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瀬戸内を満喫
大和のふるさと＆瀬戸内で
遊！食！癒！海なみドライブ

東広島営業所発

レール&レンタカーなら列車と駅レンタカーがセットでお得！
JR 乗車券が 20%割引　JR 特急券が 10%割引　駅レンタカー同乗者全員がお得！

※一部割引とならない期間・列車・設備がございます。

知っトク情報 東広島駅へは JRで GO!

駅レンタカー東広島営業所
住　　所：〒739-0026 広島県東広島市三永 1丁目 4番 8
電話番号：082-426-2249　営業時間：8:00～20:00

https://www.ekiren.com/  

駅レンタカー
西日本HPまで

詳しくは！

駅レンタカー西日本 検索

2 大和ミュージアム大和ミュージアム
やまとみゅーじあむ

大和ミュージアムのすぐ横にある海の見え
るカフェ。海事カレーや呉の食材を使った料
理を楽しめます。
目の前には様々
な船が行きかう
呉の港をみる
ことができ
ます。

日本でここだけ！塩田熟成牡蠣が食べられる
レストラン。塩田跡の養殖池(クレール)で育
てられた牡蠣『ク
レ ー ル オイス
ター』。海で育つ
牡蠣より甘くマイ
ルドな味わい
が特徴。

シーカヤックツーリングが体験できます。
インストラクターの方が親切に教えてくれ
るので初心者の
方でも安心。

日本で唯一実物の潜水艦
が展示されており、内部を
見学することができます。

呉で造船された世界
一の戦艦「大和」を忠
実に再現した10分の
1サイズの模型をは
じめ零戦や人間魚雷
「回天」などの貴重な
実物資料が屋内外に
展示されています。

4 SEASIDE CAFE BEACON
しーさいどかふぇびーこん

カフェ　ルエッティ
かふぇ　るえってぃ

5 6 FARM SUZUKI FARMER'S KITCHEN
ふぁーむすずき　ふぁーまーず　きっちん

9 きのえ温泉　ホテル清風館
きのえおんせん　ほてるせいふうかん

10 駅レンタカー
東広島営業所

7 秀ちゃん農園
ひでちゃんのうえん

えきれんたかー
ひがしひろしまえいぎょうしょ

3
かいじょうじえいたいくれしりょうかん　てつのくじらかん

広島県東広島市から呉市、とびしま海道、大崎上島を巡るプラン。東広島～呉間は「東広島呉道」でアクセス
も便利です。瀬戸内海の美しい景色を見ながらのドライブコースを紹介します。

8 大崎上島シーカヤック
おおさきかみじましーかやっく

まずは出発手続きまずは出発手続き
瀬戸内の海と空の間にあ
るホテル。
全室から海を臨むことが
でき、ゆったりした「島時
間」を満喫できます。
今回は、日帰り温泉の利
用でしたが1番のおすす
めはやはり宿泊。

コテージ梶ヶ浜（宿泊）
こてーじかじがはま
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今回宿泊したのは農漁村の昔ながらの生
活を体験できる古民家風のコテージ。囲
炉裏やかまどな
ど普段は味わう
ことのできない
体験ができま
す。

文字通り本州最南端の「潮岬」では、太平洋の大海
原に180度広がる水平線が地球の大きさ・丸さを
実感させてくれます。

みかんの収穫体験

大和ミュージアム

海上自衛隊呉史料館　てつのくじら館

FARM SUZUKI FARMER'S KITCHEN

秀ちゃん農園

大崎上島シーカヤック

0846-64-3949

広島県呉市宝町5-20

0823-21-6111

0823-70-8151

広島県呉市宝町 5-32

0823-25-3017

090-3889-1539

広島県豊田郡大崎上町東野垂水37-2　※完全予約制 0846-65-3911

広島県豊田郡大崎上町中野 1891

広島豊田郡大崎上島町大串

きのえ温泉　ホテル清風館 0846-62-0555広島県豊田郡大崎上町沖浦1900
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広島県呉市下蒲刈町839-16コテージ梶ヶ浜（宿泊）

0823-23-6000SEASIDE CAFE BEACON 広島県呉市宝町 5-20

ーまるやカフェ 広島県呉市下蒲刈町2229-9

いってきまーす

ＪＲ東広島駅 正面出口を出て
右へ３０ｍのところにあります。

10分の 1戦艦「大和」

細部まで精巧に作られている姿は圧巻！！

お土産も充実

波に揺られてバラ
ンスを

とるのが難しかっ
たけど

自分でこいで海を
進む

感覚は楽しかった
です♪

護衛艦さみだれカレー

生ハムをのせて

島中のお土産が揃っています

神峰山や瀬戸内海、四国まで
見渡せる絶景スポット旅

の
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り
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海上自衛隊呉史料館てつのくじら館

ぜひ立ち寄りたい！下蒲刈おすすめのスポット
しもかまがり

まるやカフェ  1 階

ソファーやお座敷、
キッズスペースもあ
るので小さなお子さ
んがいる方にもおす
すめ！

ホリスティックサロン mokupuni
ほりすてぃっくさろん　もくぷに

まるやカフェ  2 階

古代ハワイでは民間療法
としても用いられていた
ロミロミ。家々によって施
術方法は異なり代々受け
継がれてきたそうです。

大崎上島ガラス工房　Marble
おおさきかみじまがらすこうぼう　まーぶる

ぜひ立ち寄りたい！大崎上島おすすめのスポット

ショップに飾られているガラス
アクセサリーはすべて工房で製
作されたオリジナル。大崎上島
の自然をモチーフにした色のガ
ラスで作成されたアクセサリー
など旅の素敵な思い出に。

木江ふれあい郷土資料館
きのえふれあいきょうどしりょうかん

船の形をした珍しい資料館。
大崎上島木江地区の歴史や
文化、島の一大産業だったマ
キハダ工場の再現も。瀬戸内
の船の歴史を体感できる資
料館です。

おおさきかみじま

080-6324-7139大崎上島ガラス工房　Marble 広島県豊田郡大崎上町明石2411-3明石ストア2F
    0846-62-0555

（きのえ温泉ホテル清風館）木江ふれあい郷土資料館 広島県豊田郡大崎上町沖浦1911

ガラスフュージング
アクセサリー作り体験
もできます♪＊要予約

船の形をした
珍しい資料館

ただい
ま～っ

！

2 日目

1日目

①東広島営業所  →  ②大和ミュージアム  →  ③てつのくじら館
④シーサイドカフェ　ビーコン  →  　ぜひ立ち寄りたい！下蒲刈おすすめのスポット
⑤コテージ梶ヶ浜（泊）

　 小長港  →  　 明石港  →  ⑥ファームスズキ ファーマーズ キッチン  →  ⑦秀ちゃん農園
⑧大崎上島シーカヤック  →  　ぜひ立ち寄りたい！大崎上島おすすめのスポット
⑨ホテル清風館  →  　 大西港  →  　 安芸津港  →  ⑩東広島営業所

コース内容

1 日目

2 日目

⑥
⑧大崎上島シーカヤック
⑨ホテル清風館 ⑩東広島営業所

⑦秀ちゃん農園

① ② ③
④
⑤

Google Map


