

「日本の渚１００選」に選ばれ、国の天然記念物にも指
定された延長１．３８ｋｍに渡って続く美しい白浜。砂に
は石英が含まれ、踏むと「キュッキュッ」と音が鳴る全国
でも珍しい鳴砂の浜です。

映画やドラマにもなった、漫画『砂時計』の舞台として
も有名な場所です。

電車で
JR馬路駅より徒歩で５分

問い合わせ：大田市観光振興課 TEL：0854-83-8192
地理院タイルに位置を追記して掲載

おすすめ時期
７～８月

アクセス

ことがはま

（島根県大田市）



遊覧伝馬船

かつて石見銀山で採掘された銀の積出港であった鞆ケ浦
から船に乗って周辺の海をめぐる遊覧船。リアス式海岸の
切り立った岩や洞窟、船でしか行けない幻の港「古龍」な
どを巡ります。

いくつもの洞門をくぐり抜け、船から見るダイナミック
な景色は迫力満点です。

電車で
JR馬路駅より徒歩で１５分

問い合わせ：鞆の銀蔵（とものかなぐら） TEL：0854-88-3015
地理院タイルに位置を追記して掲載

見る

遊覧時間：40分
料金 ：2000円

（お一人での乗船3000円）
※１隻４人乗り

予約 ：要（前日まで）

運航期間
３月～１１月初旬

ともがうら

ゆうらんてんません
S-8. 鞆ケ浦

アクセス

（島根県大田市）



（島根県大田市）

S-9. 櫛島
キャンプ場

櫛島の内湾に面したキャンプ場で、入り江の多い複雑な
海岸線を望むことができます。岩場あり、砂場ありの変化
に富んだビーチです。海水浴はもちろん、磯釣りの穴場ス
ポットでもあります。

車で
JR温泉津駅より車で１０分

問い合わせ：大田市観光振興課 TEL：0854-83-8192
地理院タイルに位置を追記して掲載

遊ぶ

おすすめ時期
７～８月

アクセス

利用料金：宿泊）大人 1100円 デイキャンプ）1グループ
小人 660円 （5人まで） 1100円
乳幼児 無料 ※6人以上は1人につき100円追加

※2020年8月1日現在

くしじま



見る

S-10. 石見畳ヶ浦
（島根県浜田市）

国指定天然記念物である石見畳ヶ浦は、縦横に走る亀裂
が畳を敷き詰めたように見える「千畳敷」という珍しい地
形をしています。約１６００万年前の地殻変動によってで
きたことから、貝や流木の化石などが見られ、「天然の博
物館」とも呼ばれます。

満ち潮の条件が合えば、ウユニ塩湖のような絶景を見る
ことができます。

車で
JR浜田駅より車で１５分

問い合わせ：浜田市観光交流課 TEL：0855-25-9530
地理院タイルに位置を追記して掲載

いわみたたみがうら

アクセス

おすすめ時期
通年



S-11. 浜田の海を満喫
史跡探訪クルーズ

地理院タイルに位置を追記して掲載

北前船寄港地として日本遺産に認定された「外ノ浦」や国指
定天然記念物「石見畳ヶ浦」を海上から巡るクルージングメニ
ューです。海から見る史跡などは、普段と違った視点で楽しめ
ると好評です。コースは要望に応じて変更もできます。

問い合わせ：こくふブルーツーリズム研究会
TEL：080-6314-6568

車で
浜田ICより車で約１０分

集合場所：ハマイロ
（浜田市下府町2164-3）

アクセス

（島根県浜田市） 見る



S-12. ローソク島
遊覧船

島後の北西の沖合いに海から約２０メートルの高さでそびえ
立つ奇岩ローソク島を見る遊覧船。ローソク島は、やっぱり船
がお奨め！季節や海上の状態、天候によって毎回見られるもの
ではありませんが、見事に火が灯ったローソク島は誰もが魅了
される奇跡の景観です。そんな瞬間を逃さないよう、ベテラン
船長がベストショットのアドバイスをしてくれますので、ぜひ
カメラをご持参ください。

問い合わせ：隠岐の島町観光協会
TEL：08512-2-0787
HP：https://oki-dougo.info/data01/room/broom/see_boat_ro-soku.html

⛴船で
本土から西郷港まで高速船で１時間弱、
フェリーで約２時間３０分
その後 車で
西郷港より車で約４０分

（島根県隠岐郡隠岐の島町）

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

撮る

見る

運航期間：4月1日～10月31日
※必ず事前予約が必要になります。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては

運休等の可能性もあります。
遊覧時間：約50分

料金 ：大人(中学生以上)：3,000円
小人( 小学生 )：1,500円
幼児(小学生未満)：無料

※2021年3月1日現在 詳細はHPをご覧下さい



見る

O-1. 高島のツツジ

４月には島民が大切に育てたツツジが、あちらこちらで
見頃を迎えます。

きれいなピンク色の花を眺めながら、遊歩道を散策する
のがおすすめです。

⛴船で（定期旅客船）
JR笠岡駅から徒歩約５分の笠岡「住吉
港」～「高島港」まで普通船で約２５
分

おすすめ時期
４月上旬～４月中旬頃

アクセス

たかしま

●各島を廻る定期旅客船は以下の２種類あります。
笠岡～佐柳本浦航路
（笠岡(住吉港)→高島→白石島→北木島→真鍋島）
笠岡～飛島～六島航路
（笠岡(住吉港)→飛島→六島）

時刻表や運賃等、詳細はHPをご覧下さい

問い合わせ：笠岡市観光連盟 TEL：0865-69-2147
HP：https://www.kasaoka-kankou.jp/model/1404

（岡山県笠岡市）



O-2. 白石島
海水浴場

白い砂と澄みきった海水に恵まれた白石島海水浴場は、岡
山県下三大海水浴場の１つとなっています。

約５００ｍにわたって続く砂浜に沿って旅館・民宿が建ち
並んでおり、夏には多くの海水浴客で賑わいます。また、シ
ーカヤックなどのマリンスポーツも体験できます。

⛴船で（定期旅客船またはフェリー）
（定期旅客船）
JR笠岡駅から徒歩約５分の笠岡「住吉港」～「白石島
港」まで高速船で約２２分、普通船で約３５分
（フェリー）
JR笠岡駅から徒歩約１５分の笠岡「伏越港」～「白石
島港」までフェリーで約４０分
その後、「白石島港」より徒歩で約７分

おすすめ時期
７月上旬頃～８月下旬頃

しらいしじま

アクセス

●各島を廻る定期旅客船は以下の２種類あります。
笠岡～佐柳本浦航路
（笠岡(住吉港)→高島→白石島→北木島→真鍋島）
笠岡～飛島～六島航路
（笠岡(住吉港)→飛島→六島）

●笠岡「伏越港」からのフェリーの航路は以下の３種類あります。
白石島行フェリー、北木島行フェリー、
白石島・北木島行フェリー

時刻表や運賃等、詳細はHPをご覧下さい

問い合わせ：笠岡市観光連盟 TEL：0865-69-2147
HP：https://www.kasaoka-kankou.jp/model/1404

（岡山県笠岡市）



しらいしじま

O-3. 白石島の
きがん きょせき

奇岩・巨石

白石島にはたくさんの奇岩や巨石があり、迫力のある景観と
海を望む美しい景色を楽しむことができます。

整備されたトレッキングコースがあるので、見晴らしの良い
展望台付近でお弁当を食べるのもおすすめです。

見る 撮る

鎧岩 →

高山展望台 ↓

大玉岩 ↑

アクセス

●各島を廻る定期旅客船は以下の２種類あります。
笠岡～佐柳本浦航路
（笠岡(住吉港)→高島→白石島→北木島→真鍋島）
笠岡～飛島～六島航路
（笠岡(住吉港)→飛島→六島）

●笠岡「伏越港」からのフェリーの航路は以下の３種類あります。
白石島行フェリー、北木島行フェリー、
白石島・北木島行フェリー

時刻表や運賃等、詳細はHPをご覧下さい

問い合わせ：笠岡市観光連盟 TEL：0865-69-2147
HP：https://www.kasaoka-kankou.jp/model/1404

⛴船で（定期旅客船またはフェリー）
（定期旅客船）
JR笠岡駅から徒歩約５分の笠岡「住吉港」～「白石島
港」まで高速船で約２２分、普通船で約３５分
（フェリー）
JR笠岡駅から徒歩約１５分の笠岡「伏越港」～「白石
島港」までフェリーで約４０分

おすすめ時期
春・秋

（岡山県笠岡市）



見る

O-4. 石切りの
渓谷展望台

（北木石の丁場）

⛴船で（フェリー）
JR笠岡駅から徒歩約１５分の笠岡
「伏越港」～北木島「金風呂港」
までフェリーで約６０分
北木島「金風呂港」より徒歩で約
５分

笠岡諸島最大の島である北木島は、「北木石」と呼ばれ
る良質な花崗岩の産地として知られています。大坂城の石
垣を始めとする日本の著名な建造物等に多く使用されてき
ました。最盛期には１２７カ所あった採石場も現在では２
カ所だけになり、そのうちの１つに展望台が設置され、有
料見学ができるようになりました。採掘によって生まれた
圧巻の景観と、北木石の歴史を感じることができます。

たに

きたぎいし

アクセス

ちょうば

●笠岡「伏越港」からのフェリーの航路は以下の３
種類あります。
白石島行フェリー、北木島行フェリー、
白石島・北木島行フェリー

時刻表や運賃等、詳細はHPをご覧下さい

※北木島へは定期旅客船の航路もありますが、北木
島では定期旅客船とフェリーの港が島の反対側に位
置しますので、行き先によって注意が必要です。

問い合わせ：笠岡市観光連盟 TEL：0865-69-2147
HP：https://www.kasaoka-kankou.jp/model/1404

近くに
いしのしま・

きたぎしま海の駅
があります

（岡山県笠岡市）



見る（岡山県笠岡市）

O-5. 真鍋島
ふるさと村

⛴船で（定期旅客船）
JR笠岡駅から徒歩約５分の笠岡「住吉
港」～真鍋島「本浦港」まで高速船で
約４４分、普通船で約１時間１０分

明治時代から漁村として栄え、当時の漁村特有ののどか
な家並みが残る真鍋島は、昭和５３年に全島が岡山県のふ
るさと村に指定されました。映画のロケ地にもなった風情
ある景観は、どこか懐かしい気持ちにさせてくれます。

アクセス

まなべしま

●各島を廻る定期旅客船は以下の２種類あります。
笠岡～佐柳本浦航路
（笠岡(住吉港)→高島→白石島→北木島→真鍋島）
笠岡～飛島～六島航路
（笠岡(住吉港)→飛島→六島）

時刻表や運賃等、詳細はHPをご覧下さい

問い合わせ：笠岡市観光連盟 TEL：0865-69-2147
HP：https://www.kasaoka-kankou.jp/model/1404



見る

O-6. 飛島のツバキ

⛴船で（定期旅客船）
JR笠岡駅から徒歩約５分の笠岡「住
吉港」～飛島「洲港」まで普通船で
約５０分
飛島「洲港」より徒歩で約１０分

「ツバキの島」飛島には、３００本余りのヤブツバキが
自生しており、２～３月に見頃を迎えます。真っ赤な花に
誘われて、島を散策するのがおすすめです。また、その実
を絞った椿油は島の特産品になっています。

おすすめ時期
３月中旬頃

ひしま

アクセス

●各島を廻る定期旅客船は以下の２種類あります。
笠岡～佐柳本浦航路
（笠岡(住吉港)→高島→白石島→北木島→真鍋島）
笠岡～飛島～六島航路
（笠岡(住吉港)→飛島→六島）

時刻表や運賃等、詳細はHPをご覧下さい

問い合わせ：笠岡市観光連盟 TEL：0865-69-2147
HP：https://www.kasaoka-kankou.jp/model/1404

（岡山県笠岡市）



見る

O-7. 六島の灯台
と水仙

⛴船で（定期旅客船）
JR笠岡駅から徒歩約５分の笠岡「住吉港」
～六島「前浦港」まで普通船で約６０分
六島「前浦港」より徒歩で約２５分

岡山県の最南端に位置する六島では、例年１月上旬から
２月の下旬にかけて水仙が咲き誇り、周辺に甘い香りが漂
います。島民の方々の努力によって「水仙の小道」が整備
され、灯台へと続く道中では春を告げる可愛らしい花が楽
しめます。また、灯台のある高台からは瀬戸内海の美しい
風景を望むことができます。

おすすめ時期
１月上旬～２月下旬頃

アクセス

むしま

●各島を廻る定期旅客船は以下の２種類あります。
笠岡～佐柳本浦航路
（笠岡(住吉港)→高島→白石島→北木島→真鍋島）
笠岡～飛島～六島航路
（笠岡(住吉港)→飛島→六島）

時刻表や運賃等、詳細はHPをご覧下さい

問い合わせ：笠岡市観光連盟 TEL：0865-69-2147
HP：https://www.kasaoka-kankou.jp/model/1404

（岡山県笠岡市）



撮る

O-8. 三ツ山
（岡山県浅口市）

寄島町の西海岸沖に浮かぶ、粗粒花こう岩からなる三ツ山。
夕日と三ツ山の絶景は、写真映えすること間違いなし。この絶
景を撮影しようと訪れる方も多いです。

車で
鴨方ICより車で
約２０分
JR鴨方駅より車
で約１５分

問い合わせ：浅口市役所寄島総合支所産業建設課 TEL：0865-54-5116
地理院タイルに位置を追記して掲載

おすすめ時期
８月中旬～９月初旬

アクセス

みつやま



O-9. 王子が岳
見る

玉野市と倉敷市にまたがる高さ２３４ｍの山頂からは瀬戸
大橋の全景や瀬戸内海の多島美、対岸の四国連山のパノラマ
が一望でき、春には約１０００本のソメイヨシノが山一面を
ピンク色に彩る瀬戸内海国立公園。渋川海岸に隣接し「おじ
さん岩」・「にこにこ岩」・「ひつじ岩」など、巨岩・奇岩
が重なり合うダイナミックな眺め。

パラグライダーのフライト場があり、スカイスポーツが盛
んで、遊歩道がありハイキングにも最適です。また、ボルダ
リングの原点・聖地として多くのクライマーが訪れます。

問い合わせ：玉野市商工観光課 TEL：0863-33-5005

バスで
JR宇野駅より渋川行きバス
で２５分
バス下車後

タクシーで
山頂までタクシーで１０分

徒歩で
登山口から山頂まで徒歩で
４０分

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

おうじ だけ

（岡山県玉野市）



O-10. 渋川海岸

なだらかな海岸線は約１ｋｍの長さを誇り、「日本の
渚百選」にも選ばれた岡山県最大の海水浴場を有する海
岸。１年を通じてヨットやウィンドサーフィンなどのマ
リンスポーツが楽しめます。

周辺には水族館やキャンプ場、おもちゃのテーマパー
ク、ゴルフ場があり、子どもから大人までしっかり遊べ
る夏休み満喫ゾーンです。

問い合わせ：玉野市商工観光課 TEL:0863-33-5005

バスで
JR宇野駅より渋川行きバスで
２５分
「渋川」下車後、徒歩で２分

遊ぶ

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

おすすめ時期
海水浴期間（７月、８月）

しぶかわ

（岡山県玉野市）



見る

O-11. 宇野港
アートサイト

「瀬戸内国際芸術祭」の会場である宇野港周辺では、漂
流物や不要品を集めて制作したオブジェ「宇野のチヌ」や
「宇野コチヌ」などユニークな屋外アートを多数展示して
います。

問い合わせ：玉野市商工観光課 TEL：0863-33-5005

電車で
JR宇野駅より徒歩で５分

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

宇野コチヌ/淀川テクニック

宇野のチヌ/淀川テクニック

うのこう

（岡山県玉野市）



（岡山県玉野市）
食べる

O-12. たまの温玉めし
ー穴子入り焼きめしー

玉野市のご当地グルメ「たまの温玉めし」
みなとオアシスSea級グルメ全国大会で４度のグランプリ！

穴子と雑穀米を使い、醤油と蒲焼きのタレで炒めた絶品焼き
めし。これに温泉たまごを絡めて食べるとヤミツキになる美
味しさ！

問い合わせ：玉野市商工観光課 TEL：0863-33-5005
地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

電車で
JR宇野駅より徒歩圏内

宇野港周辺に提
供しているお店
が数店舗あり

メモ
宇野港の大型客船バー

スには年間を通じて多く
のクルーズ船や練習船な
どが入港し、さまざまな
寄港船歓迎のおもてなし
を行っています。

普段目にすることのな
い船を間近で見ることが
できるチャンスです。



（岡山県瀬戸内市）

O-13. 黒島
ヴィーナスロード

問い合わせ：ホテルリマーニ TEL：0869-34-5500

車で
邑久ICより車で約１５分

バスで
JR邑久駅より牛窓行きバスで
約２０分
「オリーブ園入口」下車
その後⛴船で
ホテルリマーニより観光船で
約１０分

瀬戸内市牛窓沖の黒島では、潮がよく引く日の干潮時前
後に砂の道が現れ、黒島・中ノ小島・端ノ小島の３つの島
が弓形につながり、歩いて渡ることができます。
自然が造り出す神秘的な道を歩いて幸せのハート型の石
「女神の心」を探してみてください。

地理院タイルに位置を追記して掲載

見る

おすすめ時期
３月頃～１１月頃の

干潮時

アクセス

くろしま

©岡山県観光連盟



O-14. 鶴島

備前市日生港の南東約６ｋｍにある島で、「キリシタ
ン流刑地」として知られています。鶴島の北西にある小
島は、潮が引くと鶴島とつながり、干潮時にロマンチッ
クな砂の道が現れます。上空から見るとハート形に見え
ることから、テレビ番組の舞台としても使用され、恋人
たちのパワースポットとして注目されています。

問い合わせ：備前市役所産業部産業観光課 TEL 0869-64-1832

⛴船で
「日生港」より
海上タクシーで約４０分
※定期船はありませんので
海運会社へお問い合わせく
ださい。

（岡山県備前市）
見る

地理院タイルに位置を追記して掲載

干潮時がおすすめ！

アクセス

つるしま



H-1. 広島みなと
フェスタ

例年３月中旬頃にメイン会場の広島みなと公園を含む広
島港周辺で開催されるお祭りです。

海上イベント、体験広場等参加型のイベントの他、全国
各地のグルメやスイーツのテントが出店します。また毎年
スペシャルステージなど新しい企画で来場者の方々を楽し
ませています。

（広島県広島市）

問い合わせ：広島みなとフェスタ実行委員会事務局
（南区役所地域起こし推進課） TEL:082－250－8935

電車で
JR広島駅より
市内電車１番線広島港行
約４５分
市内電車５番線広島港行
約３０分

バスで
JR広島駅より広島港行き
バスで約３０分（詳しく
は広島みなとフェスタHP
で）地理院タイルに位置を追記して掲載

食べる

見る

遊ぶ

アクセス



H-2. 呉湾艦船めぐり

呉港から出発し、海上自衛隊呉基地所属の艦船を間近で
見学できるクルーズ。

臨時便として、日没時刻の頃には「夕呉クルーズ」とし
て艦船巡りのコースと併せて自衛艦旗の降下とラッパ吹奏
を楽しめます。（夕呉クルーズは２日前までに要予約）

呉中央桟橋の付近には、大和ミュージアムもあります。

問い合わせ：有限会社バンカーサプライ TEL：082-251-4354

車で
呉ICより車で約５分

電車で
JR呉駅より徒歩で約５分

見る

アクセス

（広島県呉市）

地理院タイルに位置を追記して掲載

航行時間：35分
料金 ：大人 1500円

小人 500円
（学生の団体割引あり）

※2021年3月1日現在

おすすめ時期
通年



H-3. コンクリート船
たけちまる

「武智丸」

太平洋戦争末期に建造された鉄筋コンクリート製貨物船「武
智丸」は、普通の鋼船と同じくエンジンを積み、軍需物資の輸
送を行っていました。

戦後、安浦漁港に防波堤がなかったため、払い下げを受け、
現在は防波堤としての役割を担っています。

電車で
JR安浦駅より徒歩で約１５分
または町内バス「三津口桟橋」
停留所下車すぐ

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

（広島県呉市） 見る

問い合わせ：くれ観光情報プラザ TEL：0823-23-7845
HP： https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/67/m000237.html



H-4. 安芸灘とびしま海道
サイクリングロード

広島県呉市の6つの島と愛媛県今治市の1つの島を7つの橋で
繋いだサイクリングロード。

瀬戸内の多島美や海を見ながらいくつもの島を自転車で爽快
に走ることができます。地域内には、ビーチや歴史ある町並み
保存地区などがあり、見所の多い海道でもあります。

また、緩やかな海岸線のコースや、島嶼部ならではの登坂コ
ースなど、走り方はそれぞれ選ぶことができます。

問い合わせ：くれ観光情報プラザ TEL：0823-23-7845
HP： https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/67/tobishima-island-cycling.html

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

（広島県呉市）

車で
呉ICより安芸灘大橋（下蒲刈島）まで車で
約４０分
※安芸灘大橋には車両の通行料金がかかり
ます。（自転車は無料）
⛴船で（下記いずれも自転車航走可）
「明石港（大崎上島）」より「小長港（大
崎下島）」までフェリーで約１５分
「今治港」より「岡村港（岡村島）」まで
フェリーで約８０分、旅客船で約５８分
※各交通手段の詳細は各事業者等のHPを
ご覧下さい。

上蒲刈島には
かまがり海の駅

があります

大崎下島には
ゆたか海の駅
があります



こしばじま

H-5. 小芝島

小芝島は大芝島の南約５００ｍにある無人島で、潮が引いた
ときに大芝島から見るとハート型に見えます。

問い合わせ：東広島市産業部観光振興課 TEL：082-420-0941

車で（展望地まで）
西条ICより車で約５０分
または竹原より車で国道１８５
号線を西へ約３５分

（広島県東広島市）

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

小芝島

小芝島（ハート島）展望地

見る

写真提供：広島県



お お く の し ま

H-6. 大久野島

竹原市の忠海港から船で約１５分。周囲約４kmのこの小島は、
かつて毒ガス工場があったことから「地図から消された島」と呼ば
れていました。現在は国立公園に指定され、約９００羽もの野生の
うさぎが棲息することで知られており、国内外を問わず多くの観光
客が癒しを求めて訪れています。

問い合わせ：一般社団法人 竹原市観光協会 TEL：0846-22-4331
HP：https://www.takeharakankou.jp/spot/4304

⛴船で
「忠海港」よりフェリーで約１５分
「盛港」よりフェリーで約１５分
「竹原港」より旅客船で約２５分
「三原港」より高速船で約３０分
（「須波港」経由）
※運航日や運航時期が限られている航路
もあります。詳細は各運航会社HPをご
覧下さい。
※大久野島は島内の車両の通行ができま
せん

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

（広島県竹原市）

大久野島にはうさぎのしま・
おおくのしま海の駅があります

竹原港には
たけはら海の駅

があります

三原港には
みはら海の駅があります

見
る

ルールを守って
うさぎと触れ合いましょう。



お お さ き か み じ ま

H-7. 大崎上島

瀬戸内海に浮かぶ広島県の島のなかで、本土とは橋で繋がってい
ない「大崎上島」。ゆったりと船旅を楽しみながら訪れます。

温暖な気候に恵まれたこの島は、柑橘の島としても知られ、みか
ん狩りなどが楽しめます。大崎上島のほぼ中央にそびえる「神峰山
」は信仰の山として親しまれていて、ハイキングコースとしても人
気。「超小型モビリティ」での移動、心地よいシーカヤック体験な
ど、島ならではの体験を満喫しましょう。

問い合わせ：大崎上島町地域経営課 TEL：0846-65-3123

（広島県豊田郡大崎上島町）

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス 竹原港には
たけはら海の駅があります

大崎上島には
おおさきかみじま海の駅

があります

大崎下島には
ゆたか海の駅
があります

見
る

⛴船で
「竹原港」より「垂水港」までフェリーで約２５分
「竹原港」より「白水港」までフェリーで約３０分
「竹原港」より「めばる港」「一貫目港」「天満港」「沖浦港」

「明石港」まで高速船で約１１～３７分
「安芸津港」より「大西港」までフェリーで約３５分
「大長港」より「明石港」「沖浦港」「天満港」「一貫目港」

「めばる港」まで高速船で約６～３８分
「小長港」より「明石港」までフェリーで約１５分
「今治港」より「天満港」までフェリーで約１時間１０分

（「宗方港」経由）
※運賃、運航日等、詳細は各運航会社HPをご覧下さい。

写真提供：広島県



H-8. しまなみ海道と
サイクルシップ

サイクリストの聖地しまなみ海道は、サイクリングとクルージング
が一緒に楽しめます。

せっかくなら、船旅も楽しみたい、または尾道～今治の全70kmを
自転車で走りきるのは体力的にちょっときつい……そんな方には、航
路も使ったサイクリングがおすすめです。

しまなみ海道を網羅する航路を使って、気軽にしまなみ海道を楽し
みませんか？

尾道港まで
車で

尾道ICより車で２１分
電車で

JR尾道駅より徒歩で４分
バスで

JR新尾道駅より１２分

（広島県尾道市）

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

問い合わせ：尾道市役所観光課
TEL：0848-38-9184
HP：https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/

サイクルシップ・ラズリ



「大浜埼灯台」は、因島と向島に挟まれた海峡「布刈瀬戸」に
１８９４年（明治２７年）に設置された灯台です。
灯台の背後に併設された３連の大浜埼船舶通航潮流信号所は、
１９１０年 （明治43年）に設置され ました。

現在、灯台記念館として一般に公開されている旧信号所は木造
のものとして現存しているのは国内ではここだけで、土木学会選
出の選奨土木遺産および広島県指定重要文化財にも選定されてい
ます。

問い合わせ：尾道市役所観光課
TEL：0848-38-9184 HP：https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/

車で
【本州方面より】しまなみ海
道因島北ICより車で約１０分
【四国方面より】しまなみ海
道因島南ICより車で約１５分

徒歩で
※駐車場より徒歩5分

見る

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

撮る

おおはまざきとうだい

H-9. 大浜埼灯台
きねんかん

記念館 （広島県尾道市）



い く ち じ ま

H-10. 生口島

全国でも有数の柑橘類の生産地。特にレモンは明治時代から栽培
が行われ、近年では農薬使用量を減らして皮まで食べられる「エコ
レモン」が生産されています。“島をまるごと美術館に”という発想
のもと、たくさんの野外彫刻が島内に点在。そのうちの瀬戸田サン
セットビーチからは素晴らしい夕景が望めます。また、しおまち商
店街ではローストチキンやコロッケなどの地元グルメが堪能できま
す。

車で
【本州方面より】しまなみ海道生口島北IC下車
（本州方面からは生口島南ICでは出られません）
【四国方面より】しまなみ海道生口島南IC下車
（四国方面からは生口島北ICでは出られません）

バスで
JR尾道駅前より路線バスで約１時間
JR新尾道駅・福山駅・広島駅・今治駅・松山駅より
高速バスあり
⛴船で
「三原港」より「沢港」または「瀬戸田港」まで

旅客船で約２０～３０分
「須波港」より「沢港」までフェリーで約３０分
「尾道港」より「沢港」または「瀬戸田港」まで

旅客船で約４０分（因島、佐木島経由）
※各交通手段の詳細は各事業者HPをご覧下さい。地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

（広島県尾道市）
見る

問い合わせ：尾道市役所観光課
TEL：0848-38-9184 HP：https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/

写真提供：広島県



Y-1. 青海島
クルーズ

北長門国定公園にある青海島には、大自然が削り上げ
た洞窟や断崖絶壁が多数有り美しい景観が有名です。

「海上アルプス」と称される大迫力の絶景をクルージ
ングをしながら間近で楽しめます。

問い合わせ：長門市観光政策課 TEL：0837-23-1137

車で
美祢ICより車で約４０分

電車で
JR仙崎駅より徒歩で約８分

（山口県長門市）
見る

地理院タイルに位置を追記して掲載

おおみじま

アクセス

おすすめ時期
通年

青海島一周コース
（気象・海象により随時コース変更となる場合あり）
遊覧時間：約1時間20分
料金 ：大人 2200円 小人 1100円

（団体割引あり） ※2020年8月1日現在
詳細はHPをご覧下さい



Y-2. 東後畑棚田

眼下に日本海を望み海と水田の調和が美しい東後畑の
棚田は「日本の棚田百選」の一つに認定されました。

夕日の沈む海にイカ釣り漁船の漁火が輝く光景は、毎
年多くのカメラマンが訪れる人気の撮影スポットです。

問い合わせ：長門市観光政策課 TEL：0837-23-1137

車で
美祢ICより車で約６０分

見る

地理院タイルに位置を追記して掲載

ひがしうしろばたたなだ

アクセス

おすすめ時期
５月上旬～６月上旬

（山口県長門市）



Y-3. 龍宮の潮吹

打ち寄せる波が岩礁の縦穴から噴出する神秘的な現象
が見られます。冬の季節風で海が荒れるほど高く噴き上
がり、最大３０メートル以上になることもあります。

まるで龍が天に向かって昇る様は、古くから龍神とし
て信仰されています。

問い合わせ：長門市観光政策課 TEL：0837-23-1137

車で
美祢ICより車で約６０分

見る

地理院タイルに位置を追記して掲載

りゅうぐう しおふき

アクセス

おすすめ時期
冬季

（山口県長門市）



Y-4. きららビーチ
やけの

焼野

竜王山のふもとに広がるきららビーチ焼野。浜辺にはフェニ
ックスが植えられ、地中海風のビーチハウスが立ち並ぶ様子は
南欧のリゾートのようなお洒落な雰囲気を漂わせます。ビーチ
では、海水浴やサップ、ボードセーリングなどのマリンスポー
ツが楽しめます。ここからの夕陽は日本の夕陽百選に認定され
ています。近くにある宿泊研修施設「きらら交流館」の温泉に
つかりながら見る夕陽は最高です。

問い合わせ：山陽小野田市シティセールス課
TEL：0836-82-1151 HP：kankou@city.sanyo-onoda.lg.jp

車で
小野田ICより車で約２５分

バスで
JR小野田駅より路線バスで約
３０分

見
る

アクセス

夕暮れ時が
おすすめ

（山口県山陽小野田市）



Y-5. 本山岬公園
くぐり岩

本山岬は市の最南端にある岬で、瀬戸内海に突き出すように海に
面しています。３億年前から２億５千万年前の地層が露出し、侵食
や風化を繰り返しながら長い歳月をかけて形成された奇岩「くぐり
岩」があります。

「くぐり岩」は干潮時でなければ近付くことが出来ない特別な場
所です。潮の満ち引きや朝夕の光によってその表情を変える奇岩は
幻想的です。特に岩の間に落ちる夕陽は圧巻で、インスタ映えしま
す！

問い合わせ：山陽小野田市シティセールス課 TEL：0836-82-1151

（山口県山陽小野田市）

バスで
JR小野田駅より本山行きバスで
「本山岬」停留所からすぐ

車で
小野田ICより車で約２０分

地理院タイルに位置を追記して掲載

近づけるのは
干潮時の前後約2時間

以内

見る

もとやまみさき

アクセス

おすすめ時期
２月下旬と９月下旬の

一週間程度
（くぐり岩の間に夕陽

が沈みます）



Y-6. きらら浜
自然観察公園

野鳥などのたくさんの生き物と、その生息環境を守りながら
誰でも身近に自然を観察し、自然に親しむことができる公園で
す。

きらら浜と山口湾周辺一帯は、シベリアやカムチャツカから
日本列島を縦断して東南アジアに向かう渡り鳥たちと、モンゴ
ルや中国から朝鮮半島を経由し四国・九州へ横断する野鳥たち
の交差点にあります。日本では珍しい迷鳥もよく訪れます。

問い合わせ：きらら浜自然観察公園
TEL：0836-66-2030 HP：http://kirara-h.com/

車で
【広島方面より】
山口南ICより車で２０分
【九州方面より】
山口宇部有料道路阿知須ICより
車で１０分

バスで
「道の駅きららあじす」停留所
（防長交通）より徒歩１６分

電車で
JR阿知須駅よりタクシーで５分

（山口県山口市）
見る

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス



ちゅうどうかいすいよくじょう

Y-7. 中道海水浴場

弓なりにのびる砂浜が美しく、ウインドサーフィンやヨットな
どマリンスポーツにも人気の海水浴スポット。毎年8月下旬～9月
上旬には、秋穂の名物である活き車えびを干潟に放し、一斉に素
手で捕まえその数を競う「あいおえび狩り世界選手権大会」が行
われることでも有名です。

問い合わせ：山口市秋穂総合支所地域振興課
TEL：083-984-8021

車で
【広島方面より】
山口南ICより車で２０分
【九州方面より】
小郡ICより車で３０分

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

あいおえび狩り
世界選手権大会

（山口県山口市）



く し や ま ゆ う ほ ど う

Y-8. 串山遊歩道

串山連峰を縦走するハイキングコース。展望台や石の彫刻・
休憩施設などが設置されています。遠くは九州の国東半島や瀬
戸内海の島々、中道海水浴場や周防大橋など、秋穂のパノラマ
風景が満喫できるロケーションの良さが特徴です。

問い合わせ：山口市秋穂総合支所地域振興課
TEL：083-984-8021 

車で
【広島方面より】
山口南ICより車で２０分
【九州方面より】
小郡ICより車で３０分

バスで
「秋穂荘」停留所（防長交通）より
徒歩１分

見る

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

（山口県山口市）



Y-9. 夕日岬

瀬戸内海国立公園に位置する笠戸島から見る夕日の美しさは
西日本有数の名所と言われています。海水の浸食により穴の開
いた「はなぐり岩」を通して見る夕日は絶景で、空気が澄む冬
場には多くの写真家が訪れます。

問い合わせ：下松市経済部産業観光課 TEL：0833-45-1841

（山口県下松市）
見る

車で
JR下松駅より車で約１０分
徳山東ICより車で約２０分

地理院タイルに位置を追記して掲載

おすすめ時期
１２月～２月頃

ゆうひみさき

アクセス



Y-10. 虹ケ浜海岸

２．４kmにもわたり白い砂と青い松が美しく続く虹ケ
浜海岸。「日本の名松１００選」や「日本の渚・百選」、
「快水浴場百選」など多くの選定を受けています。

７月中旬から８月下旬には海水浴場が開設され、遠浅の
ビーチは家族連れにもおすすめです。

問い合わせ：光市商工観光課 TEL：0833-72-1532

車で
徳山東ICより車で２０分

電車で
JR光駅より徒歩で３分

（山口県光市）
遊ぶ

地理院タイルに位置を追記して掲載

写真

アクセス

おすすめ時期
７月～８月頃

にじがはま



Y-11. 室積海岸

ゆるやかに弧を描く白砂青松の室積海岸。約４．７kmに
及ぶ海岸線に沿ってクロマツ林が並ぶ自然海岸です。
「日本の白砂青松１００選」や「日本の渚・百選」、
「森林浴の森日本１００選」など数多くの選定を受けてい
ます。

７月中旬から８月下旬には海水浴場が開設され、数多く
の海水浴客で賑わいます。

問い合わせ：光市商工観光課 TEL：0833-72-1532

車で
徳山東ICより車で４０分

バスで
JR光駅よりバスで１５分
「室積新開」下車徒歩で５分

遊ぶ

地理院タイルに位置を追記して掲載

写真

むろづみ

アクセス

おすすめ時期
７月～８月頃

（山口県光市）



室積半島の先端から御手洗湾に向かって砂嘴（さし）
が伸びる象鼻ヶ岬。その景観から、天橋立になぞらえて
「周防橋立」とも呼ばれる美しさです。

Y-12. 象鼻ヶ岬

問い合わせ：光市商工観光課 TEL：0833-72-1532

車で
徳山東ICより車で４０分

バスで
JR光駅よりバスで２２分
「室積公園口」下車後徒
歩で１５分

見る

地理院タイルに位置を追記して掲載

ぞうびがさき

アクセス

おすすめ時期
春・秋

（山口県光市）



Y-13. 大畠瀬戸

周防大島（屋代島）との間にある大畠瀬戸は、日本三大潮流の
一つに数えられています。その渦潮は「万葉集」に歌われるほど
の迫力があり、自然の力強さと海の雄大さを感じさせます。

現在、瀬戸には連続トラス橋としては世界２位（架橋当時）の
長さを誇る大島大橋（全長１０２０ｍ）が架かっており、橋上か
ら渦潮を楽しむこともできます。

また、鯛釣りのメッカでもあり、シーズンには多くの太公望で
にぎわいます。

問い合わせ：柳井市商工観光課 TEL：0820-22-2111

車で
玖珂ICより車で約２５分

電車で
JR大畠駅より徒歩で５分

（山口県柳井市）
見る

地理院タイルに位置を追記して掲載

おおばたけせと

アクセス

おすすめ時期
通年



やしろじま（すおうおおしま）

Y-14. 屋代島
（周防大島）

山口県東部の瀬戸内海に浮かぶ周防大島（屋代島）は瀬戸内
海では淡路島、小豆島に次ぎ三番目に大きな島です。

カウアイ島と姉妹島で、夏は「瀬戸内のハワイ」、冬は「み
かんの島」として親しまれています。

温泉、みかん狩り、自然体験、歴史体験など、様々な観光が
楽しめます。また、周防大島町内の島から島へ渡る船旅も「ス
ナメリに出会う瀬戸内クルーズ」として人気です。

問い合わせ：周防大島町商工観光課 TEL：0820-79-1003

車で
玖珂ICより周防大橋まで車で
約３０分

バスで
JR大畠駅より路線バスあり
⛴船で
「柳井港」より「伊保田港」まで
フェリーで約１時間１５分
「三津浜港」より「伊保田港」ま
でフェリーで約１時間１０分

（山口県大島郡周防大島町）

地理院タイルに位置を追記して掲載

アクセス

見
る

屋代島（周防大島）には
すおうおおしまあげのしょう海の駅

があります



Y-15. 柱島

瀬戸内海国立公園に指定されている柱島群島（黒島、端島、
柱島）の中心島。

柱島内の山頂から見る瀬戸内海の多島美（南は周防大島、空
気が澄んだ日は東に四国を見ることができます！）や戦艦陸奥
英霊の墓や風向きによって洲の形や向きが大きく変化する洲鼻
などがあります。

問い合わせ：岩国市観光振興課 TEL：0827-29-5116

⛴船で
JR岩国駅より車で１０分で
「岩国港」へ
「岩国港」より高速船
「すいせい」で約６０分
◎「岩国港」から１日３往復(土日
祝日は４往復)の高速船が運航して
います。
（※２０２０年８月１日現在）

（山口県岩国市）

地理院タイルに位置を追記して掲載

見る

釣りや登山におすすめ!!

はしらじま

アクセス

おすすめ時期
通年



C-1. せとうち
サイクルーズPASS

【せとうちサイクルーズPASS】
サイクルーズ観光客を対象として、

フェリー等の運賃割引をさせて頂くお
得なカードです。港や観光案内所など
のPASS発行所で無料でもらえます。
有効期間は３日間。詳しくはHPで。

問い合わせ：一般社団法人中国旅客船協会
HP：http://chu-ships.jp/setouchi%20hiroshima.html

（瀬戸内海）

お問い合わせ

サイクルーズPASS＆Camperクルーズ
PR動画（YouTube) QRコード

見る



C-2. Camper
クルーズ

【Camperクルーズ】
キャンピングカーご利用の皆様に、旅客

船の運賃割引をさせて頂きます。
瀬戸内の航路を対象とした「せとうち

Camperクルーズ」、本土～隠岐諸島間を
対象とした「さんいんCamperクルーズ（
本土～隠岐航路割引実証実験）」、瀬戸内
と山陰のドライブ＆クルーズをお楽しみく
ださい。
詳しくはHPで。

（瀬戸内海・山陰）

サイクルーズPASS＆Camperクルーズ

PR動画（YouTube) QRコード

お問い合わせ

問い合わせ：一般社団法人中国旅客船協会
HP： http://chu-ships.jp/setouchicampercruise.html

見る



C-3. 瀬戸内・山陰
ショートクルーズ

【瀬戸内・山陰ショートクルーズ】
定期船に乗船し、本土から島しょ部間を下船せずに往復

して、瀬戸内や山陰の海の景色を手軽に楽しんで頂く「シ
ョートクルーズ」のPRツールを作成しました。

尾道・三原・竹原エリア等の航路を対象とした「のっと
こクルーズ」、広島・呉等の航路を対象とした「おさんぽ
クルーズ」、他に山陰、岡山、山口等、中国地方の航路を
紹介しています。
詳しくはHPで。

お問い合わせ

問い合わせ：一般社団法人中国旅客船協会
HP： http://chu-ships.jp/shortcruise.html

見る（瀬戸内海・山陰）
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