
■Standard Course (Approximately10km)

■Meeting Place：Rest House in Peace Park

①Rest House → ②Atomic bomb Dome→③Motoyasu-gawa 

River→ ④Higashi-Senda Park →⑤Red Cross Hospital Memorial 

Park → ⑥Miyuki-Bashi Bridge → ⑦Kyobashi-gawa River→

⑧A-bombed tree→⑨Peace Boulevard(Heiwa Odori)→

⑩Rest House

■Long Course (Approximately14km)

■Meeting Place：Rest House in Peace Park

①Rest House→②Hiroshima Castle→③Gokoku Shrain→

④Chuo Koen Park→⑤Aioi Bridge→⑥Atomic bomb Dmoe→

⑦Motoyasu-gawa River→⑧Higashi-senda Park→⑨Red Cross 

Hospital Memorial Park→⑩Miyuki-Bashi Bridge→⑪Kyobashi-

gawa River→⑫A-bombed tree→⑬Peace Boulevard(Heiwa 

Odori)→⑭Rest House 
* It is a tour around Peace Park and within a radius of about 2 km of 

Peace Park (the distance is about 10 km)

*The Peace Memorial Museum is not included.

*Meals are not included in the tour.
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“A trip you can feel through spirits and stories and not 

found in any guidebook”

Sokoiko! is a guided cycling tour of the story of Hiroshima 

before, during, and after the war, and of now.

From Peace Park, take an e-bike to the suburbs.

We will go see the real Hiroshima, such as cityscapes, 

residential areas, and beautiful riverside scenery, with the 

focus being on the atomic bomb heritage sites in the city.

Then, we will guide you while sharing with you how the city 

was revived after the devastation, and also the spirits of 

people, and episodes that are conveyed locally.

Duration：Standard：120 Minutes / Long：180 Minutes

Capacity：Maximum 4persons / 10persons

※When two staff members accompany…10persons

※The number of guides varies from day to day.

Minimum 1person

*A height of 145 cm or more is required 

(insurancerequirements).

*Please refrain from participating if you feel unwell, are 

pregnant, or are drinking alcohol.

*If it rains, change to a walking tour that includes a cafe.

PEACE CYCLING TOUR
@ REST HOUSE

Long Course(3h)：JPY7,000/per person

※Including…Guide,Rental bike, Bicycle insurance,novelty ・※The tour fee is the same regardless of age.
※A minimum height of 145 cm is required to participate in the tour.

Office:6-3-25 102 Yaga Higashi-ku Hiroshima 732-0042

【CANCELLATION POLICY】
7 to 4 days before the tour date 40% of the tour price
3 to 2 days before the tour date 60% of the tour price
The day before the tour date, on the day of the tour 100% of the tour price
※Right after the online settlement is made, a cancellation fee of 10% will be 
incurred in case of cancellation.
※The cancellation fee includes handling charges.

Our Concept Tour Course

Details

Time：11AM-1PM・3PM-5PM (Departure date : Everyday)

Standard Course(2h)：JPY5,000/per person

Time：10AM-1PM・2PM-5PM (Departure date : Everyday)
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ピースサイクリングツアー

広島市内の被爆遺構を自転車で巡り、戦前・戦中の現実、
そして戦後の復興のストーリーを巡るガイドツアーです。

この街で伝え続けていきたい。

「何気ない日常＝平和」

自転車だから行ける場所へ

スタンダードコース（2時間）/5,000円(1人)

ロングコース（3時間） /7,000円(1人)
時間：AM11:00～PM1:00・PM3:00～PM5:00 （出発日/毎日）

時間：AM10:00～PM1:00・PM2:00～PM5:00 （出発日/毎日）

■料金に含まれるもの
ガイド代、レンタルサイクル代、自転車用保険/料金は全年齢共有/自転車保険適用の条件により参加には身長145cm以上が必要です

■スタンダードコース・約10km（集合：平和記念公園レストハウス1F)
①レストハウス（集合)→②原爆ドーム→③元安川→④東千田公園→⑤日赤病院・ゆがんだ窓→⑥御幸橋→⑦京橋川→⑧被爆樹木・しだれ柳→⑨平和大通り→

⑩平和公園（解散）

■ロングコース・約14km（集合：平和記念公園レストハウス1F）
①レストハウス(集合)→②広島城→③護国神社・鳥居→④中央公園→⑤相生橋→⑥原爆ドーム→⑦元安川→⑧東千田公園→⑨日赤病院・ゆがんだ窓→ 

⑩御幸橋→⑦京橋川→⑪被爆樹木・しだれ柳→⑫平和大通り→⑬平和公園（解散）

※両ツアー共通：平和記念資料館は含まれません。/ツアーに食事は含まれません。

※スタンダードコース・ロングコースどちらも同日にご参加がある場合は、ロングコース⑤と⑥の間で合流してツアーをする場合があります。

■ツアー詳細

・所要時間：120分(スタンダード)・180分(ロング）・定員：1ツアーあたり4～10名(人員状況により変動あり）・最少催行人数：1人

・服装：カジュアルな服装（特別な装備は必要ありません）

■注意事項

身長145cm以上必要（保険適用条件）・体調不良・飲酒の場合はご参加をお控えください

・雨天時の対応：平和公園内及び徒歩圏内周辺スポットを巡るウォーキングツアーに変更してツアー実施致します。

■キャンセルポリシー
ご予約日の7日前～料金の40%/ご予約日の3日前～料金の60%/ご予約日の前日～当日料金の100%

※決済終了時点でキャンセルの場合には取り消し手数料10%が発生致します。（表示したキャンセルポリシーは取り消し手数料を含みます。）

運営事務所 〒732-0042 

広島市東区矢賀6丁目3-25 102

TEL  082-576-7915(担当：石飛）

Mail toby@mintinc.co.jp

【平和記念公園レストハウス発】
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