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広島港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

牡蠣・かき小屋  
  

日本一の生産量を誇る広島の牡蠣は大きな身と濃厚な味わいが特徴。焼き牡蠣，牡蠣フライ，牡蠣飯など多彩な食べ方をお

楽しみいただけます。「かき小屋」では，瀬戸内海の豊富な栄養で育った獲れたて新鮮な牡蠣を炭火で焼いてお楽しみいた

だけます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒734-0011 広島市南区宇品海岸一丁目 広島みなと公園内  

アクセス 港より徒歩 20分(1.5km) 

季節 10月下旬～3月下旬（年により変動あり） 

関連リンク 

ひろしまオイスターロード～牡蠣（カキ）海道～ 
http://www.hiroshima-oyster.com/area/ 
かき（広島広域観光情報サイト「ひろたび」） 
https://www.hiroshima-navi.or.jp/gourmet/ingredient/seafoo
d.html 

お問合せ【（一社）広島県観光連盟】 

電話番号: 082-221-6516 l メールアドレス: info@kanko-hiroshima.or.jp 

ホームページ:http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/ 

 

広島お好み焼  
  

広島のソウルフード。水に溶いた小麦粉を鉄板で焼き、ネギなどをのせた戦前の子どものおやつがルーツ。戦後は、米が手

に入らない時期の食料として重宝され、復興が進む中、キャベツやめん、卵など具材も増えて、現在のスタイルになりまし

た。また、店舗数は広島市内に約 900 軒もあります。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

広島お好み焼（広島広域観光情報サイト「ひろたび」） 
https://www.hiroshima-navi.or.jp/gourmet/cooking/okonomiya
ki.html 
広島お好み焼（ひろしま観光ナビ） 
https://www.hiroshima-kankou.com/gourmet/okonomiyaki/top 

お問合せ【（一社）広島県観光連盟】 

電話番号: 082-221-6516 l メールアドレス: info@kanko-hiroshima.or.jp 

ホームページ:http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/ 

 

あなご飯  
  

しょうゆとみりんで甘く味つけたあなごの蒲焼きをご飯の上にのせたあなご飯。あなごを焼いているときの香ばしい香りが

食欲をそそります。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
宮島のあなご（ひろしま観光ナビ） 
https://www.hiroshima-kankou.com/gourmet/seafood/anago 

お問合せ【（一社）広島県観光連盟】 

電話番号: 082-221-6516 l メールアドレス: info@kanko-hiroshima.or.jp 

ホームページ:http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/ 

http://www.hiroshima-oyster.com/area/
https://www.hiroshima-navi.or.jp/gourmet/ingredient/seafood.html
https://www.hiroshima-navi.or.jp/gourmet/ingredient/seafood.html
http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/
https://www.hiroshima-navi.or.jp/gourmet/cooking/okonomiyaki.html
https://www.hiroshima-navi.or.jp/gourmet/cooking/okonomiyaki.html
https://www.hiroshima-kankou.com/gourmet/okonomiyaki/top
http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/
https://www.hiroshima-kankou.com/gourmet/seafood/anago
http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@34.3554469,132.4590036,17z
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広島港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

広島本通商店街  
  

広島本通商店街は中・四国地域を代表する広域型商店街で、一般に「本通り」という呼称で親しまれています。広島市中心

部に位置し、東西約 577mの直線型のショッピングアーケードです。周辺には路面電車、バス等の交通機関が充実して大変

便利が良く、デパート・家電量販店等と共存して発展を遂げています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒730-0035広島市中区本通  

アクセス 
個人:電車で路面電車（広島電鉄）「本通」下車すぐ(港より
5.5ｋｍ) 

季節 通年 

関連リンク 

広島本通商店街（広島広域観光情報サイト「ひろたび」） 
https://www.hiroshima-navi.or.jp/post/006656.html 
広島本通商店街 
http://www.hondori.or.jp/ 
 

お問合せ【（一社）広島県観光連盟】 

電話番号: 082-221-6516 l メールアドレス: info@kanko-hiroshima.or.jp 

ホームページ:http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/ 

 

熊野筆  
  

熊野町は日本一の筆の産地。全国の 8 割を生産しています。特に化粧筆は，一流メイクアップアーティストやハリウッド女

優にも愛用され世界的にも人気です。筆の里工房では，筆の歴史の紹介や伝統工芸士による筆づくりの実演があるほか，館

内のショップでは町内メーカーの書筆・化粧筆を試しながら選べます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒731-4293安芸郡熊野町中溝 5-17-1  

アクセス ツアー:港より車で 45分(19.5km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

3台 

関連リンク 

熊野筆（ひろしま観光ナビ） 
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/1047 
筆の里工房 
http://www.fude.or.jp/j/main_content.html 

お問合せ【（一社）広島県観光連盟】 

電話番号: 082-221-6516 l メールアドレス: info@kanko-hiroshima.or.jp 

ホームページ:http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/ 

 

原爆ドーム（平和記念公園）  
  

1915 年に広島県内の物産品の展示・販売をする施設として建てられました。1945 年 8月 6 日午前 8 時 15 分、人類史上最

初の原子爆弾が炸裂したのは、原爆ドームから南東約 160 メートル、高度約 600 メートルのところです。核兵器の惨禍を

今に伝える建築物として、1996 年 12 月、世界遺産に登録されました。 

  
 

 

所在地・開催地 〒730-0051広島市中区大手町 1丁目 10  

アクセス 
個人:電車で路面電車（広島電鉄）「原爆ドーム前」下車す

ぐ(港より 6.0km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

56台 

関連リンク 

原爆ドーム（広島広域観光情報サイト「ひろたび」） 
https://www.hiroshima-navi.or.jp/post/006276.html 
原爆ドーム（広島市ホームページ） 
http://www.city.hiroshima.lg.jp/toshiseibi/dome/index.html 

お問合せ【（一社）広島県観光連盟】 

電話番号: 082-221-6516 l メールアドレス: info@kanko-hiroshima.or.jp 

ホームページ:http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/ 

https://www.hiroshima-navi.or.jp/post/006656.html
http://www.hondori.or.jp/
http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/1047
http://www.fude.or.jp/j/main_content.html
http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/
https://www.hiroshima-navi.or.jp/post/006276.html
http://www.city.hiroshima.lg.jp/toshiseibi/dome/index.html
http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@34.3933649,132.4568796,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.3429742,132.5753259,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.3953124,132.4535530,17z
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広島港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

おりづるタワー  
  

2016年 9 月にオープンした複合施設。屋上階は原爆ドーム（Atomic Bomb Dome）など広島市内が一望できる「ひろしま

の丘」（Hiroshima Hill）があり好天に恵まれれば宮島（Miyajima）も見え，世界遺産を 2 ヵ所同時に眺めることができます。

他にも広島（Hiroshima）のお土産や工芸品を取り扱う物産館や地元食材やメニューにこだわったカフェも併設。広島の中

心地にできた新スポットです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒730-0051 広島市中区大手町一丁目 2番 1号 

アクセス 
個人:電車で路面電車（広島電鉄）「原爆ドーム前」下車す
ぐ(港より 6.0km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

最大 47台 

関連リンク 
おりづるタワー 
http://www.orizurutower.jp/ 
 

お問合せ【（一社）広島県観光連盟】 

電話番号: 082-221-6516 l メールアドレス: info@kanko-hiroshima.or.jp 

ホームページ:http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/  

 

縮景園  
  

1620 年広島藩主浅野家の別邸の庭園として築庭された日本庭園で，中国杭州の西湖を模して作られたといわれています。

中央の池に大小の島を，周囲に山・渓谷などを配置し散策道で見て回ることができます。 

  
  

所在地・開催地 〒730-0014広島市中区上幟町 2-11  

アクセス 
ツアー:港より車で 20分(7.0km) 

個人:電車で路面電車（広島電鉄）「縮景園前」下車すぐ 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

最大 6台 

関連リンク 
名勝－縮景園 
http://shukkeien.jp/ 

お問合せ【（一社）広島県観光連盟】 

電話番号: 082-221-6516 l メールアドレス: info@kanko-hiroshima.or.jp 

ホームページ:http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/ 

 

広島城  
  

武将・毛利輝元が 1589 年に築城した広島城。天守閣は原爆投下で倒壊しましたが、1958年に再建され、歴史博物館となっ

ています。城内では、刀や鎧などを身に着けて記念写真の撮影もできます。また、日曜日には、450 年の時空を超えて現代

の広島城に蘇った安芸ひろしま武将隊による演舞を楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒730-0011広島市中区基町 21-1  

アクセス 
個人:電車で路面電車（広島電鉄）「紙屋町東」下車徒歩 15

分(港より 6.5km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

60台 

関連リンク 

広島城天守閣（広島広域観光情報サイト「ひろたび」） 

https://www.hiroshima-navi.or.jp/post/005918.html 

安芸ひろしま武将隊オフィシャルサイト 

http://hiroshima-samurai.jp/ 

お問合せ【（一社）広島県観光連盟】 

電話番号: 082-221-6516 l メールアドレス: info@kanko-hiroshima.or.jp 

ホームページ:http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/ 

http://www.orizurutower.jp/
http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/
http://shukkeien.jp/
http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/
https://www.hiroshima-navi.or.jp/post/005918.html
http://hiroshima-samurai.jp/
http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@34.4001992,132.4675002,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.401506,132.459625,17z
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広島港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

世界平和記念聖堂  
  

原爆で犠牲になった人々の慰霊のために、1954 年に建てられたカトリック聖堂。壁面には被爆地の土で焼いたレンガを積

み重ね、戦争の記憶を刻んでいます。2006 年に、戦後の建築物として初めて、平和記念資料館とともに重要文化財に指定

されました。 

  
 

 

所在地・開催地 〒730-0016広島市中区幟町 4-42  

アクセス 
個人:電車で路面電車（広島電鉄）「銀山町」下車徒歩 5分(港
より 5.2km) 

季節 通年 

関連リンク 

世界平和記念聖堂（広島広域観光情報サイト「ひろたび」） 
https://www.hiroshima-navi.or.jp/post/005957.html 
世界平和記念聖堂 
http://noboricho.catholic.hiroshima.jp/ 
 

お問合せ【（一社）広島県観光連盟】 

電話番号: 082-221-6516 l メールアドレス: info@kanko-hiroshima.or.jp 

ホームページ:http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/ 

 

宮島・嚴島神社 

 

  

宮島は太古の時代から原始林におおわれた弥山を主峰とする姿に，島そのものが神として信仰されてきました。海を敷地に

した大胆・ユニークな建物と前面の海，背後の原始林が世界文化遺産に登録されています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒739-0588 廿日市市宮島町 

アクセス 
個人：路面電車（広島電鉄）「広電宮島口」からフェリー15

分（港から 27km） 

季節 通年 

関連リンク 

宮島観光公式サイト（廿日市市観光課） 
http://www.miyajima-wch.jp/ 
一般社団法人宮島観光協会 
http://www.miyajima.or.jp/ 
 

お問合せ【（一社）広島県観光連盟】 

電話番号: 082-221-6516 l メールアドレス: info@kanko-hiroshima.or.jp 

ホームページ:http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/ 

 

神楽  
  

神楽は，華やかに装飾された着物と表情豊かなお面をつけた役者が，太鼓や笛などの楽器に合わせて歌い，舞う伝統芸能。

古来から，神楽を地域の神々に捧げることで，豊作や豊漁，健康を願ってきました。 

  
  

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

広島神楽（広島広域観光情報サイト「ひろたび」） 
https://www.hiroshima-navi.or.jp/special/kagura/ 
広島神楽（ひろしま観光ナビ」） 
https://www.hiroshima-kankou.com/feature/kagura/top 

お問合せ【（一社）広島県観光連盟】 

電話番号: 082-221-6516 l メールアドレス: info@kanko-hiroshima.or.jp 

ホームページ:http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/ 

 

https://www.hiroshima-navi.or.jp/post/005957.html
http://noboricho.catholic.hiroshima.jp/
http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/
http://www.miyajima-wch.jp/
http://www.miyajima.or.jp/
http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/
https://www.hiroshima-navi.or.jp/special/kagura/
https://www.hiroshima-kankou.com/feature/kagura/top
http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@34.3955784,132.4678432,17z
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広島港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

世界遺産航路  
  

広島県内にある 2 つの世界遺産「原爆ドーム」と「嚴島神社（宮島）」を片道 45 分で結ぶ海上交通船です。川から海へと移

り変わる風景とともに、2 つの世界遺産と、「水の都ひろしま」をお楽しみください。 

  
 

 

所在地・開催地 〒730-0051広島市中区大手町 1丁目 9  

アクセス 
個人:電車で路面電車（広島電鉄）「原爆ドーム前」下車徒
歩 2分(港より 5.4km) 

季節 通年 

関連リンク 

世界遺産航路（広島広域観光情報サイト「ひろたび」） 

https://www.hiroshima-navi.or.jp/post/006296.html 

世界遺産航路（アクアネット広島ホームページ） 
http://www.aqua-net-h.co.jp/ 
 

お問合せ【（一社）広島県観光連盟】 

電話番号: 082-221-6516 l メールアドレス:info@kanko-hiroshima.or.jp 

ホームページ:http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/ 

 

 

 

 

 

https://www.hiroshima-navi.or.jp/post/006296.html
http://www.aqua-net-h.co.jp/
http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@34.3938781,132.4540684,17z

