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世界でここにしかない穏やかな海と多島美。せとうちの旅

「せとうちキャンペーン」を開催！！

平成 2 8 年 5 月 2 4 日

西日本旅客鉄道株式会社

四国旅客鉄道株式会社

穏やかな海と暖かな気候に育まれ、内海の美しい風景、豊かな歴史・文化、グルメ、アートな

ど、様々な素材に恵まれたせとうちエリアは、日本のどこにも類を見ない貴重な観光資源を持つ

エリアです。そしてこのエリアに、平成 28 年 4 月「一般社団法人 せとうち観光推進機構」が設

立されました。西日本旅客鉄道株式会社および四国旅客鉄道株式会社は、この夏、クルーズ・サ

イクリング等の瀬戸内の魅力にスポットをあてた「せとうちキャンペーン」を開催します。

キャンペーン期間中は、期間限定の特別なイベントや特典を多数ご用意！！詳しくは、ＪＲ西

日本の駅に設置の西 Navi や専用ホームページなどをご覧ください。

記

１．キャンペーン概要

（１）キャンペーン名称

「せとうちキャンペーン」

（２）キャンペーン期間

平成 28 年 7 月 1 日(金)～9 月 30 日(金)

（３）コンセプト

「穏やかな海と暖かな気候に育まれた、美しい風景、豊かな歴史・文化、グルメにアート…

この夏、ありのままの日本にふれてください。」

（４）主催

西日本旅客鉄道株式会社・四国旅客鉄道株式会社

（５）協力

一般社団法人 せとうち観光推進機構

（６）実施エリア

岡山県・広島県・香川県・愛媛県を中心とする瀬戸内海沿岸エリア

（７）発地エリア

首都圏・中京圏・京阪神・北陸・九州エリア

松山城

エンジェルロード

鷲羽山

「宇野のチヌ」淀川テクニック

音戸の瀬戸

しまなみ
サイクリング写真提供:広島県

宮島 嚴島神社

筆影山



2

《せとうちキャンペーンについて》

■魅力あふれる「せとうちエリア」
・世界でここにしかない穏やかな海と暖かな気候に育まれた美しい風景。

・二つの世界遺産、牡蠣などの海産物、レモンに代表される柑橘などの農産物、北

前船が立ち寄った港町に今も残る歴史的な建築物。

・このように、「せとうちエリア」には多彩な魅力が満載です。

■今春「一般社団法人 せとうち観光推進機構」設立
・"瀬戸内"が、国内外の多くの人々に認知され、幾度となく訪れたい場所に選ばれ

る地域（ブランド）となるよう、「クルーズ」「宿」「サイクリング」「アート」「食」

といったテーマを中心に、様々な取組みが進められています。

■今年の夏（7月～9月）「せとうちキャンペーン」を実施
・このような中、ＪＲ西日本とＪＲ四国が地域の皆様と連携し、7月～9月の3ケ

月間「せとうちキャンペーン」を実施。「せとうちエリア」観光の盛り上げを図

ります。

・「クルーズ」や「サイクリング」、旅の中での「夜の楽しみ方」など、地元の皆様

に魅力付けや整備いただいた観光素材、さらには沿線を運行する「瀬戸内マリン

ビュー」、「ラ・マル・ド・ボァ」、「伊予灘ものがたり」などの観光列車も、合わ

せてご提案。

・多彩な魅力を満喫できるよう、これらをモデルコースとしてご紹介します。

●今後も瀬戸内沿岸７県（兵庫県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛
媛県）各地域の皆様、せとうち観光推進機構および旅行会社様をはじめ関係する
皆様と連携し、「せとうちエリア」の魅力向上を図り、ご提案を進めて参ります。

鷲羽山筆影山

しまなみ
サイクリング エンジェルロード 江田島サイクリング

音戸の瀬戸

しまなみサイクリング

ラ・マル・ド・ボァ

伊予灘ものがたり
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２．エリアごとの観光素材・割引きっぷ

今回の「せとうちキャンペーン」では、「広島・しまなみ・松山エリア」および「岡山･倉

敷と小豆島と香川を結ぶエリア」を中心に展開します。

（１）広島･しまなみ・松山エリア

【エリアのポイント】

・「広島エリア（広島市内・宮島・呉・江田島）」「福山･尾道エリア・しまなみ海

道」「松山･道後温泉」の３エリアを周遊ルートとしてつなげます。

・瀬戸内海の風景が楽しめるよう、移動は船でのクルージングをベースとし、周

遊の途中でサイクリング（しまなみ、江田島）をお楽しみいただくことも可能

です。

・道後温泉をコースに加え、松山城で夜のイベントをキャンペーン中に開催する

ことで、周遊旅行の魅力を向上します。

①本州側エリア（広島･宮島･呉・江田島･福山･尾道･しまなみ北エリア）

広島港を起点に宮島・呉・江田島を結ぶ航路および尾道港を起点にしまなみを結ぶ航路と、

それらを結ぶ鉄道を中心に、その周辺の観光素材をご提案します。

a)エリアを周遊可能なおトクなきっぷ【別紙参照】

b)エリアの観光素材

ア）宮島～呉航路「宮島・呉ブルーライン」（申請中） 《期間限定！》

通常は直通航路が存在しない宮島～呉間

に、期間限定で便利な直通航路が登場！呉

潜水艦基地を経由し、穏やかな海に浮かぶ

島々や牡蠣いかだを間近に眺めることがで

き、瀬戸内海の魅力を存分に楽しめる大変

魅力的な航路です。

【設定期間】平成 28年 7月～11 月の土休日運航

（8/11 は運休）

【料 金】片道 大人 2,000 円 子ども 1,000 円（往復割引あり）

【問合せ先】瀬戸内海汽船株式会社航路事業部 TEL)082-255-3342

イ）江田島サイクリング 《特典あり！》

瀬戸内の豊かな自然に恵まれた江田島市

は、自転車で巡るのに最適な「サイクルア

イランド」です。車や信号が少なく、海岸

沿いを走ると爽快な気分を味わえます。心

地よい潮風を浴びながら歴史と自然に触れ

てみてはどうでしょうか。

キャンペーン期間中は、キャンペーン関

連の割引きっぷをご利用のお客様限定で、

通常 1,000 円の乗捨料金が無料になる特典

をご用意！よりおトクに、お手軽にサイク

リングを楽しんでいただけます！

【設定期間】毎週月曜定休日（月曜が祝日の時は火曜定休） 9:00～17:00（最終受付：16:00）

【貸出場所】江田島市ふるさと交流館・中町桟橋・小用桟橋・切串港（西沖桟橋）・三高港

※イメージ

※イメージ
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【料 金】電動アシスト車 1,000 円/回（小学生同一）、マウンテンバイク 500 円/回（小学

生 300 円/回）、シティサイクル（日常使用車）500 円/回（小学生 300 円/回）、

子供用自転車 500 円/回（小学生 300 円/回）

【問合せ先】江田島市観光協会 TEL)0823-42-4871

ウ）しまなみ海道レンタサイクル

瀬戸内しまなみ海道にある「瀬戸内海横

断自転車道」は、歴史と文化に溢れる島々

を結ぶ、全長約 70km のサイクリングロー

ドです。

尾道市から今治市の間にある「しまなみ

海道」沿線の自治体ではレンタサイクルを

運営しています。各地区にあるレンタサイ

クルターミナルであれば、借りたターミナ

ル以外のターミナルへの乗捨ても自由で、

お手軽にサイクリングを楽しんで頂けます！

【設定期間】通年（営業時間は各ターミナルによって異なります。）

【貸出場所】尾道港(駅前港湾駐車場)・尾道市民センターむかいしま・土生港(尾道市営中央

駐車場)・瀬戸田町観光案内所・尾道市瀬戸田サンセットビーチ・上浦レンタサ

イクルターミナル(道の駅「多々羅しまなみ公園」)・大三島レンタサイクルタ

ーミナル(道の駅「しまなみの駅御島」)・伯方レンタサイクルターミナル(道の

駅「伯方Ｓ・Ｃパーク」)・宮窪レンタサイクルターミナル(宮窪観光案内所)・

吉海レンタサイクルターミナル(道の駅「よしうみいきいき館」)・中央レンタ

サイクルターミナル(サンライズ糸山)・JR今治駅 臨時レンタサイクルターミ

ナル

【料 金】ロードバイク・クロスバイク・ミニベロ・シティサイクル（日常使用車）・子供

用自転車：大人 1,000 円、子ども 300 円、電動アシスト：1,500 円（子ども同

額）、タンデム：1,200 円、乗捨て 1,000 円

【問合せ先】（一社）しまなみレンタサイクル協会 TEL)0848-22-3911

エ）ＪＲ宮島フェリー貸切クルーズ【団体型】

通常は、宮島口～宮島間を運航している

ＪＲ西日本宮島フェリーを貸切運航します！

運航時間や航路は要相談ですが、船でしか

見ることのできない、宮島の裏側を楽しめ

る「宮島一周」や、夕暮れ時間帯の瀬戸内

海を楽しむ特別航路での運航も可能です。

【コース例】

「宮島一周クルーズ」

…フェリーで宮島を一周。宮島は陸路で一周できないことから、船でないと絶対見る

ことのできない、宮島の裏側を楽しめます。

「宮島夕暮クルーズ」

…宮島観光の後、宮島桟橋を出港～マリーナホップ沖～宮島口桟橋。夕暮れ時間帯に、

瀬戸内海からの絶景を楽しめます。

【設定期間】キャンペーン期間で運航日時は要相談

【料 金】コースによって異なりますのでご相談ください

【問合せ先】ＪＲ西日本宮島フェリー株式会社 TEL)0829-56-2045

※イメージ

※イメージ



5

②本州・四国エリア（①エリアに松山･道後･しまなみ全エリアを加えたエリア）

①エリアの航路に加え、広島～呉～松山航路およびしまなみ海道を縦断するバス路線を中心

に、その周辺の観光素材をご提案します。

a)エリアを周遊可能なおトクなきっぷ【別紙参照】

b)エリアの観光素材

ア）光のおもてなし in 松山城 《期間限定！》

国の重要文化財で現存 12天守でもある松山

城を、光のオブジェなどの展示を行い華麗に

ライトアップします。また、街の中心部から

眺める城下街の夜景は必見です。ライトアッ

プ期間に合わせてロープウェイも一部特別運行

を行います。

【設定期間】平成 28 年 7 月 7 日（木）

～8月 13 日（土）

【料 金】無料

※別途ロープウェイ料金が必要

【問合せ先】松山市観光・国際交流課

TEL)089-948-6557

イ）松山城夜ガイド 《期間限定！》

夏の夜の新たな楽しみとして、ライトアップ

した松山城をガイド付きで楽しんで頂けます。

「松山はいく」ガイドが夜の松山城をご案内

します。ライトアップされた松山城のとって

おきビュースポットや松山市内の夜景を紹介

しながら、天守までご案内します。本丸広場

で自由解散となります。

※「松山はいく」とは、「俳句の町」松山を

専属ガイドと歩いて楽しむ町歩き観光プラ

ンです。

【設定期間】平成 28 年 7 月 7 日（木）

～8月 13 日（土）

【料 金】1,200 円

※時間・内容については応相談

【問合せ先】松山はいく事務所

TEL)089-945-6445

※イメージ

※イメージ
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（２）岡山･倉敷と小豆島と香川を結ぶエリア

岡山～小豆島～高松航路と岡山～倉敷～瀬戸大橋～高松を結ぶ鉄道を中心に、その周辺の観

光素材をご提案します。

【エリアのポイント】

・「岡山･倉敷･児島エリア」をベースに「小豆島」と「高松」を周遊ルートとし

てつなげます。

・瀬戸内海の風景が楽しめるよう、移動は瀬戸大橋線をメインにした鉄道アクセ

スと船のクルージングを組み合わせます。岡山市内や小豆島、高松市内にはレ

ンタサイクルもあり便利です。

※鉄道アクセスルートの魅力向上を図るべく、観光列車「ラ・マル・ド・ボ

ア」を「岡山～宇野」間に加え「岡山～高松」間でも運行します。

・岡山･倉敷･児島エリアでは、岡山後楽園の夜間特別開園「幻想庭園」や瀬戸内

海の夕景や水島コンビナートの夜景を観賞できるバスなど、「夜の楽しみ方」

を岡山デスティネーションキャンペーンに引き続きご提案します。

a)エリアを周遊可能なおトクなきっぷ【別紙参照】

b)エリアの観光素材

ア）瀬戸内海の夕景と水島コンビナート夜景観賞バス

ＪＲ倉敷駅発着で、瀬戸内海の夕景と水島コンビ

ナートの夜景が楽しめるお手軽でおトクなバスツア

ーです。倉敷の夜のオプションプランとしてどうぞ。

閉店後の展望台レストハウスで夕陽を鑑賞しながら

食事が楽しめます。

【行 程】ＪＲ倉敷駅→倉敷美観地区→

鷲羽山展望台（食事）→

水島コンビナート工場夜景鑑賞→

倉敷美観地区→JR 倉敷駅

【設定期間】平成 28年 7月 30 日（土）、

8月 6日（土）・20日（土）ＪＲ倉敷駅 17:30 発

平成 28年 9月 3日（土）・10 日（土）ＪＲ倉敷駅 17:00 発

【料 金】大人 4,800 円、子ども 4,000 円

【問合せ先】下電観光バス TEL)086-225-1234

イ）オリジナルＭＹオリーブオイルブレンド体験（小豆島） 《新登場！》

世界中で数多くの人々に愛されているオリーブオイルは、

気候や生産地によって色・味・香りなど様々な特徴を持って

います。それらをブレンドして、世界で唯一自分だけのオリ

ジナルエキストラバージンオリーブオイルを作ってみません

か？

オリーブオイルの製造工程を説明した後、世界各国のエキ

ストラバージンオリーブオイルをご賞味いただきます。その

後、お好みのオイルを各自でブレンドし、お好みの瓶・

オリジナルラベルを作成して完成です。

【設定期間】平成 28年 7月 1日(金)～9 月 30 日(金) 8:30～16:00 ※8/13～8/16 を除く

【料 金】1,000 円

【問合せ先】小豆島オリーブ園 TEL)0879-82-4260

※イメージ

※イメージ



7

３．ＪＲと宿泊がセットになった旅行プラン【別紙参照】

４．キャンペーンの宣伝告知

（１）キャンペーンポスター

５月下旬から、以下のキャンペーンポスター（Ｂ１サイズ）をＪＲ西日本の駅や主な旅行

会社などに掲出します。

＜大阪駅壁面シート＞

（２）ＪＲ西日本情報紙「西 Navi」での特集記事掲載

６月号より、ＪＲ西日本情報紙「西 Navi」においてキャンペーン情報の特集を盛り込み、

ＪＲ西日本エリアの主な駅で配布します。

（３）ホームページ

JR 西日本おでかけネット内に専用ページをオープンし、随時情報を更新して参ります。

＜JRおでかけネット内専用ページ＞

【Ｐ Ｃ】http://www.jr-odekake.net/navi/setouchi_cp/

【スマホ】http://www.jr-odekake.net/smt/navi/setouchi_cp/

（４）「マイ・フェイバリット瀬戸内」の開設

せとうちエリアの魅力ある観光情報を発信するおでかけ情報ツールとして、ＷＥＢマガジ

ン＆アプリ「マイ・フェイバリット瀬戸内」を開設します。詳細は後日お知らせいたします。

５．オープニングイベント（予定）

（１）開催日時

平成 28 年 7 月 9 日（土）10 日（日） 両日とも 11：00～16：00

（２）開催場所

大阪駅 時空の広場および南ゲート広場

（３）実施内容

・瀬戸内各エリアのゆるキャラ・観光レディ等による観光地案内・クイズ大会等

・瀬戸内エリアの物産販売



別紙

○ＪＲと宿泊がセットになった旅行プラン

主な旅行会社では、せとうちキャンペーンに合わせて、ＪＲと宿泊がセットになった瀬戸内エリアへ

の旅行プランを発売します。

また、ＪＲと宿泊がセットになった旅行プラン限定のオプションとして、キャンペーンエリアの周遊

に便利な「せとうちパス」も設定します。（設定のない旅行会社もあります。）

詳しくは主な旅行会社へお問い合わせください

※掲載のパンフレットは京阪神地区発の旅行プランです。

○旅行会社ＪＲセットプランで使えるおトクなきっぷ

※いずれも主な旅行会社での発売となります。

１ せとうち広島パス

せとうち広島自由周遊区間内のＪＲ、指定の船舶・路線バスが 3日間乗り放題！広島を中心とした瀬

戸内エリアを周遊したい方におすすめの着地フリーパス！

①発 売 期 間 平成 29 年 3 月 31 日（金）まで

②ご利用期間 平成 29 年 4 月 2 日（日）まで ※平成 29 年 3 月 31 日（金）ご利用開始分まで発売

③有 効 期 間３日間

④お ね だ ん 3,800 円、こども 1,900 円

⑤商 品 効 力 自由周遊区間内のＪＲ線（新幹線・快速・普通列車の普通車自由席）、指定の船舶

と路線バスに乗り降り自由

⑥そ の 他

詳しくは主な旅行会社でお問合せ下さい。

<せとうち広島自由周遊区間>

新岩国 福山 三原 新尾道 東広島 

広島 

呉 岩国 
尾道 

西条 

宮島口 

宮島 

広島港 

江田島（小用港） 生口島（瀬戸田港） 
鞆港 

江田島（三高港） 

可部 
下深川 

船舶 
JR（在来線） 
JR（新幹線） 

大門 

路線バス 

ご乗車いただける船舶・路線バス

～船舶～

・瀬戸内海汽船（宮島～呉航路※）※宮島～呉

航路は、平成 28年 7月～11 月の土休日のみ運

航（ただし、8 月 11 日は運休）

・瀬戸内海汽船・石崎汽船（広島港～呉航路）

・瀬戸内シーライン（広島港～江田島～呉航路、

広島港～宮島航路）

・JR 西日本宮島フェリー（宮島口～宮島航路）

・江田島汽船（広島港～三高港航路）

・瀬戸内クルージング（尾道～瀬戸田港航路、尾

道～鞆港航路※）※尾道～鞆港航路は、平成

28 年 11 月 20 日までの土休日のみ運航。

～路線バス～

・鞆鉄バス（福山駅～鞆港）



２ せとうち広島・愛媛パス

せとうち広島・愛媛自由周遊区間内のＪＲ、指定の船舶・路線バスが 4日間乗り放題！広島や愛媛を

中心とした瀬戸内エリアを周遊したい方におすすめの着地フリーパス！

①発 売 期 間 平成 29 年 3 月 31 日（金）まで

②ご利用期間 平成 29 年 4 月 3 日（月）まで ※平成 29 年 3 月 31 日（金）ご利用開始分まで発売

③有 効 期 間 ４日間

④お ね だ ん おとな 6,400 円、こども 3,200 円

⑤商 品 効 力 自由周遊区間内のＪＲ線（新幹線・特急・快速・普通列車の普通車自由席）、指定

の船舶と路線バスに乗り降り自由

⑥そ の 他 ＪＲ利用の旅行商品とセットで発売。

詳しくは主な旅行会社でお問合せ下さい。

<せとうち広島・愛媛自由周遊区間>

３ せとうち岡山・香川パス

せとうち岡山・香川自由周遊区間内のＪＲ、指定の船舶・路線バスが 3日間乗り放題！岡山や香川を

中心とした瀬戸内エリアを周遊したい方におすすめの着地フリーパス！

①発 売 期 間 平成 29 年 3 月 31 日（金）まで

②ご利用期間 平成 29 年 4 月 2 日（日）まで ※平成 29 年 3 月 31 日（金）ご利用開始分まで発売

③有 効 期 間 ３日間

④お ね だ ん おとな 2,800 円、こども 1,400 円

⑤商 品 効 力 自由周遊区間内のＪＲ線（快速・普通列車の普通車自由席）、指定の船舶と路線バ

スに乗り降り自由。※特急列車のご利用の際は、別途特急券が必要です。

⑥そ の 他 ＪＲ利用の旅行商品とセットで発売。

詳しくは主な旅行会社でお問合せ下さい。

<せとうち岡山・香川自由周遊区間>

新岩国 福山 三原 新尾道 東広島 

広島 

呉 岩国 
尾道 

西条 

宮島口 

宮島 

広島港 

江田島 
（小用港） 

生口島（瀬戸田港） 
鞆港 

松山観光港 

松山 
今治 

船舶 
路線バス 

JR（在来線） 
JR（新幹線） 

伊予大洲 

可部 
下深川 

大門 

江田島 
（三高港） 

児島 小豆島（土庄港）

岡山 

宇野 

屋島 
高松 

倉敷 

茶屋町 

観音寺 
多度津 

宇多津 

新岡山港 

船舶 
路線バス 
JR（在来線） 

琴平 

ご乗車いただける船舶・路線バス

・瀬戸内海汽船（宮島～呉航路※）※宮島～呉

航路は、平成28年7月～11月の土休日のみ運航

（ただし、8 月 11 日は運休）

・瀬戸内海汽船・石崎汽船（広島・呉～松山観光

港（フェリーのみ利用可））

・瀬戸内シーライン（広島港～江田島～呉航路、広

島港～宮島航路）

・JR 西日本宮島フェリー（宮島口～宮島航路）

・江田島汽船（広島港～三高港航路）

・瀬戸内クルージング（尾道～瀬戸田港航路、尾道

～鞆港航路※）※尾道～鞆港航路は、平成28年

11 月 20 日までの土休日のみ運航。

～路線バス～

・鞆鉄バス（福山駅～鞆港）

・高速バス「しまなみライナー」（今治駅～福山駅）※

瀬戸田PA、瀬戸田BS以外のバス停では、乗降車

に制限があります。

ご乗車いただける船舶・路線バス

～船舶～

・両備フェリー（新岡山港～小豆島（土庄港）航路）

・小豆島フェリー（高松港～小豆島（土庄港）航路）

～路線バス～

・岡電バス（岡山駅～新岡山港）



○おトクなきっぷ

１ せとうち広島フリーきっぷ (京阪神エリアで発売)

せとうち広島自由周遊区間までの往復新幹線普通車指定席※に、せとうち広島自由周遊区間内の
JR 線(新幹線・快速・普通列車の普通車自由席)と指定の船舶・路線バス３日間乗り放題がセットに
なった広島を中心とした瀬戸内エリアのご旅行に便利なきっぷです。２名様以上のグループでご利用
ください。
※「ゆき」の新幹線の指定席をご利用の際は、列車限定となります（1日のぞみ 10 本）。
※「ゆき」の新幹線の指定席のご利用は、発地の新幹線駅～広島駅または福山駅に限ります。

①発売期間 平成 28 年 6 月 1 日（水）～平成 28年 9 月 27 日(火)まで
※ご利用開始日の１ヶ月前から 3日前まで発売します。
※平成 28年 9月 30 日(金)ご利用開始分まで発売します。

②ご利用期間 平成 28 年 7 月 1 日（金）～10 月 2 日(日)までの連続する３日間

③おねだん(お一人様あたり)

※京都市内発の新幹線のご利用は、新大阪～せとうち広島自由周遊区間の新幹線駅に限ります。

④せとうち広島自由周遊区間

⑤発売箇所 出発地周辺のＪＲ西日本の主な駅のみどりの窓口および主な旅行会社、電話予約
⑥その他 発売・ご利用条件など詳しくは JRおでかけネットをご覧下さい。

新岩国 福山 三原 新尾道 東広島 

広島 

呉 岩国 
尾道 

西条 

宮島口 

宮島 

広島港 

江田島（小用港） 生口島（瀬戸田港） 
鞆港 

江田島（三高港） 

可部 
下深川 

船舶 
JR（在来線） 
JR（新幹線） 

大門 

路線バス 

発地 おとな こども

京都市内※ 19,000 円 9,500 円

大阪市内 18,500 円 9,250 円

神戸市内 18,000 円 9,000 円

ご乗車いただける船舶・路線バス

～船舶～

・瀬戸内海汽船（宮島～呉航路※）※宮島～呉

航路は、平成 28年 7月～11 月の土休日のみ運

航（ただし、8 月 11 日は運休）

・瀬戸内海汽船・石崎汽船（広島港～呉航路）

・瀬戸内シーライン（広島港～江田島～呉航路、

広島港～宮島航路）

・JR 西日本宮島フェリー（宮島口～宮島航路）

・江田島汽船（広島港～三高港航路）

・瀬戸内クルージング（尾道～瀬戸田港航路、尾

道～鞆港航路※）※尾道～鞆港航路は、平成

28 年 11 月 20 日までの土休日のみ運航。

～路線バス～

・鞆鉄バス（福山駅～鞆港）



２ せとうち広島・愛媛フリーきっぷ (京阪神エリアで発売)

せとうち広島・愛媛自由周遊区間までの往復新幹線普通車指定席※に、せとうち広島・愛媛自由周
遊区間内の JR線(新幹線・特急・快速・普通列車の普通車自由席)と指定の船舶・路線バス４日間乗
り放題がセットになった広島・愛媛を中心とした瀬戸内エリアのご旅行に便利なきっぷです。２名様
以上のグループでご利用ください。
※「ゆき」の新幹線の指定席をご利用の際は、列車限定となります（1日のぞみ 10 本）。
※「ゆき」の新幹線の指定席のご利用は、発地の新幹線駅～広島駅または福山駅に限ります。

①発売期間 平成 28 年 6 月 1 日（水）～平成 28年 9 月 27 日(火)まで
※ご利用開始日の１ヶ月前から 3日前まで発売します。
※平成 28年 9月 30 日(金)ご利用開始分まで発売します。

②ご利用期間 平成 28 年 7 月 1 日（金）～平成 28年 10 月 3日(月)までの連続する４日間

③おねだん(お一人様あたり)

※京都市内発の新幹線のご利用は、新大阪～せとうち広島・愛媛自由周遊区間の新幹線駅に限ります。

④せとうち広島・愛媛自由周遊区間

⑤発売箇所 出発地周辺のＪＲ西日本の主な駅のみどりの窓口および主な旅行会社、電話予約
⑥その他 発売・ご利用条件など詳しくは JRおでかけネットをご覧下さい。

新岩国 福山 三原 新尾道 東広島 

広島 

呉 岩国 
尾道 

西条 

宮島口 

宮島 

広島港 

江田島 
（小用港） 

生口島（瀬戸田港） 
鞆港 

松山観光港 

松山 
今治 

船舶 
路線バス 

JR（在来線） 
JR（新幹線） 

伊予大洲 

可部 
下深川 

大門 

江田島 
（三高港） 

発地 おとな こども

京都市内※ 20,000 円 10,000 円

大阪市内 19,500 円 9,750 円

神戸市内 19,000 円 9,500 円

ご乗車いただける船舶・路線バス

・瀬戸内海汽船（宮島～呉航路※）※宮島～呉

航路は、平成28年7月～11月の土休日のみ運航

（ただし、8 月 11 日は運休）

・瀬戸内海汽船・石崎汽船（広島・呉～松山観光

港（フェリーのみ利用可））

・瀬戸内シーライン（広島港～江田島～呉航路、広

島港～宮島航路）

・JR 西日本宮島フェリー（宮島口～宮島航路）

・江田島汽船（広島港～三高港航路）

・瀬戸内クルージング（尾道～瀬戸田港航路、尾道

～鞆港航路※）※尾道～鞆港航路は、平成28年

11 月 20 日までの土休日のみ運航。

～路線バス～

・鞆鉄バス（福山駅～鞆港）

・高速バス「しまなみライナー」（今治駅～福山駅）※

瀬戸田PA、瀬戸田BS以外のバス停では、乗降車

に制限があります。



３ せとうち岡山・香川フリーきっぷ (京阪神エリアで発売)

せとうち岡山・香川自由周遊区間までの往復新幹線普通車指定席※に、せとうち岡山・香川自由周
遊区間内の JR線(快速・普通列車の普通車自由席)と指定の船舶・路線バス３日間乗り放題がセット
になった岡山・香川を中心とした瀬戸内エリアのご旅行に便利なきっぷです。２名様以上のグループ
でご利用ください。
※「ゆき」の新幹線の指定席をご利用の際は、列車限定となります（1日のぞみ 10 本）。

①発売期間 平成 28 年 6 月 1 日（水）～平成 28年 9 月 27 日(火)まで
※ご利用開始日の１ヶ月前から 3日前まで発売します。
※平成 28年 9月 30 日(金)ご利用開始分まで発売します。

②ご利用期間 平成 28 年 7 月 1 日（金）～平成 28年 10 月 2日(日)までの連続する３日間

③おねだん(お一人様あたり)

※京都市内発の新幹線のご利用は、新大阪～岡山駅間に限ります。

④せとうち岡山・香川自由周遊区間

※ＪＲ線の特急列車のご利用の際は、別途特急券が必要です。

⑤発売箇所 出発地周辺のＪＲ西日本の主な駅のみどりの窓口および主な旅行会社、電話予約
⑥その他 発売・ご利用条件など詳しくは JRおでかけネットをご覧下さい。

児島 小豆島（土庄港）

岡山 

宇野 

屋島 
高松 

倉敷 

茶屋町 

観音寺 
多度津 

宇多津 

新岡山港 

船舶 
路線バス 
JR（在来線） 

琴平 

発地 おとな こども

京都市内※ 10,500 円 5,250 円

大阪市内 10,000 円 5,000 円

神戸市内 9,500 円 4,750 円

ご乗車いただける船舶・路線バス

～船舶～

・両備フェリー（新岡山港～小豆島（土庄港）航路）

・小豆島フェリー（高松港～小豆島（土庄港）航路）

～路線バス～

・岡電バス（岡山駅～新岡山港）


