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3. 4.■ 電話番号 住所 営業時間 定休日 駐車場 ■二次元バーコードでは、各店舗情報がご覧いただけます。 ■掲載されている内容は状況により予告なく変更される場合があります。お立ち寄りの際は直接店舗等にご確認下さい。 　

1

Home Page

創業明治17年「手造りに秀でる技はなし」の
家訓を守り純米酒を造っています。
米の旨味をしっかりと引き出した「奥播磨」が
代表銘柄です。直売所ではお酒と酒粕の販売、
試飲コーナーがございます。

４台

年中無休　警報発令時はお休みする場合があります。

月～土、祝 10：00～１８：００
日 10：00～17：00

姫路市安富町安志957

0790-66-2004

株式会社下村酒造店
MAP

3

Home Page

姫路市内から車で約５０分。国道２９号線
沿いの大きなゆずのオブジェが目印の、
ゆず加工品直売所です。約３０種類の手作
り加工品が並び、ゆずの香りに包まれなが
らゆっくりお買い物が楽しめます。

6台

第２、第４月曜日

9：00-17：00

姫路市安富町長野320-1

0790-66-2801

安富ゆず工房
MAP

4

Home Page

お昼のひと時を友人や家族と語り合いながらゆっくり
と過ごしていただきたい。そんな思いから店を構えま
した。野菜ソムリエである店主が育てた野菜や毎朝市
場まで直接仕入に行った魚を中心としたメニューです。
食後にはデザート・珈琲も付いております。

12台

水曜日・金曜日

11：00～15：00（Lo.14：00）

姫路市安富町安志142

0790-60-3006

晴るばる
MAP

5

Home Page

木の温もりとアットホームな雰囲気のピザ屋です。
アースオーブンで焼いたピザは外はカリッ中はモチッ
とした食感が特徴でおまかせピザなど８種類のピザが
楽しんで頂けます。また自家焙煎＆オリジナルブレン
ドのコーヒーは食後におすすめです。

30台

月曜日～金曜日

12：00～15：00

姫路市安富町末広865-1

0790-66-2091

尾の花キャビン
MAP

6

Home Page

古き良き日本の田舎を体験！かかしたちがお出迎え。名勝
「鹿ヶ壺」の麓には、日本の田園風景が残る関集落があり
ます。村のあちらこちらには個性豊かな 130体のかかし
達が置かれており集落に賑わいをもたらしています。日本
の古き良き風景を体感されてはいかがでしょうか。

食事・休憩のできる「グリーンステーション鹿ケ壺」
(火曜定休日、TEL0790-66-3505 ) があります。

姫路市安富町関568（GS鹿ヶ壺近く）

奥播磨かかしの里
MAP

7

Home Page

京都上賀茂神社の荘園であり、安志庄と呼ばれていた安富
周辺の総社として設立された神社です。境内に一歩入ると
荘厳な雰囲気で、境内にある杉の巨木には圧倒されます。
また、境内には ｢あじさいの里｣ があり例年 6月中旬から
7月上旬には紫陽花が美しい彩りを放ちます。毎年正月に
は、参道に飾られた大干支を潜る初詣客で賑わいます。

約20台

姫路市安富町安志407

0790-66-3180

安志加茂神社
MAP

9

Home Page

春夏は、季節のパフェ屋。秋冬は、薪の火で
焼き上げたほんのりスモーク香る、焚火バーム
クーヘン屋。手廻し石臼自家製粉のタダムギ
香ルサブレなどの焼き菓子もオススメです！
販売時期のお問い合わせ、ご予約はお電話で。

施設北側　5台

月曜日～金曜日

11：00am～17：00pm(Lo.)

姫路市香寺町溝口667

090-4568-9659

大塚香作所
MAP

8

Home Page

36 年前に「自然と人」「人と人」との関わりを
考えた関西草分けのハーブガーデン。
ショップではハーブの効能が生きたハーブ化粧
品（地元産）がズラリ。地元野菜やハーブを使っ
た焼き立てパンの香りが店内に広がります。

12台

水曜日

午前10：00～午後17：00 

姫路市香寺町矢田部689-1

079-232-7316

香寺ハーブ・ガーデン
MAP

10

Home Page

姫路城から車で20分ほどにある、生パスタ専門店。
米農家とイタリア人が作る、米粉を練り込んだ
生パスタは絶品です。絶景の田園風景が広がる
レストランでは名物「ラビオリ」をはじめ「本場
イタリアのママ」の味をお楽しみいただけます。

２０台

火曜日・水曜日

11：00～16：00 （Lo.15：00）

姫路市山田町南山田105-3

079-263-3755

小川農園　パスタソリーゾ
MAP

11

Home Page

ぷちぷちが気持ち良い炭酸風呂が自慢です。
疲労回復をはじめ多くの効果が期待できる泉質で
す。そんなお風呂に夢乃井からの料理人の造る自慢
のお料理をお楽しみ下さいませ。お料理とお風呂の
コラボであなたに至極のご褒美を！！

70台

不定休

風呂 9：00～21：00（Lo.20：00）
レストラン 11：00～14：30（Lo.14：00） 17：00～20：00（Lo.19：30）

姫路市香寺町恒屋1470

079-232-7788

姫路市　休養センター 香寺荘
MAP

12

Home Page

当店ではカフェタイムからモーニング・ランチ・
ディナーとお食事メニューも充実しております。
なかでもパンケーキやナポリタン、オムライス、
おすすめセットは人気で当店のイチオシです。
皆様のご来店心よりお待ちしております。

50台

元日のみ　休み

平日 7：30～19：00 (Lo.18：30)
土・日 7：30～20：00 (Lo. 19:30)

姫路市香寺町犬飼508-7

079-232-6226

カフェ・ラ・花梨
MAP

13

Instagram

雑貨と cafe の小さなお店。［LOT OF FUN］楽しいがいっ
ぱい詰まっています。ドライフラワー、木工、アクセサリー、
服飾も充実。おまかせワンプレートランチは要予約。季節の
パフェやテイクアウトのカヌレもご用意してお待ちしており
ます。日々の情報はインスタグラムにて。

8台

火曜日・水曜日・木曜日

11：00～17：00（Lo.16：30）

姫路市香寺町香呂35-5

079-232-1176

zakka hina*
MAP

14

Home Page

美味しい！懐かしい！癒やされる！と思っていただ
ける様なお店を目指す蕎麦処。毎朝自家製粉し手打
ちで十割そばを提供しています。地元で収穫された
赤花そばや夏はとろろ、冬はつけ麺のねぎボタンと
いった季節のおそばもご堪能していただけます。

約10台

火曜日・水曜日

AM11：00～PM2：30

姫路市香寺町恒屋2088

079-278-2212

大寿庵
MAP

15

Home Page

800 種、3500 株の世界中のバラが咲き誇るローズガーデン。
イングリッシュローズ、フレンチローズ、世界のバラ会議殿堂
入り品種等、バラの濃厚な香りと溢れる色をご堪能して頂けま
す。ローズショップでは、様々なバラグッズを販売。喫茶コーナー
もあるので、バラを鑑賞した後もゆっくりお寛ぎ頂けます。

40台

開園期間中無休　（開園日については要問合せ）

季節限定開園　春（5月中旬～6月中旬）9時半～16：00　
　　　　　　　秋（10月中旬～11月中旬）10時～16：00
　　　　　　　 　（春、秋15時30分までに入園）

姫路市豊富町豊富2222

079－264－4044

姫路ばら園
MAP

16

Home Page

【ミシュラン・グリーンガイド2つ星取得！！】
日本の玩具や人形と伝統手芸のちりめん細工、さらに
海外 160カ国の玩具と人形など約 9万点を収蔵。伝
統玩具と遊べるコーナーもあり、大人も子供もお楽し
みいただけます。日本を代表する玩具博物館です。

一般車は30台、大型バスは3台まで

水曜日（祝日は開館） 12/28 ～1/2

10：00～17：00

姫路市香寺町中仁野671-3 

079－232－4388

日本玩具博物館
MAP

2

Home Page

金鉱山 ( 旧富栖鉱山 ) の坑道跡を使っての、日本で唯一の
「坑道ラドン浴」施設です。姫路市街から車で約1時間弱。
たどり着くとそこは山の緑と渓谷の水の流れ、鳥のさえず
りに包まれた自然あふれる別世界。人気Ｎｏ .1 の「麦と
ろ定食」をはじめとしたヘルシーランチもオススメです。

40台

年末年始 (天候不順時や施設点検日等は臨時休業の場合あり)

10：00～17：00

姫路市安富町皆河550-139

0790-66-4750

富栖の里

MAP
とみすのさと
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19

Home Page

魚の宝庫、播磨灘で獲れた漁獲物を中心に、水槽で活かした状態で
販売しております。買った魚の調理も行えます。また、食堂では、
獲れたての魚を使ったメニューが揃い、また買った魚を調理し食べ
て頂くこともできます。外にはバーベキューコーナーもあり海鮮
おまかせコースや自分で魚介類を選び豪華に焼くこともできます。

約100台

水曜日と第2・第4火曜日

（月曜日～金曜日）鮮魚他　10：00～15：00　
食堂　11：00～14：30（Lo.14：00）　BBQ　10：00～14：40（Lo.13：30）
（土曜日・祝日）鮮魚他　9：00～16：00　（日曜日）鮮魚他　7：30～16：00
食堂　11：00～15：00（Lo.14：30）　BBQ　9：00～15：30（Lo.14：00）

姫路市白浜町字万代新開甲912-18

079-246-4199

姫路まえどれ市場
MAP

 　

20

Home Page

瀬戸内を臨む小さな港町・的形にて、自家焙煎コーヒー
豆の量り売り、テイクアウトコーヒー、自家製ハムの
カンパーニュサンド、大麦粉を中心とした焼き菓子な
どの製造直売お持ち帰り店です。2002年開業日々
更新。健やかなメニュー作りを心がけています。

6台

火曜日

・1階Coffee Stand 水曜～日曜10:00-18:00／
　月曜12:00-18:00 ・2階Cafe 休止中

姫路市的形町的形1864

HUMMOCK Cafe
MAP

21

Home Page

天晴水産工場直売のこだわりしらす丼や、日替わ
り海鮮丼、天丼、単品メニューのお刺身・小鉢・
天ぷらコーナーなど、坊勢島の日替わりメニュー
が充実！市場への御会社の天晴水産（株）だから
こそ出来る新鮮な美味しい海の幸をぜひ！

妻鹿漁港無料駐車場 (兵庫県 )

水曜日

11：00～15：00(Lo.14：30)
11：00～15：30(Lo.15：00) 土日祝

姫路市白浜町甲912-18 天晴水産2F

079-247-0077

天晴水産　みのり家
MAP

22

Home Page

2016 年 5月に姫路市大塩町にオープンしたカフェ
併設の洋菓子店です。旬のフルーツを使ったタルト
が人気です。タルト以外のケーキも含めて常時20種
類ほど販売しています。姫路家島塩レモンケーキな
どのお土産、贈り物も豊富に品揃えしています。

11台

月曜日・火曜日

10：00～18：00　イートインは平日のみ 
完全WEB予約制での営業

姫路市大塩町宮前17

079-254-6066

パティスリー ル・プティブルー
MAP

23

Home Page

Creative French Toast by Room.（クリフレ）は姫路市別所町に
あるフレンチトースト専門店です。フワッフワとろとろのフレンチ
トーストを通して「トキメキ」をご提供しております。TAKEOUT
では様々な種類のフレンチトーストを、店内では焼きたてのとろけ
るフレンチトーストをおたのしみいただけます。

5台

日曜日・月曜日

平日 11:00～17:00 (16:30 Lo.)　土曜・祝日 10:00～17:00 
(16:30 Lo.)　予約制のため事前にご連絡をお願いします。

姫路市別所町北宿1376-2

079-228-7472

Creative French Toast by Room.
MAP

26

Home Page

姫路市の奥座敷、夢前町山之内にある食養生のレス
トランです。地元の野菜、調味料にもこだわった旬
のお料理をビュッフェ形式で提供しております。
各お料理には食のアドバイスを記載しており、
楽しみながら心と身体を整えていただけます。

約50台

水曜日、木曜日、お盆、年末年始
（Facebook で告知）

レストラン①11：15～12：45 ②13：00～14：30 要予約 
ショップ 10：00～17：00

姫路市夢前町山之内乙120-1

079-338-0510

農家レストラン 且緩々
MAP

25

Instagram

山の中にある「restaurant cafe andot」では、カウンター
前の大きな窓から自然を眺めながらお食事を楽しんでいた
だけます。おすすめのメニューは、「肉」と「魚」の２種類
のメインから選べる和洋折衷の週替わりランチとドリンク
＆デザートのセット。旅の合間にホッと一息いかがですか？

15台

木曜日・第三水曜日

morning 8:30-11:00(10:00Lo.)※morningの営業は火、水、土、日のみ　
lunch 11:00-14:00　cafe time 14:00-17:00(16:00Lo.)

姫路市飾東町唐端新38-5

079-255-3829

restaurant cafe andot
MAP

27

Home Page

雪彦山の麓にランチとお庭の店 時のレストラン「野」
があります。自家製野菜を中心とした愛情たっぷり
の手作りランチと四季折々の良さを感じて頂けるお
庭の店です。尚、当店は予約優先になっております。
御来店の際は電話頂けるとありがたいです。

5～ 6台

月曜日～金曜日

12：00～14：00 ランチ　
14：00～16：00 カフェ

姫路市夢前町山之内戊134-1

080-2510-0014

時のレストラン「野」
MAP

28

Home Page

創業明治７年、３００年間受け継がれる自然湧出の
天然温泉が自慢の老舗旅館でございます。効能豊か
な癒しの湯船と心のこもったお食事でお客様をお
もてなし致します。ご宿泊はもちろん、お食事付き
の日帰りプラン (要予約 ) もございます。

50台

不定休

9：00～22：00 (Lo.20：30)

姫路市夢前町塩田287

079-336-0020

塩田温泉 湯元 上山旅館
MAP

31

Home Page

「くらす、たべる、いきる、がもっと楽しくなるように」
をテーマに世界各国から集めた雑貨や日用品がずらり。
隣接するカフェではアジアの屋台をイメージしたラン
チやベトナムのサンドイッチ「バインミー」が人気。
山羊のクミンがお出迎えしてくれます。

8台

火曜日・水曜日・土曜日

11：00～16：00（日曜のみ11：00～17：00）

姫路市夢前町芦田198

079-335-0533

itsumo
MAP

32

Home Page

西日本を代表する練製品メーカーの直営店。工場に
隣接しスーパーでは買えないこだわり商品や揚げた
て蒲鉾が購入出来る。TVでも紹介された「城下町
どっぐ」が大人気。工場見学 (休み有 ) や体験教室
(要予約 )、カフェ等もある観光スポット。

60台

無休(年始のみ休み)

9：00～17：00

姫路市夢前町置本327-16

079－335－1055(ヤマサ蒲鉾 問い合わせ窓口)

ヤマサ蒲鉾 ( 株 ) かまぼこ工房 夢鮮館
MAP

24

Home Page

マイカーに乗ったまま野生動物を間近で見る事が出来る
サファリパークと絶叫マシーンから家族で楽しめるアト
ラクションがあるレジャー施設。夏はプール、冬はアイ
ススケートと年間を通じて皆様にお楽しみいただけます。
山陽姫路東 IC下りて 5分の好アクセス。

5000台

火曜日・水曜日・不定休

10：00～17：00 （変動あり）

姫路市豊富町神谷字大蔵1434番地

079-264-1611

姫路セントラルパーク
MAP

29

Home Page

1 日で世界一周旅行気分を味わえるテーマパークで
す。お城と石のエリアに分かれており、ドイツのお城
を再現した白鳥城内はトリックアート等不思議な空間
をご提供、石のエリアは世界の有名な建造物が点在し
ています。インスタ映えするスポットが満載。

300台

不定休

9：00～17：00（チケット販売は16：30）

姫路市打越1342-6

079-267-8800

太陽公園　
MAP

30

Home Page

日本三彦山の一つである雪彦山系の上流水を
使用。山の清水を使うことで米の香りを引き立
て、透明感とキレのある味わいが生まれます。
夢前町の穏やかな自然の風景がそのまま凝縮
されたお酒、それが壺坂の日本酒です。

8台

（4月～10月）第3水曜日/　（11月～3月）無休

9：00～16：00

姫路市夢前町前之庄1418-1

079-336-0010

壺坂酒造
MAP

17

Home Page

平安時代に建てられたお寺を江戸時代に再興した黄檗宗の
寺院です。極楽寺瓦経、中国風の楼門、キリシタン灯籠な
ど貴重な文化財があります。また本堂の山田鶴洲作と言わ
れる龍の天井画は見事なもので、その本堂で座禅体験も行
えます。拝観ご希望の方は事前に連絡をお願いします。

約5台

座禅体験（要予約）

姫路市香寺町須加院420

079-227-5125

瑞雲山　常福寺
MAP

18

行基上人の開創と伝えられる古刹です。書寫山圓教寺の開創の性空上人と
親交が厚く、上人から送られたと伝えられる沐浴の湯釜が現存しています。
山道をのぼり、開けた先にあらわれる非常に雰囲気のあるお寺で新緑の季
節は苔むした境内が美しく、秋には紅葉の名所となります。山道が隘路で
あるため、車で来られる際はご注意ください。

約5台

9：00～16：00（拝観時間）

姫路市香寺町相坂1068 妙勝院

079-232-0349

八徳山　八葉寺
MAP
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35

Home Page

畑から食卓へ直接つなぐ “FARM to TABLE” を提
供する農家のごはんや「八葉食堂」。畑から採れ
たばかりの野菜のご飯が楽しめて、テイクアウト
弁当の注文もできます。無農薬で育てた有機野菜
を無添加物調理したごはんが人気です。

8台

月曜日・水曜日・金曜日・日曜日

11：30～14：00

姫路市夢前町宮置349-1

080-5319-9915

八葉食堂
MAP

36

Home Page

美しい山々に囲まれ四季折々の自然を堪能でき
天然温泉のある大浴場をはじめ宿泊・宴会・
レストラン・各種スポーツ施設などが揃った
総合リゾートスペースです。

200台無料

火曜日・水曜日

11：30～14：00（Lo.13：30）　
※当面の間、ランチタイムのみ営業

姫路市夢前町置本432－56

079-335-5551

ニューサンピア姫路ゆめさき
MAP

37

Home Page

創作日本料理のご提供をしています。一番の特徴は自家農園である静かな
農場でつくる野菜をみてからメニューを構成することです。安心・安全は
当たり前というスタンスです。無農薬・無肥料でつくる野菜を食していた
だきたいです。また、片田舎でありながらアンティークモダンな空間やし
つらい、器づかいも楽しんで頂けます。癒し100％です。

15台

月曜日・火曜日・水曜日

12：00～14：30

姫路市夢前町菅生澗1568-5

079-335-5085

静かな向かい風
MAP

38

Home Page

赤ちゃんからお年寄りまで、安心安全に食べられるパンを
毎日 50種類以上焼いています。4種類の酵母を使い分け
お料理やお酒に合うものから朝食やおやつにもぴったりな
パンや焼き菓子、サンドイッチがずらりと並びます。
イートインスペースも準備中です。

4台＋第二駐車場に3台

日曜日・月曜日・火曜日

9：00～売り切れ次第閉店

姫路市書写1019-332

079-293-0003

トランジスタベーカリー
MAP

39

Home Page

猪肉、ジビエ。こだわりお肉の石井精肉店は姫路の奥
座敷、夢前町に店舗を構え、姫路和牛や豚肉など地元
ブランドを中心に取り揃えています。又、冬期は猟師
から直接買付けした天然の猪を自社で解体、猪肉にし
て自家製ぼたん味噌とセットで全国発送しています。

5台

元日（1/1、1/2）

9：00～18：30

姫路市夢前町前之庄1365番地

079-336-1129

有限会社　石井精肉店
MAP

40

Instagram

大きないちごのオブジェが目印♪兵庫県夢前町の県道67号
線沿いにある農家直営カフェ。
毎年大人気の「どデカいちごパフェ(1～5月)」やスイーツ、
地元夢前町の旬の食材を使ったランチなどが味わえます。
いちご狩りやとうもろこし狩りなどの体験もおすすめ！

20台

月曜日（祝日の場合は翌日休）

10：00～16：00

姫路市夢前町宮置437-1

079-337-2100

夢街道 farm67
MAP

41

南北朝時代に開山し、江戸時代に姫路藩主松平直矩が再興
した古刹です。山裾から続く山道には緑のアーチがかかり、
紅葉の名所でもあります。山門から苔むした石段を通り本
堂へ、豊かな自然に包み込まれた本堂や庭園が非常に美し
いお寺です。ヒメボタルを鑑賞することもできます。

約５台

姫路市 夢前町新庄1468-4

079-336-0198

百丈山　臨済寺
MAP

43

Home Page

奈良時代に吉備真備がご神託を受け社殿を建立したと伝わる由緒正しき古
社。本殿、拝殿ともに国の重要文化財であり、国内最大級の大きさを誇って
います。姫路の街と瀬戸内海を一望できるビュースポットで、黒田官兵衛ゆ
かりの地でもあり、大河ドラマのロケ地にもなりました。本殿裏に「陰陽・
九星詣り」が行える場所がありパワースポットと言われています。

約20台（大鳥居横駐車場）

姫路市広嶺山52

079-288-4777

廣峯神社
MAP

44

Home Page

圓教寺は書写山の山上にあり、966年、性空上人（しょうくうしょうに
ん）によって開かれた天台宗のお寺です。西国三十三霊場の第二十七番
札所で西の比叡山とも呼ばれています。ハリウッド映画などの撮影が行
われている人気のロケ地で、また紅葉の名所でもあります。ロープウェ
イに乗り、山上へ、そこには下界とは違った静謐な空気が流れています。

270台（ロープウェイ専用駐車場）

書写山ロープウェイ 冬季運休期間有り　
要問合せ（TEL:079-266-2006）

書写山ロープウェイ8：30～17：00
料金：片道600円往復1,000円（小人半額）

書写山ロープウェイ　
姫路市書写1199番地の2

079-266-3327（圓教寺本坊（寺務所））

書寫山圓教寺
MAP

42

聖徳太子により建立され行基が中興した古刹。戦国時代に焼き払
われるが豊臣秀吉により再建される。江戸時代元禄五年に姫路城
城主榊原忠次によって現代の本堂が建立された。この本堂を含め
５棟と毘沙門天立像が国指定の重要文化財に指定され、本堂内に
は日本画の絵師狩野探幽作と言われる天井画が残っている。

約50台（増位山山上広場駐車場）

姫路市白国5番地 増位山山頂

079-223-7187

増位山　随願寺
MAP

45

Home Page

姫路産の上等な革を使用し、履き心地が良く、ずっと
履き続けることができる、そんな「一生物の靴づくり」
をモットーに、革小物づくりの体験もあります。また
当店は、靴工房兼カフェとなっております。体験後は、
ゆっくりとカフェでくつろいで頂けます。

３台

不定休

土日：13：00～18：00（体験やご相談は随時。
お電話かメールでお問い合わせ下さい。）

姫路市網干区津市場439-1

079-258-7625

イシヅカ靴店×靴屋カフェ
MAP

46

Home Page

秘密のケンミン SHOW!! や Sma STATION!! や
Zip うまいもんジャーニーなどの数多くのメディア
に取り上げられ続けているお店。姫路ご当地グルメ
アーモンドバター発祥のお店として知名度が高い
が、実は大盛りのお店としても地元では有名。

68台

年中無休

7：00～22：00(Lo.21：30)　
 (モーニングは7：00～11：30)

姫路市網干区津市場791-3

079-273-7758

カフェ・ド・ムッシュ  網干店
MAP

47

Home Page

かつて、揖保川舟運が栄え、多くの人々が行き交っていた網干町。旧網干
銀行は、大正 11(1922) 年に網干銀行本店として竣工。煉瓦と木造で組
み上げた構造に、円形の玄関廻りとドーム屋根を特徴とした歴史的建造物
です。来る 2022 年、竣工１００周年を迎えます。ぜひ、歴史薫る風格
にモダンな設えを融合させた空間で寛ぎの時間をお過ごしくださいませ。

15台

水曜日・木曜日（祝日の場合は営業）

ランチ 11：30～14：30 (Lo.14：00) 　
ディナー 18：00～22：00 (Lo.21：00）

姫路市網干区新在家640

079-289-5189

旧網干銀行　湊倶楽部
MAP

48

Home Page

自然派カフェ（モーニング・ランチ・スイーツ）
＆物販（野菜や加工食品）のお店。トマト煮込
みハンバーグ、いちご100％かき氷などが人気。
オリジナル加工品（パスタソース、ジャム）、
ノースカラーズ商品などが人気。

12台

不定休

9：00～16：00（平日）9：00～17：00（日祝）

姫路市勝原区朝日谷119-1

079-280-1608

自然派マルシェ　Rebirth Village
MAP

33

Home Page

日本の三彦山に名を連ねる雪彦山。その麓にある雪
彦温泉は、美しい川のせせらぎと山ふところに抱か
れた閑静な山峡の秘湯です。温泉はアルカリ性単純
泉のお肌に優しい泉質で、湯あがりは、しっとりと
した爽やかさが格別です。

100台

年末年始(12/30 ～1/1)

10:00～19:00 受付は18：30

姫路市夢前町山之内掛の谷甲120

079-338-0600

秘湯　雪彦温泉
MAP

34

Home Page

姫路市郊外、静かな里山の中に佇む創業 57年の老舗旅館。2017 年
に新大浴場「満天星」がリニューアルオープン。露天風呂は夢前川と
穏やかな田園風景を眼下に望む絶景温泉。館内のダイニング康貴では、
播磨の若手農家さんが手塩にかけて育てた野菜を用いた「農家野菜
BAR」をランチで提供。日帰り温泉とランチを組合わせて利用する方
も多く、友人や家族でゆったりとした時間を過ごすにオススメ。

100台

ランチ 金曜日 温泉 不定休

ランチ　11：30～14：00（Lo.13：30）
日帰り温泉（入浴）11：00～14：30　15：00～21：00（最終受付20：00）

姫路市夢前町前之庄187

079-336-1000

夢乃井・ダイニング康貴
MAP



9. 10.■ 電話番号 住所 営業時間 定休日 駐車場 ■二次元バーコードでは、各店舗情報がご覧いただけます。 ■掲載されている内容は状況により予告なく変更される場合があります。お立ち寄りの際は直接店舗等にご確認下さい。 　

koui
ki

koui
ki

山陽
電鉄
網干
線

山陽新幹線

姫
新
線

太子町太子町

赤穂市

相生市相生市

福崎町福崎町

市川町市川町

加西市加西市

加古川市加古川市

高砂市高砂市姫路港姫路港

神河町神河町

姫路市姫路市

宍粟市宍粟市

たつの市たつの市

山陽自動車道
山陽自動車道

中国自動車道
中国自動車道

播
但
連
絡
道
路

播
但
連
絡
道
路

はりま勝原
網干

竜野

播州赤穂

坂越

西相生

相生

播磨新宮

太市

東觜崎

本竜野

姫路城

姫路

砥堀

仁豊野

溝口

福崎

甘地

鶴居

新野

寺前

香呂

和田山へ鳥取へ 朝来へ

飾磨

ひめじ
別所

御着
東姫路

曽根

宝殿

英賀保

山陽網干

山陽姫路東IC

福崎IC

山崎IC

夢前スマートIC夢前スマートIC

姫路
JCT

大塩別所ランプ大塩別所ランプ

夢
前
川

市
川

揖
保
川

山陽姫路西IC

龍野IC

高砂北
ランプ
高砂北
ランプ

花田IC花田IC

豊富ランプ豊富ランプ砥堀ランプ砥堀ランプ

船津ランプ船津ランプ

福崎南ランプ福崎南ランプ

福崎北ランプ福崎北ランプ

市川南ランプ市川南ランプ

市川北ランプ市川北ランプ

神崎南ランプ神崎南ランプ

姫路バイパス
高砂西
ランプ
高砂西
ランプ

別所
ランプ
別所
ランプ

市川
ランプ
市川
ランプ

姫路南
ランプ
姫路南
ランプ

中地
ランプ
中地
ランプ

姫路西
ランプ
姫路西
ランプ

太子東
ランプ
太子東
ランプ

相野
ランプ
相野
ランプ

相野出屋敷相野出屋敷

太市
ラン
太市
ラン上太田

ランプ
上太田
ランプ

312

播
但
線

相野相野相野相野相野相野
ランランランランランラン

姫路市姫路市姫路市

夢夢夢夢夢夢夢
前前前前前前前
川川川川川川川

家島港ふれあいプラザ家島港ふれあいプラザ

坊勢漁港ふれあいプラザ

55

Home Page

のどかな林田の田園地帯に、深さ 1338m、
約 2億 1千年前の堆積岩の割れ目から湧き
出す天然温泉。地元の食材を使った “ ゆた
りんレストラン “、地元の新鮮野菜を販売
する直売所を併設しています。

100台

木曜日(休日の場合は前日or後日のどちらか)

10：00～21：30(21時最終受付)

姫路市林田町口佐見386

079-261-3770

姫路市はやしだ交流センター ゆたりん
MAP

56

Home Page

姫路市林田町の山里にたたずむ築 130 年の
古民家をモダンに再生した趣きのそば処。店
主こだわりの手打ちそばと麦きりを「そね」
と呼ぶ板に盛った「板盛り」で提供。冬期は
昔ながらの囲炉裏端で焼物・鍋が楽しめる。

8台

水曜日・木曜日

ランチ 11：30～14：00、喫茶 14：00～17：00　
ディナー (要予約):18：00～21：00

姫路市林田町大堤535番地

079-255-8578

和（なごみ）
MAP

57

Home Page

江戸時代の大庄屋屋敷の遺構で主屋をはじめ６棟の建物が
兵庫県の重要文化財に指定されています。主屋、土蔵、庭
園など当時の雰囲気が味わえるほど現存しており、こちら
を舞台に工夫を凝らした伝統行事イベントが開催されてい
ます。また、地元ボランティアの観光案内も好評です。

約20台

火曜日・水曜日・木曜日　（但し祝日は開館）、
12月28日～1月4日　

10：00～16：00　入館は15：30まで

姫路市林田町中構74

079-261-2338（三木家公開日のみ対応）

林田大庄屋旧三木家住宅
MAP

58

Home Page

築 140年の農家で営む米穀店母体の暮らしの店。
山から吹き注ぐ風と光を感じながらお食事と喫茶
をご利用頂けます。店内では箸を始めとした雑貨
や洋服、山野草や骨董の販売もあります。アップ
ライトピアノやクラシックギターがありますので
どなたでもご自由に演奏をお楽しみ下さい。

15台

日曜日・祝日(お盆と年末年始については
お問い合わせ下さい)

昼のお食事:要予約079-261-4612☆12:00を目安にご来店下さい。
喫茶:コーヒー、生姜紅茶、かぼちゃのケーキetc.☆10:00-16:00

姫路市林田町上伊勢338

079-261-4612

米ギャラリー大手前
MAP

53

Home Page

自家製食材をちりばめた、ナポリピザ専門店。
薪窯で焼き上げる、さくっともっちり生地。
素材にこだわった自家製無添加ベーコンサル
シッチャなどの自家製素材を使ったピザをお
楽しみください。

第一５台　第二２０台

水曜日・第一木曜日 祝日の場合営業あり
お問い合わせください

平日11：30-14：00 Lo.13:30 18：00-19：30 Lo.19:00　
土日祝11：30-14：30 Lo.14:00 18：00-19：30 Lo.19:00 

姫路市林田町林田96-1

079-261-3588

Pizzeria ＆ Cafe PEPE
MAP
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ナチュラルガーデンのあるカフェ harappa、ハンドメイドの
雑貨販売や自然素材のお洋服の販売をしている zappa 本店、
ソーイング教室やアクセサリーワークショップなど随時開催
しながら手芸材料を販売しているざっぱこ。楽しいお店が集
まる村です！一日かけてゆっくりお過ごしください。

30台以上

なし(夏季休業、年末年始お休みあり確認をお願いします)

10時から17時(Lo.は16時半)

姫路市石倉54-7

080-2356-9571

ザッパ村
MAP
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網干港で獲れた鮮度が自慢の旬な魚介を贅沢に楽しめるお店です。 
店主自らが市場で厳選した鮮魚はとにかく鮮度が自慢です！瀬戸内海
で水揚げされた、新鮮な魚介類を余すことなく調理。なかなか味わう
ことのできない、贅沢なひと時を当店はご提供いたします♪広大な瀬
戸内海を臨みながら、すてきなひと時を味わってみませんか？

30台

水曜日

平日10：30～15：00　
土日祝10：30～16：00　（Lo.30分前）

姫路市網干区興浜2093-133

079-229-9135

海鮮丼ぶり　海幸
MAP
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和菓子店「甘音屋」が手掛ける古民家カフェ「あまねや大津長
松店」。80年という長い年月が築いた落ち着きある空間は木の
ぬくもりに包まれているようでつい時間を忘れてしまう。カフェ
ならではのメニューには和と洋の素材をかさねて作ったパフェ
「KASANE」が人気です。「抹茶味」「みたらし味」も。

11台

水曜日

販売10:00～18:00　
カフェ12：00～18：00 Lo.17：00

姫路市大津区長松424-1

079-239-1230

あまねや大津長松店
MAP
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産地やブランドを厳選したお肉を熱々の鉄皿
で提供しています。地元網干で 30年以上、
創業当時から変わらない秘伝のソースやシン
プルに岩塩、わさびなどを使用したこだわり
の味でおもてなしいたします。

20台

木曜日

ランチ 11：00～15：00（Lo.14：00）
ディナー 17：00～22：00（Lo.21：00）

姫路市網干区垣内東町129

079-273-9909

ステーキハウス ろーいん 網干店
MAP
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姫路港
Home Page

姫路港は、古くから海の交通の要衝として栄えてきました。現在では
工業港として重要な役割を果たし、瀬戸の海に浮かぶ家島諸島に向か
う定期船と小豆島に渡るフェリーの乗船場があり、生活の場、観光の
玄関口としての役割も果たしています。その姫路港を玄関に、向かう
ことが出来る家島諸島は、情緒溢れる古き良き港町の情景を残し、新
鮮な瀬戸内海の海産物を楽しめます。また、様々な体験メニューが用
意されていますので、足を延ばされてはいかがでしょうか。

有り（有料）

姫路ポートセンター：年中無休

姫路ポートセンター：9：00～17：00

姫路ポートセンター：姫路市飾磨区須加301

姫路ポートセンター：079-235-8524

姫路港・家島諸島
家島観光事業組合
Home Page

MAP



11. 12.■ 電話番号 住所 営業時間 定休日 駐車場 ■二次元バーコードでは、各店舗情報がご覧いただけます。 ■掲載されている内容は状況により予告なく変更される場合があります。お立ち寄りの際は直接店舗等にご確認下さい。 　



13. 14.■ 電話番号 住所 営業時間 定休日 駐車場 ■二次元バーコードでは、各店舗情報がご覧いただけます。 ■掲載されている内容は状況により予告なく変更される場合があります。お立ち寄りの際は直接店舗等にご確認下さい。 　




