u豊岡市日高町名色
20796‐45‐0800
（日高神鍋観光協会）
見学自由 Ⓟあり

3

バイキングの誘惑︒

火山活動から生まれた芸術的
な自然美に出合える神鍋高原。
清流・稲葉川にかかる
［八反の
滝］
は約24mもの落差が圧巻。
エメラルドグリーンの神秘的な滝
壺そばまで遊歩道で近づける。

光るバイキングが増えたのはうれしいこと︒
土地の野菜や特産品をおい

八反の滝 はったんのたき

腹ごなしに⁝

268

好きな料理を存分に食べられる楽しさだけでなく︑料理にこだわりが

259

地卵とよおかっこと、神鍋産のご
飯、地元生まれのしょう油〈まる
たん〉
の卵かけご飯も好きなだけ。
開店と同時に大入りに。

魅力的︒
特に︑
山海の幸が豊富な但馬では地元の食の魅力を満載したバ

312

江原駅

482

野菜15種と有精卵のキッシュ

しく料理してくれるお店では︑地産地消ならではのリーズナブルさも

+3山陰本線

529

銀の月

バイキング天国！
但馬の幸を存分に︒

道の駅 神鍋高原

1

〈スーパー薬膳 黒五〉入り白あえ

u豊岡市日高町山宮1300
2090‐3485‐2784
ランチバイキング／午前11時〜午後2時（受
付） 料金／1,500円 水曜休 Ⓟ15台 道
案内／電車→JR山陰本線江原駅から全但バ
ス、
栃本下車すぐ 車→北近畿豊岡自動車道
八鹿氷ノ山ICから国道312号線〜国道482
号線を経て北へ約35分

u豊岡市日高町栗栖野59‐13
20796‐45‐1331
ランチバイキング／土・日曜、祝日の午前11時〜午後
2時（受付） 料金／大人1,000円、
3歳〜小学生500
円 無休 Ⓟ80台 道案内／電車→JR山陰本線江原
駅から全但バス、神鍋温泉ゆとろぎ前下車徒歩約1
分 車→北近畿豊岡自動車道八鹿氷ノ山ICから国道
312号線〜国道482号線を経て北へ約35分

八反の滝

そばいなり
自家製漬け物

焼き野菜、有精卵の温泉卵がのる薬膳カレ
ーは単品注文で。3種の豆を種類ごとに煮る
などこだわりがいっぱい。溶岩流カレー900円。

火山灰で育った新鮮な地元野菜を中心に、
〈地産地消〉
をテーマにした土・日・祝のランチバ
イキングが、道の駅のレストランで大人気。但馬
鶏の唐揚げ、地元・日高町の日高みそを使った
みそ汁、神鍋産コシヒカリ白米に、地卵とよおか
っこの卵かけご飯、天ぷらや総菜の野菜ももち
ろん豊岡産。季節のデザートもお楽しみ。

お食事処かんなべ

溶岩流 黒いコロッケ

イキングと出合う機会が多い︒﹁こんな料理が﹂
とヒントにしたい一品も︒

みちのえきかんなべこうげん
おしょくじどころかんなべ │豊岡市

トマト、
キュウリ、
ゴーヤのサラダ

たっぷり食べたあとの
︿腹ごなし﹀
のお散歩スポットと併せてご紹介︒

地卵・とよおかっこで卵かけご飯

溶岩流 黒い唐揚げ

※料理内容は季節により変わります︒シニア料金は証明書提示が必要な場合があります︒

道の駅 神鍋高原
お食事処かんなべ

中国の高級健康茶〈紅豆杉茶〉、伝
統技術で天日干しされる
〈干潟天日塩〉
、
そして黒ゴマ、黒米など栄養満点の黒い
「体にいい食材の料
5つの食材〈黒五〉。
理をふんだんに食べて、1週間に1度でも
デトックスを」
と岡本寿美子さんの優しい
思いがこもった総菜やサラダのバイキン
グ店が今春オープン。
〈青・赤・黄・白・黒
の5色の食材を食事に取り入れることに
よって、身体に必要な栄養素がバランス
よくとれる〉
という薬膳の考え方に基づく
料理は、
まず色鮮やかな見た目にときめく。
存分にいただけば身体も心も元気に！

撮影／青木 崇 前田博史 取材・文／伊藤順子 牧野しのぶ

土・日・祝の開催。約30種のメニューで大人1,000円という手頃さも人気の理由。温かい料理
がどんどん補充される。毎月テーマを決めたメニュー構成が楽しく、
何度も来たくなる。

地産地消︑
土・日・祝のお楽しみ︒

地元産野菜の総菜

銀の月 ぎんのつき│豊岡市

トウモロコシ、
ピーマンのかき揚げ

地元野菜のソテー

「食生活が正しい心身をつくる」
と感じた岡本さん
（左）
が、
薬膳
教室に参加して感銘を受け、
薬膳の先生・国際中医薬膳管理
師の黒川眞妃子さんの監修も受けた献立でもてなすお店。神
鍋の自然美・溶岩流のように、
マコモダケの粉末で黒く仕上げ
た唐揚げやコロッケなど、
日替わりのおばんざいが約15種。

薬膳5色のサラダバー、
手づくりおばんざいを存分に。
黒

白

黄

赤

青

取材日の「薬膳5色サラダバー」。
〈 青〉
はミントドレッシングの野菜サラダ。
〈 赤〉
はクコの実たっぷり、
トマトのザクロ酒煮。
〈 黄〉
はサツマイモの紅花煮、
カボチャ
のケーキ。
〈白〉
は鶏肉のマリネ、玉ネギのホイル焼き。
〈 黒〉
はブラックオリーブ、有精卵のゆで卵入りの紫キャベツのサラダ。総菜やサラダの味付けはほとんど
のみで食材の旨みを引き立てる。貴重な紅豆杉茶で炊くご飯もお替わり自由。午後5時〜午後9時は創作薬膳料理を予約で。
が
〈三年熟成 干潟天日塩〉
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森の恵み︑
名水の料理で
もてなし︒

右上は名物の但馬牛のサイコロステーキ。鉄板で
焼いて熱々を。右下はおばんざい。
シイタケの肉詰
め、但馬鶏のショウガ焼き、
ホウレンソウのゴマ和
えなど。左上は但馬牛スジ肉の旨みたっぷりのカ
が
レー。左下は城崎のスイーツ専門店
［ Chaya ］
つくるオリジナルの米粉のチーズケーキ。地元の
人気店とコラボした料理やスイーツが毎回登場。

レー
ジカ
牛ス
馬
但

ーキ
ステ
コロ
イ
のサ
馬牛

但

道の駅 但馬のまほろば
茶すり庵
みちのえき たじまのまほろば
ちゃすりあん│朝来市

但馬の玄関口に位置する人気の道の
駅。スローフードレストラン
［茶すり庵］
の
水・木曜のランチバイキングは、旬の野菜
や但馬牛、
但馬鶏など地元の食材づくし。
「調理の担当は地元の主婦の方たち。お
ばんざいを中心に素材を生かした品々が
30〜40種類。野菜はとれたてで、お米の
おいしさも抜群！ 但馬の豊かな食文化を
知ってもらう機会になれば」
と福丸泰正
駅長。10月中旬に店がリニューアルされ、
さらにパワーアップするのが楽しみだ。

但馬高原植物園
ヒュッテブルンネン

「千年水ウォーターバイキ
ング」
は日・月曜のランチタ
イムに開催。約50種の料
理やスイーツ、
ドリンクまで
「水を使うあらゆるメニュー
に千年水を」
と料理長の
石原 亮さんが工夫。ヘル
シーな味と窓から眺める
緑の風景に癒やされる。

たじまこうげんしょくぶつえん│香美町

u美方郡香美町村岡区和池709
20796‐96‐1187
千年水ウォーターバイキング／4〜11月の日・月
曜の午前11時〜午後3時（受付） 料金／大人
1,600円、小・中学生1,100円、3歳〜小学生未満
650円（60分制） 冬季休暇あり Ⓟ60台 道案
内／電車→JR山陰本線八鹿駅から全但バス、ハ
チ北口下車。タクシーに乗り換え約10分 車→
北近畿豊岡自動車道八鹿氷ノ山ICから国道9号
線を経て北西へ約45分

とろかわ

兵庫県観光百選にも選ばれた湿原
［瀞川
だいら
平］
を擁する、
自然の形を生かした広大な園内
へ、
食後の散策に。ハート形の葉、
渓流そばに
立つ景観が美しい大カツラをはじめ、
自生する
約1,000種の樹木や高原植物に出合える。
u美方郡香美町村岡区和池709
20796‐96‐1187
4〜11月の午前9時〜午後4時 入園料／大人
510円、高校生410円、
小・中学生100円 冬季休
暇あり
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JR山陰本線

道の駅

地鶏の唐揚げ

9

梁瀬駅

茶すり山古墳公園

千年水の麻婆豆腐

北近畿豊岡
自動車道
和田山IC

千年水自家製とうふ

村岡産野菜の天ぷら

但馬牛スジ特製カレー

大垣

但馬のまほろば
茶すり庵
朝来市
埋蔵文化財センター

大月西

427

136

ーズ
シリ
の味
店
気

人

城崎
［Chaya］
の米粉のチーズケーキ

ざい
ばん
のお
菜
野

地元

但馬の食材をスローフードで食べ放題。
千年水ウォーターパスタ

自家製ソーセージ

地鶏の手羽先甘辛焼き

腹ごなしに⁝

但馬高原植物園

村岡産野菜のお総菜

腹ごなしに⁝

［但馬高原植物園］
のシンボル
〈和池の大
カツラ〉
は樹齢 1,000 年以上の巨木。渓流
にまたがって根を張り、上流からは毎日約
5,000トンの名水が湧き出ている。その〈か
つらの千年水 〉
を使って地元食材でつくる
料理を、存分に味わえるバイキングが植物
園のレストランで大好評。但馬牛がゴロゴロ
入ったカレー、
自家製とうふ、地野菜の天ぷ
らや総菜のすべてに、
ミネラル豊かでほんの
り甘みのある水が生かされ、優しい味に。

u朝来市山東町大月92‐6
2079‐676‐5121
ランチバイキング／水・木曜の午前11時〜
午後2時（受付） 料金／大人1,550円、小学
生以下850円（90分制） 無休 Ⓟ167台
道案内／電車→JR山陰本線梁瀬駅からタク
シー約10分 車→北近畿豊岡自動車道山東
PA内（一般道からも行ける）

在来種赤米ブレンド村岡産コシヒカリ

但馬高原植物園
ヒュッテブルンネン

89

ハチ北口

531

道の駅
ハチ北

9

茶すり山古墳公園

ちゃすりやまこふんこうえん

直径90ｍで高さ18ｍ。5世紀前半に
つくられ、
大型円墳としては近畿最大級
の規模を誇る。大和朝廷との結びつき
が深かった但馬を治めた王の墓。緑で
覆われた斜面の階段を上り、標高144
ｍからの眺望を楽しんで。国の史跡。
［公園］u朝来市和田山町筒江
［朝来市埋蔵文化財センター］
2079‐670-7330 ▷朝来市山東町大月
91-2 午前9時〜午後5時 月曜（祝日の
場合は翌日）休、臨時休あり Ⓟ2台

スタッフの山家さん
（右）
、小山さん。席数は72。
リニューアル後は45席増える予定。バイキング以外の日は、
但馬鶏のカリカリ焼き定食1,050円のほか定食や単品メニューが豊富に。
但馬牛のステーキ丼1,350円、

4

取材日のおばんざいは、焼き魚のトマトソ
ース掛け、
マグロのカルパッチョ、
つくね大
根、焼きナスなど。春は朝倉山椒、11〜3
月は岩津ネギといった地元ならではの食
材を使った料理も楽しみで、
この日は地元
の清流・大屋川のアユの山椒燻製が登場。

おめあては！

「ほとんどの人が手に取る人気
料理です」
と言う季節の魚の煮
付け。取材日はカンパチ。

おめあては！

「ハーブは暮らしに役立つ
植物。料理を通じて魅力を
実感してもらえたらうれしい
です」
と本位田園長、ハー
ブガイドの米倉香奈美さん。

255

養父駅
9

味わい亭
いけのや

104

u養父市上野174‐2 2079‐664‐0221
バイキング／午前11時〜午後2時30分（受付。なくなり次第終
了。貸し切りでバイキングが臨時休の場合あり） 料金／1,180
円（60分制） 水曜（祝日の場合は火曜）休 Ⓟ20台 道案内／
電車→R山陰本線養父駅から西へ徒歩約15分 車→北近畿豊
岡自動車道養父ICから県道6号線〜国道9号線で約10分

この料理が
おめあて！

JR山陰本線

店ごとの得意料理を満喫できる︑料理ジャンル

u神戸市中央区北野町1‐4‐3 2078‐271‐1160
ランチブッフェ／午前11時〜午後2時
（土・日曜、
祝日は午後
2時30分まで。受付） 料金／大人2,160円、小学生1,000
円、4〜6歳400円（60分制） ※別途ロープウェイ乗車・入
園料要
（往復大人1,400円、
小・中学生700円） 無休 Ⓟな
し 道案内／電車→地下鉄西神・山手線新神戸駅から南西
へ。ハーブ園山麓駅から神戸布引ロープウェイでハーブ園
山頂駅へ 車→阪神高速神戸線生田川出口から北西へ約5
分。神戸布引ロープウェイに乗車

「地元の豊かな食材を、
おばんざいでヘ
ルシーに、
おなかいっぱい食べてほしい」
と週1回で始めたランチバイキングが、大
好評に応えて毎日の開催に。
「品数が増
える一方」
と店主の田村吉丈さんが情熱
を傾ける料理は、季節野菜の総菜をはじ
め、寿司や天ぷら、揚げ物、名物のうどん
など約 35 品。岩津ネギや朝倉山椒など
旬の特産品で工夫した一品もお楽しみ。

別のバイキング︒野 菜やハーブをたっぷり 使っ

7

新神戸駅
地下鉄
西神・山手線

ドイツの古城をイメージした趣きある空間。外のテラスには日当たりのいい場所にバジルなどを植えた
ハーブ棚があり、摘みたてを料理に。
ライブキッチンではゆでたてのパスタ、
オムレツなどがスタンバイ。

味わい亭 いけのや│養父市
たヘルシーな料理や︑自家製とうふ︑洋食︑寿司

ハーブ園
山麓駅

地元野菜の天ぷらや、
だしが自
慢のうどんは注文してから揚げ
たて、
できたてをテーブルへ。

や天ぷらなど ︒好みの味わいがずら り とそろ

神戸布引
ロープウェイ

ハーブ園 神戸布引ハーブ園
山頂駅 ハーブダイニング
風の丘
中間駅
山陽新幹線

写真右はハーブティーコーナー。美肌に
役立つローズヒップ、消化を促すレモング
ラスなどとブレンドしてオリジナルの味を。
中央はハチミツやトマトビネガー、
パセリを
混ぜた自家製ドレッシング。ローズマリー
のオイルはパンと一緒に。写真左のよう
に、料理に使っているハーブを表示。
メニ
ューは季節により変わる。

えば︑
いつもよりたくさん食べられそう！

女性に好評のハーブダイニン
グブッフェが、今春メニューを一新。
「美と健康をテーマに、ハーブの
香りや彩りを際立たせたオリジナ
ほん い でん
ル料理を」
と本位田有恒園長。
サラダには摘みたてのバジルを使
い、肉や魚料理には臭みを消して
食欲を増進させるタイムを。人気
のハーブティーは自在にブレンド
ができるのも楽しい。ハーブの力
で体の中からキレイに！

ふんわり巻かれ、口の中でほろ
っとくずれる巻き寿司は、
いくつ
も食べたくなる優しい味。

峠道の食堂を︑座敷がくつろぐ和食処へ
改装︒
﹁うどんは食堂の頃からの人気メニ
ュー﹂
と田村さん︒バイキング時以外は天ぷ
ら︑
お造りなどの御膳や︑
ミニ懐石を用意︒

こうべぬのびきはーぶえん│中央区

ハーブ料理

神戸布引ハーブ園
ハーブダイニング

おばんざい

取材日の冷製料理は、
朝摘みハーブを使
ったサラダなど。焼きナスのお浸し風には
和のハーブ・大葉を混ぜて。
カツオのたた
きはチャイブやミョウガのさわやかな香りと
一緒に。夏野菜のピクルスはビネガーの
酸味とコリアンダーの香りで食欲アップ。
温製料理はバジルやタラゴンを合わせた
夏野菜のピッツァ、
チキンのトマト煮込みは
ローズマリーやタイムでさっぱりと。ハーブ
白玉ぜんざい、
イチゴと抹茶のケーキなど、
スイーツを合わせて30種類がそろう。

6

南欧料理

「品数を絞り、一品ずつ丁寧に。270円でド
リンクと焼き菓子がセットに。自宅の延長の
気分でくつろいでください」
と権平シェフ。

は、広
JA兵庫六甲の［六甲のめぐみ］
大な売り場を埋め尽くす朝どれ野菜に元
気がもらえる西区の人気直売所。午後3
時半に残った野菜を買い取り、
そのまま
店の厨房へ。
「夕方届く野菜を見て翌日
の献立を。市場を介さないので新鮮。珍
しい品種の野菜も多いですよ」
と島田料
理長。品数は50種類以上。
ビルの9階
で六甲山を臨むロケーションも魅力。

万願寺唐辛子の焼き浸し、
ナスの揚げ煮、
ずいきのごま和え、
トウガンの水晶煮など、約30種
類がそろうおばんざいは日替わりで。左は低温でじっくり火を通した名物のローストビーフ。

ル・クロ タンバール│丹波市
明治の洋館が今年4月、柏原の魅力
を発信する
［たんば黎明館］
にリニューア
ル。1 階レストランと2 階のカフェを大阪
の人気フレンチ
［ル・クロ］
が手掛け、食
の楽しみが加わった。
カフェのバイキング
はメイン、
パスタ、
ピッツァ、鹿肉カレーな
どお値打ち。
「地野菜を使いフレンチの
ごんだいら
技法を駆使したおいしさを」
と権平寿之
シェフ。時間制限なしでのんびりできる。

おめあては！

写真上は本日のメイン料理、鶏肉のソテーのトマトソース、
シーフードのクリームパスタ、万願寺唐辛子やズッ
キーニをのせたピッツァ。下列・左はおめあてにしたい、丹波産鹿肉のキーマカレー。
ブレンドしたスパイスが香
り豊かで、
ほのかな辛みと野菜の甘みが溶け合い、
バターライスと相性ぴったり。香ばしいクルトンがアクセント
のサラダは葉野菜にレッドオニオン、
トマトなど。3種類のドレッシングで。右は具だくさんのミネストローネスープ。

柏原駅

176

柏原新町

地下鉄三宮駅
阪急
神戸三宮駅

小学校として誕生し、1981年以降は
［旧大
手会館］
の名で親しまれた建物。見学だけも
可能なので気軽に。2階のカフェは天井が高
く居心地がいい。午後2時以降はカフェタイム。

割烹旅館 四ツ目

おめあては！

かっぽうりょかん よつめ│加西市

2カンずつお替わりできる握り寿司
は職人が握りたてを提供。揚げ立
て天ぷらと併せてぜひ食べたい。

23

割烹旅館 四ツ目
三井住友銀行

イオン

交番
コーナン
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u加西市北条町北条906
20790‐42‐0004
ランチバイキング／月・水・金曜の午前11時
30分〜午後1時30分（受付） 料金／大人
1,600円、小学生900円、4歳以上600円（90
分制） 日曜休 Ⓟ8台 道案内／電車→JR加
古川線粟生駅で北条鉄道に乗り換え、北条町
駅下車。北へ徒歩約3分 車→中国自動車道
加西ICから県道24号線を経て西へ約8分

三宮駅

阪神神戸三宮駅
そごう
マルイ
国際会館

農家 うたげ。

2

u神戸市中央区三宮町1‐10‐1 交通センタービル
9F 2078‐332‐2831
地産地消バイキング／午前11時〜午後2時（受
付） 料金／大人1,800円、小学生1,000円、
3歳以
上500円、65歳以上1,500円（土・日曜、祝日は大
人2,000円、65歳以上1,700円。90分制） 無休
Ⓟなし 道案内／電車→JR神戸線・阪急三宮駅から
ビルへ直結 車→阪神高速神戸線京橋出口から北
へ約3分

地野菜の唐揚げ、
カレーなど
野菜の滋味あふれる料理に
目移り。夜も地産地消をテー
マにしたコース料理が3,000
円から楽しめる。

エアレーベン八千代 とうふ亭
エアレーベンやちよ とうふてい│多可町

おめあては！

北播磨産大豆で伝統の一夜凍り
豆腐やとうふ製品をつくって販売。2
階の
［とうふ亭］
では、
そのおいしさを
体験できるバイキングを。冷や奴、絹
厚揚げ、
自家製ゆば、
播州地鶏のか
左は地元産の一夜凍り豆腐。江戸
やくご飯などヘルシー。
「湯豆腐は最
時代からつくる多可町の特産。高
初は何もつけずに。大豆の甘みがよ
野豆腐に似た食感でだしが染みて
く
わかりますよ」
と神藤明支配人。
いる。右は豆乳とおから入りワッフル。
土・日曜、
祝日は品数が増える。
土・日曜、
祝日はおからドーナッツも。

土鍋でほこほこ温まった湯豆腐。
なめらかな食感で弾力がある。
と
うふに合わせて選んだ小豆島産
しょう油で。
そのほか鶏の唐揚げ、
サラダなど平日は10 品ほど。肉
豆腐付きのバイキングは1,500
円。
「ここは水がいいのでおいし
いとうふができます。
とうふと生ゆ
ばをつくる体験教室も好評」
と神
藤さん。予約制で4人から。

エアレーベン八千代
とうふ亭
143

427
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八千代南 西脇
小学校 市役所
保木南
34

野間川

JR加古川線

西脇市駅

北条町駅
北条鉄道

アスティア
かさい

歴史ある宿場町の趣がいまも残
る北条町で、大正創業から長く料
理旅館として親しまれ、現在は割烹
旅館に。
「四ツ目の味を知ってもらう
ために、
サービスで」
と始まったラン
チバイキングは月・水・金曜の開催。
旬の魚介や野菜を中心に和の品
々が20種ほど。揚げ立ての天ぷら、
握り寿司もいただけてお値打ち。

JR三ノ宮駅

新西脇駅

割烹料理

取材日の献立はサバのみそ煮︑すき焼き︑
チキンカツ︑
3 種のだし巻き玉
子︑
わかめうどんなど︒毎回変わる料理が好評︒予約は不可︒バイキング
以外の時間は︑会席料理︑昼は幕の内弁当や寿司御膳が楽しめる︒

9

店頭販売の野菜も豊富。今年7月に開店。
JA兵庫六甲と提携した新業態が話題に。

写真右は野菜の旨みが詰まったせいろ蒸し。
プレートにはカラフルな野菜の
ブルスケッタ、名物のオクラまんじゅう、珍しいオレンジ色のゴールデントマト
など。席に着くと供される六甲牛もも肉のあぶり焼きはワサビじょう油で。中
央は甘みに驚く、
皮ごとホイルで包んで焼いた玉ネギ。写真左は小さな植木
鉢の器が可愛いカボチャのプリン。
カステラ、
プチシューなどデザートも充実。

とうふ
料理

JR福知山線

u丹波市柏原町柏原688‐3 たんば黎明館2F
20795‐73‐0096
スープバー&サラダバー／午前11時30分〜午後
2時
（受付。カフェは午後5時まで） 料金／864円
水曜
（祝日の場合翌日）
休 Ⓟ30台 道案内／電
車→JR福知山線柏原駅から北東へ徒歩約5分 車
→舞鶴若狭自動車道丹南篠山口ICから国道176
号線で北西へ約30分

おめあては！

ポートライナー

柏原歴史民族
資料館

柏原藩陣屋跡

ル・クロ タンバール
（たんば黎明館内）

地野菜料理

│中央区
農家 うたげ。

u多可郡多可町八千代区中野間363‐14
20795‐37‐2211
とうふバイキング／水・木・土・日曜、祝日の午前11
時〜午後2時
料金／850円〜（土・日曜、祝日は
1,200円〜。いずれも税別） 月・火・金曜休（祝日は
営業） Ⓟ17台 道案内／電車→JR加古川線西脇
市駅から神姫バス、山中下車徒歩約15分 車→中
国自動車道滝野社ICから国道175号線〜県道34
号線〜県道24号線を経て北西へ約30分

8

神戸ポートピアホテル
スカイラウンジ プレンデトワール│中央区

「ステーキの実演コーナーは行列ができる人気ぶ
りです」
と三原料理長。ナイフで切り分け、熱した
鉄皿にのせて熱々を。
ニラとゴマ入り特製ソースで。

ホテル内レストランの料理も登場。取材日に
は、
日本料理
［有栖川］
からは大根のずんだみ
そがけとオクラのゴマみそ和えが。

11

南公園駅

四季折々の花が咲き乱れる
［明石
海峡公園］
に隣接するリゾートホテル。
海を眺めるダイニングレストランでは、
近海でとれる魚介や季節の野菜など、
淡路島の恵みもふんだんに取り入れ
た料理がずらりと並ぶランチブッフェが
好評。隔月で変わる内容は、前菜から
デザートまで約 40 種も。キッズ向け料
理も豊富で、
ファミリーにもうれしい。

〈コンテンポラリー・リゾート〉
をテーマにした明
るく開放的なレストランでゆったり。オープンキ
ッチンではシェフのダイナミックで躍動感あふ
れるパフォーマンスに注目。ステーキやパスタ
をできたてで。食後は海と緑の絶景を楽しめる
庭の散歩も楽しい。

島の豊かな食材も！

朝廷に食材を献上した
〈御食国
（みけつくに）〉
と呼ばれた淡
路島の幸も料理に。島の自然を感じながら賞味を。

u淡路市夢舞台2 20799‐74‐1111
（代表）
ランチブッフェ／午前11時30分・午後1時
30分の2部制（受付時間） 料金／大人
3,024円、小学生1,728円、3〜6歳540円、
65歳以上2,700円（料金変更あり。90分
制） 無休 Ⓟあり 道案内／電車→JR神
戸線舞子駅から高速バス、淡路夢舞台前
下車すぐ 車→神戸淡路鳴門自動車道淡
路ICから国道28号線を南へ約15分

神戸淡路鳴門
自動車道
淡路IC
157

ウェスティンホテル淡路

ファンダイニング
コッコラーレ

28

淡路島国営
明石海峡公園

テラスに出ると芝生の向こうに明石海峡大橋と青い海。
リ
ゾート気分が満喫できる気持ちのいいロケーション。

南公園

ウェスティンホテル淡路
ファンダイニング
コッコラーレ│淡路市

目の前で料理がつくられる実演コーナーは一
番のお楽しみ。天ぷらの実演は、
エビ、旬の
野菜などカラッと揚げたてのおいしさが格別。

u神戸市垂水区東舞子町18‐11
舞子
神戸淡路鳴門
公園駅 自動車道
2078‐706‐7769
（直通）
山陽電車本線
ランチバイキング／午前11時30分〜午後2時30分
（土・日曜、
Tio舞子 舞子駅
祝日は午前11時〜午後3時） 料金／大人2,162円、
小学生
1,235円、3歳以上724円、65歳以上1,960円（土・日曜、祝日
は大人2,673円、
小学生1,437円、
3歳以上819円、
65歳以上
シーサイドホテル
2,364円。120分制） 無休 Ⓟあり
（有料） 道案内／電車→
舞子ビラ神戸 2
JR神戸線舞子駅から南東へ徒歩約7分 車→第二神明道路 テラスレストラン
サントロペ JR神戸線
高丸ICから南西へ約15分

神戸ポートピア
ホテル 南館

u神戸市中央区港島中町6‐10‐1
2078‐303‐5230
（直通）
ランチブッフェ／午前11時30分〜午後2時30分
平日料金／大人3,100円、小学生1,800円、
4歳以
上1,000円、65歳以上2,500円（土・日曜、祝日料
金別設定あり） 無休 Ⓟあり
（有料） 道案内／
電車→ポートライナー市民広場駅から東へすぐ
車→阪神高速神戸線生田川ICから神戸大橋を越
え南東へ約5分

な気分に︒
お得さ︑豪華さで連

吹き抜けの窓から日が注ぐレストラン。華やかな盛
りつけの品数豊富な料理、実演コーナーの楽しさに
至るまでホテルバイキングの醍醐味が堪能できる。
「北欧、
イタリアン、
懐かしの洋食など定期的にテーマ
を変え、
どんな料理かと興味が湧くように常に工夫を。
いろいろ召し上がってください」
と三原滋生料理長。
海を見下ろすロケーションとともに優雅なお昼を。

シェフの技を心ゆくまで！

神戸ポートピアホテル

スカイラウンジ
プレンデトワール

キング﹀
へご案内！

シーサイドホテル舞子ビラ神戸
テラスレストラン サントロペ│垂水区

市民広場駅

神 戸の街 並み︑大 阪 湾 ︑
神 戸 空 港 を 望 む360
度のパノラマビューが圧巻︒

デザートにも目移り。ホテル特
製ケーキ数種、
ミルクレープ、
プチシュー、
揚げたてのドーナ
ッツなどが登場することも。

ポートライナー

日大人気の
︿キング・オブ・バイ

ポートアイランドのホテル30階。地上100mから神戸の
街を眺める最高のビューを誇るレストランは、夜は宝石箱の
ように輝く夜景が楽しめる。お昼は充実のランチバイキング
が好評。
目の前でシェフが焼くジューシーなステーキや、
旬野
菜の創作料理など約40種の季節の味覚を生かした料理が
そろい、
おなかも大満足に！

料理は季節により変更。取
材日は温製料理が赤魚のア
クアパッツァ、塩麹マリネの
チキンソテー、
ローストポーク
のハワイアン風など。サラダ
バーはドレッシングが6種類。
パンは朝のバイキングで好
評な種類を。

ホテルのランチビュッフェは︑
シェフのライブ感あふれる調理︑
ホテルメイ

豪華な料理のほかパンやスイーツも
楽しみ。
ランチに加えて、10月からデ
ィナータイムの〈スカイディナーバイ
キング〉
を開催
（午後5時〜午後8時
30分ラストオーダー。大人3,500円。
。
土・日曜、
祝日は4,500円）

ドのパンやスイーツ︑
スマートなサービス︑
ラグジュアリーな空間に特別

感嘆の
ホテルビュッフェ︒

眺めもごちそう
！
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オーダーバイキング！

ディナーもオーダーバイキングがあり、夜景もお楽しみ。ホテ
［サンタモニカの風］
のバイキングも人気。
ル3階のレストラン

優雅に海の上に浮かんだようなホテルの最上階。
窓から美しい神戸ポートタワーを眺めるモダンな空間で、
本格中国料理を存分に満喫できるオーダーバイキング
を。広東料理をベースにしたシェフのアレンジが光る約
60種の料理は、北京ダック、飲茶などの王道の味わい、
旬の魚や野菜を使った季節限定料理のどちらも外せ
ないおいしさ。少しずついろいろいただいて満腹に！

前菜3種
蒸し鶏の葱ソース、
キュウリの甘酢
漬け、
くらげの和え物。
「まずは」の
前菜3品を。
お粥や炒飯もあります

神戸メリケンパーク
オリエンタルホテル
中国料理 桃花春 とうかしゅん│中央区

北京ダック
絶対食べたいごちそう中華。薬味と
一緒にクレープに包み、蒸し上げて
提供される。

鶏肉入り汁そば

パンプキンクリームスープ

鶏肉、
チャーシュー、
白髪ネギなど具
がいろいろ変わる汁そばは、子ども
にも人気の麺料理。

本日のスープは、季節の味わいが
楽しみ。取材日は鮮やかなオレンジ
色に心が弾むカボチャのスープ。

1 つからオーダーOK

テーブルで注文するオーダー形式の食べ放題。取材日は
右のような料理が。
〈 兵庫県技能顕功賞〉
〈 神戸市技能功
が腕を
労者賞〉
をW 受賞した塚口昌樹料理長（写真下）
ふるう。
「お好みの料理を、
できたての一番いい状態でお
持ちできるのが醍醐味です」
とマネージャーの南伸和さん。
お子様メニューやデザートの充実も人気の秘訣。

みなと
元町駅

地下鉄海岸線
阪神高速神戸線

中国料理 桃花春

u神戸市中央区波止場町5‐6 2078‐325‐8111
（代表）
ランチオーダーバイキング／午前11時30分〜午後2時
（受付） 料金／大人3,000円、
小学生1,800円、
3歳〜小学
生未満800円、65歳以上2,700円（土・日曜、祝日は大人
3,500円、小学生2,100円、3歳〜小学生未満800円、65歳
以上3,150円。税・サービス料別。90分制） 無休 Ⓟあり
（有料） 道案内／電車→地下鉄海岸線みなと元町駅から
南へ徒歩約10分、
または各線三宮駅から無料シャトルバス
車→阪神高速神戸線京橋出口から南西へ約5分

広東焼売
飲茶は広東焼売のほか、焼き大根
餅、鉄板焼き餃子、小籠包など。飲
茶や揚げ物は好みの数を注文可。

鮭の玉子焼き

海老のチリソース

芙蓉蟹（フーヨウハイ）
の具材を秋
の味覚・サケに。だしの効いた玉子
のふわふわの食感を楽しんで。

香辛料をしっかり利かせた人気の
一品。つくりたてならではの、
エビの
プリッとした歯ごたえが美味。
季節のお薦め料理も充実

神戸メリケンパーク
オリエンタルホテル

神戸海洋博物館

神戸
ポートタワー

浜手バイパス

中突堤筋

骨付きカルビの黒胡椒風味
黒コショウ、八角、
ガーリックなど香
辛料を効かせたソースをたっぷり。
スパイシーな肉料理。

ヤリイカと銀杏の炒め物

鶏とカシューナッツの炒め物

ぶ厚いイカ、大きな銀杏がゴロゴロ
と入った豪快な炒め物。
あっさりした
味わいを楽しんで。

やわらかな鶏肉、香ばしいナッツが
ぜいたくに入った定番の炒め物。
し
ょう油ベースの優しい甘さ。
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