
































神河町

神河町 アルパカに会える！体験型農村公園
大人気のアルパカやカンガルー、大型鳥類などさまざ
まな動物と触れあえます。ピザづくりやクラフト教室な
ど体験メニューも豊富。

レジャー
1

☎0790-32-2911
MAP▶P39

神崎農村公園 ヨーデルの森

カントリー調古民家で本格洋食を

神崎郡神河町猪篠2094
◯ 11:00～(先着20名様限定、予約
    優先)4名様以上・事前予約で夜も可
□休 月曜日・火曜日
　（祝日は営業し、翌水曜日が休）
　 公式facebookあり

古民家を改装した洋食店。但馬牛と但馬ポークの合挽
き手ごねハンバーグが人気で遠方からも多くの客が訪れ
ます。店主がアメリカで集めたカントリー雑貨の販売も。

飲食・販売
2

☎0790-35-8755
MAP▶P39

古民家レストラン＆カントリー雑貨 STICK

食事をした人に
コーヒー1杯サービス STAMP▶

（1回限り）

森と星を満喫する休日

神崎郡神河町上小田881-146
◯ 電話受付8:00～21:00、
　 ランチ11:00～14:00、
　 喫茶:10:30～16:00
□休 なし 
http://www.hotel-relaxia.com/

峰山高原にあるリゾートホテル。映画『ノルウェイの
森』のロケ地となった森が隣接し、散策にぴったり。夜
には満天の星空が楽しめます。

宿泊・飲食
4

☎0790-34-1516
MAP▶P39

峰山高原ホテルリラクシア

テイクアウトコーヒー
1杯サービス

（1回限り）
STAMP▶

※宿泊代
　のみ

ひなたぼっこをするような居心地

神崎郡神河町猪篠1
◯ 8:00～14:00
　 17:00～21:30
□休 木曜日
http://plaza.rakuten.co.jp/kamikawahinata/

2016年春にオープン、早くも近隣の人の憩いの場に。
モーニングから昼定食、夜は居酒屋としてカラオケも
でき、さまざまな楽しみ方を提案します。

飲食
3

☎0790-35-9889
MAP▶P39

お食事処＆カフェ居酒屋 しあわせのひなた

ススキ草原がいちめんに広がる砥峰高原、

星降る峰山高原でリゾート気分。

農村公園やアウトドア・レクリエーション施設も充実。

のんびり派もアクティブ派も、

自然をたっぷり楽しみつくせる神河町へようこそ。

エリア別観光グルメマップ02

神崎郡神河町猪篠1868
◯ 10:00～17:00 土日祝、GW、
　 お盆は9:30～18:00　
□休 なし、冬季は平日にメンテナンス休業あり
http://www.yodel-forest.jp/　

農村バイキングを大人200円引、
子ども100円引※1回につき5人まで

（1回限り）
STAMP▶

食事をした人にコーヒー１杯サービス
（モーニングサービスを除く）

（ガイドブック提示ごと）

（1回限り）

水車が回るのどかな田園風景の広がる神河町

※店舗・施設によっては年末年始などクーポンが使えない時期
がありますので、事前にご確認の上、ご利用ください

クーポン対象期間 11/1～1/31

駐車場
あり 団体可 禁煙 イートイン可

クレジット
カード可 Wi-Fi  ペット

同伴可
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神河町

大黒さまが目印の直売所
かやぶき屋根の店舗で地元の食材や土産を販売。う
どんやそばを食べられるほか、ボリュームある巻きずし
「大黒巻き」が人気。近くに銀の馬車道残存場所も。

飲食
9

☎0790-32-2837
MAP▶P39

かんざき大黒茶屋

地元素材をおいしいお菓子に

神崎郡神河町粟賀町580
◯ 9:00～18:00
□休 水曜日（祝日は営業）
http://www.kasyundokoro-sai.com/

三代続く和菓子店。季節の果物を丸ごと閉じ込めた
「ふるーつ大福」や、地元のお茶をクリームにして挟ん
だどら焼きなど、時代に合ったお菓子を考案。

販売
10

☎0790-32-0039
MAP▶P39

菓旬処 彩sai

「夢ろーる」1,080円を900円に
STAMP▶
（1回限り）

神崎郡神河町吉冨88-10
◯ 10:00～18:00
□休 木曜日

1,000円以上の
お買い上げで50円引

（1回限り）
STAMP▶
（1回限り）

囲炉裏をかこんでゆったり時間

神崎郡神河町上小田332
◯ 11:30～15:00
    17:00～22:00
□休 なし
http://www.houraku.info/

囲炉裏の食事処やデザイナーズルームの客室、夏限
定の川床での食事など、とっておき気分を味わえる宿。
食事のみの利用もできます。

宿泊・飲食
5

☎0790-34-0120
MAP▶P39

囲炉裏の宿 豊楽

宿泊代10％割引（特典利用の申し出の電話
予約のみ）食事代10％割引（飲み物代は除く）
※利用除外日あり STAMP▶

（1回限り）

お買い上げ金額より5％割引 STAMP▶
（1回限り）

緑の風がわたる高原リゾート

神崎郡神河町長谷987
◯ 受付は21:00まで
□休 月曜日
http://hotelmonterosa.net/

砥峰高原の麓にある、スイス・チロル地方をイメージ
したリゾートホテル。本格的フランス料理と露天風呂
が人気です。神河プレミアム高原アイスを発売中。

宿泊・飲食
6

☎0790-35-0777
MAP▶P39

ホテル　モンテ ローザ

①ランチ予約時の申告で入浴無料
②宿泊料金10％割引
※①②併用不可 STAMP▶

（1回限り）

アウトドアならおまかせ！

神崎郡神河町根宇野1019-3
◯ フロント 8:30～17:30
　 響きの湯 14:00～22:00
　 レストラン 11:00～20:00
□休 12/29～1/1、1月～3月中旬の火曜日
http://www.green-echo.jp/

登山やグラウンドゴルフやアスレチックなど、日帰り利
用も宿泊も、思い思いのレクリエーションが楽しめま
す。バーベキュードームは屋根付きで年中利用可。

宿泊・レジャー
8

☎0790-32-1307
MAP▶P39

グリーンエコー笠形

響きの湯入浴料　大人500円を400円、
小人400円を300円に STAMP▶

子どもが遊べる学校のような店

神崎郡神河町杉440-2
◯ 10:00～17:00（ランチ11:30～
　  14:00限定20食、なくなり次第終了）
□休 水曜日・木曜日 
http://www.tanoshi-ya.com/

卵・乳を使わず、酵素玄米と味噌汁、地元の野菜を
使った「昔ごはん」を味わえます。旧森林組合の事務
所を再利用した木のぬくもりがやさしい店舗です。

飲食・販売
7

☎0790-32-2322
MAP▶P39

昔ごはんとおやつの時間 樂や
たのし

（1回限り）

ゆず塩風味の銀馬車らーめん

神崎郡神河町寺前30-2
◯ 11:00～15:00
　 17:00～21:00（L.O 20:30）
□休 水曜日（祝日は営業し、
　 翌木曜日が休）

寺前駅のすぐ前にあるラーメン屋。ゆずが香る「銀の
馬車道らーめん」はもちろん、神河産の自然薯を使っ
た麦とろめしも見逃せません。

飲食
12

☎0790-34-0006
MAP▶P39

銀の馬車道らーめん注文1麺につき、
ゆずジュース1本サービス

（1回限り）
STAMP▶

銀の馬車道らーめんのお店　余田屋
よ で ん や

神河町のおいしさをお届け

神崎郡神河町粟賀町430
◯8:00～18:00
□休 なし

神河町の米や野菜を使って弁当や寿司などを作る食
品会社です。銀の馬車道弁当や神河弁当、かんざき
大黒茶屋の運営などで地域のPRに貢献しています。

販売
11

☎0790-31-2655
MAP▶P39

株式会社神崎フード

銀の馬車道グッズ

P15へ

銀の馬車道グッズ

P14へ
銀の馬車道グッズ

P15へ

銀の馬車道グッズ

P15へ

銀の馬車道グッズ

P15へ
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まだま
だある

川のせせらぎを聞く癒しのサイクリング

越知川名水街道自転車くだり

不動の滝、千ヶ峰南山名水、熊野神水、笠形神水と、数多くの名水・滝スポットが集う越知川名水街道。
兵庫県でも屈指の清流沿いをサイクリングする「越知川名水街道自転車くだり」は、神河町の中心部か
ら自転車を積み込んだ路線バスに乗って町の北端まで向かい、自然と触れ合いながら約20キロの道を
自転車で走る爽快なプランです。自転車はレンタルでも、愛車を持ち込んでもOK。利用希望日の前日
17:00までにお申し込みを。

神崎郡神河町中村39-1（神姫グリーンバス粟賀営業所）
◯ 出発時間／
    粟賀発（新田ふるさと村行き）11：32、13：27（平日）
    粟賀発（新田ふるさと村行き）10：51、13：21（土日祝）
□休 なし ※実施は4月1日～11月末日まで
□¥ 大人1,600円、子ども1,200円(要予約)
　 自転車持ち込みの場合は大人1,300円、子ども900円
　（要予約）

☎0790-32-1021（神姫グリーンバス粟賀営業所）
MAP▶P39

家族みんなのお気に入りラーメン店

神崎郡神河町福本557－4
◯11:30～14:30（L.O 14：00）
　17:00～20:30（L.O 20：00）
□休 木曜日

店内に製麺室があり、麺はもちろん餃子の皮も自家
製のものを使用しています。唐揚げやどんぶりなど豊
富なメニューはすべて持ち帰り可能。

飲食
15

☎0790-32-2155
MAP▶P39

らー麺 八番

食事代金から10％割引
（1,000円以上利用のとき）

（ガイドブック提示ごと）

播磨でここだけ！磁器の窯元

神崎郡神河町加納100
◯ 9:00～18:00
□休 不定休
http://space.geocities.jp/
hakuringama/

陶器に比べ白くつややかな焼き上がりになる磁器の
工房。地域住民や子どもへの陶芸教室も開催。事前
予約で陶芸体験を受け付けています。

体験・販売
14

☎0790-32-0885
MAP▶P39

かんざき白林陶芸館
銀の馬車道グッズ

P15へ

カーミン大福ロール
1,200円を980円に STAMP▶

（1回限り）

やわらかな店主が出迎える癒しスペース

神崎郡神河町福本850-1
◯ 9:00～19:00
　 （カフェのL.O 18:30）
□休 水曜日

進物用の和菓子からケーキまで幅広く展開。2016年
春にはくつろげるカフェスペースを設置。神河の天然
水を使ったコーヒーが味わえます。

販売
16

☎0790-32-2580
MAP▶P39

花風林
か ぷ り ん

ようこそ、ほんまにええとこ神河へ

神崎郡神河町鍛治142-47
◯ 9:00～17:00
□休 水曜日（祝日は営業し、翌木曜日が休）
 　秋期は無休（詳細は問い合わせを）
http://www.kamikawa-kankonavi.jp/

寺前駅に隣接。地図やパンフレットをここで入手して
観光に出かけましょう。ゆずや自然薯製品など、神河
町の特産品を多数販売。

観光・販売
13

☎0790-34-1001
MAP▶P39

カーミンの観光案内所（神河町観光協会）

ゆずジュース1杯サービス STAMP▶
（1回限り）

銀の馬車道グッズ

P16へ
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美しい池泉回遊式庭園に悠久の時を思う

福本藩陣屋跡

陣屋とは、城を持たない大名の屋敷のこと。福本
藩は寛文3（1663）年に池田政直（初代姫路藩主・
池田輝政の孫）を初代藩主として立藩。以来八代
にわたってこの地で政治を行いました。屋敷に造ら
れた庭園は、木々の間に池が広がり、その中の島
に月見灯篭が建つ、見事な池泉回遊式庭園。県
内では珍しい大名庭園で、兵庫県の指定文化財
となっています。この他、国道沿いに残る武家屋
敷、防護を目的とした竹林なども当時の面影を残し
ます。

☎0790-34-1001(神河町観光協会)
MAP▶P39

ロケーション抜群のススキの大群生地

砥峰高原

西日本有数のススキの大草原が広がる高原。広さ
は約90haにも及び、初夏から夏にかけては鮮やか
な新緑が、秋には金色に波打つススキが、冬には
一面真っ白の雪景色が目の前に展開します。その
圧巻ともいえる光景から、映画「ノルウェイの森」
「信長協奏曲」、NHK大河ドラマ「軍師官兵衛」な
ど、数多くの映像作品のロケ地として起用されまし
た。ススキの見頃にはJR播但線「寺前駅」から直
通バスが運行されます（予約制）。 

神崎郡神河町川上801
◯ 24時間※イベント時以外、夜間照明なし
　 とのみね自然交流館：9:00～17:00
□休  なし（冬季・積雪時の通行止めあり）
　  とのみね自然交流館：月曜日、冬季
　 ※トップシーズン（9月中旬～11月頃）は無休

☎0790-31-8100 （とのみね自然交流館）
MAP▶P39

神崎郡神河町福本
①神崎農村公園 ヨーデルの森

❷史跡・生野銀山

❸現存する
　銀の馬車道

❹法楽寺

❻粟賀の街並み

❺銀の馬車道
　交流館

②古民家レストラン＆カントリー雑貨 
　STICK

③お食事処＆カフェ居酒屋
　しあわせのひなた

④峰山高原ホテル
　リラクシア

⑤囲炉裏の宿 豊楽

⑥ホテル　モンテ ローザ

⑦昔ごはんとおやつの時間 樂や

⑧グリーンエコー 笠形

⑨かんざき大黒茶屋

⑩菓旬処 彩sai

⑫銀の馬車道らーめんのお店
　余田屋
⑬カーミンの観光案内所
　（神河町観光協会）

⑭かんざき白林陶芸館

⑮らー麺 八番

⑯花風林

夜鷹山峰山
高原

砥峰高原

寺
前
駅

新
野
駅

千ヶ峰名水

市
川寿福寺

はにおか
運動公園

神河町役場

砥峰

大河内
発電所

太田池

駐在所

長谷小

GS
長
谷
駅

J
R
播
但
線

播
但
連
絡
道
路

神河町商工会

平石山

暁晴山

千町ケ峰

千ヶ峰

入相山

笠形山

越
知
川

神崎北
ランプ

神崎南
ランプ

福本東新寺前橋西詰

神崎総合病院前

生
野
駅

367

404

39
39

8

8

312

312

神河町エリア

⑪株式会社神崎フード
福本藩陣屋跡

神姫グリーンバス
粟賀営業所

オススメ観光スポットオススメ観光スポット
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山頂から瀬戸内海も見渡せる笠形山

市川町

市川町

一日ゆっくり過ごしませんか

神崎郡市川町上牛尾2073-12
◯ 10:00～20:00（受付は19:00まで）
□休  ふところ館　月曜日
　  みはらし館　火～金曜日（土・日・月・
　　祝日は営業） 第1月曜日は全館休業
http://www.seseraginoyu.com/

笠形山のふもとにある天然温泉。お風呂は「ふところ
館」、景色が美しい「みはらし館」と2つの種類が楽し
めます。足湯喫茶やレストラン、物産館も。

レジャー
4

☎0790-27-1919
MAP▶P47

かさがた温泉 せせらぎの湯

オリジナルタオル1枚プレゼント （1回限り）
STAMP▶

自然を満喫できるレジャーパーク

神崎郡市川町下牛尾2557-1
◯ 8:30～20:30
□休 火曜日、12/31～1/2
http://refresh-park-ichikawa.com/

バーベキューやコテージ宿泊のアウトドアはもちろん、
日帰り入浴、レストランや囲炉裏での食事も楽しめま
す。夏にはカブトムシとふれあえます！

レジャー・宿泊
3

☎0790-27-0313
MAP▶P47

リフレッシュパーク市川

町の南北を流れる清流・市川が育む自然と食べ物。

笠形山でハイキングや天然温泉を楽しむもよし

棚田をわたる風に吹かれるもよし

各店が工夫を凝らす市川グルメに舌鼓をうつもよし。

ハート形の町で、心と体に癒しの時間を。

エリア別観光グルメマップ03

日帰り入浴（大人485円、子ども435円）
を無料 ※1回5人まで

（1回限り）
STAMP▶

「豆魂こめて」手作りしています！
地元の地下水と大豆「サチユタカ」を使って丁寧に
手作り・手揚げした豆腐や油揚げ。そのおいしさに神
戸方面から買いに来る人もいるほどです。

販売
1 ☎0790-28-0090

MAP▶P47

津田豆腐店

神崎郡市川町沢294-3
◯ 9:30～17:30
□休 日・祝日、年末年始

とうこん

懐かしい和空間で播磨のごちそうを

神崎郡市川町屋形148-2
◯ 11:30～14:30（L.O 14:00）
□休 月曜日（祝日の場合は翌日）、
　 年末年始
http://fuwari-fuuan.com/

市川町産コシヒカリを千ヶ峰の名水で炊くご飯に自信
あり。銀の馬車道の時代を思わせる古民具でしつら
えた店内は店長のセンスが光ります。

飲食
2

☎0790-28-0115
MAP▶P47

奥播磨のごちそう処 風和里

食後のドリンク
200円を100円に STAMP▶

（1回限り）

ふ わ り

※店舗・施設によっては年末年始などクーポンが使えない時期
がありますので、事前にご確認の上、ご利用ください

クーポン対象期間 11/1～1/31

駐車場
あり 団体可 禁煙 イートイン可

クレジット
カード可 Wi-Fi  ペット

同伴可

銀の馬車道グッズ

P17へ
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市川町

60年続く和菓子店
家族で一つひとつ丁寧に手作りする饅頭や大福はあ
んこのやさしい味が特徴。銀の馬車道にちなんだ商
品にも力を入れています。

販売
9

☎0790-26-0204
MAP▶P47

藤本製菓

ほっこり心温まる空間

神崎郡市川町甘地535-2
◯ 8:30～17:00（L.O 16:30）
□休 土・日・祝日、12/28～1/4
http://yu-kari-s.com/yu-kari/

小麦粉や卵、塩など素材にこだわって作ったパンや
クッキーが食べられます。ひまわりの種が入ったひま
わりクッキーは町の特産品となっています。

飲食
10

☎0790-26-2428
MAP▶P47

ゆうかり作業所 喫茶ゆうかり

神崎郡市川町近平355
◯ 8:00～17:00
□休 不定休（12/31～1/3は休み）

茶釜で湯を沸かすくつろぎ喫茶店

神崎郡市川町谷923
◯ 10:00～17:00
□休 月・火曜日、年末年始
http://3641yoshisakura.sakura.
ne.jp/

焙煎したての豆を使い、ハンドドリップで丁寧に淹れる
コーヒーは、まろやかで後味スッキリ。豆腐のケーキや
お揚げのピザが人気メニューです。

飲食
5

☎0790-35-9455
MAP▶P47

家庭焙煎珈琲agio

すべてのセットメニューから
50円引 （ガイドブック提示ごと）

体験イベント200円引 （ガイドブック提示ごと）

珍しい光サイフォンでコーヒーを

神崎郡市川町浅野335-1
◯ 7:00～18:00
□休 月曜日、年末年始

光サイフォンで幻想的な光の世界へ。じっくり丁寧に
淹れたコーヒーをお楽しみください。市川町の花、ひ
まわりのバターを使ったひまわりトーストが名物です。

飲食
6

☎0790-28-0767
MAP▶P47

珈琲専菓sora

ミニスイーツをプレゼント （ガイドブック提示ごと）

ふんわり絶品フレンチトースト

神崎郡市川町奥742-5
◯ 8:00～18:00
□休 水曜日、第4木曜日、年末年始

倉庫を改装した店内は、天井が高く広々。地元密着
型で会話も弾みます。モーニングが人気ですが、イチ
オシはとろりとやわらかいフレンチトースト！

飲食
8

☎0790-26-2401
MAP▶P47

café OKU

ドリンク50円引

美しい棚田を後世に

神崎郡市川町谷915
◯ 9:00～21:00
□休 なし
http://tanadalove.com/

棚田の風景を残そうと保全活動に取り組んでいま
す。田植え・稲刈りなど一般参加のイベントや、お米
や野菜の通信販売もしています。

体験
7

☎090-2359-1831
MAP▶P47

NPO法人 棚田LOVER’s

（ガイドブック提示ごと）

地元で愛される実力派料理店

神崎郡市川町西川辺172
◯ 11:15～14:00
　 17:00～21:00（L.O 20:00）
□休 火曜日、年末年始

昼は日替わりをはじめとした各定食、夜は刺身や一
品、寿司などメニューが豊富で、味も間違いなしの食
事処。仕出しや会食、宴会にも対応しています。

飲食
12

☎0790-26-0071
MAP▶P47

繁乃家

定食（日替わり定食を除く）を食べた
人に食後のコーヒー1杯サービス

（1回限り）
STAMP▶

市川の特産品を広めたい

神崎郡市川町西川辺163-1
（市川町商工会内）
◯ 8:30～17:30
□休 土・日・祝日、12/28～1/3
http://ichikawa-hyogo.jp/shop/

ご飯と一緒に混ぜるだけの「かしわめしの具」を開発し、
この地域で昔から食べられてきたかしわめしを再現。市
川町の特産を生み出そうと新商品も考案中です。

販売
11

☎0790-26-0099
MAP▶P47

いちかわ名物研究会

ア ー ジ オ

カ フ ェ  　  オ ク

銀の馬車道グッズ

P17へ
銀の馬車道グッズ

P17へ

銀の馬車道グッズ

P16へ
銀の馬車道グッズ

P16へ
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アットホームな店でホッとひといき

神崎郡市川町上瀬加931
◯ 8:00～16:00
□休 日曜日、毎月5日、年末年始

モーニングタイムの後は、ボリュームあるお好み焼き
やオムそばが好評。家庭的な雰囲気の店には地域
の人やドライブ中の観光客が集います。

飲食
15

☎0790-27-0338
MAP▶P47

喫茶かよ

食後のコーヒーまたは紅茶（400円）
を半額（モーニングを除く） STAMP▶

（1回限り）

播但連絡道路 市川南ランプ降りてすぐ

神崎郡市川町西川辺715
◯ 9:00～17:30
□休 火曜日、第3木曜日、
　 祝日の翌日、12/27～1/4
http://ichikawa-kankou.com/

「どんな質問でも誠意をもってお答えします」と頼もしい
職員が市川町をナビゲート。カフェスペースがあり、地
元の人も出入りするあたたかい雰囲気の案内所です。

観光・販売
14

☎0790-26-1040
MAP▶P47

ひまりん観光案内所（市川町観光交流センター）

シングルアイス、ダブルアイス、ソフト
クリーム50円引（持ち帰りを除く）
※他サービスと併用不可 STAMP▶

（1回限り）

自社牧場の生乳をアイスクリームに

神崎郡市川町下瀬加958-1
◯ 10:00～18:00
□休 水曜日、年末年始

ミルクアイスはコクがありながらさっぱりした味わいで
す。地域の食材を使ったフレーバーも展開、ミルク味
とのダブルで楽しんでみては。

飲食・販売
16

☎0790-27-0241
MAP▶P47

にゅうにゅう工房

ここだけの味をお試しあれ！

神崎郡市川町西川辺350-1
◯ 7:30～20:00（L.O 19:30）
□休 水曜日、12/31の午後～1/3

焼きそばのかわりにソースで炒めたご飯を入れた「め
しモダン焼き」、牛すじ肉に七味をかけて焼いた「すじ
串焼き」とオリジナルメニューが大人気です。

飲食
13

☎0790-26-1649
MAP▶P47

喫茶・お好み焼き 惠

めしモダン焼き（780円）を
100円引 （ガイドブック提示ごと）

市川町

昭和レトロ喫茶で絶品トンカツを
分厚いのにやわらかいトンカツは、食べて思わず笑み
がこぼれます。朗らかなお母さんが迎えてくれる店内
は緑が多く落ち着ける空間です。

飲食
17

☎0790-27-1014
MAP▶P47

喫茶・軽食 瀬里加

クリームに自信あり！

神崎郡市川町北田中378-10
◯ 火～土曜日 6:00～18:00
　 日・祝日      6:00～17:00
□休 月曜日（祝日は営業）、
　 1/1～1/4

市川町産の卵と生乳を使ったクリームパンは看板商
品！クリームの黄色の濃さが新鮮さを物語ります。お店
の人との会話も楽しいパン屋です。

販売
18

☎0790-26-3321
MAP▶P47

パン有本

600円以上の購入で50円引 STAMP▶
（1回限り）

神崎郡市川町下瀬加1318-1
◯ 7:30～17:30
□休 木曜日、年末年始

トンカツ定食（1,000円）を
100円引

（1回限り）
STAMP▶
（1回限り）

市川の卵をめしあがれ

神崎郡市川町北田中378-10
◯ 11:00～15:00
□休 月曜日、年末年始

町内の田隅養鶏場の卵をそのまま卵かけごはんに。
もちろん米も市川町産。卵の味が気に入って遠方か
ら訪れる子どものファンもいるそうです。

飲食
19

☎0790-26-0366
MAP▶P47

市川の里 千代

えい

飲み物1杯（ゆずジュース、
コーヒー）無料

（1回限り）
STAMP▶

食後のコーヒーサービス （ガイドブック提示ごと）

国産ゴルフクラブ発祥の地で技術アップ！

神崎郡市川町西田中589
◯ 7:00～22:00
□休 1/1
http://www.ichikawa-golf.com/

打ちっ放し練習場、9ホールのショートコース、プロによ
るレッスンとサービスが揃った総合ゴルフ練習場。施
設利用者は無料で酸素カプセルが利用できます。

レジャー・飲食
20

☎0790-26-1800
MAP▶P47

市川ゴルフ

コース料金を平日3,400円→2,900円、
土・日・祝日3,800円→3.100円に割引

（1回限り）
STAMP▶

銀の馬車道グッズ

P17へ
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まだま
だある オススメ観光スポットオススメ観光スポット

播磨富士・笠形山山麓の歴史感じる社へ

笠形神社

約1300年前、孝徳天皇の時代に創建されたと伝
えられる神社。建造物の装飾彫刻は日光東照宮
の彫刻を源流とする江戸時代後期の特徴がある
もので、本殿・中宮・拝殿と荘厳な姿を見せます。
昭和34（1959）年の国宝姫路城大修理の際には、
天守閣の心柱とするため、笠形神社のご神木で
あった檜がこの地より運ばれ、岐阜県中津川市の
檜と接がれて1本の西心柱として使用されました。
市川町文化センターにはこの西心柱のレプリカが
展示されています。

神崎郡市川町上牛尾

☎0790-26-1040（市川町観光協会）
MAP▶P47

市川が生んだ脚本家の偉業に触れる

橋本忍記念館

巨匠・黒澤明監督とともに「羅生門」「七人の侍」な
ど数々の名作を手掛けたことで知られる脚本家・
橋本忍。他にも、｢砂の器｣｢白い巨塔｣｢日本のいち
ばん長い日｣｢日本沈没｣など、日本映画史・テレビ
史に残る多くの作品を生み出しました。本館では
橋本氏本人から寄託された資料を中心に、その作
品世界の魅力を紹介。本人の書き込みが入ったシ
ナリオや生原稿、トロフィーなど、映画ファン必見の
展示が繰り広げられます。

神崎郡市川町西川辺715 市川町文化センター内
◯  9:00～17:00
□休  火曜日、第３木曜日、祝日の翌日、年末年始
□¥  無料

☎0790-26-0969(市川町文化センター)
MAP▶P47
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③リフレッシュパーク市川

①津田豆腐店

❼屋形橋

②奥播磨のごちそう処 
　風和里

④かさがた温泉 
　せせらぎの湯

⑦棚田LOVER’s
　事務局

⑤家庭焙煎
　珈琲agio

⑥珈琲専菓sora

⑨藤本製菓

⑪いちかわ名物研究会
　（市川町商工会内）

⑩ゆうかり作業所
　喫茶ゆうかり

⑫繁乃家

⑧café OKU

⑯にゅうにゅう工房

⑮喫茶かよ
⑬喫茶・お好み焼き 惠

⑭市川町観光交流センター
　ひまりん観光案内所

⑱パン有本 ⑰喫茶・軽食 瀬里加

⑲市川の里 千代

⑳市川ゴルフ⑳市川ゴルフ

笠形神社笠形神社

橋本忍記念館
（市川町文化
   センター内）

橋本忍記念館
（市川町文化
   センター内）
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※店舗・施設によっては年末年始などクーポンが使えない時期
がありますので、事前にご確認の上、ご利用ください

クーポン対象期間 11/1～1/31

駐車場
あり 団体可 禁煙 イートイン可

クレジット
カード可 Wi-Fi  ペット

同伴可

姫路市

ティータイムはさわやかなゆず茶で

姫路市安富町長野320-1
◯ 9:00～17:00 
□休 第2・4月曜日
http://yuzu-yasutomi.com

安富町特産のゆずを使った手作りの商品を販売。工
場を併設しているので作り立てのおいしさを味わえま
す。ゆずソフトクリームやゆず大福は人気の品。

販売
3

☎0790-66-2801
MAP▶P69

安富ゆず組合

ガイドブック1冊につき
ゆず茶1杯サービス （ガイドブック提示ごと）

銀の馬車道の面影残る船津町の旧街道から市街地へ。

飾磨街道から飾磨津までの街並みからは

姫路の歴史が感じられます。

南北に長い姫路市には山の幸、海の幸もたくさん。

あれもこれも味わい尽くしましょう。

エリア別観光グルメマップ05
姫路市

日本で唯一の坑道ラドン浴

姫路市安富町皆河550-139
◯10:00～17:00
□休 年末年始
http://tomisunosato.net/

富栖金山跡の坑道内のBGMが流れる癒しの空間。こ
こでの坑道ラドン浴は免疫力を高める効果があります。
基本利用料終日3,000円。初回体験2,000円。食事も可。

レジャー・飲食
1

☎0790-66-4750
MAP▶P69

富栖の里

利用の方に
コーヒー1杯サービス （ガイドブック提示ごと）

ボリュームたっぷりで大満足

姫路市安富町塩野268-7
◯ 11:00～19:30
□休 火曜日

大人気のA定食は酢豚や八宝菜、揚げ物など5品が
乗ったプレートとスープ、ライスで900円とお値打ち。
木曜は700円で3品オーダーOKの中華まつり。

飲食
4

☎0790-66-4366
MAP▶P69

中国料理さと

お1人様につき食事代
10%割引（木・日曜日以外）

（1回限り）
STAMP▶

農業体験が楽しめる施設

姫路市夢前町神種1281-2
◯ 9:00～17:00
□休 月曜日（祝日の場合は翌日）、
 　年末年始
http://www.yumesan.jp/

農家レストラン、キャンプ場、コテージなどが備わった
明神山南麓に造られた農業公園内の施設。そば打
ち体験（1人1,050円）や農業体験などもできます。

レジャー・飲食
2

☎079-336-1585
MAP▶P69

夢さき 夢のさと 夢やかた

そば打ち体験（要予約）
100円引 （ガイドブック提示ごと）

より美しく生まれ変わった姫路城

と み す 　  さ と
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姫路市

趣の異なった温泉を楽しんで

姫路市夢前町塩田287
◯ 11:30～15:00（昼食）、チェック
　 イン15:00、チェックアウト11:00
□休 不定休
http://www.ueyama-ryokan.com/

姫路の奥座敷塩田温泉を代表するお宿。自然湧出
の天然温泉は多彩な湯船で楽しめます。姫路播磨
の食材を使った料理も人気。日帰り温泉プランもあり。

宿泊
7

☎079-336-0020
MAP▶P69

塩田温泉 湯元 上山旅館

宿泊・昼食の方は1ソフトドリンク
サービス（1組5名まで） STAMP▶

（1回限り）

季節を感じるお料理を

姫路市香寺町田野790-1
◯ 11:00～14:00 
　 17:00～21:00
□休 月曜日（祝日の場合は翌日）
http://suke63.com/

趣のある店構えは100名の大宴会までOK。一品料
理から会席まで、新鮮な魚介類を中心にできるだけ
地のものを使った季節料理を提供します。

飲食
12

☎079-232-7575
MAP▶P69

割烹助六

ランチドリンクとして
コーヒーサービス （ガイドブック提示ごと）

食後のコーヒーサービス （ガイドブック提示ごと）

姫路で気軽に温泉を味わえる宿

姫路市香寺町恒屋1470
◯ 11:00～14:00（昼食）
　 17:00～21:00（夕食）　
    チェックイン16:00　
　 チェックアウト10:00
□休 不定休 http://www.koderaso.net/

姫路市北部に位置する香寺荘は温泉と地元の食材
を使った料理が楽しめる宿。宿泊は全8室で、炭酸風
呂は低温で血行促進に効果があると大人気です。

宿泊
6

☎079-232-7788
MAP▶P69

姫路市休養センター香寺荘

入館料1割引 （ガイドブック提示ごと）

自家製チャーシューも人気
国内産黒毛和牛A5等級を中心に取り揃える精肉
店。そのほか、猪、キジ、鴨など最高級のジビエも数
多く取り扱っています。

販売
5

☎079-336-1129
MAP▶P69

石井精肉店

姫路市夢前町前之庄1365
◯ 9:00～18:30
□休 不定休
http://www.inosisi.com/

猪肉3,000円以上お買い上げで
猪肉水餃子5個プレゼント

（1回限り）
STAMP▶
（1回限り）

人参役所跡の酒造メーカー

姫路市船津町2033
◯ 10:00～17:00
□休 不定休

銀の馬車道沿線にある神崎酒造は明治4年創業。
「真名井乃鶴」と「龍王の舞」は晩酌で楽しめる飽き
のこない味と地元でも人気のお酒です。

販売
8

☎079-232-0004
MAP▶P69

神崎酒造有限会社

STAMP▶
（1回限り）飲食代金50円引

（4名様まで）

歴史と文化を感じながら舌鼓

姫路市林田町大堤535
◯ 11:30～14:00（ランチ）
　 14:00～17:00（喫茶）
□休 水・木曜日
http://www.nagomi-itasoba.com/

築130年の農家古民家を改装した手打ちそばの店。
選りすぐりのそば粉を使用した手打ちそばと山形県
庄内地方のうどん「麦きり」が楽しめます。

飲食
9

☎079-255-8578
MAP▶P69

和

紙一筋に66年

姫路市船津町2208
◯ 8:30～17:30
□休 土・日・祝日
http://www.tubokami.com/

昭和25年創業の和洋紙卸問屋として創業、越前・因
州をはじめ各産地の和紙などあらゆる紙の取り扱い
から、紙加工品の製造販売も行っています。紙のこと
ならお問い合わせ下さい。

販売
10

☎079-232-5317
MAP▶P69

ツボサカ紙工業

播州駄菓子かりんとう

姫路市船津町1788
◯ 8:00～17:30
□休 土・日・祝日
http://www.tokiwa-do.co.jp/

姫路では「播州駄菓子」として銘菓になっているかり
んとうの老舗店。2～3口噛めば生地と蜜の甘味が口
に広がります。大人から子どもまで幅広く愛される味。

販売
11

☎079-232-0682
MAP▶P69

常盤堂製菓

なごみ

銀の馬車道グッズ

P20へ

銀の馬車道グッズ

P22へ
銀の馬車道グッズ

P23へ
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姫路市

銀馬車商品も充実

姫路市綿町91 御幸通商店街内
◯ 10:00～18:00　
□休 元旦
http://www.tairiku-cake.jp/

ケーキのほかユニークな姫路おでんケーキなど、店
内に所狭しと並んだお菓子に目移りしそう。商店街の
中にあってお買い物には超便利! 

販売
16

☎079-288-0071
MAP▶P69

創作西洋菓子 大陸ひろめ庵

洋菓子10%割引 （ガイドブック提示ごと）

銀の馬車道グッズ

P22へ

和菓子も洋菓子も

姫路市豆腐町222
ピオレおみやげ館播州うまいもん処　
◯ 8:30～20:00
□休 元旦
http://kineya.net/

明治44年創業の姫路を代表する老舗和菓子店。和
菓子だけでなく洋菓子なども定評があります。「書写
千年杉」や「沙羅」などお土産にもぴったりです。

販売
20

☎079-284-2818
MAP▶P69

杵屋中央口店
銀の馬車道グッズ

P21へ

種類豊富なお酒に目移り

姫路市土山東の町13-11
◯ 8:00～19:00
□休 日・祝日
http://www.jizake-wine.com/

ワインやウイスキーはもちろん播磨の地酒の品ぞろえ
には定評あり。お酒選びのアドバイスなど信頼のおけ
る創業55年の老舗酒類販売店です。

販売
18

☎079-297-6123
MAP▶P69

エルデベルグ平井
銀の馬車道グッズ

P22へ

大人も子どもも楽しめる

姫路市香寺町中仁野671-3
◯ 10:00～17:00
□休 水曜日（祝日は開館）
　12/28～1/2
http://www.japan-toy-museum.org/

6棟の白壁土塀づくりの建物が印象的な日本を代表
する玩具博物館。国内外160カ国の玩具と人形が約
９万点収蔵。季節ごとに2館で特別展も開催。

観光
13

☎079-232-4388
MAP▶P69

日本玩具博物館

入館料1割引 （ガイドブック提示ごと）

自家製野菜でセイロ蒸し

姫路市白鳥台1-29-13
◯ 11:00～15:00（L.O 13:45）　
　 17:30～21:00（夜は予約のみ）
□休 金曜日

アサラでの人気メニューはセイロ蒸し。たっぷりの野
菜でもそのおいしさにペロリと食べられます。旬のお
いしさを楽しんで。

飲食
14

☎079-266-6768
MAP▶P69

アサラ

ランチ100円引  （ガイドブック提示ごと）

イメージ陣笠の企画・制作

姫路市東辻井1-13-37
◯ 10:00～18:00
□休 土・日・祝日
http://jingasa-kobo.com/

戦国時代の武将やお城などの歴史物から、お店や
地域イベント用などの別注品まで、それぞれのイメー
ジを盛り込んだ、陣笠制作をしています。

販売
15

☎079-298-3145
MAP▶P69

ヨシダ総合印刷 陣笠工房

50年前からの定番メニューはいかが
1947年創業の老舗純喫茶。ソースオムライスや焼き
ミートスパゲティなどオリジナルのメニューが楽しめま
す。商店街内で姫路城観光の途中に便利です。

飲食
17

☎079-222-0071
MAP▶P69

茶房大陸本店

姫路市綿町89（御幸通商店街東
入る）
◯ 7:30～17:00
□休 元旦
http://www.tairiku-cake.jp/

ドリンク注文で
あまんどクィーンプレゼント （ガイドブック掲示ごと）

姫路老舗の和菓子店
1947年創業の老舗和菓子店。季節の生菓子をはじ
め季節を感じさせる数々のお菓子はお土産物だけ
でなく、自宅でもぜひ味わいたい一品です。

販売
19

☎079-222-1883
MAP▶P69

白鷺陣屋
銀の馬車道グッズ

P21へ

姫路市若葉町2-18
◯ 8:00～17:00
□休 なし
http://hakurojinya.com/

銀の馬車道グッズ

P20へ
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姫路市

ごはんに絡む濃厚な味が病みつき

姫路市豆腐町222
ピオレおみやげ館播州うまいもん処
◯ 11:00～21:30（L.O 21:00）
□休 元旦

薄い牛カツの上に乗せたたっぷりのデミグラスソース
が自慢の加古川名物かつめし。付け合わせの茹で
キャベツがアクセントです。濃厚な味が病みつきに!

飲食
21

☎079-284-5539
MAP▶P69

うしくんの加古川かつめし亭

加古川かつめし
1,200円→1,000円でご用意 （ガイドブック提示ごと）

地域雑貨で地元活性化を

姫路市北条宮の町385 永井ビル7F
◯ 8:30～17:30
□休 土・日・祝日

享和元年(1801)創業の老舗紙卸業。地元をPRしよ
うと銀の馬車道のほか、姫路城やしろまるひめ柄のネ
クタイも制作しています。自社農園野菜も好評です。

販売
28

☎079-225-0825
MAP▶P69

永井産業株式会社

バターたっぷりのやさしい味
契約農家などから仕入れた野菜をふんだんに使った
クッキー18種類やシフォンケーキ10種類など。素材の
味を大切に1つ1つ丁寧に作っています。

販売
27

☎079-288-0723
MAP▶P69

NPO法人ハーモニー福祉会

姫路市北条宮の町674-3
◯ 9:00～17:00
□休 土・日・祝日
http://homepage3.nifty.
com/harmony2003/

地ものを使った商品も
昭和26年創業のお好みソースのパイオニア。用途に
合わせたさまざまなソースだけでなくふりかけやポン
酢など、地ものを使った商品が大人気です。

販売
26

☎079-276-1245
MAP▶P69

メイジョーソース株式会社

揖保郡太子町矢田部101-1
◯ 8:00～17:00
□休 土・日・祝日
http://www.meijo-sauce.
co.jp/

銀の馬車道グッズ

P23へ

ジューシーな鶏肉のうまみを

姫路市豆腐町222　
ピオレおみやげ館播州うまいもん処
◯ 11:00～21:30（L.O 21:00）
□休 元旦

多可町産鶏肉に十数種類の香辛料をブレンドしたス
パイスをつけ、1日寝かせた骨付鶏をじっくりと焼きまし
た。ジューシーな味はご家庭でも楽しめます。

飲食
23

☎079-284-6688
MAP▶P69

とりいち

（ガイドブック掲示ごと）らぁめんご注文のお客様にミニチャーハン
またはお好きなトッピング1品サービス

赤穂名産「塩」を使った一杯

姫路市豆腐町222　
ピオレおみやげ館播州うまいもん処
◯ 11:00～21:30（L.O 21:00）
□休 元旦

添加物を一切使用しない自然の恵みあふれる赤穂
の塩を使った塩らぁめん。「ヌードル王決定戦2012」
優勝。

飲食
24

☎079-284-6767
MAP▶P69

天馬らぁめん

ご当地グルメを地酒とともに
姫路のご当地グルメ「姫路おでん」はショウガ醤油で
食べるのが特徴。姫路の地酒7蔵とともに気軽に楽し
めるお店です。

飲食
22

☎079-284-6677
MAP▶P69

姫路の地酒と姫路おでん本舗

姫路市豆腐町222　
ピオレおみやげ館播州うまいもん処
◯ 11:00～21:30（L.O 21:00）
□休 元旦

姫路おでん5種盛を注文で
ソフトドリンク（Mサイズ）または
生ビール（小）をサービス

（ガイドブック掲示ごと）

いくつでも食べられる優しい味
夢前町産の卵をふんだんに使った玉子焼き。ソース
をつけた玉子焼きを出汁につけて食べると優しい味
が口の中に広がります。にくてん焼きそばもおすすめ! 

姫路市豆腐町222　
ピオレおみやげ館播州うまいもん処
◯ 11:00～21:30（L.O 21:00）
□休 元旦

飲食
25

☎079-284-5501
MAP▶P69

姫路玉子焼き

全商品50円引 （ガイドブック掲示ごと）

全商品10%割引 （ガイドブック提示ごと）

銀の馬車道グッズ

P21へ
銀の馬車道グッズ

P20・21へ
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まだま
だある オススメ観光スポットオススメ観光スポットまだま
だある オススメ観光スポットオススメ観光スポット

野菜を中心に農作物を栽培

販売場所　旬彩蔵（山崎、上郡、赤穂、たつの、書写、福崎、飾磨）
◯ 9:00～18:00　
□休 なし（年末年始は休み）

米、季節の野菜、いちじくなどを栽培し、旬彩蔵を中
心に販売をしています。

販売
30

 FAX 079-245-3290
菜の花インダストリー

全商品10%割引 （ガイドブック提示ごと）

銀の馬車道グッズ

P23へ

美しいお菓子の数々

姫路市白浜町甲792
◯ 9:00～19:00
□休 元旦
http://www.houkitsu.co.jp/

お菓子にあった素材にこだわり、各地より取り寄せた
厳選された素材を使って銘菓を作っています。数々
のお菓子は目移りしそうなほどです。

販売
31

☎079-246-0577
MAP▶P69

播磨のこころ菓 宝橘
銀の馬車道グッズ

P23へ

播磨灘の新鮮な魚料理を堪能!

姫路市白浜町万代新開甲912-18
◯ 日曜日　    7:30～16:00
　 月～土曜日 9:00～16:00
□休 水曜日（祝日は営業）
http://boze.or.jp/

坊勢漁業組合が運営する播磨灘の新鮮な魚が存
分に楽しめる店。水槽で泳ぐ魚を調理し店内で食べ
られます。野外バーベキューコーナーも併設。

飲食・販売
32

☎079-246-4199
MAP▶P69

JFぼうぜ 姫路とれとれ市場

とれとれ食堂・とれとれBBQの
代金10%割引 STAMP▶

（1回限り）

おいしさにこだわった素材を楽しんで

姫路市飾磨区中野田1-55-1
◯ 17:00～翌1:00（L.O 0:30）
□休 水曜日
http://www.e-charan.com/

鶏は歯ごたえとコクのある旨みが特徴の播州百日鶏
を使用。石釜飯はおすすめの一品。名物茶蘭つくね
焼は口の中に旨みが広がります。

飲食
29

☎079-233-3303
MAP▶P69

焼鳥の茶蘭 飾磨店

ミニ鶏五目釜（518円）を
1つサービス（1グループに1つ）（ガイドブック掲示ごと）

歴史的価値の高い大庄屋の屋敷

林田大庄屋旧三木家住宅

姫路市に残る城下町「林田」にある、江戸時代初
期に建てられたと推定される建築物。三木家は英
賀城主、三木氏の出自と伝えられており、羽柴秀
吉の播磨侵攻で落城した時の城主の弟、定通が
帰農し、江戸時代を通じて林田藩の大庄屋を務
めました。広い敷地内には主屋、長屋門、長屋、土
蔵などが残ります。この時代の大庄屋屋敷が残っ
ているのは全国的にも珍しいそうで、貴重な当時
の民家の様子を知ることができます。

姫路市林田町中構74
◯ 10:00～16:00（入館は～15:30）
□休  火・水・木曜日（祝日の場合は公開）、12/28～1/4
□¥  一般300円、高校・大学生200円、小・中学生100円
　 （その他団体割引などあり）

☎079-261-2338（同管理事務所）
MAP▶P69

書寫山圓教寺

姫路市北部にある書写山山上に位置する、性空
上人によって開かれたお寺。西の比叡山とも呼ば
れ、多くの信仰を集めてきました。静寂に包まれた
美しい自然の中に、どっしりとした舞台造りの摩尼
殿や数々の堂塔が立ち並び、歴史の深さを伝えま
す。精進料理を味わえるほか、坐禅や写経などを
体験することも。ハリウッド映画「ラストサムライ」や大
河ドラマ「軍師官兵衛」のロケ地にも選ばれています。

☎079-266-3327
MAP▶P69

姫路市書写2968
◯ 8:30～17:00※ロープウェイ
　  （別途料金が必要）の運行時間 
　 につき、季節により延長あり
□休  無休 ※12月に定期点検の
      ためロープウェイの運休あり
      （約3週間）
□¥  志納金として500円
　（中学・高校生以下無料）

山上に広がる厳かな和の世界
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歴史感じる茅葺屋根の民家

千年家

室町時代末期に建てられたと推定される茅葺屋
根の農家。入母屋造りで、入口には馬屋がありま
す。家の床下には亀石と呼ばれる大きな岩があり、
厄除けとしてまつられています。解体修理などを経
て建立当時の姿に復元、のどかな農村風景の中
で文化財に親しめます。

姫路市安富町皆河233-1
◯ 9:00～17:00
□休 月～金曜日※平日は団体のみ（要事前予約）
□¥ 入園無料
　 ※付近に有料の駐車場あり

☎079-221-2786(姫路市教育委員会文化財課)　
MAP▶P69

水の流れが作った自然の芸術

鹿ヶ壺

渓谷の岩床が長い年月を経て浸食されてできた、
甌穴という大小の穴が十数個連なり、そこを清ら
かな水が流れ落ちる鹿ヶ壺。一番上部にある甌穴
が鹿の寝姿に似ていることからその名がついた、
不思議な造形美を誇るこの滝壺は、県の名勝に
指定されています。大きな甌穴には昔から愛称が
付けられており、最も下段に位置する写真の滝壺
は「尻壺」と呼ばれています。

姫路市安富町関

☎0790‐66‐3505（グリーンステーション鹿ヶ壺）
MAP▶P69

日本百景にも選ばれた名山

雪彦山
夢前町の北端にそびえる標高915ｍの山で、新潟
県の弥彦山、福岡県の英彦山とともに日本の三彦
山の一つとされています。洞ヶ岳、鉾立山、三辻山
の三つの山を総称したものですが、一般的に洞ヶ
岳のことを雪彦山と呼んでいます。いくつかの登山
ルートがあり、ハイキングを楽しむ人たちで賑わうほ
か、垂直に切り立った岸壁はロッククライミングの場
としても人気です。

姫路市夢前町山之内

MAP▶P69

里山で森に親しみ豊かな心を育む

県立ゆめさきの森公園

農地・集落・ため池・樹林が一体となった、昔なが
らの里山を体感できる公園です。県民のボランティ
ア活動によって、通宝寺池を中心に遊歩道が整備
され、四季を通して野鳥や植物の自然観察が楽し
めます。登山や木工クラフト、稲刈りやさつまいも掘
り、中には間伐体験まで、多くの人が森に親しみ、
森の大切さを学べる活動をさまざまに実施してい
ます。

姫路市夢前町寺2160-2
◯ 9:00～17:00（季節により異なる）
□休 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
□¥ 入園無料

☎079-337-3220
MAP▶P69

オススメ観光スポットオススメ観光スポット
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“且緩々” とは「落ち着いて、焦らず、ゆっくりと」という意味の禅語です。地元産の新鮮食材、伝統製法の
調味料を使い、ハーブ・野草等の効能やおいしさを生かす調理法を研究。体調に合わせてお料理を選
べる他、皇室の方に献上したハーブティーも味わえます。また、新鮮野菜やハーブ商品等の直売所、健
康教室も楽しめます。ノスタルジックな雰囲気の木造の建物で、こころもからだもリフレッシュ！

香寺ハーブ・ガーデンと山之内地区が協力し、ハーブ
等の有機栽培、化粧品等の開発に挑戦。ハーブや野
草等を中心に、雪彦温泉や自然も楽しめる「食と農と健
康の郷づくり」をと、熱き想いで活動中。

からだにおいしい料理をバイキングで

農家レストラン&直売所「且緩々」
しゃか ん か ん

姫路市夢前町山之内乙120-1（旧山之内幼稚園）
◯ 9:00～17:00（11:30～15:30はランチタイム／ L.O 14:00）
□休 年末年始（12/30～1/5）
□¥ ランチバイキング 一般1,800円、65歳以上1,500円、
　 小学生900円、幼児500円

☎079-338-0510
MAP▶P69

伊勢山

書寫山圓教寺

城山（置塩城跡）

峰相山

広嶺山
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②夢さき夢のさと夢やかた

⑤石井精肉店

⑥姫路市休養センター 
　香寺荘

④中国料理 さと

③安富ゆず組合

⑦塩田温泉湯元 
　上山旅館

⑩ツボサカ
　紙工業
⑩ツボサカ
　紙工業

⑬日本玩具博物館⑬日本玩具博物館

⑲白鷺陣屋⑲白鷺陣屋

⑳杵屋
　中央口店
⑳杵屋
　中央口店

播磨うまいもん処
㉑うしくんの加古川かつめし亭
㉒姫路の地酒と姫路おでん本舗
㉓とりいち
㉔天馬らぁめん
㉕姫路玉子焼き

播磨うまいもん処
㉑うしくんの加古川かつめし亭
㉒姫路の地酒と姫路おでん本舗
㉓とりいち
㉔天馬らぁめん
㉕姫路玉子焼き

㉘永井産業株式会社㉘永井産業株式会社

㉗NPO法人ハーモニー福祉会㉗NPO法人ハーモニー福祉会

⑨和

⑫割烹助六

⑧神崎酒造
　有限会社

⑪常盤堂製菓

⑭アサラ

⑮ヨシダ総合印刷
　陣笠工房

⑱エルデベルグ
　平井

㉖メイジョーソース株式会社

⑯創作西洋菓子
　大陸ひろめ庵
⑯創作西洋菓子
　大陸ひろめ庵

⑰茶房大陸本店⑰茶房大陸本店

㉙焼鳥の茶蘭 
　飾磨店

旬彩蔵 飾磨

㉛播磨のこころ菓 宝橘
32JFぼうぜ
　姫路とれとれ市場

旬彩蔵 書写

14姫路みなとミュージアム

13亀山本徳寺

12姫路城

11馬車道修築の碑

姫路市エリア
千年家

↑至Ⓐ

ゆめさきの
森公園

林田大庄屋
旧三木家住宅

明神山

姫路市商工会

NEW SHOP OPEN! 農家レストラン＆直売所
「且緩々」

430

姫路南ランプ

オススメ観光スポットオススメ観光スポット

①富栖の里 鹿ヶ壺

安富ダム

Ⓐ

雪彦山

430
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※店舗・施設によっては年末年始などクーポンが使えない時期
がありますので、事前にご確認の上、ご利用ください

クーポン対象期間 11/1～1/31

駐車場
あり 団体可 禁煙 イートイン可

クレジット
カード可 Wi-Fi  ペット

同伴可

家島

県外からのリピーター多数！
前どれの旬の魚を刺身、しゃぶしゃぶ、鍋で楽しむじゃこ
鍋（１人分6,980円・2人前～）が人気で、京都・大阪からも
たくさんのファンが訪れます。

飲食・宿泊
4

☎079-325-0340
MAP▶P72

料理旅館 おかべ

姫路市家島町真浦2421
◯ 11:00～14:00、
　 17:00～
□休 不定休

ワンドリンクサービス
（宿泊者またはじゃこ鍋コースをご注文の方）

（1回限り）
STAMP▶

家島観光の拠点
家島港ふれあいプラザ内にある観光案内所。パンフレッ
トや島歩きガイドの情報が手に入ります。特産品も販売し
ているのでお帰りにどうぞ。

観光
2

☎079-325-8777
MAP▶P72

家島観光事業組合

姫路市家島町真浦590-7
◯ 10:00～16:30
□休 不定休（年末年始休）

来店者にステッカープレゼント （1回限り）
STAMP▶

家島
大小44の島から成り立つ家島諸島のうち

人が暮らすのは家島本島、坊勢島、男鹿島、西島の4つ。

豊かな海の幸に舌鼓をうちマリンレジャーを楽しんで。

細い路地を歩いて、島の人と笑顔を交わせば

きっと忘れられない時間が過ごせるはず。

エリア別観光グルメマップ06

西島を見下ろす絶景ポイント
海に浮かぶ島 を々眺める高台にあり、ロケーションが最高！
四季折々の家島の海の幸をたっぷりと味わえる場所で
す。

飲食・宿泊
3

☎079-325-2882
MAP▶P72

アイランドハウス いえしま荘

姫路市家島町真浦1533-30
◯ 11:00～
□休 火曜日

いえしませんべいプレゼント
（宿泊基本コースまたは会席5,000円以上
の利用者に限る）

（1回限り）
STAMP▶海の街　家島

名物干ガレ弁当もどうぞ
真浦港のすぐそばにあり、前どれの魚をたっぷり楽しめる
お店。家島名物の干ガレを使った干ガレ弁当は、テイクア
ウトはもちろん店内でも。日帰りでも利用できます。

飲食・宿泊
1

☎079-325-0248
MAP▶P72

大立旅館

姫路市家島町真浦522-34
◯ 11:00～14:00、
    17:00～21:00
□休 不定休

いえしませんべいプレゼント
（宿泊基本コースまたは会席5,000円以上
の利用者に限る）

（1回限り）
STAMP▶
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男鹿島に泊まろう！
目の前の海でとれた新鮮な海の幸が何よりの自慢。お
造りから唐揚げ、煮付けまでバラエティ豊かな懐石を
日帰りでも宿泊でも楽しめます。家族で漁業体験も！

飲食・宿泊
6

☎079-325-2094
MAP▶P72

青井荘

（1回限り）宿泊料500円引 STAMP▶

姫路市家島町男鹿青井の浜
◯ 10:00～19:00
□休 不定休（12/27～１/7休業）

島のお母さんの味
漁師であるお父さんが釣ってきた魚をお母さんが手作
り。素材がいいから、海鮮丼も天ぷらもシンプルでとびき
りおいしい！宮港に来たら立ち寄りたい。

飲食
5

☎079-325-3500
MAP▶P72

porto

姫路市家島町宮待合所
◯ 11:30～14:00
　 17:30～22:00
□休 水曜日、年末年始

食事をするとコーヒーサービス （1回限り）
STAMP▶

家島唯一原生林が現存する

家島神社

家島本島・宮港の東の天神鼻にあり、海に向かっ
て立つ鳥居が美しい家島神社。周辺は島唯一の
原生林に囲まれたパワースポットです。夏には檀尻
船が出る勇壮な夏祭りが開催されます。

姫路市家島町宮１

☎079-325-0365
MAP▶P72

姫路市家島町坊勢

坊勢島の古社

恵美酒神社

坊勢島奈座港西端の山頂にあり、瀬戸内海の
美しい眺望が楽しめます。蛭子大神を祭神とし、
秋の例祭では、幟練りや屋台練りが行われます。

☎079-325-0365（家島神社）
MAP▶P72

姫路市家島町西島

キャンプ場やロッジなど宿泊施設が整い、カヌー
やカヤック、ヨットなどのマリンスポーツが体験でき
ます。家族でのお出かけにおすすめ！

家島の自然を全身で感じよう！

兵庫県立いえしま自然体験センター
☎079-327-1508
MAP▶P72

まだま
だある

島チャリに乗って
家島観光事業組合と高福ライナー、坊勢島奈座港・輝観光事務所で自転車を借りる

ことができます。潮風を感じながら、海沿いのサイクリングを楽しんで。

家島観光事業組合（家島本島）☎079-325-8777、高福ライナー（家島本島）
☎079-325-1970、輝観光（坊勢島）☎079-325-0444

のぼり

輝観光

輝観光
坊勢汽船

坊勢汽船

坊勢渡船

高速いえしま 高福ライナー 姫路港へ

家島
（いえしま） 男鹿島

（たんがじま）

播磨灘
坊勢島

（ぼうぜじま）

西島
（にしじま）

425

426

⑥青井荘

①大立旅館

②家島観光事業組合
③アイランドハウス いえしま荘 ⑤porto

家島神社

恵美酒神社

兵庫県立
いえしま
自然体験
センター

④料理旅館 おかべ

家島エリア

家島諸島への
アクセス

家島諸島へは姫路港か
ら運航している各海上
交通を利用します。カー
フェリーは運航していな
いので、車の場合は姫
路港周辺の駐車場（有
料）の利用を。

姫路港まで

姫路港→家島諸島への定期航路

●ＪＲ、山陽電鉄姫路駅から神姫バス姫路港行きで約25分、終点下車。（神姫バス姫路駅前案内所 ☎079-285-2990）
●車の場合は、姫路バイパス「中地IC」から南へ直進、約10分。

●姫路港→家島 ： 高速いえしま、高福（たかふく）ライナーに乗船。※所要時間27～35分
●姫路港→坊勢島 ： 坊勢汽船、輝（ひかり）観光に乗船。※所要時間30分
●姫路港→男鹿島→坊勢島 ： 坊勢汽船に乗船。※所要時間21分（男鹿島→坊勢島は約7分）
【問い合わせ】高速いえしま ☎079-325-0280　高福ライナー ☎079-325-1970　
　　　　　　坊勢汽船 ☎079-234-1138　輝観光（坊勢島） ☎079-325-0444
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