
車椅子でご乗船されるお客様へご案内 平成28年12月15日　　　　　 

瀬戸内海汽船株式会社　　　　　

瀬戸内シーライン株式会社　　　　　　

いつも瀬戸内海汽船グループの航路をご利用いただき誠にありがとうございます。

現在、私共の航路にて運航しております船舶は、バリアフリー法制定前に建造したものであることから、すべての船舶において

バリアフリー対応となっておりません。　

船舶の出入り口や通路など詳細・乗船タラップ等につきましては、別紙の通りとなっております。

ご乗船の際は、乗組員・港湾職員によりお手伝いさせていただきますので、ご遠慮無くお声がけください。

また、ターミナルや桟橋など港湾設備につきましては、各港とも概ねバリアフリー対応となっておりますが、詳細につきましては、

各港湾管理者までお問い合わせください。

・ 広島港 広島市都市整備局　みなと振興課 082-504-2337

・ 呉港（中央桟橋） 呉市産業部　港湾漁港課 0823-25-3333

・ 宮島港 廿日市市宮島支所　環境産業グループ 0829-44-2003

・ 江田島（小用港） 江田島市　建設課 0823-43-1646

・ 江田島（高田港） 　　〃 　　〃

・ 江田島（中町港） 　　〃 　　〃

・ 江田島（三高港） 　　〃 　　〃

・ 松山観光港 松山観光港ターミナル㈱ 089-967-6667

大変ご迷惑・ご不便をおかけいたしますが、ご理解、ご了承の上、ご乗船くださいますようお願い申し上げます。



瀬戸内海汽船・瀬戸内シーライン　運航船舶　一覧 Ｈ27.10.1現在

船　名 道後 宮島 石手川 四万十川 和　加 瀬　戸 はやしお

主な航路 広島・呉～松山（観光港） 広島・呉～松山（観光港） 広島・呉～松山（観光港） 広島・呉～松山（観光港）
広島～江田島（小用）
呉～江田島（小用）

広島～江田島（小用）
呉～江田島（小用）

貸切船

種　　別 高速船 高速船 フェリー フェリー 高速船 高速船 高速船

客　　室
　1F（一般席）
　2F（スーパーシート）
　　　客室①を参照

　1F（一般席）
　2F（スーパーシート）
　　　客室①を参照

　1F（車両甲板）
　2F（客室）
　3F（客室）
　　　客室②を参照

　1F（車両甲板）
　2F（客室）
　3F（客室）
　　　客室②を参照

1F（客室）
客室③を参照

1F（客室）
客室③を参照

　1F（客室）
　2F（客室・デッキ）
　　　客室④を参照

エレベーター なし なし なし なし なし なし なし

乗船方法
広島・呉・松山ともに

側面タラップより
タラップ①を参照

広島・呉・松山ともに
側面タラップより
タラップ①を参照

広島・呉・松山ともに
側面タラップより
タラップ②を参照

広島・呉・松山ともに
側面タラップより
タラップ②を参照

すべての港で
側面タラップより
タラップ③を参照

すべての港で
側面タラップより
タラップ③を参照

すべての港で
側面タラップより
タラップ③を参照

バリアフリートイレ 有り 有り 有り 有り なし（和式×１） なし（和式×１） なし（洋式×１）

船　名 おやしお ロイヤル千鳥 ニュー千鳥 スーパー千鳥 シーフレンド 入　船 古　鷹

主な航路 広島～宮島 広島～江田島（中町） 広島～江田島（中町） 広島～江田島（中町） 広島～江田島（三高） 広島～江田島（三高） 呉～江田島（小用）

種　　別 高速船 高速船 高速船 高速船 フェリー フェリー フェリー

客　　室
　1F（客室）
　2F（客室・デッキ）
　　　客室④を参照

　1F（客室）
　2F（客室・デッキ）
　　　客室⑤を参照

　1F（客室）
　2F（客室・デッキ）
　　　客室⑤を参照

　1F（客室）
　2F（客室・デッキ）
　　　客室⑤を参照

　1F（客室、車両甲板）
　2F（客室）
　　　客室⑥を参照

　1F（客室、車両甲板）
　2F（客室）
　　　客室⑥を参照

　1F（客室、車両甲板）
　2F（客室）
　　　客室⑥を参照

エレベーター なし なし なし なし なし なし なし

乗船方法
すべての港で

側面タラップより
タラップ③を参照

すべての港で
側面タラップより
タラップ④を参照

すべての港で
側面タラップより
タラップ④を参照

すべての港で
側面タラップより
タラップ④を参照

車両甲板より
タラップ⑤を参照

車両甲板より
タラップ⑤を参照

車両甲板より
タラップ⑤を参照

バリアフリートイレ なし（洋式×１） なし（洋式×１、和式×１） なし（洋式×１） なし（洋式×１） 有り
なし（洋式×2、小便器×1、

車両甲板に洋式×1）
なし（和式×2、

車両甲板に洋式×1）



タラップ① 広島・呉～松山航路　高速船「スーパージェット」

広島・呉～松山航路　高速船「スーパージェット」で使用するタラップは、各港ともに概ね下記のタイプです。

長さ660cm

手すりの高さ100cm

タラップの高さ90cm

タラップの幅100cm



タラップ② 広島・呉～松山航路　フェリー

広島・呉～松山航路　フェリーで使用するタラップは、各港ともに概ね下記のタイプです。

船側に約10センチの段差があります。

※松山観光港では潮位の関係で、人道橋を使用し、乗船する場合

　 がありますが、船内に入ってから、階段を利用となります。

長さ800cm

手すりの高さ80cm

タラップの高さ・・・潮の干満によ

りタラップの高さが変わります。

タラップの幅80cm
高さ10cm



タラップ③ 島しょ部航路　高速船

広島～江田島（小用）、呉～江田島（小用）、広島～宮島航路で使用するタラップは、各港ともに概ね下記のタイプです。

長さ300cm

手すりの高さ80cm

タラップの高さ65cm

タラップの幅65cm



タラップ④ 島しょ部航路　高速船（スーパー千鳥、ニュー千鳥、ロイヤル千鳥）

広島～江田島（中町港・高田港）航路で使用するタラップは、船に装備する自動タラップです。　

スーパー千鳥、ニュー千鳥、ロイヤル千鳥が装備する自動タラップは、概ね下記のような仕様です。

長さ260cm

手すりの高さ80cm

タラップの高さ65cm

タラップの幅110cm



タラップ⑤ 島しょ部航路　フェリー（入船、古鷹、シーフレンド）

広島～江田島（三高港）、呉～江田島（小用港）航路で使用するフェリーは車両乗船口より乗船となります。

つなぎ目に約3センチの段差があります。

段差の緩和のため、ゴム板を連結しています。

長さ635cm

手すりの高さ100cm

幅90cm



客室① スーパージェット「道後」「宮島」

広島・呉～松山航路　で使用する高速船スーパージェット「道後」「宮島」の船内通路・出入り口は下記の通りです。

　　　客室内は特に段差はありません。

入り口にスロープが付いていますが、

約3センチの段差があります。

入り口の幅120cm

入り口の高さ190cm

入り口の幅75cm

入り口の高さ190cm

通路の幅90cm

高さ20cm

長さ85cm



1F客室、左舷側一番後ろの2名掛けシートは、車椅子優先席です。

座席の後ろに、車椅子置き場があります。

また、優先席の１つ前のシートが転回し、向かい合わせにすること

ができます。

1F客室後方にバリアフリートイレがあります。

2Fに客室（スーパーシート）がありますが、階段となります。

足元 65cm

座席幅45cm

前後 100cm

車椅子置き場

100×100cm



客室② 広島・呉～松山航路　フェリー「石手川」「四万十川」

広島・呉～松山航路　で使用するフェリー「石手川」「四万十川」の船内通路・出入り口は、概ね下記の通りです。

タラップから乗船すると客室までは階段 　　　自動ドア下に、約3センチの段差があります。

となります。エレベーターはありませんの 　　　　　　　　客室内は特に段差はありません。

で、係がお手伝いさせていただきます。

3Fにも客室がありますが、エレベーターが無いため、階段となります。

１F車両甲板から、2F・3Fの客室まではエレベーターが無いため、階段となります。

入り口の幅110cm

入り口の高さ180cm

通路の幅75cm



２F客室にはじゅうたん席があります。　じゅうたん席の入り口が１０ｃｍほどの段差となっています。

高さ10cm

通路の幅90cm



客室③ 「瀬戸」「和加」

主に広島～江田島（小用）、呉～江田島（小用）航路で使用する高速船「瀬戸」「和加」の船内通路・出入り口は下記の通りです。

入り口にスロープが付いていますが、

約3センチの段差があります。

船内には和式トイレのみです。入り口がせまく段差

があります。近距離航路ですので、お手洗いを済ませ

てからご乗船いただくよう、ご協力をお願いします。

手すりの高さ85cm

通路の幅60cm

足元 25cm

座席幅45cm

前後 70cm

入り口の幅65cm

入り口の高さ165cm



客室④ 「おやしお」「はやしお」

主に広島～宮島 航路で使用する高速船「おやしお」および、貸切船「はやしお」の船内通路・出入り口は下記の通りです。

入り口に約3センチの段差があります。 　　　　スロープが付いていますが、内側にも

　　　　約3センチの段差があります。

入り口の幅75cm

入り口の高さ165cm

高さ20cm

長さ85cm



1F客室内は特に段差はありません。

2Fにデッキががありますが、2Fまでは階段となります。

船内に洋式トイレがありますが、入り口がせまく段差があります。

近距離航路ですので、お手洗いを済ませてからご乗船いただくよう、ご協力をお願いします。

足元 35cm

座席幅45cm

前後 75cm

通路の幅65cm



客室⑤ 「スーパー千鳥」「ニュー千鳥」「ロイヤル千鳥」

主に広島～江田島（中町港・高田港）で使用する高速船「スーパー千鳥」「ニュー千鳥」「ロイヤル千鳥」の船内通路・出入り口は、概ね下記の通りです。

　　　　スロープが付いていますが、

　　　　約3センチの段差があります。

入り口の幅100cm

入り口の高さ170cm



1F客室内は特に段差はありません。

2Fにデッキががありますが、2Fまでは階段となります。

船内に洋式トイレがありますが、入り口がせまく段差があります。

近距離航路ですので、お手洗いを済ませてからご乗船いただくよう、ご協力をお願いします。

通路の幅 70cm

足元 45cm

座席幅50cm

前後 85cm



客室⑥ 「入船」「古鷹」

主に広島～江田島（三高港）、呉～江田島（小用港）で使用するフェリー「入船」「古鷹」」「シーフレンド」の船内通路・出入り口は、概ね下記の通りです。

　　　　スロープの高さは9cmです。段差はありません。

　　２F客室へは階段利用となります。１F客室をご利用ください。

　　船内に洋式トイレがありますが、入り口がせまく段差があります。

　　近距離航路ですので、お手洗いを済ませてからご乗船いただくよう、

　　ご協力をお願いします。

入り口の幅85cm

入り口の高さ180cm

通路の幅

通路の幅 90cm

長さ35cm

座面 50cm



「シーフレンド」

　　２F客室へは階段利用となります。１F客室をご利用ください。

　　船内のトイレは和式です。　　入り口がせまく段差があります。

　　近距離航路ですので、お手洗いを済ませてからご乗船いただくよう、

　　ご協力をお願いします。

　　　　内側にスロープはありません。

入り口の幅75cm

入り口の高さ170cm

段差15cm座面 42cm

通路の幅


