
3校CS 21 下期　アフターDC　瀬戸内スペシャル 2021/9/15

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。11

取消料あり

α発券不可
取消料なし

α発券不可

C券 3610852-000 （引換不要）手0OP自予 C券 3610852-000 （引換不要）
（グループに1枚/滞在中利用可）

手0OP予不

販売店の方へ
利用日でご予約ください。

広島ベイクルーズ銀河 GINGA

ひろしまめいぷる～ぷ1日乗車券

呉艦船巡り・夕呉クルーズ

瀬戸内かき海鮮食堂 ランチプラン

ランチ・ディナークルーズ
月の灯りに照らされた瀬戸の海、都会的な輝きをみせる
市街地の夜景ベイブリッジ。本格的なフレンチコース料理とともに
特別な人と特別な時間をお過ごしください。

●料金/ランチ7,500円、ディナー9,500円
●運航日/水～日曜日
●運航時間/〈ランチ〉12：00出航～14：30広島港入港

●お問い合わせ/瀬戸内海汽船Ⓣ082-255-3344

●おとな（お一人様）
　現地1,200円相当が500円

1,200円ランチがワンコインで召し上がれます！1,200円ランチがワンコインで召し上がれます！

取消料あり

α発券不可

取消料なし

α発券不可
取消料なし

α発券不可

取消料なし

α発券可

C券 3610852-000 （引換不要）手7 発手OP自予

C券
3610852-000
（引換要）
（グループに1枚/滞在中利用可）

手0
OP予不 C券 3610852-000

（引換要）（グループに1枚/滞在中利用可）
手0OP予不

C券 3610852-000
（グループに1枚）（引換不要）

手7OP自予

先着

300名様

【企画・実施】 三重交通㈱（観光販売システムズ）
TEL：052-253-6324

◎ご予約やお問い合わせ時には必ず「瀬戸内かき海鮮食
堂」とお伝えください。
◎お店により定休日が異なります。定休日の場合は他の店
舗にてご利用ください。
◎他の割引内容等との併用・重複のご利用はできません。
◎お客様の未使用クーポン分の返金はできません。

◎当プランは事前予約制となります。お客様ご自身でご予約頂きます。◎当プランは事前予約制となります。お客様ご自身でご予約頂きます。
※必ず前日の各店舗の営業時間内にご連絡してください。 イメージ 写真提供：

三重交通㈱(観光販売システムズ）

広島県宿泊者限定！

2021年11月1日～2022年2月28日

18：50出航～21：00広島港入港〈ディナー〉水～金曜日
17：50出航～20：00広島港入港土・日・祝日

写真は全てイメージです。 写真提供：瀬戸内海汽船

●料金/おとな1,000円（通常1,500円）、小学生500円（通常500円）
●出航時間/10：00・11：00・13：00・14：00及び
日の入り時刻15分前出航（土・日・祝日は12：00発もあり）
　※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。
●所要時間/約30分
●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
　※荒天時は運休する場合があります。

海自の町ならではの夜のお楽しみ広島

組売
可

イメージ 写真提供：呉市

1 宮島コーラルホテル
居食茶屋わたや

黒鯛ほぐし定食

5 お好み焼き 若貴
サンモール前店
広島かき
オコセット

7 Bistro
Petit Lapin
広島産牡蠣の
パスタランチ

4 握手カフェ

広島セット

6 くれ星製麺屋

瀬戸内牡蠣定食

3 しらす専門店
SEALAS

Wしらす丼とカキの
オイル漬けランチ

2 天然温泉宮浜
べにまんさくの湯

レストラン湯屋わたや
瀬戸内かき海鮮食堂
特別メニュー

かき釡飯定食

●料金/おとな500円
　高校生300円 小・中学生200円
●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。

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。

山陽
新幹
線 広電宮島

廿日市

大竹

厳島

大崎上島 大三島
伯方島

生口島
因島

向島

大久野島

新尾道

尾道三原港

瀬戸田港

御手洗港
下蒲刈島

艦船クルーズ
呉港

プリンスホテル前
広島港（宇品）

広島

東向き航路
西向き航路

東広島
竹原

呉

三原

豊島
大崎下島

上蒲刈島

倉橋島

能美島

江田島

観光型高速クルーザー
「SEA SPICA」（シースピカ）で、
瀬戸内の島々を巡る船旅。
広島港と三原港を結ぶ、
東向きと西向きの２コースがあります。

広島駅⇔広島港のアクセスには、便利な「めいぷる～ぷ
ブルールート」をご利用ください。（下記参照）

運航日

◎料金

◎乗船場所、下船場所をお選びください。呉港で乗船（東向き）、下船（西向き）可能です。

【東向き・西向き】2021年10月1日～
　　　　　　　 12月6日の金曜日～月曜日及び祝日※除外日：11/12

広島（宇品）
8:30発

プリンスホテル前
8:38発

プリンスホテル前
17:52着

東向き（広島港→三原港）
瀬戸田
12:50着

三原
13:15着

下蒲刈島
（観光）

大久野島
（観光）

呉
9:05発

三原
13:25発

西向き（三原港→広島港）
呉

17:25着
広島（宇品）
18:00着

大久野島
（観光）

御手洗
（観光）

瀬戸田
13:50発

御手洗の町並み御手洗の町並み 大久野島大久野島 艦船クルーズ（船上から）艦船クルーズ（船上から）

立ち寄り観光ができる!!

瀬戸内海の多島美を楽しむ取消料あり

α発券不可

瀬戸内 観光型高速クルーザー
「SEA SPICA（シー スピカ）」

船内や下船後のランチにご利用ください。 ◎受取場所／瀬戸内海汽船カウンター
島たびクルーズ東向きランチBOX

料金/1,100円
申込先/株式会社むさし
Ⓣ082-291-6340

料金/1,500円
申込先/
瀬戸内海クルーズ株式会社
Ⓣ082-255-3342

※掲載の写真はイメージです。（写真提供：広島県）

取消料あり

α発券不可
清盛むすび Ⓣ082-291-6340発手
銀河ランチBOX 自予

販売店
の方へ

イメージ 写真提供：
株式会社むさし

イメージ 写真提供：
瀬戸内海汽船株式会社

組売
可

組売
可

●料金/
おとな400円
こども200円
●運行時間/8：00～17：45、
　約15分間隔
●便数/1日57便
●お問い合わせ/
　中国ジェイアールバス株式会社
　Ⓣ0570-010-666（年中無休）

広島市内中心部の観光地や美術館を便利に回ることができるバス。
広島駅新幹線口が起終点なので、新幹線との乗り換えにも便利！

イメージ 写真提供：
中国ジェイアールバス株式会社

ブルー
ルート

●料金/おとな330円　こども170円
広島駅新幹線口から広島港直行便で「銀河クルーズ
（ランチクルーズ・ディナークルーズ）」に接続し、便利に！

〈広島港直行便〉広島駅新幹線口⇒広島港
（所要時間/約30分）（1日6便）
〈広島港発・平和公園経由〉広島港→紙屋町→
原爆ドーム前→平和公園前（広島平和記念資料館前）→
並木通り入口→広島駅新幹線口
（所要時間/紙屋町約25分、広島駅約50分）（1日6便）

ブルールート

乗り降り自由！！

ひろしまめいぷる～ぷ
広島港へのアクセス便利！

大和ミュージアム入場券

オプショナルプラン ■設定期間：2021年10月1日～2022年3月31日
※特に明記のない限り11・12ページの取消料は旅行業約款（日帰り旅行）に基づきます。おすすめ

C券 3610852-000 （引換不要）手7OP

C券
3610852-000 （引換不要）手7
OP

【オレンジルート（平和公園・美術館経由）】
広島駅新幹線口→県立美術館前（縮景園前）→広島城（護国神社前）→
ひろしま美術館前（市民病院前）→紙屋町→原爆ドーム前→
平和公園前（広島平和記念資料館前）→
八丁堀→現代美術館前（まんが図書館）→広島駅新幹線口

【レモンルート（平和公園経由）】
広島駅新幹線口→県立美術館前（縮景園前）→広島城（護国神社前）→
ひろしま美術館前（市民病院前）→紙屋町→原爆ドーム前→
平和公園前（広島平和記念資料館前）→並木通り入口→広島駅新幹線口

【グリーンルート（平和公園・新天地経由）】広島駅新幹線口→八丁堀（流川入口）
→紙屋町→原爆ドーム前→平和公園前（広島平和記念資料館前）→
並木通り入口→新天地→県立美術館前（縮景園前）→二葉の里歴史の散歩道→
広島東照宮前→広島駅新幹線口

●運行経路/ 

※ブルールートは広島港発便の紙屋町・原爆ドーム前・平和公園前・並木通り入口からのみ
　乗車可能です。（広島港直行便はご利用いただけません。）引換場所 広島駅新幹線口1階バスきっぷうりば（交通案内所8：30～18：30）

またはバス車内にてお引換えください。

広島港・プリンスホテル前～瀬戸田港・三原港
6,000円／人（片道あたり）
呉港～瀬戸田港・三原港
5,500円／人（片道あたり）

イメージ 写真提供：
瀬戸内海汽船

清盛むすびは発生手配です。
事前に株式会社むさしへ
ご連絡ください。

清盛むすび
（お茶付）

銀河ランチ
BOX

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 AK

組売
可


