カフェの
お楽しみ︒

撮影／青木 崇 沖本 明
取材・文／伊藤順子 杉田裕路子
野上知子 牧野しのぶ

れぞれ趣きの異なる古い建物

店﹈
が次々とオープンした︒そ

さんが︑店づくりから 広がる

い﹂と事 業 責 任 者の藤 本 真一

から 全 国 に 発 信 していき た

町に住む人も︑外から訪れ

楽しみを話してくれる︒

を利用した施設内には︑個性

年

18

新しいカフェが気になる陣屋町へ︒

古い建 物に︑
新しい感 覚が
しっくりと︒

しょうしゃ

的なカフェが登 場 ︒明 治

築の瀟 洒 な 洋 館 を 改 装した

えるシンボル的存在︒心地いい

柏 原 町

でいく場 所に﹂と総 料 理 長の

時 間が自 然 と 紡がれる 空 間

のコミュニティスペースともい

織 田 家 ゆかりの陣 屋 町で

には︑人と出 会う楽しさが待

て 来る人 も 集 うカフェは︑町

ある柏原町は︑今も町の随所

茅 葺きの古 民 家 を 移 築した

時松稔さん︒江戸時代からの

カフェに︑
ぜひ出かけてみよう︒

っている ︒町の空 気 を 感じる

建 物 を ︑人との出 会いを 繋い

に風情ある歴史遺産が残る︒

食の素 晴らしさを︑
この場 所

﹇ 中島大祥堂 ﹈
では︑﹁ 丹 波の

﹇ たんば黎 明 館 ﹈
では︑
﹁この

明館 ﹈
︑﹇ 中島大祥堂 丹波本

そこに今 年4 月 ︑﹇ たんば黎

江戸時代からの歴史を感じる古民家を移築。茅葺きの高い天井が印象的なカフェでは、
などが大人気。
テラス席も。
薪窯で焼くナポリピッツァのランチ
（1,200円・税別）

丹波市

たんば黎明館
たんばれいめいかん

かつては女学校としても利用された
フレンチレストラ
明治18年築の洋館が、
ンやカフェを併設する施設としてリニュ
ーアル。大阪の人気フレンチ
［ル・クロ］
がプロデュース。
「地元の人が大切にし
てきた建物なので、
多くの人が憩う場所
にしていきたい」
と総料理長の時松稔さ
ん。1階がレストラン、2階がカフェと、誰
でも休憩に使えるライブラリーに。

中島大祥堂 丹波本店

なかじまたいしょうどう たんばほんてん

大阪府八尾市発の老舗菓子メーカ
ーが、柏原町にアンテナショップをオー
プン。見事な茅葺き屋根が看板代わり
に。
「長年、丹波に自社工場があり、地
元から豊かな食材を提供してもらいまし
た。
その恩返しとして、丹波の恵みを全
国に発信できる店を開くことに」
と事業
責任者の藤本真一さん。丹波の食材
を使ったお菓子を販売するほか、併設
のカフェで薪窯ピッツァも楽しめる。

3

八幡神社
織田神社

菓子処では丹波黒豆をはじめ地元
の食材を使ったお菓子を販売。丹
波栗を使用したモンブラン
〈かやぶ
など生菓子もショ
き〉
（750円・税別）
ーケースに。
カフェでイートインも。

柏原
赤十字病院

丹波市役所
支所

柏原駅前

柏原駅
176
JR福知山線

中島大祥堂
丹波本店

たんば
黎明館
柏原藩
陣屋跡

柏原への道案内／電車↓JR
福知山線柏原駅から北東へ徒
歩 車↓舞鶴若狭自動車道丹
南 篠 山 口 から国 道 1 7 6
号線で北西へ約 分

u丹波市柏原町柏原448
20795‐73‐0160 ［カフェ&レストラン&
ショップ］午前10時〜午後6時（ラストオー
ダー午後5時。ランチは午前11時〜午後2
時） 水曜
（祝日の場合は翌日）
休 Ⓟあり

柏原藩陣屋跡
（右上）
、
3代目柏原藩主・織田信勝を祀る織
田神社
（右下）
など、数多くの歴史遺跡が残る。
［たんば黎
明館］
の窓から陣屋跡を望むことも。和・洋の共存が趣深い。

IC

30

［ル・クロ 丹波邸］
は、
お箸で食べるフレンチ
1階の
（写真下は料理イメ
レストラン。
ランチ1,620円から
［ル・クロ・タンバール］
では、
ラン
ージ）
。2階のカフェ
チ時は手打ちパスタ、
ピッツァ、地元野菜のサラダ
（午後
などがお代わり自由のビュッフェ形式。864円
2時まで）。午後2時以降は丹波の食材を使ったス
イーツなどが楽しめる。丹波栗を使ったクリームブリ
（写真上。
ドリンクセットはプラス300円）
。
ュレ650円

u丹波市柏原町柏原688‐3
20795‐73‐0096
［ル・クロ・タンバール&ライブラリー］午前
11時30分〜午後5時 ［ル・クロ 丹波邸］
午前11時30分〜午後2時、午後5時30分
〜午後9時30分 ※いずれもラストオーダ
ー 水曜（祝日の場合は翌日）休 Ⓟ30台

創建当時の姿を復元改修した館内。
木製の窓枠や繊細な技巧の階段
など、当時の息吹を感じられる意匠
が見られ、
タイムトリップした気分に。
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麦舎
HIMMELI WORKS
むぎしゃ ヒンメリワークス

人が集い︑憩う
商 店 街のカフェ︒

加東市

社

築 60 年の町家を改装したカフェが
［やしろ商店街］
に今年1月オープン。
「商店街はのどかな雰囲気が本当に
ステキ。そんな場所で女性ひとりでも
気軽に来られてくつろげるカフェになれ
ばと思っています」
と店主の五十嵐美
紀子さん、植田真由子さん。町家なら
ではのレトロな雰囲気に加え、木調の
インテリアが品よく配されたサロンのよ
うな空間も心地よく、昔からあったよう
にすっかり商店街に溶け込み、町の人
の憩いの場所となっている。

大沢小前

大沢
中学校

［麦舎］
のある
［やしろ商店街］
には他にも立ち寄りたい店が。
［ことぶき］
（写真左）
は町の老舗食堂。看板メニューの中華そばは、鶏ガラスープの
旨みが利いたあっさりしたおいしさ。600円。 20795‐42‐0070 午前11
時30分〜午後5時 不定休 ［藤野精肉店］
（右）
では甘めの味付けで揚
げ立てホクホクのコロッケを、
ぜひおやつに。54円。 20795‐42‐0077
午前8時30分〜午後8時 月曜休
（祝日は営業）

大沢IC
73

82

フルーツ
フラワー
kobe
ozo café 901 パーク

大 沢 町

六甲北
有料道路

北区

u神戸市北区大沢町中大沢901
2078‐223‐7678
午前11時〜午後6時（ラストオーダー）
木・金曜休
（7/1〜） Ⓟ6台 道案内／電
車→神戸電鉄岡場駅からタクシー約20
分 車→六甲北有料道路大沢ICから県
道73号線〜県道82号線で西へ約10分

町で親しまれた
郵 便 局を改 装 ︒

商店街を歩いてみれば …

クリームブリュレ、豆乳レアチーズケーキなどのデ
ザートプレート、
三田市母子星の里茶園の紅茶各
メインなど
430円。午後2時までのランチは前菜、
「緑を眺めて仕
創作料理をミニコースで1,400円。
事ができるのは都会にはない楽しみ」
と前田さん、
明子さん夫妻。
カウンターは郵便局時代のもの。

kobe ozo café 901

コウベ オーゾー カフェ きゅうまるいち

田園風景の緑に溶け込む築80年の
郵便局。長年北新地で営んでいたバー
を閉じ、
カフェの物件を探していた、
三田
在住の前田隆成さん。
この建物と出合
った瞬間「ピンとひらめいた」
そう。自ら
改修し、
机やイスをこしらえて昨春開店。
「昔の郵便局を知る方が懐かしいと来
てくれたり、
新たな出会いがうれしくて」。
カフェに生まれ変わった建物も、多くの
人に愛されて喜んでいる気がする。

植田さん
（左）
と五十嵐さんが迎える。目を引く北欧のモビール
〈ヒンメリ〉
はお2
人の作品。
「7月頃からはヒンメリのワークショップも始める予定」。チーズを燻
などのデザートも。
製するところから手づくりするスモークチーズケーキ
（450円）
滝野社IC

藤野
精肉店

567

駐車場（イベント広場）

ことぶき

佐保
神社
社
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麦舎 HIMMELI WORKS

u加東市社736‐2
20795‐42‐4130
午前11時〜午後5時 日・月
曜休 Ⓟなし
（商店街の無料
駐車場を利用） 道案内／電
車→JR加古川線社町駅から
神姫バス、
社営業所下車徒歩
約3分 車→中国自動車道滝
野社ICから南へ約5分

まどいせん
風情ある通りに昨秋誕生した古民
家カフェ。
レザークラフト作家の山本陽
子さんが、空き家活用を目的にアトリエ
やカフェを誘致する市の
〈アートタウン
プロジェクト〉
に応募。1年かけて改修し
た空間はリビングのような居心地のよさ。
「毎月革小物の教室も。
〈輪になって
仲良く〉
を表す店名のように、
いろんな
方に来てもらえる拠点に」。
コーヒー片
手にくつろげる、
通いたくなるお店。

古 民 家カフェで
町 を 元 気に︒

高 砂 町

高砂市

［麦舎］
のランチは手づくりのスモークハーブソルトをアクセントにした洋風メ
ニュー。お薦めのスープランチセットは、具だくさんな食べるスープ
（取材時は
チキンのオリーブ煮込み）
、
オードブル、
自家製シーチキン入りサラダ、酒粕酵
母を使った豆乳ヨーグルトなどのセット。1,000〜1,300円。予約が望ましい。

坪庭の緑に心が安らぐ空間。年代ものの調度品に陽子さんが集めた古い小
物をセンスよく。人気のシフォンパフェは迫力満点！ ファイヤーキングのマグ
カップに注いだコーヒー付きで1,000円。教室ではペンケースや小銭入れ、
ア
メリカ由来の人形・ソックモンキーなどを手縫いで。山本陽子さん
（右）
、
お母さ
（中）
とお義母さんの山本京子さんがお手伝い。
んの西河良子さん

山陽電車

高砂駅

718

サンモール
高砂
高砂
南高校

北本町

高砂
中学校

u高砂市高砂町魚町545
2070‐5654‐2987
午前11時〜午後4時 水・木・金曜休 Ⓟ
2台 道案内／電車→山陽電車高砂駅
から南へ徒歩約10分 車→加古川バイ
パス加古川ランプから県道19号線〜県
道718号線で南西へ約15分

まどいせん
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棚には柄や色合いが多彩なお碗が16 種
も並ぶ。抹茶や抹茶オーレを注文すると、
この中から好きな器を選べる。看板犬リトく
んのお迎え、
愛犬の同伴可もうれしい。

ほっこり⁝

和のおたのしみ

喫茶室 きっさこ

中央区

佐賀・嬉野の釜煎り玉緑茶、出雲
の山出し煎茶など、産地・製法にこだ
わる日本茶 10 種が楽しみ。
「お茶をじ
っくり味わいながら、
ゆっくりと時間を
過ごして」
と全座席をソファに、
くつろ
ぎ空間を追求した店主さん。お茶は最
も香りがよい1 煎目を、
カップ 2 〜 3 杯
分入れたポットでサーブされる。ゆった
りと体を沈められるソファの心地よさも
手伝って、
ついつい長居に。

なごみますね、
和カフェ。

大きな看板がない隠れ家的スポット。
ビルの階段を上がれば、
ショッピングの
人々でにぎわう栄町とは一線を画す、
オアシスのような癒やし空間が。
元町商店街
ローソン

栄町通4

みなと元町駅

喫茶室 きっさこ

地下鉄
海岸線

u神戸市中央区栄町通4‐2‐1 丸大山本ビル2F
2070‐5661‐2868
正午〜午後7時（日曜、祝日は午後5時まで。いずれもラ
ストオーダー） 不定休 Ⓟなし 道案内／電車→地下鉄
海岸線みなと元町駅から南へすぐ 車→阪神高速神戸
線京橋出口から西へ約5分

和のおたのしみ
「神戸のい
「神戸のいろいろなお菓子屋さ
ん
からお薦めを日替わりで」
と毎日約
種の和菓子が、宝石箱のよう
10 種の和
な菓子箱に 悩みつつ好みを選
な菓子箱に。
んで。

セブン
イレブン

［きっさこ］
の人気No.1が深蒸し煎茶・頴娃
（えい）
茶500
円。鮮やかな碧色
（へきしょく）
の茶は旨みと渋みのバラン
スが良い。菓子箱から選べる上生和菓子300円からと。

和のおたのしみ
絶妙な温度 ︑湯量で入れた日

楽しい︑色鮮やかな和菓子︒日本

本 茶の香りと味わい︒季 節 感 も

人の心に染みわたるように︑
ゆる

ゆると心ほぐしてくれる和カフ

わざでも 時 間 をつくって行きた

ェは︑忙しい毎日の中でこそわざ

海 沿いの一軒 家など︑﹁こんな場

くなるステキな場所︒ビルの上や

「もっと気軽に、
日本茶を楽しめる場所が欲しい」
と感じ
たお茶の専門店の娘・伊東貴子さんが、
自ら日本茶カフ
ェをオープンしたのは3年前。伊勢の冠茶、静岡の特蒸
し茶など定番の煎茶5種に加え、
季節のお茶もそろえる。
茶釜で沸かした湯を急須で丁寧に抽出し、
「二煎、
三煎
と変化する味を味わってもらえたら」
とお代わりも歓迎。
オリジナル彩茶400円と選べる和菓子200円から。

所に！﹂という 隠れ家 感 もうれ

長田区

しくなる和み空間を訪ねて︒

彩茶 さいさ

48 時間かけて凍らせた清浄な氷を、常温で
ゆっくり緩ませ、薄くふわふわに削るかき氷。
特製糖蜜シロップを3層に分けてふんだんに。

茶々処 ひとの和心
ちゃちゃどころ ひとのわごころ

お父様は長田で日本茶専門店
［味萬］
を営み、幼い頃から日
本茶に親しんできたからこそ知識も豊富な伊東さん。
「鉄釜で
お湯を沸かすと鉄分が含まれ、
日本茶に適したやわらかいお
湯になります」。囲炉裏席の茶釜でお茶をたててくれることも。
新長田駅
地下鉄
西神・山手線
JR神戸線
阪神高速神戸線
アスタ
くにづか4番館

彩茶

7

2
地下鉄
海岸線

u神戸市長田区久保町6‐1‐1‐
108 アスタくにづか4番館1F
2078‐798‐5373
午前10時〜午後6時30分（ラ
ストオーダー） 木曜休 Ⓟ300
台 道案内／電車→JR神戸線
新長田駅から南へ徒歩約3分
車→阪神高速神戸線湊川出口
から南東へ約3分

芦屋市

海の近さに心が浮き立つ、芦屋浜
の一軒家が和モダンのカフェに。オー
ナーの小山豊さんは、犬のトリミング処
［犬の和心］
を営む。
「自身のボランティ
アトリミングの活動や、
保護犬などの実
状も発信できる。犬に縁がなかった方
にも、
犬との生活を考えるきっかけの一
つになればうれしい」
という優しい思い
がオープンのきっかけ。和スイーツ、
くつ
ろげるソファやテラス席でおもてなし。
かき氷は通年楽しめる。高級宇治抹茶1,188
円。
プラス216円であずきと白玉付きに。

蒸し立て、色とりどりの
〈季節の彩り餡団子〉
も
看板メニュー。粒入り栗きんとんあん、焙煎黒
ごまあんなど好きな2 本とコーヒーor 紅茶で
「テイクアウトして海へ！」
も定番。吹き
830円。
抜けと階段が印象的な内装には、
「 景色と空
間をゆったり楽しんで」
と小山夫妻の心遣いが。

43

芦屋駅
精道

阪神本線
阪神高速
湾岸線
芦屋市
総合公園

阪神高速
神戸線

グルメ
シティ
南芦屋浜出口

茶々処
ひとの和心

u芦屋市涼風町6‐18
20797‐20‐9293
午前11時〜午後7時 水曜休 Ⓟなし
道案内／電車→JR神戸線芦屋駅・阪急
芦屋川駅・阪神芦屋駅から阪急バス、涼
風町下車徒歩約3分 車→阪神高速神
戸線深江出口から県道722号線〜県道
573号線で芦屋浜方面へ約10分

6

人気ふくらむ
パンケーキ︒

イチオシ！
イチオシ！

イチオシ！
練乳をベースにしたコクのあるソースに、
マカ
ダミアナッツのクラッシュをのせた、
マカダミア
ナッツソースパンケーキ1,300円が人気No.1。

小さなパンケーキが7つ。
シナモンアップル、
バ
ナナクルミなど4 種のパンケーキとフルーツを
のせたパフィーパンケーキ1,460円。

クラシック680円。粉の豊かな風味にバターと
メイプルシロップが調和。午後3時までは有機
も。
野菜サラダなどが付くランチ
（1,290円）

もう１品！

もう１品！

もう１品！

イチオシ！

u西宮市江上町7‐11 NOVELLA西宮2F
20798‐61‐2205
午前11時〜午後9時（日曜、祝日は午後6時ま
で。いずれもラストオーダー） 水曜休 Ⓟなし
道案内／電車→阪神西宮駅から北へ徒歩約5
分 車→阪神高速神戸線西宮出口から北東へ
約3分

タキロン

揖保川

中川
変電所

山陽電車
山陽網干駅

9

元町駅

250

浜田変電所前

クルージングカフェ

マリカ

高速神戸線

アンジー
地下鉄海岸線

JR神戸線
阪神本線
旧居留地・
大丸前駅

江上町

171

2

大丸

阪神西宮駅

シマイロ
カフェ

u宝塚市栄町2‐1‐1 ソリオ宝塚1‐1F
20797‐86‐1111
午前10時〜午後7時
（ラストオーダー） 無休
Ⓟあり 道案内／電車→JR・阪急宝塚線宝塚
駅から南へすぐ 車→中国自動車道宝塚ICか
ら国道176号線で北西へ約5分

カフェ・
ド・ヴォアラ

JR宝塚駅
176

阪急宝塚駅

JR神戸線
宝塚ワシントン
ホテル
西宮市役所
阪神本線

ソリオ宝塚1

カフェ・
ド・ヴォアラ

武庫川

「歌劇の街・宝塚の魅力をもっと知ってほしくて」
と宝塚
の土産物も一堂に。広い店内にはステージもあり、元タ
カラジェンヌのレビューショーや、
絵画展なども開催。

今︑
一番人気のカフェメニュー

u神戸市中央区栄町通2‐7‐4
2078‐333‐0723
午前11時〜午後7時（ラストオーダー午後6
時） 第3月曜休 Ⓟなし 道案内／電車→各
線元町駅から南へ徒歩約3分 車→阪神高速
神戸線京橋出口から北西へ約5分

とろける生地をホイップやフル

uたつの市御津町苅屋1131‐1 ヤマハ藤田
マリナーズ&リゾート内 2050‐3802‐0011
午前11時〜午後7時（土・日曜、祝日は午前10
時30分〜午後8時） 火曜休
（月1回2連休あり。
GWは営業） Ⓟ20台 道案内／電車→山陽
電車山陽網干駅からタクシーで約5分 車→
姫路バイパス中地ランプから国道250号線を
西へ約20分

スパムとポーチドエッグの黄金コンビに野菜を
ふんだんに添えて。エッグベネディクト スパム
とほうれん草1,380円
（税別・1ドリンク付き）
。

と言えば︑もっちり︑
ふわふわ︑

定番のクラシック、抹茶と求肥もち、塩
キャラメルとバナナなど完成度の高いメニ
ューに目移り。
リピーターが多い理由は、
国産の小麦粉をブレンドし、氷上町のノン
ホモ牛乳などを使う生地にあり。
「ふんわり
ともっちり、両方の食感にこだわりを」
と店
主の西原恵理さん。
「素材を吟味し、
きち
んとおいしいものを」
とご主人の純一さんと
ともに改良を重ねてきた賜物だ。食べると
幸せな気持ちに！

は冷めやらず ︑ますます 豪 華

オーナーの木村さんが焼くパンケーキは、
アメリカ南東部で受け継がれる家庭の味
がベース。自家製バターミルクを使用し、
ふんわりもっちりした食感に。小麦の風味
が豊かな素朴な味わいが、
白を基調にした
カントリー調のカフェ空間と見事にマッチ
する。
フルーツやサラダなど定番のトッピン
グのほか、
ティラミスや塩キャラメルなどア
イデアあふれるパンケーキがたくさん。ひと
つずつ制覇したくなる。

ーツで飾ったパンケーキ︒ブーム

御津町のマリーナにあるカフェは、晴れ
た日は家島や男鹿島も見える眺めが抜群。
遠方から訪れるファンも多いパンケーキは、
リコッタチーズを使い、注文ごとに生地を
混ぜるからこそ、
しっとりかつフワッと軽い
食感に。
「シンプルな生地のパンケーキも、
ケーキのように華やかなアレンジで」
とフル
ーツやクリームによる美しい盛り付けにこ
だわるのも人気の理由。テラス席でほお
ばればリゾート気分に。

西宮市

なデコレーションや︑生 地 自 体

シマイロカフェ

中央区

のこだわりのおいしさ︑目 移り

アンジー

す るほ ど 種 類 豊 富 な 専 門 店

クルージングカフェ マリカ たつの市

赤い実のベリーソース1,280円
（税別・1ドリンク付き）
。
3種のベリーにヨーグルトとクリームチーズを合わせた
ソースを。最高級のクレミアソフトをたっぷり添えて。

も増加中︒目にも楽しい︑華や

ホワイトチョコとレモンカスタード980円。甘い
クリームとチョコに砕いたパイとレモンの酸味
がアクセント。
ドリンクセットはプラス320円。

かな一品を訪ねて行こう︒

自家製マカダミアペーストと生クリームのクリ
ーミィなソースに、
マカダミアナッツをトッピング。
マカダミアナッツパンケーキ1,020円。

もう１品！

ジュエルドフルーツパンケーキ1,500円。彩り
鮮やかなフルーツ3〜4種をたっぷりのホイップ
にのせた姿は、
まさに
〈宝石〉
のような美しさ
！

宝塚市

宝塚で人気のパンケーキとサラダのカ
フェが、今年 2月に駅直結の好立地へと
移転。
「歌劇の鑑賞やお買い物の前後に、
ゆっくりできる場所となれば」
とオーナーの
井川智子さん。パンケーキはクリームチー
ズとメレンゲを合わせた、
ふわっとろっと独
特な食感が特徴。生地自体は甘さが控え
めなので、果物やクリームはもちろん、
ハム
や卵などおかず系とも相性抜群！ たっぷ
りのトッピングがうれしくなる。

8

やさしい
カフェの野菜ごはん︒

ハシエンダ

宍粟市

一面に広がる畑に囲まれた建物は、
店主の岸本晋さんが実家の農業倉庫を
改装したカフェ。
「地元野菜たっぷりの料
理を気軽に味わってほしい」
と店舗前の
自家菜園をはじめ、地元で調達した新鮮
野菜をパスタやカレーに。
スイーツまで手
づくりする。手塩にかけた低農薬野菜は、
白ニンジン、紫のカリフラワーなど珍しい
品種も。お客さん自ら収穫、
購入も可。
看板犬タク君がお出迎え。店内は元倉庫なら
ではの天井の高さを生かしたロフトが開放的。

料 理 自 慢のカフェが増える

中 ︑特に野 菜フードに力 を 入

れるお店に注 目 ︒契 約 農 家や

自 家 菜 園の野 菜を使うなど︑

大地のパワーをランチや一品に︒

地元のお母さんたちが協力してメニューを考え
料理する五斗長ランチ800円。五斗長のブラ
ンド玉ネギ
〈まるご玉ネギ〉
を中心に、
「できるだ
け地元、島内のものを」
と季節野菜をふんだ
んに使った料理が皿を彩る。内容は週替わり。

たい﹂と地産地消への思いもふ

中国自動車道

山崎IC

﹁地元の恵みのおいしさを伝え

53

地元のお母さんがつくる
野菜たっぷりのごはん。

んだんに︑食材の味わいを大切

537

玉ネギ、
トマトなど野菜の水分だけで仕上げた
チキンカレー700円。スパイスは控えめの甘め
の味。2時間かけて煮込むチキンはほろほろほ
どけるやわらかさ。摘みたてのイタリアンパセリ
など店主が育てた野菜、
ハーブをふんだんに。

さは︑体に優しく染みわたる︒

揖保川

に生かして手づくりしたおいし

29

ントもいっぱい！

ハシエンダ

429

マネしたくなる︑旬の献立のヒ

神河橋西詰

店前の自家菜園から
とれたて野菜を。

u宍粟市山崎町岸田450
20790‐63‐1017
午前10時ごろ〜午後10時30分（日曜は午後
6時まで） 火・水曜休 Ⓟ7台 道案内／電車
→JR神戸線・山陽電車姫路駅から神姫バス、
山崎営業所下車。タクシーに乗り換え約15
分 車→中国自動車道山崎ICから県道537
号線で北へ約10分

美しい棚田風景が広がる五斗長。三角屋根の
鉄器工房では、古代体験も実施。今後は散策で
きる公園整備、裏山に現代アート作品を設置し
〈歩き巡る美術館〉
として活用する計画も。
玄関で靴を脱いで店内に入ると掘りごたつ
やソファ席が。通って、
全席を制覇したくなる！

空箱 そらばこ

週替わりランチは肉か魚のメイン料理に加え、
小鉢3品とサラダ、茶碗蒸しなどがセットに。野
菜のおかずは定番もあれば創作料理もありと、
変化に富んだ味付けで楽しめる。850 円。ラ
ンチはなくなり次第終了、予約が望ましい。

加古川駅

JR加古川線
JR神戸線

空箱
18

ヤマト 61
ヤシキ

11

ご っ さ

加古川市

昭和の香り漂う古民家カフェは、野菜
をふんだんに使った週替わりランチが人
気。
「圧倒的に女性のお客様が多いの
で、季節の野菜を取り入れたメニューを
少しずつ多品目でつくっています」
と店
主の石川さんと良田さん。野菜の煮物を
はじめ、具だくさんのみそ汁や新鮮野菜
のサラダなど、
体が喜ぶ料理がいろいろ。
ほっとくつろげる空間も居心地がいい。

古民家でほっこり
野菜ランチに和む。

まるごキッチン

u加古川市加古川町篠原町59‐1
2079‐455‐8407
午前10時〜午後5時30分（ラストオーダー。
ランチは午前11時30分から） ※小学生未
満入店不可。ランチは予約が望ましい 不定
休 Ⓟなし 道案内／電車→JR神戸線加古川
駅から西へ徒歩約1分 車→加古川バイパス
加古川ランプから県道18号線で南西へ約3
分

淡路市
か いと

弥生時代の
［五斗長垣内遺跡］
の歴
史や魅力を伝える拠点施設内で、憩い
の場と親しまれる週末限定のカフェ。竪
穴式住居がたたずむ草原、高台からの
美しい瀬戸内海の景色を、大きな窓から
一望。
「遺跡の中で古代ロマンを感じな
がら、海と山に囲まれた五斗長の魅力を
かずたみ
発信できたら」
と企画担当の高田一民さ
ん。遺跡発見を機に地元で栽培される
古代米と、農家のお母さんたちによる採
れたて野菜の家庭料理を楽しみに。
JA
北淡IC
123

神戸淡路鳴門
自動車道
462

まるご
キッチン

463

萬願寺

u淡路市黒谷1395‐3 五斗長垣内遺跡活用
拠点施設内
20799‐70‐4217
土・日曜の午前10時〜午後4時のみ営業 Ⓟ
30台 道案内／電車→JR神戸線舞子駅から
高速バス、北淡IC下車。タクシーに乗り換え
約10分 車→神戸淡路鳴門自動車道北淡IC
から県道123号線を南東へ。萬願寺の手前
の道を左折。ICから約10分

平成16年に発見された遺跡は、弥生時代後期に国内最大級の鉄器生産が
行われた集落跡。
「古代の息吹を感じて」
と、古代米をこねた生地でオリジナ
（コーヒー付き）
もお薦め。
ルの甘口カレーを包んだおやきセット400円
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毎日食べたい、
体が喜ぶ家庭ごはん。
季節の野菜を使うCHiQプレート1,000 円
。切り干しダイコンと玉ネギのトマ
（20食限定）
トカレー、豆腐と塩麹のコールスロー風サラダ
ユズ酵母のパン、野
などの野菜料理3〜4品、
菜と玄米の重ね煮スープなど。週替わり。

カフェCHiQ／ノマド村
カフェちきゅう／ノマドむら 淡路市

写真家の茂木綾子さんが主宰する、
淡路島を代表するアートスペース
［ノマド
村］
。
その週末カフェが、今年4月にリニュ
ーアル。料理を担うのは関東でカフェや
パンの卸業などを営み、島へ移住して来
た海田麻衣さん。
「その日に採れた地元
野菜で、
ちょっぴりスパイスを利かせた、
少しだけよそいきの家庭料理を」。動物
性の食材は使わず、調味料もほぼ手づく
り。無農薬豆の自家焙煎コーヒーなど、
ド
リンクまで体に優しい味わいがそろう。

播磨灘
淡路室津
郵便局
463

カフェCHiQ
ノマド村
淡路
カントリー
倶楽部

123

あじさい園

31

北淡IC

神戸淡路鳴門
自動車道

u淡路市長澤727 ノマド村内
20799‐70‐1165
（営業時間内）
土・日曜の正午〜午後5時のみ営業（ラスト
オーダー） Ⓟ20台 道案内／電車→JR神
戸線舞子駅から高速バス、北淡IC下車。タ
クシーに乗り換え約15分 車→神戸淡路
鳴門自動車道北淡ICから国道463号線〜
県道123号線を経て東山寺方面、あじさい
園を越える。ICから東へ約15分

廃校となった小学校を再利用した店内では、天然酵母の自家製パンやヴ
ィーガンケーキ、地元農家の野菜、島内の窯元による器なども販売。
キッズ
スペースが新設され、小さい子ども連れでも気兼ねなくくつろげる。海田康
二さん、麻衣さん夫妻
（左）
と、
お店を手伝う移住仲間の迫本雪之さん
（右）
。
それぞれのお子さんが店の内外で遊ぶ、
アットホームな雰囲気もいい。
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