
2013 年 5 月 23 日 

J R グ ル ー プ 
 

「広島県デスティネーションキャンペーン」を開催します！ 

 

 

ＪＲグループでは、広島県及び一般社団法人広島県観光連盟、地元市町、観光事業者と連携し、「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、サイクリングをしながら瀬戸内の多島
美が楽しめるしまなみ海道、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、魅力ある観光素材に触れることができます。また、期間限定で、
広島らしさをテーマにデザインしたラッピング列車を運行するほか、リバイバルトレイン急行「ちどり」
を運行します。 
 

１．期 間   2013 年 7 月 1 日(月)～9 月 30 日（月） 

２．テーマ   「瀬戸内ひろしま、宝しま」 

 

 

３．ポスターの掲出 

ＪＲ６社制作のポスターや車内吊り広告を全国の主なＪＲの駅、列車内に掲出し、広島県内の
観光名所をＰＲします。 
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 
また、広島ＤＣの開催に先駆け、広島県が制作した５連ポスターを６月から全国の主なＪＲの駅に
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) 

４．観光地を巡るアクセス 

（１）新たな２次アクセス 
広島県内にある「瀬戸内の島々」、「観光地」などをスムーズに巡り、多くの「芸術」、「伝統」、「食」
などを体感できるよう、広島ＤＣ期間中には「広島湾宝しまクルーズ」「呉・御手洗宝しまクルーズ」
「広島市内観光ループバス ひろしま めいぷるーぷ」など、２次アクセスを多数ご用意しており
ます。詳細は別紙１をご覧ください。 
 
 
 
                       (広島湾宝しまクルーズ)    (呉・御手洗宝しまクルーズ) 

（２）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 

ロゴマーク 



５．広島へのおトクな商品 
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２をご覧ください。 

 
６．イベントの開催 
（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。 
 

７．特別な列車の運転 
（１）団体専用列車  
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 
・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[06-6366-8525] 
《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）》 

 
③「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。 

 
④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。 

 
⑤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)ツアーデスク[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。 

 
（２）ラッピング列車、リバイバルトレイン急行「ちどり」、観光列車の運転 
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 

 
 
 
 
 



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。 

ちどり 
（上り） 

広島 下深川 志和口 向原 吉田口 甲立 三次 

10：55 発 11：10 発 11：31 発 11：42 発 11：48 発 11：53 発 12：10 着 
ちどり 
（下り） 

三次 甲立 吉田口 向原 志和口 下深川 広島 

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) 
   ※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めいただけます。 
 
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 

瀬戸内 

マリンビュー1号 
広島 呉 安芸津 竹原 三原 

10：06 発 10：52 発 11：37 発 11：55 発 12：27 着 
瀬戸内 

マリンビュー2号 

三原 竹原 安芸津 呉 広島 

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。 

 
８．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。 

 
９．その他 
（１）広島ＤＣ特典 
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(詳細はイベントガイドブックをご覧ください) 
（２）期間中のイベント 
広島ＤＣ期間中のイベントについては、イベント別紙およびイベントガイドブックをご覧いただく
か、一般社団法人広島県観光連盟「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。 
  

  



別紙１ 
 

観光地めぐりに便利な船、バス 
 
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。 

 （１）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 
 （２）料  金 ・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 

 （３）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 
（４）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。 
（１）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 
 （２）料  金 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 
 （３）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 

（４）問合せ先 瀬戸内海汽船トラベルサービス 082-545-5501 
 
３.尾道・鞆の浦航路 
瀬戸内の港として様々な歴史舞台をみつめてきた鞆の浦と尾道を海上から堪能できます。 
（１）運 航 日 11 月 24 日(日)までの土・日曜日、祝日 
 （２）料  金 おとな 1,500 円 こども 750 円 
 （３）運航区間・時刻 

 1 便 2 便   1 便 2 便 
尾道港（発） 10:00 13:40  鞆港（発） 11:00 14:40 
千光寺ロープウェ
イ乗場下桟橋（発） 

10:05 13:45  千光寺ロープウェ
イ乗場下桟橋（発） 

11:49 15:29 

鞆港（着） 10:53 14:33  尾道港（着） 11:53 15:33 
（４）問合せ先 瀬戸内クルージング 0865-62-2856 
 
４.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。 
（１）運 行 日 9 月 30 日（月）まで毎日運行（18 便/1 日） 
 （２）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（おとな） 
 （３）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
島市現代美術館～広島駅新幹線口 

（４）問合せ先 中国ジェイアールバス株式会社 082-261-1268 
 



別紙２ 
 
「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。 
○広島湾宝しま２デイパス 
・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」も好評発売中です。ぜひご利用ください。 
○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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 イベント別紙 
 
【キャンペーン期間中の主なイベント】 
                          
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。 
   
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.神楽鑑賞バスツアー 
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。 

  
 ５.広島市内で見学できる神楽 
「ひろしま夜神楽公演」 

  ・日程  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）はオープニングセレモニーを開催（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[広島市指定重要文化財]   
  ・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］ 
 
６．鵜飼バスツアー 
神楽門前湯治村での昼食と奥田元宗・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。 
・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 着予定） 
・問合せ先 ひろでん中国新聞旅行［082-222-7000］ 

 
７．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 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］ 


