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　1日パス 1,527円（14時以降は815円）
　他に会員プランもあります。（事前登録要）
　https://docomo-cycle.jp/hiroshima
　0570-783-677

お役立ち情報 交通ガイド

広島市シェアサイクル「ぴーすくる」

広島おもてなしパス

市内観光案内所

ACCESS

広島駅新幹線口を起終点とし、世界遺産「原爆ドーム」
や広島市内の主な観光スポットを巡ります。運行ルート
は、オレンジルート（平和公園・美術館経由）とレモンルート（平和公園・新天地
経由）お好み村を経由するグリーンルート（平和公園経由）の3ルートです。車内
でHIROSHIMA FREE Wi-Fiが使えます。

広島駅新幹線口、広島城、ひろしま美術館、八丁堀、紙屋町、原爆ドーム、平和記
念公園、並木通り、現代美術館、県立美術館、二葉の里（歴史の散歩道）
　1乗車：大人200円・小児100円／1日乗車券：大人400円・小児200円
※ICカード「ICOCA（イコカ）」「PASPY（パスピー）」も使えます。
　JR広島駅新幹線口1階バスきっぷうりば（交通案内所）
　0570-010-666（中国ジェイアールバスお客様センター）

広島市内で使えるレンタサイクル。貸出
し、返却できるサイクルポートも多く、
利用しやすいのが好評です。

広島平和記念資料館や広島城などの観光施設
や飲食店などで割引等のサービスが受けられ
る優待券です。市内の一部宿泊施設・旅館で、
「路面電車」又は「広島市内循環バス（めいぷる
～ぷ）」の一日乗車券、「広島市シェアサイクル
（ぴーすくる）」の一日パスのいずれかを購入す
ると無料で付いてきます。

広島市内循環ループバス
「ひろしま めいぷるーぷ」

広島空港⇔広島バスセンター
広島空港⇔広島駅新幹線口

広島空港⇔三原駅
広島空港⇔西条駅 広島空港⇔呉駅前

広島空港までは早くて便利なリムジンバスがおすすめ！
　広島・呉／0570-55-0700（広島電鉄）　三原／0848-48-2211（中国バス）
　西条／082-424-4701（芸陽バス）、0570-010-666（中国ジェイアールバス）

広島空港リムジンバス

広島広域観光情報サイト

主なバス停の場所

取扱いをしているホテルまたは旅館の窓口でご購入ください。
(事前に予約が必要な場合があります。詳しくはホテル・
旅館までお問い合わせください。)

お求め方法

宮島、広島、江田島、呉を結ぶ瀬戸内シーラインの航路
乗り放題。嚴島神社、大和ミュージアム、旧海軍兵学校
など広島湾岸の観光スポットが自由自在に行き来でき
るお得なチケット。　
　大人3,400円　小学生1,700円
　082-254-1701（瀬戸内シーライン予約センター）

瀬戸内シーライン1日フリーパス

観光型高速クルーザー「SEA SPICA（シースピカ）」で、
瀬戸内の島々を巡る船旅。広島港を出港し三原港まで
の“東向きコース”と三原港を出港し広島港までの‶西
向きコース”があります。
　082-253-5501（瀬戸内シーライン）

【東向きコース】広島港⇒呉港⇒下蒲刈島⇒大久野島⇒生口島⇒三原港
【西向きコース】三原港⇒生口島⇒大久野島⇒大崎下島⇒呉港⇒広島港

瀬戸内しまたびライン「SEA SPICA」
（シースピカ）

24時間可能利用時間

　年中無休　　082-247-6738
　8:30～17:00（12月～2月） 8:30～18:00（3月～7月、9月～11月）
　8:30～19:00（8月（※8月5日は8：30～20：00、8月6日は7：30～20：00））

広島市観光案内所（平和記念公園レストハウス）

新幹線で

広島広域観光情報サイト

広島市をはじめ周辺市町の魅力的な観光情報をお届けする
観光情報サイトです。イベントや観光地情報、グルメ情報等
盛りだくさんの情報を掲載しています。

英語、韓国語、中国語（簡体字、繁体字）、
フランス語、ドイツ語、タイ語日本語を含む８言語に対応
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広島駅総合案内所
　年中無休　　6:00～24:00　　082-263-5120

広島市観光案内所（紙屋町シャレオ（地下街））
　年中無休　　11:00～17:00　　082-243-5716

広島バスセンター総合案内所
　年中無休 　観光案内／9:00～16:00　　082-554-1810

　バス案内／8:00～19:00　　082-225-3133（電話案内9:00～）

広島港総合案内所
　年中無休　　9:00～16:00　　082-207-2010

松 山 約1時間
フェリーで
約2時間40分

広 島
呉

高速船で

発行／広島市経済観光局 観光政策部 観光プロモーション担当新型コロナウイルス感染症拡大の影響により営業時間等が変更となっている場合があります。
詳細は各ホームページなどでご確認ください。

広島たびパス
広島電鉄電車全線・バス・船航（宮島航路）で利用いただける広島観光に便利な
乗車券。
　1dayパス：1,000円　2dayパス:1,500円　3dayパス：2,000円
　0570-550700（平日9:00～17:45）

2022.2

広島電鉄電車全線と宮島松大汽船（宮島口⇔宮島桟橋）
が1日乗り放題。
　大人900円　小児450円
広島電鉄電車全線のみ1日乗り放題の「電車一日乗車券」
もあります。
　大人700円　小児350円
　0570-55-0700（広島電鉄）（平日9:00～17:45）

広島電鉄電車全線と
宮島松大汽船の一日乗車乗船券

「広島たびパス」や「一日乗車乗船券」、「電車一日
乗車券」はスマホで購入・利用いただけます。詳し
くは、デジタルチケットサービス「MOBIRY」へ。 MOBIRYサイトへ

2021年10月より復路の運行ルートを呉線に変更し、
往復ともにせとうちの海と多島美を車窓から満喫いただける
ようになりました。車内では、せとうちのこだわり絶品スイーツ
をご賞味いただけるほか、復路限定のトレインバーでは、
広島ならではのお酒やおつまみもお楽しみいただけます。

（エトセトラ）

【運行区間】広島駅～尾道駅(呉線経由)

観光列車「etSETOra」



ひろしまフラワーフェスティバル
「広島と世界を結ぶ平和の花の祭典」として開催される広島を代表するお祭り。パレードをはじめ、
踊りや音楽のステージなど多彩な催しが展開され、約160万人を超える人出でにぎわいます。
平和記念公園・平和大通り ゴールデンウィーク期間中に開催

❶  HIROSHIMA TOURIST GUIDEBOOK HIROSHIMA TOURIST GUIDEBOOK  ❷

ひろしまの四季…………………
エリアマップ&交通アクセス………
国際平和文化都市ひろしま…
広島歴史散歩…………………
キッズ&カルチャー………………

ひろしま胡子大祭（えびす講）
広島三大祭りのひとつ。「ひろしま胡子大祭」は、410年以上の伝統があり原爆にも負けず
一度も絶える事なく今日まで続けられています。
胡子神社　　11月18日～20日　　082-241-6268

ひろしまドリミネーション
広島の冬の風物詩。「おとぎの国」をテーマに、平和大通りやアリスガーデン
などの市内中心部が約140万球の光でライトアップされます。
平和大通り南北緑地帯ほか市内中心部
11月中旬～1月初旬
17:30～22:30

082-554-1813（ひろしまラ
イトアップ事業実行委員会事業
推進本部）

広島県内各地のイベント会場
1月～3月

平和記念式典
原爆死没者の霊を慰め、世界恒久平和の実現を祈念するため、平和記念公園の広島平和都市記念
碑（原爆死没者慰霊碑）前において、原爆死没者の遺族をはじめ、市民の参加のもとに平和記念式典
を挙行しています。

平和記念公園 8月6日（8：00～8：50（予定））

　平和記念公園　　広島城　　比治山公園
３月下旬から４月上旬に、桜を楽しむことができる春のおすすめスポット。

縮景園  もみじまつり
園内の紅葉がライトアップされ、
幻想的な夜の庭園が楽しめます。

花のまわりみち（造幣局広島支局）

広島市佐伯区五日市中央6-3-1
毎年４月中旬～下旬に開催
082-922-1597

八重桜をはじめ、約60品種、約220本の桜を楽しむことが
できます。日没後にライトアップされる夜桜はとてもロマン
チックです。

とうろう流し

元安川親水テラス（原爆ドーム
対岸）
8月6日（17:30～21:00）

082-245-1448 （とうろう流し実行
委員会）

広島みなと夢花火大会

広島港１万トンバース
（広島市南区宇品海岸３丁目）
7月第4土曜日
082-554-1813
（広島祭委員会事務局）

広島を代表する花火大会。日本全
国から集められた創作花火や世
界各国の個性的な花火が打ち上
げられます。

とうかさん大祭

毎年6月第1金曜から始まる土
曜・日曜の3日間
082-241-7420

広島市中区にある圓隆寺の総鎮
守である｢稲荷大明神」のお祭り。
別名「ゆかたの着始め祭り」として
も有名。祭りの日には広島の街で
は艶やかな浴衣姿の女性が目に
付くようになります。

縮景園
11月下旬
082-221-3620
大人260円、高・大学生150円
小・中学生100円

広島城  大菊花展
豪華な特作花壇をはじめ、大菊、
だるま菊など約２千鉢の菊が展示
され、切り花、鉢植え菊などの販売も
行われます。
広島城  二の丸・三の丸 
10月下旬から11月上旬
082-554-1813
（広島祭委員会事務局）

ひろしまフードフェスティバル
食欲の秋、「地産地消」をテーマに、
広島県内の海の幸、山の幸など名産・
特産品を一堂に集めた食の祭典。
広島城とその周辺など
10月下旬
082-222-1133（ひろしまフー
ドフェスティバル実行委員会
（RCC事業部内））

秋のグリーンフェア
クイズラリー、寄せ植えづくりなど、
子どもから大人まで楽しめるイベン
トが盛りだくさん。 
広島市植物公園
10月下旬から11月上旬
082-922-3600

広島かき祭り
毎年１月から３月にかけて、県内の
かき生産地で旬のかきの試食・販
売が行われる「かき祭り」が開催さ
れます。

ひろしまの四季
一年を通して様々な見どころがあふれる広島市。

季節で移り変わっていく自然の風景や

伝統のお祭りなど、

期間限定のお楽しみスポットを

写真でご紹介します。

ゆったり湯来特集………………
広島の夜を遊ぼう……………
スポーツ王国ひろしま…………
おすすめ！映えスポット10選……
A級グルメのまち広島…………

　お好み焼……………………
　麺類…………………………
　海鮮・その他…………………
お土産特集……………………
お役立ち情報…………………

❶
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082-294-4622（ひろしまフラワーフェスティバル実行委員会） 秋春
冬夏
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082-504-2103   広島市市民局市民活動推進課

　 住所　　開催日　　営業時間　　定休日　　電話番号　　料金　　お問合せ　　店舗

第二次世界大戦後間もなく原爆で親族や知人を失った遺族や仲間たちが
「供養」と「復興」を願い手作りのとうろうを川に流したのが始まりとされています。
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平和記念公園
広島市内中心部に位置する平和記念公園は、世界恒久平和を願って爆心地に近い現在の
場所に建設されました。園内には、世界遺産の原爆ドームのほか、原爆死没者慰霊碑をはじめ
多くの慰霊碑があり、手を合わせる人や献花が絶えることがありません。また、被爆の実相を
伝える広島平和記念資料館は、国内外から年間170万人以上の人が訪れています。

Jレストハウス

広島市中区中島町1-1
3月～7月/8:30～18:00、8月/8:30～19:00（8月5
日/8:30～20:00、8月6日/7:30～20:00）、9月～11
月/8:30～18:00、12月～2月/8:30～17:00
082-247-6738 

爆心地から170mに位置する被爆建物。被爆の痕跡等
を保存しつつ、外観の復元やバリアフリー化を行いまし
た。1階は観光案内所や特産品等のショップ、2階は休
憩・喫茶ホール、地下1階と3階は展示室となっています。

世界平和記念聖堂

広島市中区幟町4-42
9:00～17:00
082-221-0621

原子爆弾・戦争の犠牲者への追悼と世
界平和祈願を目的に建設されたキリスト
教の教会堂(カトリック幟町教会)。戦後
の建築物として初めて、平和記念資料館
と共に重要文化財に指定されました。

Pおりづるタワー

広島市中区大手町1-2-1
（展望台・物産館）10:00-19:00
12月31日、1月15日、1月16日
082-569-6803
大人1,700円、中学生・高校生
900円、小学生700円、幼児（4
歳以上）500円

最大の魅力は展望台からの眺望。
原爆ドーム、平和記念公園一帯に
広がる平和と復興した街並み、そ
して晴れた日には遠く宮島の弥山
まで見渡せます。

G袋町小学校平和資料館

広島市中区袋町6-36
9:00～17:00
12月28日～翌年1月4日
082-541-5345

2002年、被爆した西校舎の一部が保存され資料館
として開館。「伝言」の書かれた内壁の一部や爆風で
歪んだ鉄製のドアなど、貴重な被爆資料の展示、被
爆後の学校の様子を紹介しています。

H本川小学校平和資料館

広島市中区本川町1-5-39
9:00～17:00
12月28日～翌年1月4日
082-231-8020

1988年、原爆の被害を受けた校舎の一部を資料館として開館。
建物自体が被爆の実相、平和の大切さを直接訴えています。
展示室には、被爆当時、唯一生き残った児童の居森清子さんに
ついて紹介するパネルなどの被爆資料を展示しています。

D爆心地
テニアン島から飛来した米軍機B-29
「エノラ・ゲイ号」によって人類史上最初
に使用された原子爆弾は、この上空約
600mでさく裂しました。爆心直下と
なったこの一帯は、強烈な熱線と爆風
や放射線を受け、ほとんどの人々が瞬
時にその生命を奪われました。

E旧日本銀行広島支店

広島市中区袋町5番21号
9:00～17:00
12月29日～翌年1月3日
082-504-2500 

爆心地から380mという近距離で被爆し
ながらも、その堅牢性から建設当時の姿
を現在も残しています。地下金庫室や被
爆の痕跡を見ることができます。
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I国立広島原爆死没者追悼平和祈念館

広島市中区中島町1-6
3月～7月、9月～11月/8:30～18:00、
8月/8:30～19:00（5日、6日は20:00）、12月～2月/8:30～17:00
12月30日・31日
082-543-6271 

爆心地からみた被爆後の街並みをパノラマで表現
した平和祈念・死没者追悼空間があるほか、被爆
体験記、被爆証言映像等の閲覧・視聴もできます。

082-504-2767
広島市経済観光局観光政策部

B原爆死没者慰霊碑
　(広島平和都市記念碑)
碑には、「安らかに眠って下さい 過ちは繰
返しませぬから」という碑文がきざまれて
おり、中央の石室には、国内外を問わず、亡
くなった原爆被爆者の名前を記帳した原
爆死没者名簿が納められています。
原爆犠牲者の霊を雨露から守りたいとい
う気持ちから、屋根の部分がはにわの家
型をしています。

K平和の鐘
核兵器と戦争のない、平和共存の世界を
達成することをめざし、その精神文化運動
のシンボルとして造られました。鐘の表面
には、「世界は一つ」を象徴する国境のな
い世界地図が浮き彫りされています。

Oアオギリ
　（被爆樹木）
爆心地から約1.3km離れた、
広島逓信局(現在の中国郵
政局)の中庭にあったこの木
は、熱線と爆風をまともに受
けました。現在の場所へ移植
され、原爆の被害を無言のう
ちに語り続けています。

N動員学徒慰霊塔
第2次世界大戦中、増産協力、建物
疎開作業などの勤労奉仕に動員されて
亡くなった学徒（原爆の犠牲者を含
む。）約1万余人の霊を慰めるため建立
されました。

L原爆供養塔
1946年、無数の死体を焼いたこの地に
仮の供養塔が建てられ、1955年、現在の
姿となりました。土盛りの内部には、原爆
犠牲者約7万人の遺骨が納められてい
ます。

F原爆の子の像
白血病で亡くなった佐々木禎子さんを
始め、原爆で亡くなった多くの子ども
たちを慰霊し、平和を守るための記念の
像を造ろうと、禎子さんの同級生らが
募金を呼びかけて建立しました。

M平和の灯
丹下健三氏の設計。「核兵器が地上から
姿を消す日まで燃やし続けよう」という
日本全国民の平和の象徴。台座は両手を
広げた形を表現しています。

A原爆ドーム
1996年、原子爆弾による被爆の惨禍を伝える証として、
また、核兵器廃絶と恒久平和を求める誓いのシンボ
ルとして、ユネスコ世界文化遺産に登録されています。

C広島平和記念資料館

広島市中区中島町1-2
3月～7月、9月～11月/8:30～18:00、
8月/8:30～19:00（5日、6日は20:00）、
12月～2月/8:30～17:00
12月30日・31日
082-241-4004
大人200円、高校生100円、
中学生以下無料 

被爆者の遺品や被爆の惨状を示す写真や
資料を収集・展示するとともに、広島の
被爆前後の歩みや核時代の状況などを
紹介しています。

1945年8月6日8時15分、

広島は一発の原子爆弾により破壊し尽くされ、

「75年間は草木も生えぬ」と言われました。

しかし広島は今、復興を遂げて、

世界中から多くの人々が訪れる

平和を象徴する都市になっています。

　 住所　　開催日　　営業時間　　定休日　　電話番号　　料金　　お問合せ　　店舗

平和関連施設などを巡るルートやスポット
情報などを紹介しています。街中には多く
の被爆の痕跡が残っています。市内各地を
歩きながら、「平和」について考えてみませ
んか。

※詳しくは、ホームページをご覧ください。



広島歴史散歩

縮景園
広島市中区上幟町2-11　　4月～9月/9:00～18:00　10月～3月/9:00～17:00（入園は閉園の30分前まで）　　12月29日～ 12月31日

1620年に築成された歴史ある大名庭園。広島市内の中心部に位置しながら、都会の喧騒を忘れさせてくれる緑豊かな庭園は、広島県内外を
問わず多くの方の憩いの場として親しまれています。
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昔の面影が残る西国街道沿いの風景や、名勝、重要文化財など
貴重な建物などが点在する広島。
安芸の国が歩んできた歴史をたどる、
ひとときのタイムトリップを楽しんでみませんか。

二葉の里（二葉山周辺）
二葉山には、世界の恒久平和を願う
「二葉山平和塔」や高射機銃陣地跡、太陽の岩などの
散策スポットがあり、山頂からは瀬戸内海に浮かぶ宮島などが
眺望できます。
また、周辺に点在する神社・仏閣・史跡などを結んだコース
「二葉の里歴史の散歩道」もあります。

　三瀧寺
境内には県の重要文化財である多宝塔があり、
国の重要文化財である木造阿弥陀如来坐像
がお堂には安置されています。
広島市西区三滝山411　　082-237-0811  

　広島護国神社
明治元年、戊辰戦争で戦没した78柱の広島
藩士を二葉の里の水草霊社に祀ったのがはじ
まり。正月3ケ日の初詣は60万人を数え中国
地方でも有数の神社です。
広島市中区基町21-2　　082-221-5590 

　広島市水道資料館
大正13年に建築された送水ポンプ室を改修
したもので、昭和60年に館内外の展示により、
広島市の水道やその歴史について学べる
場所として開館。
建物は被爆建物として登録されているとともに、
「近代化産業遺産」にも選ばれています。
広島市東区牛田新町1-8-1
9:00～17:00(入館は16:30まで)
3月～11月の水・金・土・日曜日及び祝日・休日、水道
週間（6月1日～7日）、夏休み（7月21日～8月31日）
082-511-6808　　無料

　広島市郷土資料館
広島の伝統的な地場産業を中心とした赤レンガ
造りの人文系博物館。1911年建設の旧宇品
陸軍糧秣支廠の建物の一部を保存したもので、
広島市の重要有形文化財に指定されています。
広島市南区宇品御幸2-6-20
9:00～17:00(入館は16:30まで)
毎週月曜日（12月・1月は月・火曜日）、祝日の
翌日、12月29日～1月3日、その他臨時休館あり
082-253-6771
大人100円、シニア（65歳以上）・
高校生50円、中学生以下無料 

　不動院
市内唯一の国宝である金堂をはじめ、国の
重要文化財である鐘楼、楼門など数多くの
文化財があります。
広島市東区牛田新町3-4-9
082-221-6923

広島東照宮 金光稲荷神社

尾長天満宮

082-221-3620　　大人260円、大学生・高校生150円、中学生・小学生100円

広島城
広島市中区基町21-1　　3月～11月/9:00～18:00　12月～2月/9:00～17:00（入館は閉館の30分前まで）

1589年に毛利輝元が築いた城。かつて国宝に指定されていた天守閣は原爆によって倒壊し、1958年に外観復元されました。現在内部は、
広島の歴史博物館となっています。

12月29日～ 12月31日、臨時休館あり　　082-221-7512　　大人370円、シニア（65歳以上）・高校生180円、中学生以下無料

　 住所　　開催日　　営業時間　　定休日　　電話番号　　料金　　お問合せ　　店舗

二葉山平和塔

1 2

3

5

4

1 2

3

5

4



キッズ&カルチャー

広島市安佐動物公園
自然豊かで広 と々した園内にはキリン、アフリカゾウなどの人気動物がいっぱい。
ガラス越しに動物を観察できる「レオガラス」(ライオン)など、間近で動物を観察できる
施設もいっぱいです。

瀬戸内海を見下ろす佐伯区の高台にあり、園内には1年を通じて熱帯・亜熱帯の雰囲気
を楽しむことができる大温室、サボテン温室など、さまざまな施設があり、約1万品種
20万本の植物を栽培しています。幹の太さ日本一のオーストラリアバオバブは必見。
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自然いっぱいの公園から現代アートまで、
子どもも大人も楽しめるスポットがいっぱい！
一日かけてゆっくりめぐってみましょう。

広島市安佐北区安佐町動物園
9:00～16:30(ただし入園は16時まで) 
木曜日(祝日の場合は開園)、12月29日から翌年1月1日まで 
082-838-1111
大人510円、65歳以上170円、小人（高校生及び18歳未満）170円 、中学生以下無料

広島市植物公園

広島市佐伯区倉重3-495
9:00～16:30(ただし入園は16時まで) 
毎週金曜日(祝日の場合は開園)、12月29日～1月3日
082‐922-3600
大人510円、65歳以上170円（要公的証明書）、小人（高校生及び18歳未満）170円、
中学生以下無料 

広島市現代美術館
日本初の公立現代美術館として平成元年に開館しました。
建物は建築家・黒川紀章氏の設計によるもので、広島市内
を見渡せる小高い山・比治山内に位置し、自然や眺望が楽し
めます。
広島市南区比治山公園1-1 
改修工事中。リニューアルオープンは、2023年3月の予定。
月曜日(月曜日が祝日・8月6日にあたる場合は翌平日)、
年末年始
082-264-1121

ひろしま美術館
印象派を中心としたフランス近代美術と、日本洋画や日本
画などの日本近代美術コレクション、約1,000点を所蔵して
います。モネ、ルノワール、ゴッホなどの名画が鑑賞できます。
広島市中区基町3-2
9:00～17:00（入館は16：30まで）
月曜日（祝日の場合は翌平日休、特別展会期中は開館）
082-223-2530
一般1,300円程度※展覧会により異なる

広島県立美術館
広島市の中心部に位置し、緑ゆたかな国の名勝・縮景園に
隣接した美術館。コレクション総数で5,000点近くを数え、
特に近代の洋画、日本画に加え、日本およびアジアの工芸が
充実しています。
広島市中区上幟町2-22 
9:00～17:00（入場は16：30まで）※金曜日は時間延長あり
月曜日・12月25日～1月1日　　082-221-6246
一般510円、大学生310円、高校生以下無料
※特別展は各展覧会により異なる

中四国で唯一の陸・海・空の乗り物をテーマにした
科学館。土・日・祝には工作教室やサイエンスショー
などが行われ、楽しみながら乗り物や交通に関する
知識を得られる魅力満載の施設です。

ヌマジ交通ミュージアム

広島市安佐南区長楽寺2-12-2 
9:00～17:00
月曜日(休日にあたる場合は開館 祝・休日の翌平日)、
年末年始(12月29日～1月3日)、その他臨時休館あり 
082-878-6211
【展示室】大人510円、シニア・高校生250円、中学生以下無料
【おもしろ自転車】30分/100円  【バッテリーカート】1回/100円

広島市森林公園
自然に親しみながら憩い、肌で感じることのできるレクリエーション施設。当公園内に
ある中四国唯一の「こんちゅう館」は、生きた昆虫の展示種類数西日本一を誇る昆虫
専門の展示施設。約10種500頭のチョウが舞う「パピヨンドーム」などもあります。
広島市東区福田町字藤ヶ丸10173 　　9:00～16:30
水曜日(水曜日が祝日の場合は翌日)、年末年始(12月29日～1月3日)
※夏休中、10月は無休
082-899-8241（公園管理センター）
【昆虫館入館料】 大人(18歳以上65歳未満) 510円、大人(65歳以上) 170円、
高校生 170円、幼児～中学生無料
【駐車料金】 普通車 450円 大型車 1400円

広島の渓流や瀬戸内海を再現した水槽など「生きている
水塊」をコンセプトにした、躍動的な水中世界が楽しめる水族館
です。

広島市西区観音新町4-14-35 
10：00～19：00（4～10月）　10：00～17：00（11～3月） 
広島マリーナホップの休館日に準じる 
082-942-0001
大人（18歳以上）950円、小人（6～17歳）500円、
幼児（３歳以上）300円

マリホ水族館

子ども向けの科学館。見るだけでなく、ふれたり、ため
したりすることのできる各種展示をはじめ、プラ
ネタリウム、太陽望遠鏡などで楽しみながら科学の
ふしぎを体験できます。

5-Days こども文化科学館

広島市中区基町5-83
9:00～17:00
月曜日(休日にあたる場合は開館 祝・休日の翌平日)、
年末年始（12月29日～1月3日）、その他臨時休館あり
082-222-5346
無料（プラネタリウムの観覧は有料）

　 住所　　開催日　　営業時間　　定休日　　電話番号　　料金　　お問合せ　　店舗



　 住所　　開催日　　営業時間　　定休日　　電話番号　　料金　　お問合せ　　店舗11  HIROSHIMA TOURIST GUIDEBOOK HIROSHIMA TOURIST GUIDEBOOK  12

広島の夜を遊ぼう

Pick up

美しい夜景を見たり、イベントで盛り上がったり、
繁華街へ繰り出したり…。
自由に広島の夜を遊んでみよう。

広島県は全国有数の神楽どころとして知られており、200を超える神楽団が活動しています。華麗で躍動感
あふれる舞、豪華絢爛な衣装、そして囃子方の太鼓や笛など、ここでしか味わえない感動が待っています！

街と週のど真ん中！神楽を楽しむ水曜の夜！広島
の新しい文化的な夜の賑わいを広島市中心部か
ら発信しています。

広島ならではの伝統芸能として親しまれている
神楽を、例年広島市の指定重要文化財で被爆建
物の、旧日本銀行広島支店で上演しています。

広島市湯来交流体験センター
湯来の豊かな自然で、シャワークライミングや創作体験など、日常では味わえない体験をしてみませんか！

広島神楽
広島神楽定期公演 ひろしま夜神楽

オオサンショウウオ
こんにゃく作り体験
地元こんにゃく作り名人の指導による、湯来の特産品、
こんにゃく作り体験。さらに、こちらは、キモかわいくて大
人気のオオサンショウウオこんにゃくも作れちゃいます。

中国・四国地方最大の歓楽街。居酒屋、料亭
などの飲食店や遊興施設などが立ち並びます。 
広島市中区流川町付近

流川・薬研堀地区
ちょい呑みにピッタリ！広島駅から徒歩４分！
古くからのお店と新進気鋭のお店が混在す
る人気上昇中の飲み屋街です｡
広島市南区大須賀町付近

エキニシ
アートや音楽、サブカルなど今と昔が交錯する
街。雰囲気たっぷりの「せんべろエリア」など
下町感満載な商店街もあり、魅力いっぱい！
広島市西区横川町付近

横川

広島を呑み歩き

ナイトクルージング
美しい瀬戸内の島々を船内より眺めながら世界
遺産嚴島神社鳥居沖へ。四季折々の風景は時間
とともに変化してゆき、非日常的なひとときを味わ
えます。
広島市南区宇品海岸1-13-13
1. 平日 18:50～21:00　2. 休日 17:50～20:00
月・火曜日・定期点検期間、12月26日～31日
082-255-3344（広島ベイクルーズ銀河）
※前日までにお電話またはインターネットでご予約下
さい。

広島県民文化センター　　水曜日
19:00～20:00　　082-245-2311  10名以上は要予約
大人1,000円（全席指定席。チケットぴあにて販売）、
3歳以下無料

未定　　11月中旬～下旬の7日間（予定）
19：30～21：10　   082-504-2243（ひろしま
神楽振興推進実行委員会）　　　無料

1500年前に発見された湯来温泉は、『広島の奥座敷』と古くから人々 に
愛されてきました。
渓谷沿いの閑静な環境に包まれ、清流水内川のせせらぎと移ろいゆく
四季それぞれの景観が心と体を癒します。

ゆったり湯来特集

神楽定期公演（湯来ロッジ）
２演目の公演と衣裳試着や記念撮影会が楽しめます！
湯来ロッジ
13：00～（毎月第２、４日曜日）
0829-85-0111 
12歳以上1,000円、4歳以上12歳未満250円
4歳未満  無料

昼公演

湯来温泉 広島市佐伯区湯来町大字多田2563-1
10:00～21:00（ 最終受付時間は20:30 ）
0829-85-0111
なし（メンテナンスによる休日あり）
（日帰り入浴）大人（12歳以上）600円、
子供（４歳以上12歳未満）240円 

全国的にも水質のきれいさで有名な清流・水内川沿いに
位置し、湯来町観光にも便利な温泉宿。平日はJR広島駅北
口から送迎バスも出ています（要予約）。

湯の山温泉館
中国地方でも珍しい、地上4mの岩盤から冷たい源泉(約
23.5°C)が流れ落ちる打たせ湯は名物です。
広島市佐伯区湯来町和田471
9:00～21:00（最終受付時間は20:30）
なし（メンテナンスによる休日あり）
0829-83-0802
（日帰り入浴）大人（12歳以上）430円、子供（４歳以上
12歳未満）150円 

湯来温泉ホタルまつり
湯来温泉界隈では、自然繁殖したゲンジボタルやヘイケボタル、
珍種ヒメボタルなどの自然の神秘、幻想的なホタルのショーをお楽
しみいただけます♪

シャワークライミング
清流・水内川の上流域で待ち受けるアドベンチャー。
上流へと川の流れを遡りながら、滝を登り、自然の中
で新たな自分に出会う旅へでかけましょう。

コースによって時間や料金が異なるため詳しくは
ホームページをご確認ください。

9:00～17:00の内　体験時間2時間
1人1,500円（材料費込）
※開催日の 3 日前までにご予約ください。

（　　　  ）湯来ロッジ
広島市国民宿舎 

湯来ロッジ隣　　0829-40-6016

6月下旬



広島の誇るプロ野球チーム！シーズン毎のスローガンにも注目！

スポーツ王国 ひろしま
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マンホール
市内の主要な交通結節点や広島城、マツダ スタジアム
の周辺地区など６地区に、それぞれのテーマをもった
デザインマンホールふたが設置されています。

広島にある秘密のSNS映えスポットをご紹介！
あなたもフォトジェニックな旅へ

出かけてみましょう。

MAZDA Zoom-Zoom 
スタジアム広島
広島東洋カープのホームグラウンド。砂かぶり席、寝ソベリア、
パーティーフロアなど多彩な観客席もそろっており、様 な々観戦
スタイルが楽しめます。
※チケット情報など詳しくはホームページをご確認ください。
広島市南区南蟹屋2-3-1
082-554-1000

カープロード
JR広島駅南口からマツダ スタジアム
までの線路沿いに、赤い道が続きま
す。徒歩約10分の道のりが「カープ
ロード」と呼ばれています。道路脇の
フェンスには選手紹介だけでなく、
OBやスタジアム紹介などのパネルが
連なっています。

カープ坊やマンホールカード
マツダ スタジアムの地下には、一時的に雨水を溜めておく「大州
雨水貯留池」があり、見学された方にカードを配布しています。

広島市南区南蟹屋2-3
見学時間など詳しくは、ホームページをご確認ください。
点検日等指定日、土日、祝日、8月6日、12月29日～1月3日
082-241-9223 
※見学希望日の概ね2ヶ月前から、前週の月曜日までに
お申し込みください。
無料

広島東洋カープ

サンフレッチェ広島
「サッカー事業を通じて夢と感動を共有し、地域に貢献する」ことを理念に掲げる
Ｊ１所属のプロサッカーチームです。

おすすめ！

映えスポット
10選

野球、サッカーをはじめ、バレー、バスケ、ハンドボールなど、
あらゆるチームが活躍するスポーツ王国として知られる広島で、
その情熱と感動を体感してみませんか。

トップス広島
広島に拠点を置く全国トップレベルのスポーツクラブが連携して
広島のスポーツを盛り上げるため、設立したNPO法人です。

オフィシャルショップ V-POINT
グッズの豊富な品ぞろえはもちろん、チケット販売・サンフレッチェクラブご入会
受付など、サンフレッチェをより楽しんでいただくためのサービスを提供して
います。オンラインショップもあります。

10:00～20：00　　082-248-3317
広島市中区紙屋町1丁目地下街630号紙屋町シャレオ東通り

荒谷山（雲海）

水辺のオープンカフェ

広島城（逆さ城）

環境局中工場

広島大橋（夜景）

袋 町

三瀧寺

おりづるタワー

マリホ
デジタルアートロード

最新の技術を導入したごみの
焼却工場。（世界的に有名な
建築家である谷口吉生氏が
設計）ごみ処理施設のイメー
ジを一新する建築デザインの
建物です。
広島市中区南吉島1-5-1
【建築デザインの見学】
9:00～16:30(申込不要)
【ごみ処理に関する見学】
ホームページをご確認ください。
【建築デザインの見学】
12月29日～1月3日
【ごみ処理に関する見学】
ホームページをご確認ください。
082-249-8517広島呉道路へと伸びる

広島大橋や海田大橋な
どが海の上でクロスし、
夜になるとライトアップさ
れた橋の夜景がとてもき
れいなスポット。

オシャレな水辺のカフェで、
季節の移り変わりを感じな
がら、ゆったりとしたひととき
を過ごしてみませんか。
京橋川、元安川の河岸緑地

広島マリーナホップの海辺の
遊歩道『プロムナードデッキ』を
スクリーンに、映像と音楽が
織りなすプロジェクションマッ
ピング『マリホ デジタル アート 
ロード』。常設としては日本最長
級の160mというスケール
は感動の一言です。
広島市西区観音新町4-14
広島マリーナホップ毎営業日
　日没後～21時
約20分間隔にて、約10分間の
映像を投影
・雨天、強風など悪天候の場合
・機材メンテナンス実施日
・広島マリーナホップ休館日
082-503-5500

広島県で雲海といえば三次市が
有名ですが、広島市にも負けず
劣らずの雲海スポットがあります！
一見の価値あり！
広島市安佐北区白木町井原

本通商店街や百貨店、
セレクトショップ、カフェ
などが集まる広島一の
ショッピングエリアです。
広島市中区袋町

絶好の撮影スポット！さま
ざまな表情を見せる石仏や
清水の流れる手水鉢など、
切り取りたい景色がいたる
ところにあります。
広島市西区三滝山411 

広島城の天守はお堀越しに見る姿がとても美しいので、
外からの撮影がオススメ！
広島市中区基町２１-１

ウッドデッキの展望スペースでは、
見たこともない景色が眼下に
広がります。
広島市中区大手町1-2-1 
（展望台・物産館）10:00-19:00 
12月31日、1月15日、1月16日 
082-569-6803
大人1,700円、中学生・高校生
900円、小学生700円、幼児（4歳
以上）500円
※詳しくはホームページをご確認
ください。

広島の夜景といえば「黄金山」
といわれるほどの県内有数
の夜景スポット。国道2号
から車で約10分で行くことが
できるというアクセスの良さも
あり、週末にはデートスポット
としてカップルも多く訪れます。
広島市南区黄金山町

黄金山（夜景）

　 住所　　開催日　　営業時間　　定休日　　電話番号　　料金　　お問合せ　　店舗
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ヘラで小さめにカット
して、お好み焼をすくう。

ヘラですくって、
ふぅふぅする。

大きぃ口を開けてヘラ
ごと口の中へ。

お好み焼だけ口の中に
残して、ヘラを引く。

広島流汁なし担担麺のおいしい食べ方！！

唇にヘラがあたるとバリ
（かなり）熱いけぇ気ぃつけ
んさいよ！

火傷しそうな時は、口の中
にお好み焼があっても迷
わず水を飲むんよ！

よくばって、大きめにカット
すると、食べにくいけぇ気ぃ
つけんさいよ！

トッピング
OK！

ޠ#156-1ࠝޟࠫ࠲㛎ࠬߺᅢ߅ޓ

広島市南区松原町1-2 ekie内 
⑴ 12：00～13：30 ⑵ 13：00～14：30 ⑶ 18：00～20：00 
定員は各時間で20名
ekieに準ずる　　082-207-1277
完全予約制のため、前日の15時までにお申し込み下さい。

お店のような本格的な鉄板で、美味しく焼けるコツを講師が
伝授。自分で焼いた出来立ての広島お好み焼をその場で
食べることができる。駅直結の好アクセスで国内・海外問わず
人気の体験スポットです。

ߺᅢ߅ޓ

9QQF�'II߅�ᅢߺ㙚 広島市中区新天地5-13
　店舗によって異なる　　082-241-2210

カープを応援する地元の方はもちろん、全国から訪れる修学
旅行の生徒さんや一般の旅行客などで賑わう広島の名所です。

߫ࠈ㚞೨߭ޓ

広島市南区松原町10-1 広島フルフォーカスビル6F
　店舗によって異なる
082-568-7890

お好み焼店がワンフロアに集合する、昭和40年代の屋台村を
再現したお好み焼の総合施設。広島駅から近く、地元人や
観光客が多く訪れています。広島市西区商工センター7-4-5

土日祝日、年末年始、お盆、10月1日
082-277-7116

お好み焼の歴史や文化を学ぶ『おこのミュージアム』の見学と
オタフクソースの工場見学が可能。お好み焼教室では、お好み
焼きをおいしく作るコツを教えてくれます。お好み焼を見て、
知って、体験できる施設。世代や地域を問わず多くの方にお楽
しみいただけます。

߹ߒࠈ࿖��߭ߺᅢ߅ޓ

広島市中区新天地5-23
　店舗によって異なる　　082-243-1661

一枚のお好み焼を通して広がる、人 の々語らいや心のふれあい、
出会いや感動。お好み共和国ひろしま村は、そんな広島のお好み
焼ならではの“楽しさ”に、トコトンこだわったお店たちです。
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ᐢፉ࠼ࡈ࡞࠙࠰ߩ
ߺᅢ߅

ᐢፉߜ߹ߩࡔ࡞ࠣ⚖#

ᜂᜂ㤖ߒߥ᳝
山椒の刺激的な辛さがやみつきに！食べる前に麺とタレをしっかり
混ぜます！麺がなくなるとごはんを投入！二度楽しめます！

ᐢፉߌߟ㤖
辛いつけダレと冷たい麺が特徴の
「広島つけ麺」。たっぷりのゴマと
ラー油が入ったタレは“うま辛”な
味。自分好みに辛さを調整すること
ができます。 

ㅢߥ㘩ߴᣇࠫࡦࡖ࠴ߦ㧋 ߩᐫߺᅢ߅
ᐫ⥩ฬߪ᧪↱ߩ㧩

ᐢፉߩ
㧩ߡߞߺᅢ߅

ၮᧄߪ⡺₹߫ߘ
まず注文したいのが、豚肉・卵・焼きそば
の入った「肉玉そば」。定番メニューなの
で、お店の味が分かります。豚肉や卵が食
べられない方は、それぞれ抜いての注文も
可能です。

広島のお好み焼店は、女性の名
前が店舗名になっていることが
多いです。戦争で夫を亡くされた
女性が、お好み焼店をがんばっ
て一人で切り盛りし、親しみを込
めて呼ばれた店主の名前がそ
のまま店舗名になったと言われ
ています。その後、店主は変わっ
ても、店名は変わらず、引き継が
れています。

最初は難しいので、もちろん
はしを使ってもOK。熱いのが
苦手な人は、お皿に移して、はし
で食べましょう。

ᐢፉࠎࠄ
広島のご当地ラーメン。細めの
ストレート麺に豚骨しょうゆ味の
スープ。シンプルな味わいに多く
のファンがいます。

底にたまっているタレをすくい上げるように、具と麺とよ～く混ぜましょう。
混ぜれば混ぜるほどおいしくなります！

��࿁એ߭ࠆߗᷙࠄߔߚ㧋

トッピングの温泉玉子は最初に入れず、食べながら混ぜるとおいしさが
アップします！

᷷ᴰ₹ሶߪ㘩ࠄ߇ߥߴ㧋

最後に残ったタレにご飯を投入して、「担担ライス」を楽しみましょう。
お好みで酢・ダシをかけてもおいしいよ！

㧋ߢࠬࠗᜂᜂࠅߟߞ߇ߪࡔࠪ

広島の名物グルメといえばお好み焼。
広島には、お好み焼店がたくさんあるので、
食べ比べてみるのもおすすめ。
カキ料理や瀬戸内海の海の幸、
最近人気の汁なし担担麺もぜひ味わってみよう！！

1 㧝2 ߇ࠬ࠰
㆑߁㧋

  　　　　　　　　甘みととろみが強い
のが広島のソースの特徴。キャベツをは
じめ、具材が多い広島お好み焼によく合い
ます。

ౕ᧚ߪ
߇ߩࠆߡߞ㧩

肉や魚介類が一般的ですが、キムチや納豆、おも
ち、チーズなど個性のある具材が入っているもの
も。追加でトッピングもできます。

ߒߪ

ࡋ

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糧として重宝され、
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、店舗数も日本で一番です。

　 住所　　開催日　　営業時間　　定休日　　電話番号　　料金　　お問合せ　　店舗

1

1

2

2

4

4

3

3
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↢ࠟࠠ ࠠࠟ߈ ࠗࡈࠠࠞ ᚻ㍿ߩࠠࠞ ߒ߈߆
素材そのものを味わうなら、やっぱり
生が一番。採れたての殻付きカキに
レモンを絞ったり、たれにつけて食べ
ます。

網焼きやオーブン焼きなど、焼いても
美味。香りを楽しみつつ、あふれ出す
熱い汁をすすりながらいただきます。

香ばしい衣はサクサク、中身はジュー
シーに仕上げたカキ料理の定番！
お子さんにも人気の一品です。

カキと野菜などを味噌で煮ながら
食べる広島の郷土料理。西の三大
鍋とも言われている人気の鍋料理。

カキの旨味と香りが口いっぱいに
広がる炊き込みご飯。手軽に作れる
素も販売しており、お土産にも最適。

↥․㓸߅
࠼ࡦࡉᐢፉࠩ

広島市経済観光局産業振興部商業振興課
082-504-2318

広島の特産品で特に優れたものを「ザ・広島ブ
ランド」として認定し、広くPRすることで、知名度
をより高め、その消費拡大を図るとともに、広島
のイメージを向上させ、地域経済の活性化及び
誘客の促進を図ることを目的とする制度です。

๋㙬㗡

ߑࠄᄞ߲߹ߒࠈ߭
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ࠪࡢࠗࠦ
正式名称はカタクチイワ
シ、広島ではコイワシと
親しまれています。コイ
ワシは痛みやすく、煮干
等に加工されますが、夏
の広島では、刺身で食べ
ることができます。鮮度
抜群！コイワシの刺身
は、絶品です。

ࡦࡕ
レモンの生産量日本一を誇る
広島県。温暖な気候の中で育っ
た「瀬戸内 広島レモン」は、皮ま
ですべて食べられるのが特徴。
レモンを使った絶品グルメを
色々食べてみよう。

ᐢፉ⩿
広島の広島菜漬は野沢菜漬、
高菜漬と並んで、日本の三大菜
漬の1つとして有名。独特の辛
味とシャキシャキした歯ごたえ
が特徴で、炊きたてのご飯に
巻くと、さらに美味しく食べら
れます。

饅頭一つに食べ応えがあり、くるみ
の香ばしい香りに、あんこはコクが
ありながらもあっさりとした味わい。
素朴で飾らないどこかほっとするお
饅頭です。
株式会社平安堂梅坪
082-277-8181
1個194円（税込）

㙬㗡ߓߺ߽

株式会社にしき堂　　082-262-3131　　1箱10個入り1,000円（税込）

㢬
߆ߥ߽

広島県産もち米を
使用したもなか種
の香ばしい香りと

独特の食感。餡の程良い甘さのなめら
かな舌触り。それぞれのバランスが絶
妙に仕上げられた上品なお菓子です。
株式会社御菓子所高木
082-277-8011　　1個162円（税込）

ᳯᵄߴࠎߖ
ᶏ㞲ࠅ߷ߒ‖⳼

プレスして焼くことで水分をとばす、独自
の「しぼり焼」という製法により、何も足
さない生の牡蠣1つそのものの旨味が、
ぎゅっと濃縮された煎餅です。
巴屋清信有限会社
082-293-3171
1箱864円（税込）

ᐢፉ࠳ࠗࠨࡦࡕ�ᶏੱߩ⮺Ⴎࠬࡊ
温暖な気候の瀬戸内で太陽をいっぱいに浴び、防腐剤不使用でノー
ワックスの広島レモンを皮ごと搾った果汁で作ったサイダーです。
JA広島果実連（広島県果実農業協同組合連合会）
082-279-2472
250ml 184円（税込）

ࡦࡋࠢࡓࡃ
࠻ࡈ㧞ภࠡޠᄥ㓁ޟ
宮島嚴島神社大鳥居の西と東に描
かれている「月」・「太陽」の紋章をモ
チーフにして生まれた2種のバーム
クーヘンです。

⾐⨃㢬
ᣣᧄ㈬ࠠࠤ

ベーカリー広島アンデルセンで作られた、酒処
広島西条の日本酒「賀茂鶴」を使った広島なら
ではのケーキ。純米酒の繊細な香りが楽しめる
“大人の味わい”のケーキです。

株式会社櫟（櫟 kunugi）
082-273-6039
1セット2,160円（税込）

ࠬ࠙ࡂ࠻ࠬ

広島市中区中島町1-1
3月～7月/8:30～18:00、8月/8:30～
19:00（8月5日/8:30～20:00、8月6日
/7:30～20:00）、9月～11月/8:30～
18:00、12月～2月/8:30～17:00
082-247-6738 

1階の観光案内所の隣に、広島の話題
の商品やお土産などを扱うショップが
併設されています。平和記念公園にお
越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

e k i e

広島市南区松原町1-2
店舗によって異なる
店舗によって異なる
082-567-8011  店舗へのお問合
せは各店舗にご連絡ください。

食品やレストラン、広島土産やご当地グ
ルメなどが揃い、電車や新幹線の待ち
時間を利用して食事や買い物を楽しむ
ことができます。広島旅の始まりや締め
くくりに、ぜひご利用ください。

広島本通商店街にあり、広島県内各地
の特産品の展示販売とイベントや観光
情報等の発信を行っています。
広島市中区本通8-28 
10:00～18:00
なし
※年末年始は休業いたします。
082-544-1122 

ⓨญߩࡑࡑ
ࡓࡖࠫࠢ࡞ࡒࠖ࠹࡞࠰

穏やかな自然に囲まれた湯来町特産の新鮮な牛
乳を使った無添加ジャム。瀬戸内の海水から生ま
れる塩『海人の藻塩』を加える事により、深い旨味
とコクを引き出しています。
空口ママのみるく工房
0829-86-1465
45ｇ 380円（税込）、140g 880円（税込） 株式会社アンデルセン

0120-348-817
1本1,782円（税込）

ࡦࡉࡦࡕ߈
一つ一つ手作業で作られる“細かいしわ”が
特徴の薄皮の中に、高級バターを使用した
アーモンドクリームと、大粒の渋皮栗が丸ご
と1つ入った贅沢な洋菓子です。
株式会社アルファ
082-511-3840
1個330円（税込）

広島グルメに欠かせない瀬戸内海からの贈り物！
ἑᚭߩᶏ㞲

ࠗ࠳ࡠࠢ
クロダイは、広島が有数
の産地で、昔からチヌの
愛称で親しまれていま
す。特に旬の冬場にカキ
筏の下で獲れたものは
「寒チヌ」と呼ばれ、脂が
のって、プリプリの身は
絶品です。

ࠦࠝ࠾ࠝ
コワモテフェイスで背ビ
レ等に毒針をもつオニオ
コゼ。顔に似合わず、上
品な白身の高級魚です。
薄づくりは、フグにも劣
らない食感と美味しさ。
なんと肝まで食べられ
ます。

ࠧ࠽ࠕ
広島湾のアナゴは、身が
柔らかく、ふっくらとして
いるのが特徴。豊富な餌
を食べているものは、脂
がのっており、お腹の色
が黄色がかっています。

࡞ࡃࡔ
広島を代表する小魚で、
味が良く、煮付けにされ
ることが多い。大きく張
り出した目がチャームポ
イントで、春が旬のため
「春告げ魚」とも呼ばれ
ています。

ࠨࠕ
瀬戸内海でとれるアサリ
はコシのある肉質が特
徴。みそ汁、酒蒸し、バ
ター焼きなど調理のレ
パートリーは広く、多くの
方に愛されています。

S H O P - G U I D E

　 住所　　開催日　　営業時間　　定休日　　電話番号　　料金　　お問合せ　　店舗

㘩ߴᣇۭࠈࠈ

ᣣᧄ৻㧋
ᐢፉࠠࠞߩ
国内の生産量の半分以上を占める広島のカキは、
品質も全国トップクラス。
食べ方のバリエーションも豊富なので、
いろいろなメニューを楽しむのもおすすめです。
旬は11～3月。鮮度満点のプリプリ感をご堪能ください。

食べ頃
6月～8月

食べ頃
3月～6月

食べ頃
3月～5月
9月～11月

食べ頃
6・7月
10月～2月

食べ頃
 10月～3月

食べ頃
 10月～5月

まだある
名産品

ザ・広島ブランド
HP

ザ・広島ブランド
インスタグラム

広島の県花・県木のもみじを
形どった饅頭。北海道十勝産の厳選した小豆と日浦山湧水を使った“こだわり
の餡”を、ふっくら焼き上げたカステラ生地で包んでいます。


