
本項の写真の紹介
小豆島行きフェリーより

鳴門大橋 瀬戸大橋
倉敷美観地区 JR宮島フェリー しまなみ海道

宮島ロープウェー山頂駅より

広島から感じる瀬戸内の旅 広島から感じる瀬戸内の旅 
太古より製塩・造船・漁業・柑橘栽培で隆盛を極め 

更には日本と大陸を結ぶ主要航路であった瀬戸内海。 

 

東西約450㎞ 南北約50㎞ 本州・四国・九州に囲ま

れたこの小さな海には７２０を超える大小様々な島が点

在し それらを取り囲む瀬戸内沿岸地域には今尚独自

の歴史と文化が受継がれています。 

 

洋の東西を問わず海流と風は異文化を運び融合する

媒体の役目を果たしてきました。日本でもこの瀬戸内海

の穏やかな潮流が遥か異国の文化を受け入れ、また

多くの使者を大陸に送り出しました。 

 

瀬戸内は異文化を受け入れ協調させる最適の 

場所であると考えています。 

 

小さな湖の様に見える瀬戸内海 その周辺には様々な

魅力を感じて頂ける場所が数多く息づいています。 

平和 広 街 広島   



飛行機でのご移動 新幹線でのご移動

羽田空港 ９０分 東京駅 ４時間

新千歳空港 １２０分 広島空港 京都駅 １時間４０分 広島駅

那覇空港 １２０分 新大阪駅 １時間３０分

博多駅 １時間１５分

   New Chitose Airport  

Fukuoka 

Tokyo 

Kyoto 

Osaka 

Hiroshima 

Matsuyama 

平和を広める街 広島を  

もっと好きになって頂きたい 

交通のご案内 

錦帯橋 

 日本三景の一つ厳島神社（宮島）と原爆ドームという二つの世界遺産がある広島 

ここには歴史と共に多くの願いと祈りがあります。 それはユネスコ平和憲章にも謳われて

いる「人々の心の中に平和の砦を築く」ことに寄与したいという熱い思いです。 

  

 原子爆弾投下後に「広島では今後4分の３世紀の間は草木も生えない」と報道さ

れたその年の夏 廃墟の中現在の広島市の花“キョウチクトウ”が花を咲かせ人々を驚

かせました。 自然の力に後押しされ惨劇の中から立ち上がった市民の手により、又 世

界中の多くの方々からの温かいご支援により現在では川の流れに緑の映える美しい街

に復興・発展しました。 

 

 私共 つばめ交通はその歴史の流れと現在の美しい広島を皆様に直接肌で感じて

頂きたい 微力ながら世界平和に貢献したいとの思いで「一人でも多くの人に広島を好

きになって頂く」という営業理念を掲げております。  

 

 どうか広島をお訪ねになって下さい そして 広島を好きになって頂ければ幸甚です。 

 

つばめ交通 株式会社 
代表取締役   山内 恭輔 



世界唯一の木造アーチ橋

清酒 酒蔵 酒造りの街 

西条 西条 

錦帯橋 錦帯橋 

呉 呉 



呉港 艦船巡り しまなみサイクリング

トレッキング

瀬戸内の景観

茶道体験

造船技術の街

近隣地域での数々のアクティビティ

呉 呉 



 厳島神社と共に世界遺産登録されている標高530ｍの弥山へは代表的な３つのトレッキン
グコースと より気軽に山頂にアクセスできるロープウェイが設置されています。

⑤ 原爆ドーム
 １９１５年建設の旧”広島県産業奨励館” チェコの建築家 ヤン・レッツェル氏
によるデザイン 爆心地近くにありながらも奇跡的に全壊を免れ現在は「原爆
ドーム」として被爆当時の姿を今に残す。

　宮 島

平均滞在時間 ３～６時間

 １２世紀に平清盛が建築した厳島神社を中心として神社 ・ 仏閣が残る周囲３０㎞の島。本
土からの橋は無く船で１０分の島内には約5００頭の野生の鹿が生息 鹿と共に記念写真も
楽しめる。広島市内から西へ約３０㎞、原子爆弾の被害を受けること無く平安時代、江戸時
代の貴重な建物が残る。

      広島の２つの世界遺産

　平和記念公園 平均滞在時間 ２．５時間

③
国立広島原爆死没者
追悼平和祈念館

館内には原爆死没者の遺影、手記体験談の証言ビデオの視聴、原爆関連図
書の閲覧が可能。祈念館建設時に切り出した地盤を展示し、中世～現代まで
の土壌の中に被爆時の炭化した地層が変化が見れる。

④ 原爆の子の像
 ２歳の時に被爆し、その10年後に急性白血病を発症し12歳で亡くなった佐々
木貞子さんをモチーフに建立、原爆で亡くなった子供達の霊を慰める慰霊碑。

 かつて広島市中心部であった中島地区に戦後世界の恒久平和を願い造営された公園。
公園内には下に挙げる核施設や多くの慰霊碑を建立。

① 平和記念資料館

 １９５５年開館した建物は２００６年に国の重要文化財に指定２０１９年４月末
にリニューアルオープン、被爆者の遺品・被爆前後の町の様子を撮影した
数々の写真。現在の世界の非核化に関する取り組み等を展示。

② 原爆死没者慰霊碑
 建築家 丹下健三氏 設計による慰霊碑。古代日本の住居がモチーフ、下部
の石棺には国籍を問わず原爆の犠牲となった方々のお名前が納められる。

ロープウェイ山頂駅からの瀬戸内海の眺



鞆の浦 江戸時代瀬戸内を行交う船の寄港地として栄えた町
日本に唯一現存する江戸時代の港湾施設の遺構が見学できる

倉敷 美観地区 江戸幕府の天領、米をはじめとした物資の集積地として栄えた街
倉敷川に沿った土蔵や商家の屋敷が美しい

直　島 周囲16㎞の小さな島を現代美術の発信拠点として観光整備
安藤忠雄・草間彌生氏ら現代建築 アートを代表する作家の作品が並ぶ

神　戸 東西に長い海に山が迫る独特の景観と沿岸の海が大型船停泊に十分な深さを持ち
外洋から日本へのハブ港として栄える街

鳴　門 世界三大潮流の1つに数えられる渦潮を橋に設けられた歩道や遊覧船を使い真近に
見学出来る

瀬戸大橋 自動車道と鉄道を持つ「鉄道道路併用橋」としては世界最長の橋としてギネス認定
海面より65m上空を走る自動車道からは瀬戸内の絶景が楽しめる

しまなみ海道 世界７大サイクリングロードの１つ自動車道に併設されたサイクリングロードで
瀬戸の多島美を満喫

松　山 松山城を中心とした旧城下町 正岡子規・種田山頭火・夏目漱石ゆかりの地
道後温泉を背景に近代日本文学の街として知られる

広島から始まる瀬戸内の旅

広島 

宮島 

直島 倉敷 鞆の浦 

松山 しまなみ海道 
鳴門 

神戸 

下関 

大阪 

関西空港 

瀬戸大橋 

中四国の観光地・美味しいお店を 

ご紹介しています。 

とっておきの観光情報を 

つぶやいています。 

  



　つばめ交通株式会社

ハイヤー車両のご紹介 ハイヤー車両のご紹介 
ビジネスにレジャーに 安心してお使い頂ける高品質の車両を 

お客様の用途に合わせて取り揃えております 

ご利用人数と目的に合わせてお選び下さい。 



ロールスロイス ファントム 乗客数：4名 / 推奨人数：2-3名 車体色：ブラウン / シルバー
標準装備品

専用雨傘

本革シート
携帯充電器
冷蔵庫

クラウン ハイブリッド 乗客数：4名 / 推奨人数：2-3名 車体色：黒
標準装備品

雨 傘
携帯充電器

本革シート

※ハイブリッド車のトランクルームは
ガソリンタイプに比べ少し狭くなります。

クラウン ガソリン 乗客数：4名 / 推奨人数：2-3名 車体色：黒

標準装備品

雨 傘
携帯充電器

保有車両のご紹介 

  Driver's 
  Seat 

  Driver's 
  Seat 



アルファード 乗客数：6名 / 推奨人数：4-5名 車体色：黒
標準装備品

雨傘
100Ｖコンセント

グランエース 乗客数：5名 / 推奨人数：4-5名 車体色：黒
標準装備品

本革シート
雨傘
USB端子（充電器）

ナノイー内臓
（空気清浄機）

後部座席モニター
（DVD再生）

ハイエース 乗客数：9名 / 推奨人数：5-6名 車体色：青/白　 ・　黒
標準装備品

携帯充電器
踏み台
ハンガーフック
雨 傘
100Ｖコンセント

見栄えのする 

後部座席写真 

  Driver's 
  Seat 

車両装備のご案内 

Driver's 
Seat 

Trunk Space 

  Driver's 
  Seat 



雨 傘 携帯、タブレット用充電器

乗降用ステップ　傘立て
100V電源 （出力：100Ｗ）
ハンガー掛け

車内フリーWi-fi
クーラーボックス 車椅子
100V電源 （出力：100Ｗ）
チャイルドシート　ベビーシート

ご利用にはご予約が必要です

各種ドリンク類（ミネラルウォーター・お茶・缶コーヒー・缶ビールなど）
おつまみ ※仕入れの関係上銘柄のご希望に添えない場合もございます

英語　・　フランス語

事前のご契約が必要ですので、お問い合わせください。自家用自動車運行管理課 ：佐々木　TEL  082-221-8180

乗務員による外国語観光サービスも提供しておりますがより高度な外国語でのコミュニケー
ションをお望みの場合ひろしま通訳ガイド協会 様より通訳ガイドの派遣も承っております。

　乗務員対応外国語 通訳案内士のご紹介

外国語対応が必要な場合
ご予約時にお申し出下さい。

車両装備のご案内 

全車に標準装備 

ハイエースに標準装備 

要予約 装備品 

オプションサービス （有料） 

各車両には移動中より快適にお過し頂けるよう 

下記の装備品をご用意しております。 

つばめの厳選されたプロドライバーが御社のお車を運転し、毎日の通勤・出張の送迎を担当します。 

運行業務に関するさまざまな付帯業務も請け負います。 

車両管理、運行計画や運行にかかる経費削減のご提案など、 

お客様の管理業務を効率かつ円滑に行えるようにサポート致します。 



新型大型サロンバス 53人乗り（45＋8席） 

全車に 座席数分の傘 ・踏み台 ・ブランケット 

携帯充電器 をご準備しております。 

W 

Ｗｉｆｉ DVD BINGO カラオケ 

冷蔵庫 サロン席 
大型トランク 

カーポット 

Ｗｉｆｉ DVD BINGO カラオケ 

サロン席 大型トランク カーポット 冷蔵庫×２ 

小型バス  

ゆったり２１人乗り 

WIFI ・ DVD 

冷蔵庫 ・ トランク 

カラオケ ・ ビンゴ 

  マイクロバス ２８人乗り（２２+６）トランク無し 

   テレビ ＤＶＤ 搭載車もございます 
 

朝夕の通学・通勤および送迎、校外へのレジャー 

野外活動などに、つばめ交通の安全性評価認定 

最高ランク「３つ星」のバスをぜひご活用ください。 

安心・安全な車内で、楽しいひと時のお手伝いを 

いたします。各サイズのバスの座席配置、 

お見積もりなどお気軽にご相談ください。 

つばめ交通貸切バスは今期も『公益社団法人日本バス協会』の『貸切バス事業者安全性 

評価認定制度』（お客様がより安全性の高い貸切バス事業者をお選び頂く指標となる制度） 

において、最高ランクの 『 三ッ星 』 を取得いたしました。 

車内環境も更に安全・安心して頂ける装置・器具を設置して皆様をお待ちしております。 

テー ブル 

🔄
 

運転席 🔄
 

出入口 

冷
蔵
庫

 

サロン席 
冷蔵庫 

サロン席冷
蔵
庫

テー ブル 

🔄
 

運転席 🔄
 

出入口 

冷
蔵
庫

 

サロン席 

貸切バス車両のご紹介 貸切バス車両のご紹介 

  



雨 傘 傘入れ
足元ライト 携帯充電器

車椅子
チャイルドシート・ベビーシート

運転席 

トランク 

全車に標準装備 

要予約 装備品 

トヨタ「新型カムリ・HYBRID」 

安定した走りと、ゆったりとした車内 

世界で１台！カープ仕様タクシー（車椅子対応可） 

自家用車の運転代行も 

24時間365日受付けております。 

宴会やパーティー、 

急な飲み会のあとも任せて安心。 

安全・安心・正確・親切を 

モットーにしている私たち 

プロドライバーにお任せください！ 

タクシー車両のご紹介 タクシー車両のご紹介 
1951年（昭和26年）に創業したつばめ交通は、地元広島の地で 

お客様の絶大なる支持を頂いています。お客様に『より便利に快適に』ご利用頂ける

よう、上質な接客・スピーディーなサービスを365日・24時間体制で提供しています。 

観光・商用などのご利用に、時間貸切りも承ります。是非お気軽にご相談ください。 



お客様のご希望により目的地での滞在時間の配分は自由に変更できます

平和公園と宮島 大久野島 竹原美観地区 西条酒蔵巡り

マツダミュージアム
と 大和ミュージアム 宮島と錦帯橋

16:30 広島駅

13:00 大和
ミュージアム 17:40 広島駅

鉄の
くじら館15:30

12:15 アレイ
からすこじま

12:40
宮　島12:30

16:40

9:30 広島駅 9:00 広島駅

10:00 マツダ
ミュージアム

10:25
錦帯橋

11:30 11:30

17:40 広島駅 14:00
西条 酒蔵通り

15:40

16:40 広島駅

17:00
広島城

12:20
竹原美観地区

17:15 14:00

大久野島
13:15

宮　島
16:00 11:55 忠海港

　　観光モデルコースのご紹介

10:00 広島駅 9:00 広島駅

10:35
平和記念公園

10:25 忠海港
12:30

日帰りプラン 

広島で最も訪問者の多い平和公園と宮島の 

ハイライトを１日で回るツアーです。 

広島にご宿泊できないお客様に人気のコースです。 

お子様連れご家族やSNSで人気の大久野島で野生のウ

サギに出会うツアー。江戸時代製塩で栄えた竹原の街並

み散策・日本３大酒処の１つ西条酒蔵通りで日本酒の試

飲も可能です。 

広島と呉の２大産業である自動車と造船の

歴史と技術を見学し、国内で最も近くで現役

潜水艦を見学できる桟橋を訪ねます。 
※マツダミュージアムは別途ご予約が必要です。 

江戸時代の木造建築技術の集大成 錦帯橋 と平

安時代の神社建築 厳島神社を訪ねます。中世の

日本建築をご覧頂けます。 



お客様のご希望により目的地での滞在時間の配分は自由に変更できます

１日め ２日め
平和公園と宮島を満喫

16:00

18:00 ホテル 17:00 広島駅

16:20
縮景園

12:00
宮　島

ロープウェー
厳島神社

17:00

17:15
広島城

17:35

9:00 ホテル

13:20
平和記念公園

10:00
錦帯橋

16:00 11:00

観光モデルコースのご紹介

　１泊２日プラン

13:00 広島駅

リーガロイヤルホテル 

グランドプリンスホテル 

平和記念公園 

マツダスタジアム 

広島空港 

岩国空港 

錦帯橋 

宮島 

広島港 

シェラトンホテル ホテルグランヴィア 

JR広島駅 

原爆ドーム 

マツダ宇品工場 

マツダ本社 

至 呉市 

ANAホテル 

三菱重工 

広島城 
岩国城 

宮島口 

厳島神社 



【2020年2月1日 改定】

貸切料金（税込）

広島市内でご利用の目安です。
￥11,600- ￥23,200- ￥34,800- ￥46,400-

※広島市以外（宮島観光は除く）に行かれる場合は、

　　距離での料金計算になりますので、

￥15,000- ￥29,000- ￥42,000- ￥54,000- 　　詳しくはお問い合わせください。

￥66,000- ￥88,000- ￥132,000- ￥165,000-

※ご利用時間は 弊社車庫を出発し車庫に帰着する迄の時間です。 貸切バスも随時お見積致しますので、
※ハイヤー・ロールスロイスの最低料金は2時間料金となります。 お気軽にお問合せ下さい。
※駐車場、有料高速をご利用の際は、別途かかります。

※車両運賃は予告なく変更される場合がございます、予めご了承下さい。

シャトルサービスのご案内 ※ 表示は全て税込、片道の料金です。
ホテルと主要交通機関までのスムーズな移動をお手伝い致します。 ※ 有料高速代は別途かかります。

ハイヤー（ロールスロイス以外）の場合
広島空港

1時間　/ ５５km ￥25,500-
岩国 錦帯橋空港

1時間 / ５５km ￥25,500-
JR広島駅 主なご利用先

２０ 分 / ５km ￥15,000- リーガロイヤルホテル広島 ダイワロイネットホテル広島

宮島口 フェリー乗り場 シェラトングランドホテル広島 グランドプリンスホテル広島

1時間 / 30km ￥18,500- ホテルグランヴィア広島 相鉄グランドフレッサ広島

広島港 ANAクラウンプラザホテル マツダ株式会社（本社）

４０分 / １０km ￥15,000-
順不同・いずれも敬称略

貸切バスの場合 マイクロバス 中型バス 大型バス
広島空港

1時間　/ ５５km ￥38,500-  ￥44,000- ￥55,000-
岩国 錦帯橋空港

1時間 / ５５km ￥44,000- ￥49,500- ￥60,500-
JR広島駅

２０ 分 / ５km ￥27,500- ￥30,800- ￥44,000-
宮島口 フェリー乗り場

1時間 / 30km ￥33,000- ￥44,000- ￥55,000-
広島港

４０分 / １０km ￥27,500- ￥30,800- ￥44,000-

※ 駐車場代が別途かかる場合があります。

タクシー

クラウン、アルファード、
グランエース、ハイエース

ハイヤー

ロールス
ロイス

２時間 ４時間 ６時間 ８時間

 料金のご案内

広島市中心部 

ご利用施設 



主な運行実績

フィリピン大統領 チリ 大統領
ITU世界電気通信シンポジウム 大阪G20サミット参加
Ｇ7外相会合 インドネシア/サウジアラビア 代表団 
オバマ前米大統領 ロシア/フランス/韓国　大使館連絡車両
カザフスタン大統領 サウジアラビア皇太子
パラオ大統領 天皇陛下即位の礼　参加
ボスニアヘルツェゴビナ外相 オマーン国王
スリランカ大統領 ドイツ外相
バングラデシュ外相 ローマ教皇
オーストリア首相 広島平和記念式典 要人送迎

その他：インバウンド年間運行実績約　300件

ご相談電話・FAX窓口

ハイヤー部門 ・ 観光バス部門 共通連絡先
電話 ０８２－２２１－８１８０ F A X ０８２－２２８－５２００

ハイヤー部門
田淵　/　マクマン E-mail ：hire@tsubame.co.jp

観光バス部門
村上　/　福川 E-mail ：bus@tsubame.co.jp

両部門共通英語対応スタッフ
齊藤　/　マクマン

トラベル部門
電話 ０８２－２２２－８１８１ F A X ０８２－２２８－５２００

E-mail ：travel@tsubame.co.jp
営業時間

月曜日～金曜日 ９：００～１８：００
土曜日 ９：００～１５：３０
※時間外の場合タクシー配車センターに転送されます。

タクシー配車センター　
電話 ０８２－２２１－１９５５ F A X ０８２－２２８－５２００

運転代行課
電話 ０８２－２２１－６５６５ F A X ０８２－２２８－５２００

営業時間 年中無休 ２４時間対応

通訳サービス

一般社団法人　ひろしま通訳・ガイド協会 http://www.j-higa.net/
TEL: 082-245-8346　 FAX: 082-243-6767 E-mail: higa@urban.ne.jp

車両の仕様・装備・運賃は予告なく変更される場合がございます、予めご了承くださいませ。

毎年　8月　 

　弊社は、広島県様をはじめ 広島市様・外務省様及び各国の大使館様より、広島で開催さ
れる公式行事等の運行のご用命を頂いております。

　長年の実績とサービスをご評価頂きこれら公式行事に留まらず国内外の産業界・学会・芸
能界に至る幅広いイベントでの車両運行の業務を行っております。

つばめ交通 株式会社　

2020年7月

〒732-0066
広島県広島市東区牛田本町４－５－１０

2014年6月 2019年6月
2014年11月 2019年6月
2016年4月
2016年5月
2016年5月 2019年7月
2017年7月 2019年10月
2017年10月 2019年10月
2018年3月 2019年11月
2018年5月 2019年11月
2019年2月


