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たなか屋 明石市

スタンディングバー 試

33Misa

3

25

姫路駅
山陽新幹線
ホテル
日航姫路
ビエラ姫路

純米

播淡汽船前

JR神戸線
piole姫路

u姫路市南駅前町125 ビエラ姫路
2079‐280‐6172
午後1時〜午後9時（土・日曜は正午
〜午後8時） 月曜休（年末年始休未
定） Ⓟなし 道案内／電車→JR神戸
線・山陽電車姫路駅からすぐ
（JR姫路
駅構内） 車→姫路バイパス姫路南
ランプから北へ約5分

千姫大吟醸

魚の棚商店街

明石駅前

山陽姫路駅

播州のお酒！

純米姫路城

たなか屋

酒屋の立ち飲み

［ビエラ
JR姫路駅東の高架下、
姫路］
にある兵庫の地酒のショット
バー。手掛けるのは市内の酒卸店
こうみょうかねみつ
［光明兼光本店］
。
「兵庫は酒米・
山田錦の名産地。但馬、播州、丹
波など地域ごとに個性がある地酒
い そ
のすばら
しさを伝える場に」
と五十
ぎ
木洋介店長。約60軒の酒蔵が醸
す300種類近くの地酒が65mlの
グラスで供され、
1杯110円から。い
ろいろ飲み比べて好みを見つけて！

迷ったらタッチパネル式端末で
検索を。味わい・酒質・銘柄・地
域などのキーワードで絞り込め
るので便利。
グラスに添えた名
刺カードにはお酒の紹介が。携
帯電話で会員登録をするとポ
イントが溜まる。おつまみは酒盗
チーズ 150 円、姫路名物のひ
ねポン200円。

雪彦山純米吟醸

アスピア
明石

こころみ│姫路市

山陽電車

2

三井住友
銀行

u明石市本町1‐1‐13 たなか酒店内
2078‐912‐2218
正午〜午後2時、午後5時〜午後9時（日曜、
祝日は正午〜午後6時。ラストオーダーは
各30分前）木・土曜休、臨時休あり
（12/25
〜1/7休） Ⓟなし 道案内／電車→JR神
戸線・山陽電車明石駅から南へ徒歩約3分
車→第二神明道路大蔵谷ICから南西へ約
10分

！
ま〜す
してい
ち
待
お

スタンディングバー 試

姫路・雪彦山︑明石・空の鶴や来楽
などの地 酒をはじめ︑全 国の日 本
酒から 季 節のお薦めが常 時 約
種︒
﹁ 香りに特徴があればワイング
ラスで︑旨みを楽しむならおちょこ
で︑と酒の特 徴や好みに合わせて
酒 器 を 選んで ﹂という 提 案 も ︒
1
合680 円から︒

JR神戸線
山陽電車

明石駅

ブルーライトに照らされた酒瓶がズラリ
と並ぶ光景は圧巻！「 12月中旬以降
は搾りたての新酒もぜひ」
と五十木さ
ん。
「古酒セット」
「大吟醸セット」
など2
種類の飲み比べができる週替わりの
セット
（おつまみ付き550円）
も人気。

兵庫の日本酒専門バー

明石・魚の棚にある日本酒と発
酵食品の店。
「ラベルを見るよりも、
一度味わってみるのが一番！」
と店
主の田中泰樹さんが、10年前から
店内の奥に有料試飲場として立
ち飲みバーをオープン。総菜は奥さ
まをはじめ女性スタッフが手づくり。
「日本酒はもちろん、
ワインにも合う
ように」
と和洋さまざまな味が毎日
ご機嫌に。
30品以上も準備され、
「店で販売している調味料のおいしさ、
使い方も伝えたくて」
と料理に店頭販
売の無添加調味料を使用。上から、
バ
ルサミコ酢が効いたハーブ焼き穴子
780円から、季節の白身魚を使った南
蛮漬け400円から、
タコの甘煮480円。

わざわざ
行きたい︑

77

篠山川

あの町の
酒処︒

篠山城跡
南新町

20

宴席の増える年末に向け︑
おいしいお酒が気になる季
節︒
専門店や銘柄が増えて
注目が高まる日本酒や︑
土
地の 個 性 を 生かして自 家
醸 造 され る クラフトビ ー
ル︒
そんな女性にも大人気
のお酒と︑地元の幸を肴に
楽しめる 居 酒 屋や酒 処を
ご紹介︒
仕事や行楽で訪れ
る ことの 多い兵 庫の 町ご
とに︑極 上の一杯 との出 合
いを楽しみに︒駅近の店中
心なので︑ぜひ電 車やバス
でゆるりとお出ましを︒

篠山 三井住友銀行
郵便局
篠山
西町
市役所

u篠山市二階町81 2079‐552‐2191
午後5時〜午後10時（ラストオーダー）
木・金・土曜休（4/1〜11/14は木曜休、
年末年始休未定） Ⓟ10台 道案内／
電車→JR福知山線篠山口駅から神姫バ
ス、二階町下車すぐ 車→舞鶴若狭自
動車道丹南篠山口ICから県道306号線
〜県道299号線を経て北東・篠山城跡
方面へ約10分

※最終電車は 月 日現在のもの
です︒
※年末年始は休みをお確かめの上
お出かけください︒

旬菜 又兵衛

撮影／青木 崇 前田博史
取材・文／伊藤順子 杉田裕路子
牧野しのぶ

旬菜 又兵衛

しゅんさい またべえ│篠山市

安間家
史料館

ますます多彩に︑
身近に！

郷をはじめとする酒造の町や︑
実 力 派の 蔵 元がそろ うのが
自慢！ 土地の酒を気軽に飲
める店もたくさん︒居酒屋や
バルに加えて︑日 本 酒に特 化
したバー ︑酒 販 店 併 設のカウ
ンターなど︑
日本酒との出合
いの場もぐっと多様になった︒
気になる 酒を 飲み比べたり︑
好みの銘柄をじっくり賞味し
たり︒極 上の一杯を 訪ねてわ
ざわざお出かけしたくなる︒

なます、
こんにゃくのたらこ和えなどおばん
ざい各410円。天ぷらはネタケースの野菜
。
「料
や魚介を見て注文
（150〜400円）
理に合うものを」
と選ぶ地酒は丹波
［山名
酒造］、篠山［鳳鳴酒造］
など。
［ 山名酒
造］
奥丹波純米大吟醸240ml・1,296円。

篠山の城下町で創業 400 年。
冬の風物詩・ぼたん鍋を考案した
料理旅館
［近又］
が、
おばんざいと
お酒が楽しめる酒処を6月にオープ
ン。
「篠山は野菜を中心においしい
食材の宝庫。その魅力を知っても
く れ
らう機会に」
と調理主任の久禮健
彦さん。
カウンターに並ぶおばんざ
いや揚げたての天ぷら、冬に恋し
いおでんを丹波の地酒と一緒に。

日本酒

全 国 的にブームが続 く日
本酒︒
酒米
︿山田錦﹀
の原産地
であり︑
日本酒生産量も全国
1位を誇る兵庫県では︑灘五

旅館のおばんざい処
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名城酒造〈千姫大吟醸〉
はやや辛口、
フ
ルーティーな香りで飲みやすい。灘菊酒
造〈 33Misa 〉
は市川町産兵庫夢錦100
％で、
女性杜氏の名前をつけた甘口純米
酒。壺坂酒造
〈雪彦山純米吟醸原酒〉
は
華やかな香りの辛口。光明兼光オリジナ
ル
〈純米姫路城〉
は米本来の旨み、
滑らか
な口当たりの純米酒。各65ml・220円。

2

ビールに合う料理を掲げて昭和

33年に創業。オリジナルビールが

ビールの醸 造 所は︿ブルワ
リー﹀︑職人は
︿ブルワー﹀︒小
規模工場で独自につくられる

生み出されたのは阪神・淡路大震
災のあと。8階建てのビアホールを
再建時、
「 神戸ならではの味わい
を」
と地下醸造所がつくられ、本
場・
ドイツの製法による2つのビー
ルが誕生した。グラスには震災が
起きた午前 5 時 46 分を示す時計
塔。神戸を代表する味わいに。

3世代にわたる常連も多く、家族客に幅
広く愛される和・洋・中の約70種の料理
が。名物は、丹波地鶏の唐揚 993 円。
骨付き肉ならではの旨みが濃厚！

ベルギーの郷土料理と言えばム
ール貝のワイン蒸し。ビールと相
性抜群！ 白ワインで蒸した貝を
滋味豊かなスープと一緒に。Mサ
イズ1,600円。黒毛和牛のビール
煮込みも看板メニュー。

高品質な地ビールを︑手工芸
品の意 味を込め︿クラフトビ
ール﹀と 呼ぶ︒醸 造 方 法など
の違いから ︑
のど 越しが軽 く
爽やかなピルスナー ︑苦みが
控えめのヴァイツェン︑
香りと
苦みが効いたペールエール︑
黒
ビールのスタウトなど多彩な
種 類が︒醸 造されたビールを
その場で飲める兵庫のブルワ
リーやビアレストランで︑﹁と
りあえずビール！﹂という 親
しみは変わらず︑じっくり 味
わいたいおいしさを満喫！

ビール工場と客席430席を備える重厚な建物。入口を入るとすぐ、
地ビールの大きな
仕込釜がお出迎え。1階吹き抜けの、
ビアサーバーに近いバーカウンターが一等席！

東急ハンズ

JR三ノ宮駅

地下鉄三宮駅
阪急神戸三宮駅

小麦麦芽を使う
〈港神戸ヴァイツェン〉
はフルーティな甘い香り。苦みが苦
手という人もおいしく飲めると好評。大麦麦芽100%の
〈神戸大使館ビ
ール〉
は深いコクが味わい深く、
最初の
「乾杯！」
にピッタリ。各1杯669円。

阪神神戸三宮駅
センター
プラザ
三宮センター街

そごう

港神戸ヴァイツェン
（左）
・神戸大使館ビール
（右）

ニューミュンヘン
神戸大使館

u神戸市中央区三宮町2‐5‐18
2078‐391‐3656
午前11時30分〜午後10時30分（ラストオーダー
は午後10時） 無休 Ⓟなし 道案内／電車→各
線三宮駅から南西へ徒歩約5分 車→阪神高速
神戸線京橋出口から北へ約5分

白雪ビール

創業465年の
［小西酒造］
が日
本酒醸造の技を取り入れ、ベルギ
ー式設備でつくるビールは、権威あ
る国際大会で最高金賞に輝くなど
世界も認める存在。約200年前の
酒蔵を用いたビアレストランではで
きたてのビールがオリジナリティ豊
かな料理と楽しめると評判。定番の
ビールは4種。
グラスで堪能するも
よし、
繊細な香りや味の違いがわか
る
〈テイスティングセット〉
もお薦め。

江井島酒館

明石海岸
ビール

明石ブルワリー

スッキリとした味わいで、
ホップのほどよい香り
も感じられるピルスナ
ービール。550円

えいがしましゅかん│明石市

山陽電車
江井ヶ島駅

718

江井島酒館
明石ブルワリー

u明石市大久保町西島1194
2078‐948‐2060
午前11時〜午後9時（ラストオーダーは午後8時
30分） 無休 Ⓟ60台 道案内／電車→JR神戸線
大久保駅からコミュニティバス、ながさわ江井島
酒館下車すぐ 車→第二神明道路大久保ICから
南西へ約15分

フレッシュなのど越しで
爽やかな飲み心地。4
種の中で日本人にもっ
とも親しみやすい味。

わ

か

穂和香

ブロンシュ

酒米の山田錦を用い、 小麦が原料のフルー
清酒酵母とベルギー酵 ティーなビール。
コリア
母で発酵。アルコール ンダーとオレンジピー
度数3%で女性に人気。 ルの香りが爽やか！

上写真は4 種類のビールが楽しめる、
（各100ml）
。
テイスティングセット850円
隣のブルワリーショップではビールや地
酒を販売。定番に加え、幕末の蘭学
者・川本幸民による日本初のビールを
復刻させた
〈幸民麦酒〉
も。酒蔵の風
情漂う建物は伊丹のシンボル。

伊丹1
99
白雪
ブルワリービレッジ
長寿蔵
ニトリ
55

13

阪急
伊丹線 JR福知山線

伊丹駅

380

良質なホップを使用し、
コクがありながらものど
越しがスッキリとして飲
みやすい。550円

ほ

ブロンド

関西
スーパー

和食レストランで人気のタコ
の姿揚げ 1,026 円（手前）、
明石タコ唐揚げ842円。明石
前もんの魚介を使った寿司や
丼、
会席料理などとビールを。

江井島

甘みと苦みのバランス
が良く、
カラメルのよう
な香ばしい味わいのブ
ラウンエール。550円

明石黒ビール
悠久の刻

有岡城跡

250

西江井ヶ島駅

明石浪漫
ビール

伊丹駅

5

酒粕ピザ1,300円。酒粕入りの生地
やソースが風味豊か。特製奈良漬け
とヤマイモの食感が楽しい。6月にメ
ニューを一新。和洋中とバラエティに
富み、
よりお酒に合う内容に。

白雪ブルワリービレッジ
長寿蔵 ちょうじゅくら│伊丹市

醸造所にはレストランを併設。和食レス
トランからは海岸の景色が
（右）。
ビアレ
ストランからは貯蔵タンクを眺められる。
醸造作業の自由見学ルートも。

東の
〈灘〉
に対し
〈西灘〉
と呼ばれ、
日本酒造りで栄えてきた明石・江
井島。
「西灘の水はビールづくりに
も最適。三木市産の酒米・山田錦
を副原料とした
〈山田錦ビール〉
な
ど、明石な
らではのビールを」
とブル
しろあや
ワーの城彩さん。
クセが強い地ビー
ルが多いなか、水の味わいの賜物
で
〈明石ビール〉
はあっさりとした仕
上がり。飲みやすくてスッキリ
！

土地の魅力を凝縮した一杯！

「〈穂和香〉
は軽やかで
〈ダ
ーク〉
は豊かなコクが魅力。
季節限定ビールも人気で
す」
と北村さん
（左）
をはじ
めスタッフのみなさん。醸
造所はレストラン内にある。

クラフト
ビール

ニューミュンヘン
神戸大使館 中央区

ダーク
ルビー色の輝きと芳し
い香り。カラメルモルト
のコクが味わい深く、
ビール通も納得。

u伊丹市中央3‐4‐15
2072‐773‐1111
午前11時30分〜午後10時30分（ランチは
午後2時まで。ラストオーダーは午後9時30
分） 第2火曜（祝日の場合翌日）休（12/31
〜1/1休） Ⓟ30台 道案内／電車→JR宝
塚線伊丹駅から西へ、
または阪急伊丹線伊
丹駅から東へ徒歩約10分 車→中国自動
車道宝塚ICから南東へ約15分

4

神楽 かぐら

写真の造里盛り合わせ1,600円。但馬牛の特
選三角バラ串焼きは、
「とにかく、
食べてもらいた
い」
と2本950円の破格値！ 大阪の有名料理
店などで腕を磨き、地元の城崎温泉で独立して
15年。但馬の食材の豊かさが表れた料理は、
冬は予算に応じた松葉カニコース、一夜干しや
唐揚、
汁物などに仕立てる地魚料理も多彩。

美食遊楽 とみや

u豊岡市城崎町湯島646
20796‐32‐4545
午前11時30分〜午後10時（ラストオ
ーダーは午後9時30分） 木・第3水曜
休（12/31休） Ⓟなし

爽やかなピルスナー
〈空のビール〉
、
フルー
ティーなヴァイツェン
〈川のビール〉
、濃厚
なスタウト
〈黒のビール〉
。
そしてカニビール
〈雪のビール〉
。
グラス各 500 円。城崎の
自然をテーマにしたボトル入りを土産にも。

7

「お客さまの明日への活力になれたら何
よりです」
と太田さん。左から、取材日の
造り盛り合わせは10 種も味わえ1,800
円。紅カニ
（香住カニ）
。
〈 但馬の味どり〉
の焼き鳥も大人気。

左のぜひ飲んでみたい
〈城崎湯上がり酒・宇兵衛〉
は、城崎温泉の
［坂本
屋酒店］
が、朝来
［此の友酒造］
とコラボしたオリジナル純米酒。
さらっとし
た飲み口が女性にも好評。1合600円。ほか、
玉川・純米酒ひやおろし、
但
馬・純米吟醸、
香住鶴・純米など選りすぐった近郊の地酒が1合600円から。

豊岡の道案内／電車→JR山
陰本線豊岡駅から徒歩 車→
北近畿豊岡自動車道八鹿氷
ノ山ICから国道312号線を経
て北西、
豊岡市街地へ約40分
城崎の道案内／電車→JR山
陰本線城崎温泉駅から徒歩
車→豊岡市街地から県道3号
線を経て北へ約30分
●豊岡・城崎の最終電車（平日）
JR山陰本線豊岡駅▷福知山
行き午後10時11分／香住行
き午後10時11分
JR山陰本線城崎温泉駅▷福
知山行き午後10時01分／香
住行き午後10時23分

豊岡市役所

Aity

豊岡駅
JR山陰本線

まどか

神楽

美食遊楽 グビガブ 大谿川
とみや
一の湯

地蔵湯前

JR山陰本線

坂本屋酒店
さとの湯
城崎温泉駅

豊岡駅近く、
地元人が通う酒場へ。
国産食材を % 以上使う証し︑︿ 緑提灯 ﹀
を飾る店︒看板は豊
岡の書道家・谷川玉峰氏の筆︑
のれんはお母さんの成人式の着
物のリメイクと︑
エピソードが満載！ カウンター8 席と座敷が︒

老舗旅館
［山本屋］
が1997 年
から手掛ける地ビール醸造。麦芽
100%、城崎の良質な水を使った
〈城崎ビール〉
は、直営レストランで
気軽に賞味を。
カニ料理に合う味
を目指し、
コク深くほんのり甘めに
仕上げた
〈カニビール〉
など4 種類
が。但馬牛や八鹿豚、
カニをふん
だんに使った洋食と一緒に。

カニに合うビール

グビガブ

と う じ

料理は日替わり。人気店ゆえ
予約を。座敷席もある。

u豊岡市城崎町湯島441
20796‐32‐2703
午後6時〜午後11時（ラストオーダー
は午後10時30分） ※予約優先 日
曜休
（1/1〜7休） Ⓟなし

u豊岡市中央町14‐17
20796‐22‐1503
午後5時〜午後11時 日曜休（12/31
〜1/3休予定） Ⓟ4台

湯上がり酒が外せない！

カウンターの上にずらり綴られる
メニューに注目。
さらに左の
〈お薦め
料理〉
、
冬季は味つけだしのすき鍋、
ちり鍋などの一人鍋も登場。
その数
が 150 種以上にも及ぶのは、
「観
光の人も町で働く人も。温泉街に
集ういろんな人に応えたい」
という
〈遊主〉
の芳賀さんの思いの結晶
だ。近海の魚介と但馬の酒に湯上
がり客がほろ酔い、遅めの時間に
は若旦那衆もほっと憩ういい酒場。

酒造りの職人集団︿但馬杜氏﹀
で知られ︑伝統の技
が守 り 継がれる 但 馬は ︑隣 接する 丹 波 ︑丹 後 地 方
か すみ つ る
ち く せん
とともに日本屈指の地酒の産地︒︿香住鶴﹀︿竹泉﹀
など有名ブランドも数多い︒
そんな豊岡の夜は︑味
わいや香りに個性際立つ酒を旬の山海
の幸と楽しめる酒処で︒初冬を迎えて
旨みが増す︑
カニや地魚で飲む一杯も口
福︒
日暮れが待ち遠しくなる！

但馬の海は冬場が底引き漁の
最盛期。ノドグロ、ハタハタ、
グベ
（ノロゲンゲ）
、
そして地元で好まれ
るセコガニなど地魚が多彩。店主
の太田典広さんは、
以前食品流通
業に就いていた時に
「但馬は食材
に恵まれた土地」
と実感。豊富な
食材に携わった経験を生かし、地
元の料理処で修業を積んだのち
店を開いて10 年に。
「連れて行き
たくなる店」
と町で親しまれる。

﹁ちょっと一杯﹂
を訪ねてあの町へ︒

城崎では、
「ここだけの酒」
が
楽しみ。

豊岡で
地酒を一杯︒

「地元の魚が一番」
と近海物中心。ハタ
ハタの塩焼き600円。
オニカサゴの煮付け
1,200円。竹泉・山田錦の純米吟醸（青）、
雄町の純米吟醸
（赤）
各750円、香住鶴・
生酛純米600円
（各1杯）
などの銘酒と。
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まどか
だしだけであっさり煮込む看板
料理のおでんは、店を1 人で切り
盛りするお母さんの笑顔のような
優しい味。そこにピリッと辛め、酸
味が利いた自家製タレを好みでか
けて食べるアイデアが楽しい。
「但
馬は野菜も魚介も豊富。
うちの野
菜は100% 地物を使ってるよ」
と
多彩な食材でつくる料理は、
カウ
ンターの大皿総菜、
自家製らっきょ
う、
スッポン料理までお手の物。
u豊岡市千代田町4‐25
20796‐23‐2447
午後5時〜午後11時（入店は午後10
時まで） 火曜休（12/31〜1/2休）
Ⓟなし

おでん1つ120円から。掛けダレはニンニクとユズの風味がクセに。同
じタレで食べるまどかうどん400円など気になる品も。香住鶴や竹泉と。
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u姫路市東駅前町58
2079‐221‐3573
午前11時30分〜午後9時（日曜、祝
日は午後8時まで。ラストオーダーは
各30分前）水曜休、
火曜不定休
（12/
31〜1/1休） Ⓟなし

山陽姫路駅
山陽
百貨店
キャスパ
山陽電車

piole姫路

JR神戸線

姫路駅
山陽新幹線

姫路の道案内／電車→JR神戸線・山陽姫路駅から
徒歩 車→姫路バイパス姫路南ランプから北東、
姫路駅方面へ約5分
●姫路の最終電車
（平日）
JR神戸線姫路駅▷京都行き午後11時19分／西
明石行き午後11時21分／網干行き午前0時06
分／上郡行き午前0時03分／播州赤穂行き午後
11時28分
JR播但線姫路駅▷寺前行き午後11時53分
JR姫新線姫路駅▷播磨新宮行き午後11時21分
山陽姫路駅▷東二見行き午後11時56分／梅田
行き午後10時30分
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u姫路市駅前町301
2079‐285‐2945
午前11時30分〜午後2時、午後5時
〜午後9時30分（いずれもラストオー
ダー） 日曜、祝日休（12/30〜1/4
休） Ⓟなし

丸揚げニンニク400 円。ニンニク
は姫路市林田町の農家が栽培。
塩をつけるとジャガイモみたいでホ
クホク！元気が出る。金・土曜限定。

姫路の蔵元から龍力・大吟醸ドラゴン青
900円、奥播磨・純米吟醸黒ラベル700
円など
（各1合）
。左は、昭和の香りを残し
た1階。2階は和モダンな空間。

鯛飯は1人前880円
（2人前から）
。骨を外し、
身を
ほぐして提供。お造り盛り合わせは6種盛り1,580
円、
ウニソースをのせた茶碗蒸し980円。いずれも
税別。1階はカウンター中心、
2階は個室が。

プロ酒場
酒饌亭
灘菊かっぱ亭

厨おとと

駅前の路地裏で69 年。昨年 5
月に店を改装し、
女性も入りやすい
し の ぎ
雰囲気に。3代目の志野木朋美さ
んが腕をふるう料理は、
カツオと昆
布のだしごと味わう名物の湯豆腐、
瀬戸内の魚の煮つけ、
地野菜のお
ばんざいなど地産地消に心を砕く
おふくろの味。
「繊細な造りでおい
しいお酒が多いから」
とそろえる播
州の地酒とともに憩いの時間を。

﹁ちょっと一杯﹂
を訪ねてあの町へ︒

白銀

プロ酒場

駅前のリニューアルから︑新旧の町巡りがより楽
し くなった城 下 町は︑食の名 物 も 魅 力 的 ︒
ショウ
ガじょう油をつける姫路おでん︑瀬戸内の新鮮な
魚介︑来客の多い町で長年磨きをかけてきた店自
慢の一品と︑酒米・山田錦発祥の播州
平野から生まれる美味な酒︒姫路城
に灯りがと もるお酒の時 間 まで︑
ゆ
っくり何度でも訪れてほろ酔いたい︒

明治43年創業の
［灘菊酒造］
が
営む姫路おでんと一品料理の酒処。
JR駅地下に店があった時代から56
年。伝統の味に長年のファンが多
い。迫力満点の大串おでんは黒と
白の2種。
「浜で製塩業が盛んやっ
た頃、働く人の空腹を満たしたおで
んを復活。一串でボリューム満点で
す」
と川石雅也社長。11月中旬か
らは
〈初しぼり〉
など新酒が次々と。

おでん1つ162円から。朝8時か
ら仕込むというだしの旨みに
まず感動。だしが濁らない
よう、練り物や魚介は
注文後に入れるひ
と手間が優しい。

おでん処能古

暖 簾に誘われ︑入りたくなる店 構え︒
女 将の朋 美さんが笑 顔で迎えてくれ
る︒日替わりランチ650 円も好評︒

酒饌亭 灘菊かっぱ亭

姫路で
名物と一杯︒

﹁ 播 州の米を生かし︑個 性を出した地
酒と料理を楽しんで﹂と川石社長︒杜
氏は娘の光佐
︵みさ︶
さんが務める︒

大串おでんは各500 円︒姫路おでんの特徴であるショウガじ
ょう油をかけた黒おでん
︵上︶
︒酒粕たっぷりのタレをとろりとか
けた白おでんは酒蔵ならではの味︒牛スジ肉︑卵︑
三角揚げなど︒
祭り好きの社長のアイデアで本物の太鼓がイスに。
中にはお札が入っているので安心して座って。
［灘
菊酒造］
の新酒〈初しぼり〉570 円、甘口の純米酒
〈 33Misa 〉
そのまま燗にできる
720円（各120ml）、
徳利瓶の本醸造180ml・360円。

前の
湯豆腐450円。地元の専門店の木綿豆腐に、
晩から浸けおく昆布やカツオのだしの旨みが染みる
よう。飲んだ後のシメに注文する常連さんも多いそう。

おでん処能古 のこ
「つくるのも食べるのも好
き」
な女将さんが、
姫路おでんの
専門店を開いて約20年。アキレス
とほほ肉の2 種のスジ、
カツオと昆
布のだしの旨みを2日間かけて煮
含めたダイコン、燻製ベーコンの白
菜巻き、季節限定の品々と30 以
上の具の一つひとつに創意工夫
と手間を惜しみなく。
もちろん、
ショ
ウガじょう油を添えるのが姫路流。

厨おとと くりやおとと
実家が鮮魚店だった店主が、天
然にこだわって市場で選ぶ瀬戸内
の魚や神奈川・相模湾などから直送
される魚を、
炭で焼いたりシンプルに
生かす日替わりの料理が評判。辛
口で選ぶ
〈奥播磨〉
や
〈播州一献〉
の地酒と味わいたいのがお造り盛り
合わせ。
タチウオ、
シマアジ、
コチなど
旬の魚が盛りだくさん！ 鯛の上品な
旨みが堪能できる鯛飯もぜひ。
u姫路市白銀町107
2079‐284‐7345
午後5時〜午後10時（ラストオーダー
は午後9時） 日曜、
祝日休
（年末年始
休未定） Ⓟなし

u姫路市西駅前町54
2079‐222‐0810
午後5時〜午後10時30分（ラストオー
ダーは午後10時） 月曜休（12/31〜
1/5休） Ⓟなし
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ショー
ケース

カウンターを
3世代で守る！

おでん鍋

おでん鍋

世界長 新開地直売所
せかいちょうしんかいちちょくばいしょ

灘の清酒ブランド
［世界長酒造］
は阪
神・淡路大震災後に
［沢の鶴］
が継承。
世界長本醸造 320 円、実楽純米吟醸
430円、純米原酒生詰450円（各1合）
など定番ものや、季節の銘酒が多数そ
ろう。気軽な立ち飲みながら、本格的な
酒肴が充実。左から、
マグロすき身250
円、神戸牛スジ肉みそ煮 350 円、国産
若鶏モモ肉塩麹漬焼350円。

高田屋京店
たかたやきょうみせ

昭和6年の創業以来、変わらぬ
大ぶりのおでんが看板。ひしゃく型
の長いカウンターが厨房を取り巻き、
中央に主役のおでん鍋が鎮座。赤
大根100円や焼き豆腐250円、
カキ500円には特製白みそダレを、
ロール
銅色の鍋は
「 2代目の父が効率よ
キャベツ250円にはケチャップソースをと、
仕上げのひと手間も人気の秘訣。
くおでんがつくれるよう設計した特
焼き豆腐は半丁、
ロールキャベツは握り拳大と、
どのネタもビッグサイズなの
がうれしい。おでんのほか刺し身や焼き鳥、
串カツなど一品料理にも目移り。
注品」
と娘の籠谷祐子さん。20年
来継ぎ足し続けるカツオだしが味
の決め手に。毎冬お待ちかねのお
でんガキも3月まで登場中！

ラウンドワン
神戸電鉄
有馬線

28

元町ヱビス
新開地店
世界長
新開地直売所

新開地駅

高田屋京店
神鉄ビル

11

神戸高速線

湊町公園

新開地への道案内／電車→神戸高速線・神戸電鉄新開地駅
から徒歩 車→阪神高速神戸線柳原出口から北へ約3分
●新開地の最終電車
（平日）
神戸高速線新開地駅▷西宮北口行き午前0時13分／神戸
三宮行き
（阪急）午後11時46分／梅田行き
（阪急）午後11
時34分／山陽須磨行き午前0時16分／山陽姫路行き午後
11時38分
神戸電鉄新開地駅▷三田行き午前0時00分／三木行き午
後11時43分

元町ヱビス 新開地店
壁には昭和の宣伝ポスター、

BGMはジャズ…伝統のブランド・

ヱビスビールが飲めるレトロなビア
レストラン。注目はカウンター奥の、
約 100Lを貯蔵する巨大なビール
タンク。
「専任スタッフがゆっくりと
サーブしてきめ細やかな泡立ちに」
と料理長の桂さんらが入れる極上
の一杯は、
ヱビス樽生、
プレミアム
ブラック樽生などの5種が。
u神戸市兵庫区新開地3‐3‐11
2078‐578‐8030
午前11時30分〜午後11時（ラストオ
ーダーは午後10時30分） 無休（年
末年始休未定） Ⓟなし

u神戸市兵庫区新開地3‐4‐209
2078‐575‐4757
午後1時〜午後9時 日曜休（12/31
〜1/4休） Ⓟなし
★特典！ この「奧さま手帳12月号」を
持参して来店・飲食の先着50人に、オ
ープン5 0 年 記 念〈 実 楽 純 米 樽 酒 〉
（180ml・写真左端）
をプレゼント！

ビアタンク

ビアサーバー

ソーセージ盛合せ1080 円︑若
鶏唐揚700円︒ホップの香りが
強い樽生に合うグリル料理も︒
ヱ
ビス樽 生 ︑プレミアムブラック樽
生など中ジョッキ480円から︒

u神戸市兵庫区湊町4‐2‐13
2078‐575‐6654 午前11時〜午後
9時30分（ラストオーダーは午後9時）
日曜、
祝日休
（12/30〜1/3休） Ⓟなし

「創業は檜の一枚板のカウンター席
から始まりました。今は地下にも席を
設けて4人から50人までの宴会も歓
迎ですよ」
と先代の奥さま・鈴木寛子
さん
（上）。先代のご主人と仲むつま
じい様子が、店内に絵でかかる
（下）
。
今は娘の祐子さん
（中右）
がおでん
前に立ち、
その息子の拓矢さんが 3
代目として修業中。元気なベテラン
女性スタッフたちも店を
支える。

創業50年。店主の岸田耕治さ
んが、
新開地でいち早く立ち飲みを
始めた元祖の店。開店以来変わら
ない馬蹄型のカウンターは丸い角
が寄りかかるのに心地よい。酒の
お供は神戸市中央卸売市場の専
門店から仕入れる安価で良質なマ
グロ料理、串焼き、
おでん。近年増
加中の若い女性客向けにサーモ
ンマリネなどハイカラな品も。

昔ながらの馬蹄型カウンターを守る﹇世界長
新 開 地 直 売 所 ﹈︑ビアサーバー と タンクが間
近な﹇元町ヱビス﹈︑
ホットなおでんと店員さ
んをぐるりと囲む
﹇高田屋京店﹈︒昼酒としゃ
れ 込め る 酒 処の 多 さがあ りがたい新
開地では︑より気軽なカウンター席が
しっくりと気分に合う︒最近は女性客
も急増中の︑
ディープな酒場へ！

24席のカウンター席はどこも楽
しいが、おでん鍋の近くがハッ
ピー！ 大鍋をのぞき込むと、
ネタ
ごとの小部屋が整然と仕切ら
れ、
均等にだしが染み込む工夫
が。端にとっくりを入れるスペー
スがあり、
おでんを温めながら燗
がつかるという良設計！

﹁ちょっと一杯﹂
を訪ねてあの町へ︒

「阪神・淡路大震災の揺れにもビクと
もしなかった」。最盛期には朝8時から
深夜0時まで営業した憩いのカウンタ
ー。約30人も立てる！

新開地の
カウンターで一杯︒

撮影／
太田未来子

店のシンボルのビールタンクには、中ジョッキ250
杯分のビールが。サーブの様子を間近に眺められ
る9席のカウンターが一等席。
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神戸

話題の
バルで
もう一杯︒

魅惑の酒処がそろう三宮・
元町で︑最近気になるのが︑
酒 と 料 理の 組み 合わせが
新鮮なバル︒電車に乗り込
む 前 に ⁝ ︑乗 り 換 え 電 車
を少し遅らせて⁝︒思い立
ったらすぐ立ち寄れる︑駅
近の話題店をご紹介︒

左は︑ 種以上のスパイスに漬け込んだ骨付き鶏L サ
イズ1280 円︒プラス100円でサルサ︑
タルタルな
どソースをトッピング︒右下は︑播州名物ひね鶏と季節
野菜のマリネ530 円︒左下は︑播州百日どりの五目
釜めし980円
︵鶏スープ付き︶
︒
いずれも税別︒
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サバのリエットやウズラもも肉のレティなどがのる前菜8
種盛り合わせ1人前1,400円
（2人前から）
。旬の魚介の
ブイヤベース3,600円は、
店内で精米する自家栽培米を
入れたリゾットでシメ。日本酒は45mlの試飲サイズから
味わえる。
オリジナル純米生原酒・土楽果90ml・550円。

日本酒バル・米屋
イナズマ
山口県で農家を営み、
米作を通じて日本酒に開
眼したオーナーが、
〈日本酒とフレンチ〉
の楽しみを
提案するバルを開いて話題に。自家酒米を使った
どら っ か
オリジナルのビールや日本酒〈土楽果〉
をはじめ全
国の地酒が常時約50種。
「いろんな銘柄を試せる
よう」に半合の量がワイングラスで提供され、
ビスト
ロ料理と日本酒の新たな組み合わせを発見。
u神戸市中央区北長狭通3‐10‐1
2078‐332‐3262
午後6時〜翌午前2時
（ラストオーダーは午前1時） 不
定休（年末年始休未定） Ⓟなし

地下鉄
西神・山手線
日本酒バル・米屋

イナズマ

阪急神戸線
JR神戸線
阪神本線

阪神本線

ファミリー
マート
元町駅

鶏食堂バル
TORIICHI トリイチ

JR神戸線
阪急
神戸線
三ノ宮駅

三宮駅

神戸三宮駅
ミント神戸（8F）

鶏食堂バル
TORIICHI

播州百日どり、熊本ハーブ鶏、
鳥取の大山鶏など新鮮な国産鶏
が味わえるバルが、今春から
［ミント
神戸］
に。名物の骨付き鶏などス
タミナ満点な鶏料理に加えて、近
郊農家直送の旬野菜をヘルシー
に使ったタパスも豊富で、早くも女
性客から厚い支持が。ゆったりス
ペースのカウンター席もあり、
おひ
とり様でも気軽に入れる雰囲気。

ポートライナー

地下鉄
西神・山手線
三宮駅
神戸
三宮駅

三宮への道案内／電車→JR神戸線三ノ宮駅、
または阪
急・阪神神戸三宮駅、
地下鉄三宮駅などから徒歩 車→
阪神高速神戸線京橋出口から北へ約5分
●三宮の最終電車
（平日）
JR神戸線三ノ宮駅▷大阪行き午前0時34分／西明石
行き午前1時04分／姫路行き午前0時22分
阪急神戸三宮駅▷西宮北口行き午前0時20分／梅田
行き午後11時42分／山陽姫路行き午後9時16分
阪神神戸三宮駅▷石屋川行き午前0時31分／梅田行
き午後11時33分／山陽須磨行き午後11時51分／山
陽姫路行き午後11時31分
地下鉄三宮駅▷谷上行き午前0時04分／西神中央行
き午前0時34分

さっぱり辛口の樽詰スパークリングワイン・ポール
スター・グラス420円は最初の一杯に人気。加西
市
［富久錦］
純米原種
〈Fu.〉
500ml・880円など。

u神戸市中央区雲井通7‐1‐1 ミント
神戸8F
2078‐242‐4646
ランチ／午前11時〜午後3時（ラスト
オーダーは午後2時30分） ディナー
／午後5時〜午後11時（土・日曜、祝
日は午後4時から。ラストオーダーは
午後10時） 無休
（1/1休） Ⓟなし
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