
 

 

 

 
 

２ ０ ２ 1 年 ８ 月 2 6 日 
 西 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 

 

「setowa周遊パス」広島エリア商品の継続発売について 
 
 

JR西日本では、せとうち旅行に欠かせない観光ナビ『setowa』について、現在発売中の広島エリアのsetowa
周遊パス（4 商品）を、一部発売額を改定して、2021 年 10 月以降も継続して発売します。 

「setowa」は、旅の予約やチケットの利用をスマートフォンによりキャッシュレス、チケットレスで行うことができ、駅
や旅行代理店、現地のスタッフとの接触も少なく、安心してご旅行いただけます。せとうちへのご旅行の際には、是
非ご利用下さい！ 

 
１．商品概要 

商品名 
主な 

ご利用エリア 
おねだん 

（おとな 1 名） 
有効 
期間 

発売期間 ご利用期間 

setowa 
広島ワイドパス 

広島県全域 4,900 円 3 日間 

2021 年 9 月 1 日 
~  

2022 年３月 3１日 

2021 年 10 月 1 日 
~  

2022 年４月 2 日 

setowa 
広島イーストパス 

尾道・三原・ 
竹原・大久野島 

2,900 円 2 日間 

2021 年 10 月１日 
~ 

2022 年４月１日 

setowa 
広島ウエストパス 

広島市内・ 
宮島・呉・岩国 

3,450 円 2 日間 

setowa 
広島松山パス 

広島市内・ 
呉・松山 

（今回改定） 
4,800 円 

2 日間 

※各商品とも setowa で発売します（JR 西日本ネット予約「e5489」、駅のみどりの窓口では発売しません）。 
※ご利用日の 1 か月前の 10 時から当日まで発売します。 
※こどものおねだんは、おとなの半額です（5 円のは数は切り捨てます）。 
※購入特典として参画施設で特典が受けられる「DISCOVER WEST パスポート」引換券がついています。 
※きっぷの効力やご利用条件など詳細は、別紙および「JR おでかけネット」でご確認下さい。 
※その他、岡山エリアや山口エリアの周遊パスも発売中です。是非ご利用下さい！ 
 
２. setowa ご利用方法 

「setowa」は、スマートフォン用アプリに加え、スマートフォン用 WEB サイトでも利用可能です。 
(1) アプリ 

「Google Play」、「App Store」で「setowa」を検索し、ダウンロードして下さい。 
※動作推奨環境：Android 6.0 以上、iOS 11.0 以上 

（2）WEB サイト URL 
https://app.jwfm.setowa.jp/   

 ※以下 QR コードから、アプリのダウンロードストア、WEB サイトへアクセスいただけます。 
        
 
 

 
  
 
 
※Android、Google Playおよび Google Playロゴは Google LLCの商標です。※Apple、Appleのロゴは、米国及びその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。App Storeは米国及びその他の国々で登録された Apple Inc.

のサービスマークです。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。iOS商標は、米国 Ciscoのライセンスに基づき使用されています。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 

WEB サイト 

https://app.jwfm.setowa.jp/


1setowa周遊パス

・自由周遊区間内のＪＲ（普通列車普通車自由席）、指定の私鉄、路線バス、船舶、ロープウェイなど
の乗り放題に加え、現地の観光施設入館券がセットになった、setowa限定のおトクな周遊パスです。

・現在発売中の広島エリアの４種類について一部発売額を改定し、継続発売します。
①setowa広島ワイドパス
②setowa広島イーストパス
③setowa広島ウエストパス
④setowa広島松山パス

① setowa広島ワイドパス

③ setowa広島ウエストパス

② setowa広島イーストパス

④ setowa広島松山パス

１



2setowa周遊パス ①setowa広島ワイドパス
発売額 おとな4,900円、こども2,450円（税込み）

有効期間 3日間

発売期間
2021年9月1日～2022年3月31日
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

ご利用期間 2021年10月1日～2022年4月2日（※2022年3月31日ご利用開始分まで発売）

変更・払いもどし 未使用で、かつ有効期間内に限り可能（払いもどしは１人あたり220円の手数料が必要）

効力

鉄道
JR（普通列車普通車自由席）
※新幹線は利用不可

山陽線 大門～岩国 呉線 三原～海田市
可部線 横川～あき亀山 芸備線 広島～東城
福塩線 福山～塩町

船舶

福山市営渡船 福山市営渡船場（福山市鞆町）～仙酔島

瀬戸内クルージング
尾道港～瀬戸田港
尾道港～鞆港（※11/21までの土日祝のみ運航）

弓場汽船
三原港～大久野島（※土日祝のみ運航、12月26日～1月3日は運休)、
三原港～瀬戸田港

マルト汽船 三原港～瀬戸田港

大三島フェリー、休暇村大久野島 忠海港～大久野島

バンカーサプライ 竹原港～大久野島（※土日祝のみ運航、1月1日～1月3日は運休)

山陽商船・大崎汽船 竹原港～垂水港（大崎上島）、竹原港～白水港（大崎上島）

しまなみ海運

竹原港～めばる港（大崎上島）～一貫目港（大崎上島）～天満港
（大崎上島）～沖浦港（大崎上島）～明石港（大崎上島）～御手

洗港（大崎下島）～大長港（大崎下島）、明石港（大崎上島）～
小長港（大崎下島）

JR西日本宮島フェリー 宮島口桟橋～宮島港

瀬戸内シーライン 広島港～小用港（江田島）、小用港（江田島）～呉港

バス

トモテツバス 福山駅～鞆港

おのみちバス 尾道駅前～浄土寺下

芸陽バス 竹原駅～フェリー前

中国ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ・広島ﾊﾞｽ・広島電鉄 めいぷる～ぷ（全路線）※コロナのため、現在ブルールートは運休中

ロープウェイ 千光寺山ロープウェイ 千光寺山麓（長江口）～千光寺山頂（千光寺公園）
（※12/1～12/24は設備点検整備、定期検査のため営業休止）

２０２１.１０.１

２

※ 新幹線の乗車は不可（乗車券としての効力もなし）
※ 別途特急券・指定券をお買い求めいただいた場合、

周遊エリア内在来線特急の乗車券として有効



3setowa周遊パス ②setowa広島イーストパス

発売額 おとな2,900円、こども1,450円（税込み）

有効期間 2日間

発売期間
2021年9月1日～2022年3月31日
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

ご利用期間 2021年10月1日～2022年4月1日（※2022年3月31日ご利用開始分まで発売）

変更・
払いもどし

未使用で、かつ有効期間内に限り可能（払いもどしは１人あたり220円の手数料が必要）

効力

鉄道
JR（普通列車普通車自由席）
※新幹線は利用不可

山陽線 福山～三原
呉線 三原～竹原

船舶

瀬戸内クルージング 尾道港～瀬戸田港

弓場汽船
三原港～大久野島（土日祝のみ運航、12月26日～1月3日は運
休)、三原港～瀬戸田港

マルト汽船 三原港～瀬戸田港

大三島フェリー
忠海港～大久野島

休暇村大久野島

バンカーサプライ
竹原港～大久野島（※土日祝のみ運航、1月1日～1月3日は運
休)

バス
おのみちバス 尾道駅前～浄土寺下

芸陽バス 竹原駅～フェリー前

ロープウェイ 千光寺山ロープウェイ 千光寺山麓（長江口）～千光寺山頂（千光寺公園）
（※12/1～12/24は設備点検整備、定期検査のため営業休止）

観光施設 平山郁夫美術館

２０２１.１０.１

３

※ 新幹線の乗車は不可（乗車券としての効力もなし）
※ 別途特急券・指定券をお買い求めいただいた場合、

周遊エリア内在来線特急の乗車券として有効



4setowa周遊パス ③setowa広島ウエストパス

発売額 おとな3,450円、こども1,720円（税込み）

有効期間 2日間

発売期間
2021年９月1日～2022年3月31日
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

ご利用期間 2021年10月1日～2022年4月1日（※2022年3月31日ご利用開始分まで発売）

変更・払いもどし 未使用で、かつ有効期間内に限り可能（払いもどしは１人あたり220円の手数料が必要）

効力

鉄道
JR（普通列車普通車自由席）
※新幹線は利用不可

山陽線 西条～岩国
呉線 呉～海田市

船舶

JR西日本宮島フェリー 宮島口桟橋～宮島港

瀬戸内海汽船

宮島港～呉港（ブルーライン）
（※11/28までの土日祝のみ運航）
広島港～呉港
※ﾌｪﾘｰのみ利用可、ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄ乗船の場合は

現地にて差額が必要

石崎汽船
広島港～呉港
※ﾌｪﾘｰのみ利用可、ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄ乗船の場合は

現地にて差額が必要

瀬戸内シーライン
広島港～小用港（江田島）
小用港（江田島）～呉港
宮島港～広島港 広島港～三高港（江田島）

バス
中国ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ・広島ﾊﾞｽ・広島電鉄 めいぷる～ぷ（全路線）

※コロナのため、現在ブルールートは運休中

観光施設

大和ミュージアム

広島城

縮景園
写真提供：広島県

２０２１.１０.１

４

※ 新幹線の乗車は不可（乗車券としての効力もなし）
※ 別途特急券・指定券をお買い求めいただいた場合、

周遊エリア内在来線特急の乗車券として有効



5setowa周遊パス ④setowa広島松山パス

発売額 おとな4,800円、こども2,400円（税込み）

有効期間 2日間

発売期間
2021年9月1日～2022年3月31日
※利用日1か月前10時から有効開始日当日まで発売

ご利用期間 2021年10月1日～2022年4月1日（※2022年3月31日ご利用開始分まで発売）

変更・
払いもどし

未使用で、かつ有効期間内に限り可能（払いもどしは１人あたり220円の手数料が必要）

効力

鉄道
JR（普通列車普通車自由席）
※新幹線は利用不可

山陽線 西条～岩国
呉線 呉～海田市

船舶
瀬戸内海汽船
石崎汽船

広島港・呉港～松山観光港
※片道１回に限りフェリーのみ利用可
※ｽｰﾊﾟｰｼﾞｪｯﾄ乗船の場合は現地にて差額が必要

バス
中国ｼﾞｪｲｱｰﾙﾊﾞｽ・
広島ﾊﾞｽ・広島電鉄

めいぷる～ぷ（全路線）
※コロナのため、現在ブルールートは運休中

観光施設

大和ミュージアム

広島城

写真提供：広島県

２０２１.１０.１

５

※ 新幹線の乗車は不可（乗車券としての効力もなし）
※ 別途特急券・指定券をお買い求めいただいた場合、

周遊エリア内在来線特急の乗車券として有効


