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EV

朝来市多々良木字牧野213-1

あさご

村おこしセンター物産館／8：00～18：00
レストラン ささゆり／9：30～16：00（L.O.15：30）
木工クラフトセンター／9：30～16：00
森林組合／8：00～17：00

EV

宍粟市波賀町原149

はが

特産品コーナー／9：00～17：00
お食事処 楓の里／
11：00～14：00（土・日・祝 ～15：00）

☎079-678-0808問

休 1月1日（物産館・レストラン）
火・金曜日（木工クラフトセンター）土・日曜日（森林組合）

☎0790-75-3711問

休 木曜日

EV

朝来市岩津96 朝来SA内

フレッシュあさご

物産販売コーナー／9：00～20：00
農産物直売所／9：00～17：00頃
※17：00以降野菜は店内にて販売
展望レストラン／9：00～20：00（L.O.19：25）

☎079-670-4120問

休 1月1日

EV

川辺郡猪名川町万善字竹添70-1

いながわ

餅加工販売所／9：00～16：00
農産物販売センター／9：00～17：00
食事処そばの館／9：00～17：00（L.O.16：30）
地域農業情報センター／9：00～17：00

☎072-767-8600問

休 水曜日

EV

神戸市北区淡河町淡河字弘法垣643-1

淡河

直売所／10：00～17：00
そば処 淡竹／10：30～17：00

☎078-959-1665問

休 年末年始、淡竹のみ毎週水曜日

EV

たつの市御津町室津896-23

みつ

物産販売所／9：00～18：00
　　　　　　冬季期間～18：00
レストラン魚菜屋／10：30～17：00（L.O.16：00）
体験学習室／9：00～17：00
海風kitchen／10：00～17：00

☎079-322-8500問

休 水曜日（季節により変更あり）

EV

神戸市北区大沢町上大沢2150

神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢（おおぞう）

神戸フルーツ・フラワーパーク大沢／10：00～17：00
FARM CIRCUS／10：00～17：00
※店舗により異なる

☎078-954-1010問

休 年中無休

EV

美方郡新温泉町栃谷57番地

山陰海岸ジオパーク浜坂の郷

直売所／9：00～18：00
肉のたじま屋／9：00～18：00 ※水曜日定休
たじま屋食堂／9：00～17：00
（ランチタイム 11：00～15：00（L.O.14：30））※水曜日定休
春来そば てっぺん／11：00～16：00（L.O.15：30）※火曜日定休

☎0796-80-9010問

休 1月1日

EV

神崎郡神河町吉冨88-10

銀の馬車道・神河

お食事処・お土産
かんざき大黒茶屋／10：00～18：00（L.O.17：30）
アンテナショップかまど／10：00～16：00
（土・日・祝のみ営業）

☎0790-32-2837問

休 12月31日・1月1日

EV

美方郡香美町香住区余部1723-4

あまるべ

お土産物／9：00～18：00
鮮魚・野菜／9：00～18：00
レストラン余部村魚菜店／11：00～15：00
（飲み物・揚げ物・バーガー 9：00～17：00）

☎0796-20-3617問

休 年中無休

EV

南あわじ市福良甲1528-4

福良

物産販売所／9：00～17：00　
レストラン／10：00～16：00（L.O.15：30）
うずしおクルーズ／9：30～16：10
足湯うずのゆ／10：00～17：00

☎0799-52-2336問

休 年中無休

EV

多可郡多可町中区岸上281-1

山田錦発祥のまち・多可

9：30～17：30（11～2月 9：00～17：00）

☎0795-20-7087問

休 年末年始

EV

丹波市春日町七日市710

丹波おばあちゃんの里

丹波おばあちゃんの里 特産館／9：00～17：00
丹波おばあちゃんの里 フードコート／
9：00～17：00（L.O.16：30）

☎0795-70-3001問

休 年中無休 （1月中旬に臨時休業あり）

EV

朝来市山東町大月92-6

但馬のまほろば

特産物販売所／8：30～20：00
レストラン「茶すり庵」／11：00～20：00（L.O.19：30）
フードコート／9：00～20：00（L.O.19：45）
埋蔵文化財センター／9：00～17：00※
※月曜日定休（祝日の場合翌日）、12月28日～1月4日 休

☎079-676-5121問

休 年中無休

EV

養父市八鹿町高柳241-1

ようか但馬蔵

お土産処・野菜蔵／9：00～19：00
お食事処／平日 11：00～16：30
               土・日・祝 11：00～18：30
テイクアウトコーナー／9：00～17：00
足湯／10：00～17：30

☎079-662-3200問

休 年中無休

EV

淡路市浦648

東浦ターミナルパーク

「ゆめの浜」物産館／9：00～17：00
フローラルアイランド／9：00～18：00
やま高／9：00～17：00 ※年中無休（要問合せ）
猫美術館・東浦陶芸館／10：00～18：00
※月曜日定休、年末年始休

☎0799-64-0001（淡路市役所 商工観光課）
※電話番号でのカーナビ設定不可

問

休 年末年始（要問合せ）

EV

西脇市寺内517-1

北はりまエコミュージアム

特産品販売コーナー／9：00～19：00（11～2月 ～18：00）
レストランたにし／8：30～16：00
※火曜日定休（祝日の場合翌日）
バーガースタンド「ネーブルバーガー・スターズ」／
10：00～L.O.17：30 ※木曜日定休

☎0795-25-2651問

休 12月31日～1月2日 他 臨時休業あり

EV

相生市那波南本町8-55

あいおい白龍城

特産品売場／9：00～17：30
和ダイニング まねき／平日 11：00～21：00（L.O.20：00）※
　　　　　　　　　　土日祝 10：30～21：00（L.O.20：00）
ペーロン温泉／平日 15：00～22：00（最終受付21：30）※
　　　　　　　土日祝 10：30～22：00（最終受付21：30）
※火曜日定休（祝日の場合翌日）

☎0791-23-5995問

休 年中無休

EV

佐用郡佐用町平福988-1

宿場町ひらふく

特産品販売所／8：30～19：00（～18：00）
食堂／8：00～18：00（L.O.17：30）

☎0790-83-2373問

休 水曜日（祝日の場合営業）、年末年始

EV

美方郡香美町村岡区長瀬933-1

あゆの里 矢田川

物販・食堂／9：00～18：00

☎0796-95-1369問

休 火曜日

EV

加東市南山1-5-3

とうじょう

農産物直売所 コスモスの館／平日 9：00～18：30
（土・日・祝 ～19：00）
物産品販売 夢街人／平日 9：00～18：30（土・日・祝 ～19：00）
コンビニエンスストア／24時間（年中無休）
レストラン獅子銀／9：00～20：00（L.O.19：30）

☎0795-47-2400問

休 不定休 （年末年始休業あり）

EV

豊岡市日高町栗栖野59-13

神鍋高原

売店／9：00～17：00
お食事処／平日 11：00～15：00（L.O.14：30）
温泉／平日 13：00～21：00
　　　  土・日・祝 12：00～21：00
　　　最終受付 20：30

EV

宍粟市千種町下河野745-5

ちくさ

物産館／9：00～16：00
レストラン／10：00～16：00（L.O.15：30）

☎0796-45-1331問

休 不定休・お食事処と温泉は毎週水曜日
（但し繁忙期は除く）

☎0790-76-3636問

休 木曜日

EV

美方郡香美町村岡区大糠32-1

村岡ファームガーデン

農産物売場／平日 9：00～17：00（土・日・祝 ～18：00）
※元旦のみ11：00～営業
レストラン／平日 11：00～15：00（土・日・祝 ～18：00）
喫茶／平日 10：00～15：00（土・日・祝 9：00～18：00）

☎0796-98-1129問

休 年中無休

EV

たつの市新宮町平野99-2

しんぐう

新宮物産館／9：00～18：00
レストラン志んぐうの郷／
11：00～14：30／17：00～21：00
ふれあい市場／8：00～14：00

☎0791-75-0548問

休 火曜日・年末年始

EV

淡路市岩屋1873-1

あわじ 

売店／9：30～17：30（土・日・祝 9：00～17：30）
駅ナカ食堂／9：30～15：00
バーガー店／9：30～17：30（土・日・祝 9：00～17：30）
えびす丸／9：30～17：30（土・日・祝 9：00～17：30）
レストラン海峡楼／11：00～17：30（L.O.17：00）
※売店・バーガー店・えびす丸・レストラン海峡楼は
12月～2月は17:00閉店

☎0799-72-0001問
休 年中無休

三木市福井2426番地先

みき

三木特産品コーナー／9：00～18：00
観光センター／9：00～18：00
レストラン／11：00～L.O.17：00
金物展示即売館／9：00～17：00

☎0794-86-9500（代表）問

休 年中無休 ※年末年始不定休（金物展示即売館は休み）

EV

南あわじ市福良丙947-22

うずしお

ショップうずのくに／9：00～17：00
道の駅うずしおレストラン／10：00～L.O.15：00

☎0799-52-1157問

休 木曜日（春休み・夏休み期間は臨時営業あり）、
12月31日・1月1日

EV

宍粟市一宮町須行名510-1

播磨いちのみや

物産品販売所／8：00～17：00
レストラン／平日 8：00～15：00（L.O.14：30）
※営業時間は季節により変更あり
※火曜日定休（祝日の場合は翌日水曜日）

☎0790-72-8666問

休 年中無休

EV

多可郡多可町加美区鳥羽733-1

杉原紙の里・多可

物産館かみ高地／9：00～17：00
車留満／9：00～16：00
　　　　8：00～16：00（日曜のみ）
杉原紙研究所／8：30～17：15

☎0795-36-1919問

休 水曜日、年末年始

EV

丹波市青垣町西芦田541

あおがき

物産品コーナー「おいでな青垣」／
9：00～17：30（1・2月 9：00～17：00）
喫茶・軽食／10：00～16：00
丹波布伝承館／10：00～17：00

☎0795-87-2300問

休 火曜日（祝日の場合翌日）

EV

美方郡香美町村岡区福岡608-1

ハチ北

物産売店／9：00～18：00
食堂／9：30～L.O.16：30

☎0796-96-1600問

休 火曜日、元旦、祭礼の日（敬老の日の前日）

EV

養父市養父市場1294-77

やぶ

油そば／11：00～15：00、17：00～20：00
ファミリーレストラン／
11：00～16：00／17：00～21：00（L.O.20：00）
カフェ＆ベーカリー／10：00～19：00（L.O.18：00）

☎079-661-9034問

休 年中無休

EV

養父市上野299

但馬楽座

ヤマザキショップ／8：30～17：00
和牛レストラン やぶ牧場／
11：00～L.O.14：00、17：00～L.O.19：00
※シーズンにより定休日あり
やぶ温泉／8：00～22：00（最終受付21：30）

☎079-664-1000 問

休 年中無休

EV

宍粟市波賀町安賀8-1

みなみ波賀

特産品売場／平日 9：00～18：00
　　　　　   土・日・祝 9：00～19：00
レストラン楓の里／平日 11：00～15：00（L.O.14：30）
                           土・日・祝 9：00～18：30（L.O.18：00）

☎0790-75-3999問

休 第2第4水曜日（8月・11月は無休）、年末年始

EV

HYOGO
兵庫県

Area 8,400.90square meters
Total Population 5,440,000people
Prefectural Tree Cinnamomum camphora 
Prefectural Flowers Chrysanthemum japonense
Prefectural Bird Ciconia boyciana  

35  roadside stations

※季節や状況により《営業時間・定休日等》が変更になる場合がございますので、詳細については各道の駅へお問い合わせください。EV（電気自動車）充電器ありEV 入浴施設あり（温泉含む） ガソリンスタンドあり エレベーターあり足湯施設あり0 0
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EV

朝来市多々良木字牧野213-1

あさご

村おこしセンター物産館／8：00～18：00
レストラン ささゆり／9：30～16：00（L.O.15：30）
木工クラフトセンター／9：30～16：00
森林組合／8：00～17：00

EV

宍粟市波賀町原149

はが

特産品コーナー／9：00～17：00
お食事処 楓の里／
11：00～14：00（土・日・祝 ～15：00）

☎079-678-0808問

休 1月1日（物産館・レストラン）
火・金曜日（木工クラフトセンター）土・日曜日（森林組合）

☎0790-75-3711問

休 木曜日

EV

朝来市岩津96 朝来SA内

フレッシュあさご

物産販売コーナー／9：00～20：00
農産物直売所／9：00～17：00頃
※17：00以降野菜は店内にて販売
展望レストラン／9：00～20：00（L.O.19：25）

☎079-670-4120問

休 1月1日

EV

川辺郡猪名川町万善字竹添70-1

いながわ

餅加工販売所／9：00～16：00
農産物販売センター／9：00～17：00
食事処そばの館／9：00～17：00（L.O.16：30）
地域農業情報センター／9：00～17：00

☎072-767-8600問

休 水曜日

EV

神戸市北区淡河町淡河字弘法垣643-1

淡河

直売所／10：00～17：00
そば処 淡竹／10：30～17：00

☎078-959-1665問

休 年末年始、淡竹のみ毎週水曜日

EV

たつの市御津町室津896-23

みつ

物産販売所／9：00～18：00
　　　　　　冬季期間～18：00
レストラン魚菜屋／10：30～17：00（L.O.16：00）
体験学習室／9：00～17：00
海風kitchen／10：00～17：00

☎079-322-8500問

休 水曜日（季節により変更あり）

EV

神戸市北区大沢町上大沢2150

神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢（おおぞう）

神戸フルーツ・フラワーパーク大沢／10：00～17：00
FARM CIRCUS／10：00～17：00
※店舗により異なる

☎078-954-1010問

休 年中無休

EV

美方郡新温泉町栃谷57番地

山陰海岸ジオパーク浜坂の郷

直売所／9：00～18：00
肉のたじま屋／9：00～18：00 ※水曜日定休
たじま屋食堂／9：00～17：00
（ランチタイム 11：00～15：00（L.O.14：30））※水曜日定休
春来そば てっぺん／11：00～16：00（L.O.15：30）※火曜日定休

☎0796-80-9010問

休 1月1日

EV

神崎郡神河町吉冨88-10

銀の馬車道・神河

お食事処・お土産
かんざき大黒茶屋／10：00～18：00（L.O.17：30）
アンテナショップかまど／10：00～16：00
（土・日・祝のみ営業）

☎0790-32-2837問

休 12月31日・1月1日

EV

美方郡香美町香住区余部1723-4

あまるべ

お土産物／9：00～18：00
鮮魚・野菜／9：00～18：00
レストラン余部村魚菜店／11：00～15：00
（飲み物・揚げ物・バーガー 9：00～17：00）

☎0796-20-3617問

休 年中無休

EV

南あわじ市福良甲1528-4

福良

物産販売所／9：00～17：00　
レストラン／10：00～16：00（L.O.15：30）
うずしおクルーズ／9：30～16：10
足湯うずのゆ／10：00～17：00

☎0799-52-2336問

休 年中無休

EV

多可郡多可町中区岸上281-1

山田錦発祥のまち・多可

9：30～17：30（11～2月 9：00～17：00）

☎0795-20-7087問

休 年末年始

EV

丹波市春日町七日市710

丹波おばあちゃんの里

丹波おばあちゃんの里 特産館／9：00～17：00
丹波おばあちゃんの里 フードコート／
9：00～17：00（L.O.16：30）

☎0795-70-3001問

休 年中無休 （1月中旬に臨時休業あり）

EV

朝来市山東町大月92-6

但馬のまほろば

特産物販売所／8：30～20：00
レストラン「茶すり庵」／11：00～20：00（L.O.19：30）
フードコート／9：00～20：00（L.O.19：45）
埋蔵文化財センター／9：00～17：00※
※月曜日定休（祝日の場合翌日）、12月28日～1月4日 休

☎079-676-5121問

休 年中無休

EV

養父市八鹿町高柳241-1

ようか但馬蔵

お土産処・野菜蔵／9：00～19：00
お食事処／平日 11：00～16：30
               土・日・祝 11：00～18：30
テイクアウトコーナー／9：00～17：00
足湯／10：00～17：30

☎079-662-3200問

休 年中無休

EV

淡路市浦648

東浦ターミナルパーク

「ゆめの浜」物産館／9：00～17：00
フローラルアイランド／9：00～18：00
やま高／9：00～17：00 ※年中無休（要問合せ）
猫美術館・東浦陶芸館／10：00～18：00
※月曜日定休、年末年始休

☎0799-64-0001（淡路市役所 商工観光課）
※電話番号でのカーナビ設定不可

問

休 年末年始（要問合せ）

EV

西脇市寺内517-1

北はりまエコミュージアム

特産品販売コーナー／9：00～19：00（11～2月 ～18：00）
レストランたにし／8：30～16：00
※火曜日定休（祝日の場合翌日）
バーガースタンド「ネーブルバーガー・スターズ」／
10：00～L.O.17：30 ※木曜日定休

☎0795-25-2651問

休 12月31日～1月2日 他 臨時休業あり

EV

相生市那波南本町8-55

あいおい白龍城

特産品売場／9：00～17：30
和ダイニング まねき／平日 11：00～21：00（L.O.20：00）※
　　　　　　　　　　土日祝 10：30～21：00（L.O.20：00）
ペーロン温泉／平日 15：00～22：00（最終受付21：30）※
　　　　　　　土日祝 10：30～22：00（最終受付21：30）
※火曜日定休（祝日の場合翌日）

☎0791-23-5995問

休 年中無休

EV

佐用郡佐用町平福988-1

宿場町ひらふく

特産品販売所／8：30～19：00（～18：00）
食堂／8：00～18：00（L.O.17：30）

☎0790-83-2373問

休 水曜日（祝日の場合営業）、年末年始

EV

美方郡香美町村岡区長瀬933-1

あゆの里 矢田川

物販・食堂／9：00～18：00

☎0796-95-1369問

休 火曜日

EV

加東市南山1-5-3

とうじょう

農産物直売所 コスモスの館／平日 9：00～18：30
（土・日・祝 ～19：00）
物産品販売 夢街人／平日 9：00～18：30（土・日・祝 ～19：00）
コンビニエンスストア／24時間（年中無休）
レストラン獅子銀／9：00～20：00（L.O.19：30）

☎0795-47-2400問

休 不定休 （年末年始休業あり）

EV

豊岡市日高町栗栖野59-13

神鍋高原

売店／9：00～17：00
お食事処／平日 11：00～15：00（L.O.14：30）
温泉／平日 13：00～21：00
　　　  土・日・祝 12：00～21：00
　　　最終受付 20：30

EV

宍粟市千種町下河野745-5

ちくさ

物産館／9：00～16：00
レストラン／10：00～16：00（L.O.15：30）

☎0796-45-1331問

休 不定休・お食事処と温泉は毎週水曜日
（但し繁忙期は除く）

☎0790-76-3636問

休 木曜日

EV

美方郡香美町村岡区大糠32-1

村岡ファームガーデン

農産物売場／平日 9：00～17：00（土・日・祝 ～18：00）
※元旦のみ11：00～営業
レストラン／平日 11：00～15：00（土・日・祝 ～18：00）
喫茶／平日 10：00～15：00（土・日・祝 9：00～18：00）

☎0796-98-1129問

休 年中無休

EV

たつの市新宮町平野99-2

しんぐう

新宮物産館／9：00～18：00
レストラン志んぐうの郷／
11：00～14：30／17：00～21：00
ふれあい市場／8：00～14：00

☎0791-75-0548問

休 火曜日・年末年始

EV

淡路市岩屋1873-1

あわじ 

売店／9：30～17：30（土・日・祝 9：00～17：30）
駅ナカ食堂／9：30～15：00
バーガー店／9：30～17：30（土・日・祝 9：00～17：30）
えびす丸／9：30～17：30（土・日・祝 9：00～17：30）
レストラン海峡楼／11：00～17：30（L.O.17：00）
※売店・バーガー店・えびす丸・レストラン海峡楼は
12月～2月は17:00閉店

☎0799-72-0001問
休 年中無休

三木市福井2426番地先

みき

三木特産品コーナー／9：00～18：00
観光センター／9：00～18：00
レストラン／11：00～L.O.17：00
金物展示即売館／9：00～17：00

☎0794-86-9500（代表）問

休 年中無休 ※年末年始不定休（金物展示即売館は休み）

EV

南あわじ市福良丙947-22

うずしお

ショップうずのくに／9：00～17：00
道の駅うずしおレストラン／10：00～L.O.15：00

☎0799-52-1157問

休 木曜日（春休み・夏休み期間は臨時営業あり）、
12月31日・1月1日

EV

宍粟市一宮町須行名510-1

播磨いちのみや

物産品販売所／8：00～17：00
レストラン／平日 8：00～15：00（L.O.14：30）
※営業時間は季節により変更あり
※火曜日定休（祝日の場合は翌日水曜日）

☎0790-72-8666問

休 年中無休

EV

多可郡多可町加美区鳥羽733-1

杉原紙の里・多可

物産館かみ高地／9：00～17：00
車留満／9：00～16：00
　　　　8：00～16：00（日曜のみ）
杉原紙研究所／8：30～17：15

☎0795-36-1919問

休 水曜日、年末年始

EV

丹波市青垣町西芦田541

あおがき

物産品コーナー「おいでな青垣」／
9：00～17：30（1・2月 9：00～17：00）
喫茶・軽食／10：00～16：00
丹波布伝承館／10：00～17：00

☎0795-87-2300問

休 火曜日（祝日の場合翌日）

EV

美方郡香美町村岡区福岡608-1

ハチ北

物産売店／9：00～18：00
食堂／9：30～L.O.16：30

☎0796-96-1600問

休 火曜日、元旦、祭礼の日（敬老の日の前日）

EV

養父市養父市場1294-77

やぶ

油そば／11：00～15：00、17：00～20：00
ファミリーレストラン／
11：00～16：00／17：00～21：00（L.O.20：00）
カフェ＆ベーカリー／10：00～19：00（L.O.18：00）

☎079-661-9034問

休 年中無休

EV

養父市上野299

但馬楽座

ヤマザキショップ／8：30～17：00
和牛レストラン やぶ牧場／
11：00～L.O.14：00、17：00～L.O.19：00
※シーズンにより定休日あり
やぶ温泉／8：00～22：00（最終受付21：30）

☎079-664-1000 問

休 年中無休

EV

宍粟市波賀町安賀8-1

みなみ波賀

特産品売場／平日 9：00～18：00
　　　　　   土・日・祝 9：00～19：00
レストラン楓の里／平日 11：00～15：00（L.O.14：30）
                           土・日・祝 9：00～18：30（L.O.18：00）

☎0790-75-3999問

休 第2第4水曜日（8月・11月は無休）、年末年始

EV

HYOGO
兵庫県

Area 8,400.90square meters
Total Population 5,440,000people
Prefectural Tree Cinnamomum camphora 
Prefectural Flowers Chrysanthemum japonense
Prefectural Bird Ciconia boyciana  

35  roadside stations

※季節や状況により《営業時間・定休日等》が変更になる場合がございますので、詳細については各道の駅へお問い合わせください。EV（電気自動車）充電器ありEV 入浴施設あり（温泉含む） ガソリンスタンドあり エレベーターあり足湯施設あり0 0
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