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ホテル
モンテ・ローザ

南山名水

文珠莊

【公的宿泊施設】
アイランドハウスいえしま荘

星の子館

姫路市休養センター香寺荘

ホテル モンテローザ

峰山高原ホテル　リラクシア

グリーンエコー笠形

新田ふるさと村

文珠荘

リフレッシュパーク市川

079-325-2882

079-267-3050

079-232-7788

0790-35-0777

0790-34-1516

0790-32-1307

0790-33-0870

0790-22-4051

0790-27-0313

兵庫県立いえしま自然体験センター 092-327-1508

079-287-3655

0790-34-1001

0790-26-0099

0790-22-0560

079-287-0003

079-288-4813

079-285-1146

079-287-0003

林田町観光ボランティアガイド

神河町歴史観光ガイド（神河町観光協会内）

大河内高原観光ガイド（神河町観光協会内）

新野 水車の会（神河町観光協会内）

辻川界隈観光ボランティアガイド

【行政機関（観光関係）】
姫路市観光振興課

神河町地域振興課

市川町地域振興課

福崎町地域振興課

079-261-2338

0790-34-1001

0790-34-1001

0790-34-1001

0790-22-0560

079-287-3652

0790-34-0971

0790-26-1015

0790-22-0560

【交通の案内】
JR姫路駅（JR西日本お客様センター）

JR姫路駅（忘れ物）

山陽電鉄姫路駅

神姫バス

姫路城周辺観光ループバス

兵庫県タクシー協会姫路部会

姫路個人タクシー協同組合

姫路観光タクシー（予約センター）

書写山ロープウェイ

0570-00-2486

079-225-3466

079-222-0570

079-285-2990

079-285-2990

079-298-1296

079-296-2736

079-289-0111

079-266-2006

観光レンタサイクル（姫路市観光案内所）

観光レンタサイクル（大手門茶屋）

高速いえしま（姫路 - 家島本島真浦）

高福ライナー（姫路・家島本島宮・真浦）

坊勢汽船（姫路-男鹿島-坊勢島-西島）

輝観光（姫路 - 坊勢島 - 西島）

坊勢渡船（家島本島網手-坊勢島-西島）

神姫グリーンバス

079-287-0003

079-282-7707

079-325-0280

079-325-1970

079-234-1138

079-325-0444

079-326-0559

0790-32-1021

【観光協会・観光案内所・ボランティアガイド】
（公社）姫路観光コンベンションビューロー

神河町観光協会（カーミンの観光案内所内）

市川町観光協会

福崎町観光協会（福崎町地域振興課内）

姫路市観光案内所（JR姫路駅構内）

姫路城シルバーガイド（日本語・要予約・有料）

姫路城ボランティアガイド（英語）

姫路観光ボランティアガイドの会

中播磨の観光インフォメーション中播磨の観光インフォメーション中播磨の観光インフォメーション
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