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一般社団法人中国旅客船協会では、近年、増加傾向にあるキャンピングカー利用者をタ

ーゲットとした「せとうちＣａｍｐｅｒクルーズ」の取り組みを平成２７年１０月から実

施していますが、この度、実施エリアの拡大を図ることとしましたので、お知らせします。 

（対象エリアは別添資料参照） 

「せとうちＣａｍｐｅｒクルーズ」は、キャンピングカー利用者に対し、旅客船の運賃

割引を実施することにより、キャンピングカー利用者のドライブエリアを内陸部から島嶼

部へ拡大していこうとするものです。 

島嶼部観光では、宿泊場所の確保などが大きな課題となりますが、キャンピングカー利

用の拡大は、この課題の克服の一助ともなるものです。 

現在、江田島エリアを中心に５社７区間で実施していますが、実施エリア

が限られていることなどから、利用実績の底上げが必要となっています。 

このため当面、江田島～とびしま海道～大崎上島を経由して、しまなみ海

道・四国エリアやさざなみ街道のエリアまでフロンティア・ラインの拡大を

図る取り組みを進め、この度、下記のエリアまで拡大することとしました。 

中国運輸局としましても、二次交通の補完的な役割も果たすこの取り組みの拡大を図る

ことにより、新規需要の取り込みによる旅客航路事業の持続的な発展と島嶼部の地域活性

化の両面での効果が見込まれるものと期待しており、広域展開に向けて支援、協力してい

くこととしています。 

 

【せとうちＣａｍｐｅｒクルーズのエリア拡大の概要】 

  １．実施日   平成２９年５月１日（月） 

 

  ２．割引対象拡大区間 ４社５区間 

    ◆ 岡村（岡村島）～今治 （今治市営航路）（Ｈ２９．４．１実施） 

◆ 明石（大崎上島）～小長（大崎下島）  （しまなみ海運(株)） 

    ◆ 竹原～垂水（大崎上島）        （山陽商船(株)） 

    ◆ 竹原～白水（大崎上島）        （大崎汽船(株)） 

 

   【現行実施区間】 ５社７区間（平成２７年１０月１０日（土）～） 

◆ 広島～三高（瀬戸内シーライン(株)） 

    ◆ 広島～切串（上村汽船(株)） 

  
せとうちＣａｍｐｅｒクルーズを拡大します。 

～ 島嶼部観光の拡大と旅客航路事業の更なる活性化策を目指して ～ 



    ◆ 切串～天応（さくら海運(株)） 

    ◆ 呉 ～小用（瀬戸内シーライン(株)） 

    ◆ 呉 ～松山（瀬戸内海汽船(株)・石崎汽船(株)） 

    ◆ 広島～松山（瀬戸内海汽船(株)・石崎汽船(株)） 

 

３．割引率 

    自動車航送運賃や同乗者旅客運賃の概ね１割～３割引 

 

 ４．割引対象   

①くるま旅Ｃｌｕｂの会員（キャンピングカーのオーナーズクラブ） 

②竹原～大崎上島間は、車検証の車体の形状及び形状コード№により 

キャンピング車等と確認できる場合 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

中国運輸局 

海事振興部 旅客課（迫田） 

TEL:082-228-3679／FAX:082-228-7309  

一般社団法人中国旅客船協会（松山） 

TEL:082-253-6907／FAX:082-253-6951 

 



せとうちCamperクルーズ広域拡大
事 業 概 要

「せとうちCamperクルーズ」はキャンピングカーを対象とした新たなフェリー運賃の割引サービスで、平成２７年１０月１０日から広島市と同県江田島地域を
結ぶ航路等で実施している新規施策である。

事業目的は、近年、増加傾向にあるキャンピングカーを島嶼部に誘致し、フェリーの乗船機会を高め、旅客船事業の持続的発展と地域の活性化を図ろう
とするものである。

事業者団体等の組織的対応による離島航路でのこの様な取り組みは全国初の試みで、現在、５社７区間、運賃は島嶼部航路で自動車航送運賃と同乗者
旅客運賃の２～３割引で実施している。

現在実施しているエリアは広島市の沖合の江田島エリアに限られており、遠方からの利用が見込まれるキャンパーにとってはもっと広域のサービスが必要
と思われることから、実施エリアの拡大が課題となっている。

エリア拡大に当たっては、当面、広島港から江田島～とびしまエリアを経由して、しまなみ海道やとびしまの対岸エリアまでフロンティア・ラインの拡大を目
指して取り組んでいるところである。

実施エリア拡大イメージ
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せとうち Camper クルーズ事業概要 

 
            

１．事業の概要 

 

○事業の目的 

近年、増加傾向にあるキャンピングカー利用者のドライブエリアを内陸部から島嶼部へ拡大する

ため、フェリーの乗船機会を高めるサービスを提供することにより新規需要を開拓し、島嶼部の交

流人口の拡大につなげることで、旅客船事業の持続的発展と地域の活性化を図っていこうとする取

り組みである。 

 

 

○事業の内容 

キャンピングカーのオーナーズクラブである「くるま旅クラブ」（注）の会員を対象（竹原～大崎

上島間は車検証で確認できるキャンピング車等）に、割引対象エリアに寄港するフェリー航路の自

動車航送運賃や同乗者旅客運賃を１割～３割程度割り引く取り組みである（航路により割引の取り

扱いが異なる。当該航路に接続する本四航路の割引あり）。なお、当面、キャンピングカーの車中泊

場所の確保が難しい場合や走行範囲が限定的な島嶼部に係る航路は除く。 

 

※「くるま旅クラブ」：キャンピングカーの架装メーカーやディーラーが加盟する（一社）日本RV協会

（JRVA）の子会社「くるま旅クラブ株式会社」が運営するキャンピングカーのオーナーズクラブ（会

費制）。会員数：約７０００人。 

 

 

○エリア拡大実施時期 

 平成２９年５月１日（月） 

 一部割引適用除外期間（8月 13日～16日、12月 31日～1月 3日）のある航路あり 

 

 

○実施航路（割引対象拡大区間）（４社５区間）   

 今治市営航路    岡村～今治航路（今治市岡村～今治間）（Ｈ２９．４．１実施） 

しまなみ海運㈱   明石～小長航路（大崎上島町明石～呉市小長間）  

 山陽商船㈱     竹原～垂水航路（竹原～大崎上島町垂水間、竹原～大崎上島町白水間） 

 大崎汽船㈱     白水～竹原航路（大崎上島町白水～竹原間） 

 

【現行実施区間】（５社７区間） 

 瀬戸内海汽船㈱・石崎汽船㈱   宇品～松山航路（広島～松山間、広島～呉間、呉～松山間） 

 瀬戸内シーライン㈱       三高～宇品航路（江田島市三高～広島間）  

 上村汽船㈱           切串～宇品航路（江田島市切串～広島間） 

 さくら海運㈱          呉ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾊﾟｰｸ～切串航路（呉市天応～江田島市切串間）  

 瀬戸内シーライン㈱       小用～呉中央航路（江田島市小用～呉間） 
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○割引内容（自動車航送運賃割引例） 

 岡村～今治航路      例、岡村～今治間 ８～９ｍ未満  8,130円→ 7,320円（10.0%） 

  明石～小長航路      例、明石～小長間 ８～９ｍ未満  5,170円→ 3,600円（30.4%） 

  竹原～垂水航路      例、竹原～垂水間  ８～９ｍ未満  7,450円→ 6,710円（10.0%）  

白水～竹原航路       例、白水～竹原間  ８～９ｍ未満  7,450円→ 6,710円（10.0%） 

     

【現行実施区間】 

 宇品～松山航路       例、呉～松山間   ８～９ｍ未満 15,940円→14,350円（10.0%）       

 三高～宇品航路      例、三高～宇品間 ８～９ｍ未満 5,000円→ 4,000円（20.0%） 

 切串～宇品航路        例、切串～宇品間 ６～９ｍ未満  4,900円→ 3,400円（30.6%） 

 呉ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾊﾟｰｸ～切串航路  例、天応～切串間 ６～10ｍ未満  3,190円→ 2,250円（29.5%）  

 小用～呉中央航路         例、小用～呉間  ６～９ｍ未満  3,800円→ 3,000円（21.1%） 

 

 

○割引対象車両 

①くるま旅クラブの会員が乗車する長さが９ｍ（一部１０ｍ）未満のキャンピングカーで、会員証

を提示したものに限る。  

②竹原～大崎上島間は、車検証の車体の形状及び形状コード№によりキャンピング車等と確認でき

る場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



　広島県大崎上島町

野賀フェリー基地 大串キャンプ場・周辺 木江ふれあい郷土資料館

住　　所
広島県豊田郡大崎上島町

沖浦
広島県豊田郡大崎上島町

大串
広島県豊田郡大崎上島町沖浦１
９１１

使用料金 無料
キャンプ場利用
日帰り:200円/人
1泊2日:400円/人

無料

駐車台数 約20台(無料) 約200台(無料) 約１０台

トイレ使用
可能時間

24時間
(野賀海水浴場公衆トイレ)

24時間
24時間

（隣接の運動公園のトイレ）

シャワー
無

近隣に民間温泉施設有
有(コイン式)

近隣に公衆浴場有
　無

近隣にホテル入浴施設有

電気使用
（ＡＣ１００Ｖ）

無 有 無

予約の有無 無 有 無

定休日 無
※キャンプ場は４／１～１
０／３１まで利用可。（但
し、駐車場は通年利用可）

　　　　　　　　無

注意事項

県道より進入して左側の
駐車場のみ使用可能。右
側は業者が使用するので
不可。

キャンプ場使用は事前申
込が必要。当日キャンセ
ルは予約料金の半額。

ホテル清風館(管理者）まで
徒歩７分、車で３分。入浴
時間は２１時まで。

管理者
大崎上島町建設課
(0846-65-3124)

大崎上島シーカヤック
(090-3889-1539)

きのえ温泉「ホテル清風
館」(0846-62-0555)

キャンピングカー滞在可能施設一覧

平成２９年４月１日現在
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江田島市内キャンピングカー滞在可能施設一覧 
 

                              H27.10.1 現在 

 江田島市タカノス交流広場 真道山森林公園

キャンプ場 
国民宿舎能美海上ロッジシ

ーサイド温泉のうみ 

住  所 
江田島市江田島町切串四丁

目 16 番地
(http://yahoo.jp/6KlGN8) 

江田島市能美町

中町 
（http://yahoo.jp/
ed2xqL） 

江田島市能美町中町 1265 
（http://www.kurumatabi
.com/park/yypark/325.ht
ml） 
 

使用料金 無料 ２，０４０円／回 
0 円・1 台 

（トレーラー含む） 

駐車台数 約５０台 ６台 
 

100 台 

トイレ使用可能時

間 ２４時間 ２４時間 
           

12:00－21:00 

シャワー 無 有（２００円／

回） 

入浴 
大人 400 円 
子ども 250 円 

電気使用

（AC100V） 無 有（５１０円／

回） 
 
無 

 

予約の有無 無 
要予約 

（真道山キャン

プ場 0823-45-5271） 

 
無 

定 休 日 無（無人） 

有 
毎週火曜日（Ｇ

Ｗ・7・8 月は火曜

日も営業） 
年末年始：12/29
～1/3 

 
 

シーサイド温泉能美 
水曜日 

注意事項 施設内火器厳禁 入場受付９時～

１６時 
 

特になし 

管 理 者 産業部農林水産課 
（0823-40-2770） 

江田島市シルバ

ー人材センター 
（0823-42-5211） 

 
休暇村サービス㈱ 

（0823－45－2335） 

 

 

 

  

 


