
Island  remains intact.

らの瀬戸内海グルリ360度の大パノラマは格別です。

かけている“心”をタイムカプセルにおさめ残しています。

自然の美しさと人情を守ってきたのです。

ず気持ちいいのです。

　２０分たてばそこは昔の広島が残るタイムスリップの世界です。

運　賃　表 　［片道運賃］

■To Ninoshima ■To Hiroshima ■一般運賃 ■車両運賃

広島発 学園着発 似島着 似島発 学園着発 広島着 大　 人 Adult 450円 運　　賃

From Gakuen Ninoshima From Gakuen Hiroshima 小 　人 Child 220円 1,350円

Hiroshima Arrival Arrival Ninoshima Arrival Arrival 自転車 Bicycle 160円 1,750円

   6:30 →   6:50 1    6:00 →   6:20 バイク （125㏄まで） 310円 2,450円

   7:30 →   7:50 2    7:00 →   7:20 　 〃  （125～750㏄まで） 460円 3,450円

   8:30 →   8:50 3    8:00 →   8:20 600円 4,450円

①  9:30 9:50 10:05 4    9:00 →    9:20 5,450円

 11:00 → 11:20 5  10:15 → 10:35 ■旅客回数券（大人のみ） 6,100円

②12:30 → 12:50 6  11:30 → 11:50 4,500円 6,700円

③14:00 → 14:20 7 ②13:00 13:20 13:40 7,300円

 15:30 → 15:50 8 ③14:30 14:50 15:10 ■団体料金（大・小計15人以上） 7,900円

 16:30 → 16:50 9  16:00 → 16:20 4１0円

 17:30 → 17:50 10  17:00 → 17:20 200円

 18:30 → 18:50 11  18:00 → 18:20 学生団体（中学～大学） 3２0円

 19:30 → 19:50 12  19:00 → 19:20 11枚綴り (計算上)１割引

 20:30 → 20:50 13  20:00 → 20:20 ■障害者割引　(介護者を含む) 30枚綴り ２割引

※印は学園前に寄港する便ですが、下記のようなコースと発着時間となります。 220円 60枚綴り ３割引

  ①広島発9:30→学園着9：47(3分)－学園発9:50→似島港着10:07
※第１種身体障がい者・第１種知的障がい者・１級精神障がい者・その介護者は通常運賃の5割引(※小人は適用不可)。

  ②広島発12：30→似島港着12:50(10分)－似島港発13:00→学園着13:17(3分)

　  →学園発13:20→広島港着13:40 ６ヵ月

  ③広島発14:00→似島港着14:20(10分)－似島港発14:30→学園着14:47(3分) 84,240円

　  →学園発14:50→広島港着15:10 (通学生) 22,970円

［お車のお客様へ］ ( 　〃　 ) 29,160円

  ①学園着発の9:50便でのお車は、下船のみです。(10:15便にご乗船下さい) ( 　〃　 ) 46,980円

  ②12:30便 ③14:00便にご乗船の車は、似島港ですべて下船していただきます。 ( 　〃　 ) 53,460円

31,110円

■ご予約・お問い合わせ先 (フェリー直通ﾀﾞｲﾔﾙ)  090-3744-9039 (125cc以下) 60,270円

(750cc未満) 89,430円

あればいいのです。もちろん釣り糸をたれるもよし、貝掘りも、山登りも

［A one-way fare］Fare

－Please buy ticket when boarding ferry from staff－

一 般 定 期 15,660円 44,550円

28,350円

小 学 生

［船名：第十こふじ］

Ferry Boat Schedule

便
数

５ｍ 〃

小   人   （小学生）

回
数
券第１種またはＡ (下記に詳細)

 ３ｍ未満

 ４ｍ 〃 

 About 20 Minutes

(2019年10月1日改定)

高 校 生 8,910円 25,110円

大 学 生

乗船時、会計担当者に直接お申し出下さい。

二 輪 自 動 車 16,560円 47,200円

自 転 車 5,760円 16,420円

原 付 自 転 車 11,160円 31,810円

定 期 券 購 入 方 法

８ｍ 〃

９ｍ 〃

10ｍ 〃 

9,990円

4,100円 11,880円

中 学 生 5,400円 15,390円

※券売機で往復券を買えば

　　100円安くなります。

Kofuji is the most popular. The sight of the Seto Inland Sea from

seasons enjoyed by the local citizens and visitors a like.

－ 片道約２０分 －

フェリー時刻表　

Ninoshima is often called “Ａ Peaceful Resort Island”

There are modest inns and a few sites and war-

time structures on Ninoshima, but the beauty of the

Ninoshima has several small mountains, one of which Mt.Aki-no-

the top of the mountain is truly beautiful beyond description.

Blue seas and green mountains are quiet indicators of the changing

There are no traffic signals on this Island and time passes leisurely

People have traditionally cherished a warm-hearted hospitality which

the people living in urban centers seem to have forgotton in their

hectic everyday life. You can enjoy all kinds of recreation and the

richness of nature here by fishing, rowing, shellfish gathering, hiking

and sampling the local foods, such as edible wild plants, fresh

seafood, and so forth. The only means of public transportation is

relatively unchanged over the years.

relaxing trip. The ferry will take you to a party of Hiroshima’s Past,

mainland. The ride is twenty minutes of scenic beauty, a short

as if people were living in an old village of the“50”s.

by Hiroshima citizens.

a ferryboat as there is no bridge between Ninoshima and the

Ninoshimakisen 
Co.,Ltd.似 島 汽 船 ㈱

  ※これは、似島港で広島行きの車を乗せるため入れ替えが出来ないからです。

■定期券 (発売期間:毎月1日～5日まで。※1・4・5月は10日まで)

いさつが返ってきます。似島は都会の雑踏の中で生きる人々が忘れ

似島を「心のリゾートアイランド」だと主張する訳は、似島には人情が

生き続け、いつまで見ても見あきない自然が壊されずに残されている

からです。必要なのは、美しいい自然を前に語り合うベンチがひとつ

山菜採りも…自然の幸も豊富です。

瀬戸内海に浮かぶ似島には橋は架かっていません。この不便さが

似島へはフェリーに乗り海を渡ります。この海路20分がなんともいえ

長　　さ

大　人

大人回数券11枚綴り

６ｍ 〃

３ヵ月１ヵ月種　　　　　別

11ｍ 〃 

12ｍ 〃 

※運転者のみ無料　　

   〃  （750㏄以上） ７ｍ 〃

似島は広島市民の「心のリゾートアイランド」だ

と考えます。 似島にはリゾートホテルもゴルフ場

場もありません。 自然がそのまま残され、青い

海と緑の山が四季折々に姿を変え、広島市民

に安らぎと季節の移り変わりを知らせています。

東西に延びる稜線が美しい「安芸小富士(あきのこふじ)」は、似島

の代名詞として広く知られているところです。特に、安芸小富士山か

島内には信号は一つもなく時間はゆったりと過ぎ、昭和50年代の街

並は軒の下に人情を受け継ぎ、街を歩けば気軽に言葉がかわされあ


