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このマークのオプションは旅行プランとご一緒に、ご旅行出発までにお買い求めください。
※記載の各コース・料金は2021年9月1日現在の運行コース・料金です。予告なく変更となる場合がございますのであらかじめご了承ください。

呉ちょい食べ歩きクーポンA

華鳩イメージ華鳩イメージ

❶地酒おつまみセット

とねイメージとねイメージ

❷呉海自カレー（ハーフ）

アイスもなかイメージアイスもなかイメージ

写真提供：呉市観光振興課写真提供：呉市観光振興課

❸スイーツ

1,000円1,000円おとなおとな合計おとな3,200円
相当が
合計おとな3,200円
相当が 赤い風船特別価格

引換要

宮島ちょい食べ歩きクーポンA

宮島ロープウェー（往復）B■設定期間：2021年10月1日～2022年3月31日（お一人様滞在中1回※JR座席を利用しない添い寝のお子様は対象外となります。）

1,000円1,000円おとなおとな合計おとな2,240円～2,440円相当が合計おとな2,240円～2,440円相当が 赤い風船特別価格

引換不要

●営業時間／9：00～16：00
●お問い合わせ／
宮島ロープウェー
Ⓣ0829-44-0316
●所要時間／20分（片道）
●お申し込み／事前に販売店にて
1名様以上でお申し込みください。
※旅行期間内であれば引換券に
記載の利用日以外に変更しても
利用可能。
※宮島ロープウェーきっぷ売場にて
要引換

宮島島内中心部飲食店で使えるクーポン。
お好きな名物を2つお選びください。

　　　　　　 ●呉艦船めぐり&夕呉クルーズは必ずご利用日でのご予約の為、それぞれのクルーズのご利用便に合わせてご登録ください。その他の素材
については滞在中ご利用可。●バウチャー券は3枚発券されます。※添い寝のお子様は対象外となります。※詳細はイントラネット・エクストラネット（日程表
→西日本→四国・山陽）参照

販売店の方へ

※BCはご利用いただけない日がございます。下記にてご確認ください。（お一人様滞在中1回※JR座席を利用しない添い寝のお子様は対象外となります。）

宮島ロープウェー
写真提供：広島観光開発株式会社

宮島ロープウェー
写真提供：広島観光開発株式会社

瀬戸内海の雄大な景色を満喫していただけます。

引換要

●現地での購入はできません。●ご出発前に定休日、運休日をご確認ください。
ご利用にならなかった場合でも返金・払戻しはございません。
※取消料は日帰り旅行約款に準じます。

●現地での購入はできません。●ご出発前に定休日、運休日をご確認
ください。ご利用にならなかった場合でも返金・払戻しはございません。
※取消料は日帰り旅行約款に準じます。

※記載の情報は2021年9月現在の運行コース・料金・営業日・時間です。予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。ご出発前にご確認の上、ご利用ください。

イメージ H ※引換は1個ですイメージ H ※引換は1個です

❶焼き牡蠣1個（通常250円）

イメージ Hイメージ H

❷新感覚もみじクロワッサン1つ
（もみクロ）（通常200円）

●店舗/お食事処「とりい」
●利用時間/10：30 ～ 16：00　●休日/不定休
●場所/宮島桟橋より徒歩約15分（厳島神社裏手）
●お問い合わせ/Ⓣ0829-44-2200

●店舗/観光センター鳥居屋
●利用時間/8：30 ～ 17：00　●休日/不定休
●場所/宮島桟橋より徒歩約5分（表参道商店街真ん中あたり）
●お問い合わせ/Ⓣ0829-44-2200

❸「パイもみじ」（通常300円）又は
「あいすさんどもみじ」（通常300円）

●店舗/だいこん屋
●利用時間/8：30 ～ 17：00　●休日/不定休
●場所/宮島桟橋より徒歩約10分（表参道商店街真ん中あたり）
●お問い合わせ/Ⓣ0829-44-2161

イメージ Hイメージ H

イメージ XMイメージ XM

広島・尾道 満喫クーポン
広島・尾道を観光するアイテムがセットになったお得なクーポンです。
■設定期間：2021年10月1日～2022年3月31日
（お一人様滞在中1回※JR座席を利用しない添い寝のお子様は対象外となります。）

1,500円1,500円おとなおとな合計おとな
3,000円相当が
合計おとな
3,000円相当が 赤い風船特別価格

取消料あり 広島電鉄路面電車1日乗車券A

尾道フリーパスC

おりづるタワー入場券B

7日前まで
受付OK！

●現地での購入はできません。
●ご出発前に定休日、運休日をご確認ください。
ご利用にならなかった場合でも返金・払戻しはございません。※取消料は日帰り旅行約款に準じます。

〈予約・発券〉 C券3310917-701 手7 販売店
の方へ

α発券不可

FS

〈予約・発券〉 C券3310917-702 手7FS

〈予約・発券〉 C券3310917-703 手7FS

イメージHイメージH

引換不要

路面電車イメージ AK路面電車イメージ AK

市内線と宮島線全線が何回でも乗り降り自由！！
引換要

●引換場所/広島電鉄路面電車の広島駅案内所
　（JR広島駅南口側/7：30～22：00）
●主な区間/広島駅～広電宮島口、広島駅～広島港
※利用日1日に限り、広島電鉄電車全線を何回でもご利用できます。

世界遺産「原爆ドーム」の東隣に位置し、13階の
展望フロアーから平和記念公園や遠く宮島まで望めます。
●営業時間/10：00～19：00（屋上展望室への入場は閉館1時間前まで）
●定休日/なし
●交通/原爆ドームのすぐ東側
●お問い合わせ/Ⓣ082-569-6803

引換要

おのみちバス1日乗車と千光寺山ロープウェイ往復がセットになったお得な乗車券！
●有効期限/引き換え当日限り
※購入後の払戻しはできません
●引換場所/尾道駅前バスセンター・
おのみちバス本社営業窓口・新尾道駅バスセンター

【内容】千光寺山ロープウェイ往復＋
おのみちバス1日乗車＋観光施設割引
【バス1日乗車は下記の指定区間がございます。】
○東西方面行き（尾道国際ホテル前～尾道駅前～浄土寺下～山波）
○南北方面行き（新尾道駅～長江・栗原・桜土手経由～尾道駅前）
【割引観光施設一覧】
○尾道市立美術館・おのみち文学の館・持光寺（にぎり仏）・浄土寺・おのみち映画資料館・おのみち歴史博物館・なかた美術館

毎毎月
先着
毎月
先着
毎月
先着 50名様50名様50名様

呉 満喫セットクーポン
呉グルメと夕呉クルーズがセットになったとてもお得なクーポンで呉を満喫しよう！

呉・竹原を観光するアイテムがセットになったお得なクーポンです。

■設定期間：2021年10月1日～2022年3月31日 

取消料あり 7日前まで
受付OK！

呉・竹原 満喫クーポン 7日前まで
受付OK！

α発券不可
毎毎月毎月毎月
先着先着先着
毎月
先着
毎月
先着 50名様50名様50名様

毎毎月
先着
毎月
先着
毎月
先着 50名様50名様50名様

宮島 満喫セットクーポン
宮島グルメと宮島ロープウェーがセットになったとてもお得なクーポンで宮島を満喫しよう！

取消料あり 7日前まで
受付OK！α発券不可

毎月
先着
毎月
先着 50名様50名様50名様

【セットクーポン代金に含まれるもの】 A呉ちょい食べ歩きクーポン（通常1,200円）＋
B大和ミュージアム常設展入館券（通常500円）＋C夕呉クルーズ（通常1,500円）

【セットクーポン代金に含まれるもの】 A宮島ちょい食べ歩きクーポン（通常200 ～ 300円）＋B宮島ロープウェー（往復）（通常1,840円）

●クーポンは利用日に合わせてご登録ください。滞在中ご利用可。
●バウチャー券は3枚発券されます。（おとな・こども共）※添い寝のお子様は対象外となります。
●手仕舞後は発生手配登録してください。　●詳細はイントラネット・エクストラネットの（日程表→西日本→四国・山陽）参照

【セットクーポン代金に含まれるもの】 A広島電鉄路面電車1日乗車券（通常700円）＋
Bおりづるタワー入場券（通常1,700円）＋C尾道フリーパス（通常600円）

■設定期間：2021年10月1日～2022年3月31日※除外日：12/29～1/3
（お一人様滞在中1回※JR座席を利用しない添い寝のお子様は対象外となります。）  

1,500円1,500円おとなおとな合計おとな
3,300円相当が
合計おとな
3,300円相当が 赤い風船特別価格

【セットクーポン代金に含まれるもの】 A大和ミュージアム入館券（通常500円）＋
B呉海自カレー食べ比べクーポン（通常1,200円）＋C「うさぎの想い出」航路往復乗船券（通常1,600円）

世界最大の戦艦「大和」は呉で建造されました。平和の大切さを語り継ぎ、
日本の将来を担うこども達に科学技術の素晴らしさを紹介します。

大和ミュージアム入館券A

呉海自カレー食べ比べクーポンB 引換要

引換不要

引換不要

要TEL予約

竹原港発 大久野島着
9：35 10：00
10：35 11：00
11：47 12：12
13：25 13：50
14：30 14：55

便
1
2
3
4
5

大久野島発 竹原港着
10：05 10：30
11：15 11：40
12：50 13：15
13：57 14：22
16：00 16：25

便
1
2
3
4
5

イメージ
写真提供：竹原市

●料金/（お一人様/往復）通常おとな1,600円、こども800円
●所要時間/片道約20分　●アクセス/JR竹原駅よりバス約10分
●利用会社/バンカーサプライⓉ082-251-4354
●運航日/土日祝日

うさぎ島⇔竹原港「うさぎの想い出」航路往復乗船券C

●休館日/毎週火曜日（祝日の場合は翌日）※1/24～28は休館
●営業時間/9：00～18：00（展示室入館は17：30まで）
●交通/JR呉駅より徒歩約5分　※詳細はホームページをご確認ください。

●店舗/呉市内約11店舗※変更になる場合あり。
●営業時間・定休日/店舗により異なります。※火曜日及び年末年始は定休日が多いです。

AKAK

海上自衛隊呉基地に所属する艦艇等で食べられているカレーを忠実に再現し、
呉市内の飲食店でハーフサイズを3店舗選んで食べ比べできます。※除外日：12/29～1/3

※販売店でお渡しする引換券は「くれ観光情報プラザ」（JR呉駅改札徒歩約1分/
9：00～19：00）で本券にお引換えください。※休館日：12/29～1/3 イメージHイメージH

●現地での購入はできません。
●ご出発前に定休日、運休日をご確認ください。
ご利用にならなかった場合でも返金・払戻しはございません。
※取消料は日帰り旅行約款に準じます。

販売店の方へ　　　　　　 ●滞在中ご利用可。　●バウチャー券は3枚発券されます。　
※添い寝のお子様は対象外となります。※詳細はイントラネット・エクストラネット（日程表→西日本→四国・山陽）参照

大和ミュージアム入館券B 呉艦船巡り＆夕呉クルーズC

海軍の町ならではの夜のお楽しみ

大迫力！！
10分の1戦艦「大和」の模型を展示

大和ミュージアム（内部） H大和ミュージアム（内部） H

イメージ 写真提供：（一社）広島県観光連盟イメージ 写真提供：（一社）広島県観光連盟

引換不要 引換要

●出航時間/10：00・11：00・13：00・14：00
（土・日・祝日は12：00発もあり）及び日の入り時刻１５分前出航
※夕呉クルーズは毎日の日の入り時刻及び出港時刻が
違いますのでお問い合わせください。

●場所/呉・中央桟橋ターミナル
●利用会社/バンカーサプライ  Ⓣ０８２-２５１-４３５４ 
●運休日/毎週火曜日
●設定除外日/月曜日（夕呉クルーズのみ）
●所要時間/約30分※荒天時は運休する場合があります。
●引換場所/呉中央桟橋1階

●交通/JR呉駅より徒歩約5分
●休館日/毎週火曜日（祝日の場合は翌日）、1/24～28
※臨時休業あり

●引換場所/くれ観光情報プラザ　●開館時間/9：00～19：00　●定休日/店舗により異なります。

呉市内中心部飲食店で使える
1,200円分クーポン。

※平日はC「うさぎの想い出」航路の利用はできません。ABのみの設定となります。

（注1）気象海象により運休することがあります。
（注2）必要に応じて臨時便を運航することがあります。


