あっと驚く創作系から、懐かし系まで。
みんなのバーガー。
地産地消！
！
ボーノプラス・朝倉山椒
養父の人気イタリアン
［ヴェルデピ
アット］
とのコラボバーガー第 3 弾。
肉厚のパティにジェノベーゼソース
とトマトソース。新たな特産品として
話題の朝倉山椒が爽やか。390円。

栃の実バーガー
豊岡特産の栃の実を蒸し、
つきたて
の餅に混ぜ込んだほろ苦い栃餅に
甘辛いタレが絶妙。栃餅の風味と
パティの旨み、
ノリの香りがやみつき
に。450円。小倉あん入りは400円。

八鹿豚のしょうが焼きバーガー
養父育ちの
〈おだがきさん家の八鹿
豚〉
は脂身の甘さとやわらかな肉質
が自慢のブランド豚。バラ肉と野菜
をしょうが焼きのタレを絡めて炒め、
辛子マヨネーズを隠し味に。320円。

「親子3代で来てくれる方も」
と上坂さん。創業時からのお客さんも大切な存在だ。
「月に数
JR山陰本線江原駅前で1987年オープン。
個しか売れないバーガーでも喜んでくれる方がいる限り外せません」。テイクアウトが基本だがイスが数席あり、
できたてを食べてもOK。

バーガーシティ 豊岡市

創作バーガー！
！

ソウルフード
ハンバーガー

ジューシーに揚げた豚カツが主役。
特製の割り下を絡めた半熟玉子や
薄切りの玉ネギがサンドされ、不思
議とカツ丼を食べている気分？ 1年
前にリニューアルされた。320円。

てりやきチキン
全国チェーン展開していた
［バーガ
ーシティ］
時代から続く30年来の定
番メニュー。ダブルチーズバーガー
など、休日は懐かしい味を求めて京
阪神から訪れるファンも。310円。

腹ぺこの学 生や近 辺で働 く

人︑近所のお年寄りなど客層は

実にさまざま︒かつて全国に約

年︒今や地元で欠かせ

４００店あった︑
１００円バーガ

から約

30

ーの元祖
﹇バーガーシティ﹈
時代

ない存 在に︒大 阪の大 学 を 卒

業 後 ︑家 業の餅 製 造 業を継 ぐ

べく 帰 郷した店 主の上 坂 晃 太

郎さん︒
﹁ 継 ぐまでの間 ︑豊 岡

15

にない店を﹂と始めたのが
﹇バー

ガーシティ﹈︒ 年 前に
︿ 元祖 ﹀

が倒産して独立した後は︑好き

種以上ものメニューは懐かし

40

なバーガーをつくっています ﹂︒

系や地 産 地 消の味 ︑人 気 店と

のコラボも︒特に力を注ぐ創作

系は豚キムチ︑
スパイシーカツカ

ど迷う楽しさがある︒
﹁ 世 界に

レー︑焼 き 肉ライスバーガーな

一つ﹂と胸を張る
︿ 栃の実バーガ

ちり感が合うから不 思 議！

ー ﹀は︑栃 餅のほろ 苦 さやもっ

たびに試作を︒何でも合うのが

﹁新作は常に考え中でひらめく

外 性で驚かせたい﹂︒上 坂さん

ハンバーガーの魅 力 ︒今 後も意

3

の
︿バーガー愛 ﹀
が詰まった小さ

482

JR山陰本線

円山川

江原駅
日高高校
但馬銀行

u豊岡市日高町日置22-13
20796‐42‐3648
午前11時〜午後7時 不定休 Ⓟあり
道案内／電車→JR山陰本線江原駅から
北東へすぐ 車→北近畿豊岡自動車道
八鹿氷ノ山ICから県道6号線〜国道312
号線で北東へ約10分

な店は今日も元気に開店中︒

バーガーシティ

ポテトはスティック状のほか、
揚げたてが楽しめる厚切りポテチ
（180円）
も人気。塩味とコンソメ味が
ある。
メニューはどんどん増え続け、新作を心待ちに訪れるファンも。バーガーとポテト、
ドリンクかシェ
イクのセットで50円引き。似顔絵はお客さん作。右上の消しゴムはんこバージョンは紙袋にスタンプ。

バンズ︑パティ︑野菜︑
ソースやスパイスがひとつになって︑
こだわりをギュッと
包み込むハンバーガー︒パンとパンで具を挟むだけのカジュアルさの中に︑緻
密に計算されたおいしさのハーモニーをひと口で満喫できて実に奥が深い︒
今回登場のお店は︑すべてテイクアウトOK ！ ハンバーガーをおともに
公園や自然の中へお出かけに繰り出す楽しみも︒

衣をサクッと揚げて甘辛いタレを絡
めた鶏もも肉にせん切りキャベツと
タルタルソースがたっぷり。
タルタル
ソースのやわらかな酸味が味を引き
締める。食べ応えあり。350円。

撮影／青木 崇 前田博史 取材・文／伊藤順子 杉田裕路子 新谷慶子 牧野しのぶ イラスト／山村真代

チキン南蛮サンド

カツ丼バーガー

2

兵庫の
味覚が
たっぷり︒

地元の食材をふんだんに盛り込ん

だ︑︿ ご当 地バーガー﹀
の人 気 者 ︒地

決め手となるソースに地元特産物や

産地消のお肉や野菜に加えて︑味の

調味料を生かしたものも︒個性豊か

な食材をまとめ︑
パクッとひとかじり

たつのバーガー
○たつの市産紫黒米のバンズ
○たつの市
［坪田醤油製造所］
の特製しょう油マヨソース
○上郡町
［門積農園］
のベビーリーフ
○揖保川トマト
○たつの市
［井戸糀製造所］
の特製みそソース
○新宮町仕入れ中落ちポークパティ
○レタス

のおいしさをつくり上げる料理人の

大活躍の味わいを︒

材をふんだんに。適度な霜降り肉のパティ、赤飯のように歯応えの
あるおにぎり、
シャキシャキのサンチュなど、
リズミカルな食感も美味。

こだわりもいっぱい︒地域のPR にも

590円。バンズから具材をすっぽり包むサンチュまで、加西産の食

ネーブルバーガークラシック

西脇ローストビーフバーガー

○バンズ
○黒田庄和牛と国産豚肉と飴色玉ネギのパティ
○玉ネギのソテー
○キュウリのピクルス
○トマト
○レタス

○バンズ
○ゴボウ・ニンジン・サツマイモのチップス
○水菜
○玉ネギとニンジンのピクルス
○フルーツバルサミコソース
○黒田庄和牛のローストビーフ
○レタス
○ポテトソース

加西へらへとバーガー
○兵庫県産米粉バンズ
○加西産水耕栽培のサンチュ
○ひょうご雪姫ポークのパティ
○加西産ゴールデンベリーAしょう油風味のソース
○加西産紫黒米おにぎり
○ブドウ果肉のタルタルソース

加西サービスエリア・
下り 加西市

キッチン
サンサーラ

姫路市

うす い

〈へらへと〉
は
「盛りだくさん」
を意味する
加西の方言。地元ならではの大盤振る
舞いを、
フレンドリーなバーガーで堪能で
きる。
「ボリュームがあり、
腹持ちはよいけ
れど、
わずか420kcal。米粉のバンズや
紫黒米のおにぎりなど、和の食材の組
み合わせが功を奏しました」
と料理長の
小野弘さん。
ゴールデンベリーAをぜい
たくに使ったソースが、
ブドウの産地･加
西を思い起こさせ、
舌の記憶に残る。

たつの市出身の碓井大介さんが「地
元においしい食材が豊富にあることを
知ってほしくて」
と、
バンズ、
パティ、野菜
と全てたつの市産にこだわり誕生させた
〈たつのバーガー〉。
「試作では素材の
味がそれぞれに主張しすぎて。
そこで糀
みそソースとしょう油のソースを加えると、
見事に調和したんです」。糀のほのかな
甘みがアクセントとなり、子どもから年輩
の人まで愛される優しい味わいに。

［ベーカリーコーナー デルパ
バーガーは1階の
パ］
で販売。
コーナーにはドライブにぴったりの
焼き立てパンや、
デニッシュなどスイーツ系パ
ンが並ぶ。パンの販売は午前7時〜午後6時。

カレー、
オムライスなどの洋食メニューのほか、
〈室津牡蠣クリーミーコロッケバーガー〉
など地
産地消のバーガーも人気。ディナーではバル
メニューからコース料理まで幅広くスタンバイ。

福崎北ランプ
23

中国自動車道
福崎南ランプ
218

加西
サービスエリア・下り

姫路南ランプ

2

山陽電鉄
62

亀山南

亀山駅

福崎IC

u加西市畑町字松尾谷2276‐7 中国自
動車道加西SA下り内 20790‐42‐4003
24時間営業（バーガーは午前10時〜午
後2時、土・日曜、祝日は売り切れまで）
無休 Ⓟあり 道案内／電車→北条鉄道
北条町駅から神姫バス、神姫レストラン
前下車徒歩約10分 車→中国自動車道
加西SA・下り線内

キッチン
サンサーラ

u姫路市飾磨区恵美酒309‐3
2079‐233‐0404
午前11時30分〜午後3時、
午後5時30分
〜午後10時（ラストオーダーは各60分前
まで） 火曜
（祝日の場合翌日）
休 Ⓟ10
台 道案内／電車→山陽電車亀山駅か
ら南西へ徒歩約7分 車→姫路バイパス
姫路南ランプから南西へ約2分

左750円。パティは西脇特産･黒田庄和牛の旨みを際立たせるため、
塩･コショウのみで味付け。口いっぱいに広がる肉汁を追っかけて、
ピクルスなど隠し味の風味
が鼻に抜ける。右1,080円、
旬の地野菜に肉味しっかりのソトヒラ
（モモ肉）
のローストビーフを合わせて。
ソースにも播州百日どりや果物など、
地元の味覚をブレンド。

ネーブルバーガー
スターズ 西脇市
その名もずばり
〈ネーブル
（へそ）〉
を冠
するのは、東経 135 度と北緯 35 度が
交差する
〈日本のへそ〉
西脇の特産品
を、縦横無尽に生かすバーガーだから。
「野菜と果物は端境期を除き、地元産
の旬のものにこだわって。生産者のみ
なさんが丹精込めた素材のおいしさを
かみしめながら、重なり合う季節の妙味
を楽しんで」
とオーナーシェフの河野素
子さん。
イタリアンカフェで約8年、料理
の腕を磨いたシェフの技が相まって、
バ
ーガーの世界はまるで総合芸術のよう。

「注文を受けてから焼く」店は、
アメリカンポップな雰囲気。バー
ガーとの相性もよい地元野菜
の自家製スープ200 円は人気
の日替わりメニュー。イタリアチ
ックな人気の揚げピザやフリット
のサイドメニューにも、
黒田庄和
牛や地元野菜をふんだんに。

JR加古川線

ナフコ

道の駅北はりま
エコミュージアム内

ネーブルバーガー
スターズ
36
寺内北
175

日本
へそ公園

日本へそ公園駅

播但連絡有料道路
312

5

1,350円（ドリン
ク・サラダ付き）
。注文
ごとにパティをこね、表面をフ
ライパンで焼いてさらにオーブンで焼き
上げる。ひと口食べるともっちり食感のバンズに、
ジュワッと肉汁が広がり、
みその甘み、
しょう油の辛みが味をまとめる。

u西脇市寺内517‐1 道の駅北はりま
エコミュージアム内
2070‐5343‐7051
午前10時〜午後5時30分（ラストオー
ダー） 木曜
（祝日の場合は翌日）
休、
不
定休あり Ⓟ50台 道案内／電車→JR
加古川線日本へそ公園駅から北西へ
徒歩約15分 車→中国自動車道滝野
社ICから国道175号線で北へ約15分

4

兵庫区

「これは、子ども時代の私の記憶を
再現させた味。世代を超えて、長く愛
されるバーガーを目指しました」
とオー
ち あき
ナーの佐藤知昭さん。
カリッとこうばし
く焼き上げるバンズ、パティには角の
取れたオーストラリア産オーガニック
塩を使うなど、繊細な工夫がそこかし
こに。だからパティや野菜に絡む自家
製ハニーマスタード、
ケチャップ、
タル
タルソースも優しい味。

加古川市

メニューは存在感抜群のバーガー、
ピザ、
プリン。
「自分の好きなモノだけ
にこだわって」
とオーナーシェフの玉垣
哲也さん。当然、
レシピにもこだわり、
こ
こでしか味わえない、
オンリーワンを誕
生させた。
「脱サラ組のボクにとって、
料理は新しい世界。バンズもパティも
自分の好きな味に出合うまで、創意工
夫を重ねて」。隠し味はつくる人と食べ
る人をつなぐワクワク感！

のどかな田畑の道沿いにアメリカ西部田舎町を連想させるバーガーショップ。
その心は
「いつかハーレーで走りたいアメ
店名は前を走る県道65号線より。
リカのルート66」
を夢見て。
コンテナをセルフビルドした店の内外には、
客の
遊び心あふれる落書きがあふれ、
テンガロンハットとオーバーオール姿の玉
垣さんに寄り添う。4種のチーズのピザ1,500円は、
レンガ窯でこんがり。

バンズ!
太っ腹のパティ、
目玉
焼き､チーズなどを包む
渾身の自家製バンズ
に、
愛しの
〈65〉
の刻印。

湊川公園からほど近い山手
幹線沿い、突如現れるフラミ
ンゴ色のカフェ。
メキシコのラ
テンな空気感が大好きだとい
う、
オーナーのキャラクター満
載の店先から、パティの焼け
る音と香り。1階はキッチン兼
カウンター3席、2階はテーブ
ル4席、店前のベンチ席も心
地よい。オーナー考案のオリ
ジナル･サルサ ピカンテソース
は200ml･680円
（税別）
。
こ
れ1本でメキシコ通になれそう。

428

湊川公園駅

7

湊川駅

ダブルチーズバーガー・コンボ1,200円
（税別）
。200gのボリュ
ームパティに、
サラダとフライドポテトがたっぷり添えられ、
さらに
フルーツとドリンクが付く。正真正銘の本場サイズは迫力満点。

神戸電鉄
有馬線

新開地駅

28

高速
神戸駅
神戸
高速線

u神戸市兵庫区荒田町1‐5‐4
2078‐578‐3678
午前11時〜午後6時
（変更あり） 不定休 Ⓟ
なし 道案内／電車→地下鉄西神・山手線湊川
公園駅、神戸電鉄有馬線湊川駅から北東へ徒
歩約3分 車→阪神高速神戸線柳原出口から
北へ約5分

黒毛和牛と豚のひき
肉を黄金比率の自家
調合で混ぜ合わせ、
あ
っさり風味で焼きあげる。

12
cm

たかみくらバーガー1,100 円
は、
目の前の高御位山をイメージ。
目玉焼き、ベーコン、
チーズ、パティ
トマト、
グリーンリーフに自家製デミ
200g、
ソースとチリソース。
フライドポテトも熱々。

ルート65
高砂北ランプ

カフェ
地下鉄
エルドミンゴ 西神・山手線

パティ!

にそびえ立つこだわり︒

子どもも大人もビンゴ！

カフェ
エルドミンゴ

ルート65 ろくじゅうご

このバンズ︑
パティが
おめあて︒

阪神高速
北神戸線

バンズとパティ︑
ハンバーガーの2 大主役に情熱を

98

西宮山口南IC

注ぐバーガーショップが大集合︒
ベーカリーや精肉業

82

製や特注バンズが自慢の店
︵もちろんパティも！︶
︑
そ

上山口

u西宮市山口町上山口4‐1‐18
［カフェ］2078‐903‐0761 午前11時〜午後10時（フ
ードのラストオーダーは午後9時まで）
［ベーカリー］2078‐903‐2631 午前7時〜午後6時
月・第3火曜
（祝日の場合は翌日）
休 Ⓟ22台 道案内
／電車→JR福知山線西宮名塩駅から阪急バス、丸山下
下車徒歩約5分 車→阪神高速北神戸線西宮山口南出
口から県道98号線〜県道82号線を経て北へ約3分

直系ならではの味わいや︑具の味を引き立てる自家

高田上谷病院
松栄橋

地元パン屋さんが焼く
特製ライ麦パンはオー
ナーが子どもの頃から
食べていた懐かしの味。

金仙寺湖

エスケール

して︑肉の質・こね方や焼き方にとことんこだわる店

絶品と呼ばれる職人技︒

決してアクセスが良いとは言えないベ
ーカリーに足を運ぶお客さんのため2
階にカフェを開業。元パティシエの北
垣勝彦さんが店を任され、
以来13年、
バーガーマイスターとして腕をふるう。

82

バンズ!

西宮市

人呼んで
〈ダイナマイトバーガー〉
。
ボリュームはあるが、胸焼けしない。
「肉はチョップするだけ。歯応えを残
し、
つなぎは一切入れない。バンズも
同様、
かんだときザクッと歯応えがあ
るよう、断面をしっかり焼く。
もちろん
パティを最後まで受け止める力強い
バンズあってこそ」
と北垣さん。マン
スリーバーガーを目指し、勇躍通い
続ける客がいるのもうなずける。

セミハード生地〈オリジ
ナル〉、全粒粉使用の
〈ネイチャー〉、米粉入
り
〈パンドミ〉
から選択。

ベーコンチーズバーガー
（レギュラー）
1,150円（税別）。パティ
はオーストラリア産肩ロース肉を手切りし、
塩･コショウ･ナツメグ
で調味。自家製ベーコンはマリネ、
塩抜き、
スモークをじっくり。

︵もちろんバンズも！︶
へ︒名物バーガーを訪ねよう︒

エスケール

バンズ!
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志方皿池

388
515

加古川
運動公園

姫路バイパス
加古川西ランプ

JR神戸線

宝殿駅

u加古川市志方町原814‐3
2079‐452‐2444
午前11時〜午後6時30分（日曜、祝
日は午後6時まで。いずれもラストオ
ーダー） ※個数が多い場合は要予
約 木曜休 Ⓟ5台 道案内／電車→
JR神戸線宝殿駅からタクシー約13
分 車→加古川バイパス高砂北ラン
プから県道388号線で北へ約10分

とろける甘さが後を引くプリ
ンは300 円。バーガーに合
う大人味のジンジャエール
ドリンク類も充
250円など、
実。金曜夜だけのバー
〈夜
ROUTE 〉(午後8時〜午前
0時)も覗いてみたい誘惑に
駆られる。
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パティ!
国産黒毛和牛100％。
かみ応えが増すように
塊肉を粗びきに。赤身と
脂の配合にもこだわる。

「精肉店直営のカフェならではの活動を」
と語
る平岡さん夫妻。氷ノ山と鉢伏山を近くに感
じるナチュラルで温かな空間もステキ。

肉の旨み&食感に納得。

神戸ガヴリィ

養父市

平岡典朗さん・理矢子さん夫妻が、
奥さまの実家の
［羽渕精肉店］2 階を
改装し営むカフェ。看板のハンバーガ
ーはパティが主役。
「厳選した国産黒
毛和牛肉は旨みがしっかり感じられる
よう塩だけでシンプルに味つけ。2枚重
ねたタブルバーガーもお値打ちです」。
玉ネギソースやタルタルソースもパティ
との相性を考えて手づくり。ふんわりし
たバンズがすべての味を優しく包む。

東灘区

ステーキ専門店が開くハンバーガー
ショップならではの、肉の質は格別。
「パティの味わいは一番という自信が
あります。サラダ、バンズ、
お肉のラン
チコースを楽しむように、
本物の味を気
軽なハンバーガーで味わってほしい」
と
ボ ス
の岩本龍男さん。パティにか
〈 BOSS 〉
ぶりつくと肉汁がジュッ！ 神戸牛と
A5ランクの黒毛和牛を合わせ、鉄板
の絶妙な焼き技で仕上げる賜物。

パティ!
時に炎を操り職人技で
ふっくら焼き上げ。肉
汁あふれつつしつこく
ないのはいい肉の証。

いい肉をプロの焼き技で︒

ピークスカフェ

人気のアイスコーヒー400円。濃いめのエス
プレッソをかちわり氷で溶かしながら味わう。豆
の自家焙煎は夫婦で独学で。1階
［羽渕精
肉店］
ではお肉をお土産に！

アメリカのステーキハウスやフレンチの修業も積んだBOSS。本店
［ステーキハ
ウス膳］
は3軒東隣。今春、
三宮
［神戸交通センタービル］
9階に支店を開店。

摂津本山駅 JR神戸線

ナカバヤシ

9

八鹿氷ノ山IC

三柱神社

ピークスバーガーは牛肉の旨みがしっかり。
フライドポテト付きで860円。
チーズはプラス80円。
そのほかビーフシチューやドライカレーも好評。

養父市役所

養父IC

北近畿豊岡自動車道
石ヶ堂古代村

u養父市関宮266 羽渕精肉店2F
2079‐667‐3464
午前11時〜午後5時（ラストオー
ダーは午後4時） 日・月曜休 Ⓟ7
台 道案内／電車→JR山陰本線八
鹿駅から全但バス、関宮下車徒歩
約2分 車→北近畿豊岡自動車道
八鹿氷ノ山ICから国道9号線を西
へ約20分

モスバーガー

ピークスカフェ JR八鹿駅

JR本山駅前

神戸ガヴリィ
ステーキハウス
膳
2
本山駅南

u神戸市東灘区田中町1‐1‐10
2078‐451‐2929
午前11時〜午後9時（土・日曜、祝
日は午前10時から） 火曜（祝日
の場合は翌日）休（5/3は営業。
5/9休） Ⓟ8台 道案内／電車→
JR神戸線摂津本山駅から南へ徒
歩約5分 車→阪神高速神戸線深
江出口から北西へ約5分

パティ!

極上の素材が溶け合う！
バンズ！

店主の川原龍雄さんと、パン職人
でもある奥さまの亜弥さんが、
アメリカ
で出合ったハンバーガーのおいしさに
感動し、現地の味を再現。
「肉々しさ
を感じる無骨な感じの味を表現したか
った」
と粗びきの牛肉を100% 使用
した約 150gのパティはボリューム満
点！ 焼く直前に空気を入れながらこ
ね、高温でしっかり焼き上げることで
表面はガリッと、中はジューシーに。

こね時間、発酵時間な
ど通常の倍以上の手
間暇をかけてつくる。外
がパリッ、
中はふわふわ！
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「焼きたてパンのおいしさを味わってもらいた
いので、朝から夕方までたくさんの種類を少
量ずつ焼き上げます」。
もちっと食感が人気
のベーグル、
天然酵母パンなど約200種が。
白鷺中学校

2 ベーカリー燈

JR姫路駅

9

ガツンと肉感を感じて。
播州産の卵、
淡路産玉ネギとトマトがアクセントになったベーコン
エッグバーガー900円。パンに肉汁のコクと卵のまろやかな旨み
が染み、
それぞれの味わいが一体化。店は姫路城からほど近い
路地に入ってすぐ。
こうばしい香りとテイクアウトカウンターが目印。

確かな目利きで仕入れ
る国産和牛は細びき
に。グリラーでフタをし
て焼くからジューシー！

A.B.C.バーガーセット1,400円（税別）。パテ
ィ、アボカド、7mmのベーコン、
チーズと豪
華！ 味や見た目のバランスにも心を砕く。サ
ラダ、
ピクルス、
フレンチフライ付き。玄米バン
ズには神戸らしくイカリの焼印が。

サンチャゴ
バーガーズ

中央区

「ハンバーガー＝ファーストフードでは
なく、
ちゃんとした料理でありたい」
と高
たつ おみ
松辰臣さん・綾さん夫妻。兵庫区のブ
ーランジェリー
［レコルト］
で特注した玄
米バンズに、辰臣さんの実家の精肉
店から届く国産和牛100％のパティ、
兵庫産レタスやトマト。牛スジや野菜を
じっくり煮込んだ特製ソースが味のつ
なぎ役に。極上の素材が溶け合うバ
ーガーを大きな口でほおばると幸せ！

JR神戸線
阪急神戸線
元町駅
阪神本線
地下鉄
海岸線

元町商店街

サンチャゴ
バーガーズ

大丸

山陽姫路駅
山陽百貨店

大手前通

船場川

イーグレひめじ
ヤマトヤシキ

u姫路市本町68 平和不動産ビル
1F西 2079‐284‐9775
午前8時30分〜午後7時（日曜は
午後6時まで。ラストオーダーは各
30分前） 月・第2火曜休 Ⓟなし
道案内／電車→JR神戸線・山陽電
車姫路駅から北へ徒歩約10分
車→姫路バイパス姫路南ランプか
ら北へ約15分

栄町の路地裏に佇むおしゃれな一軒家︒ 年間のジーンズショップを経て︑﹁ 食にまつわる
新たな仕事を﹂
と2014年にリニューアル︒手づくりの家具や内装にもご夫妻の感性が︒

ベーカリー
燈 ランプ 姫路市

店名が付いたKOBE GAVLYバーガー800円。写真のビッグ1,100
円はパティもバンズも大満足の大ぶり。本店と同じ新鮮野菜や調
味料を惜しみなく。鳴門金時
〈さとむすめ〉
のポテト300円は極甘！

u神戸市中央区栄町通2‐2‐10
2078‐327‐6551
午前11時30分〜午後7時 不
定休 Ⓟなし 道案内／電車→
JR神戸線・阪神元町駅から南へ
徒歩約5分 車→阪神高速神戸
線京橋出口から西へ約3分

サンクス
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淡路島は
バーガー
パラダイス︒

淡路カントリーガーデン
ハンバーガーショップ
［サフサフ］
の
〈あわじ大
地のバーガー〉
は、
玄米を練り込んだバンズに淡
路牛8割のパティ、玉ネギステーキ、照り焼きソ
ースが見事に調和。毎朝淡路島牛乳とてんさい
糖だけでつくるミルク最中も然り、
厳選素材のナ
チュラルなおいしさは緑豊かな環境にぴったり
！
u淡路市野島常盤1463‐6 20799‐82‐2953
午前10時30分〜午後6時（サフサフは午後5時30
分まで） 入園料／大人400円、
3歳〜小学生200円
※サフサフは入園料不要 水曜休（5/4は営業）
Ⓟ20台 道案内／バス→淡路ICでタクシーに乗り
換え約10分 車→淡路ICから県道157号線を南へ
約10分

〈島オニオンステーキバーガー〉
850円。ポテ
トとドリンク付き1,150 円。パティやバンズは
安全安心を掲げ、
パンやソーセージなどをつく
る工房で。季節の花が迎えてくれる園内では
コアラや世界の珍しいウサギにあえる！

淡路IC
あわじ花さじき

園内ではウサギやヒツジ、
ロバなどかわいい動物たち
との触れ合いも。宿泊コテ
ージは家族連れに大人気。

北淡IC

国営明石海峡公園
東浦IC
クミーズバーガープレート1,250円
（単品1,000円。税
別）
。淡路牛100％のパティに、
お手製のゴマ入りふ
わふわバンズ、
自家製のデミグラスソースがピッタリ。
古民家改装のカフェはハワイアンテイストが随所に。

クミーズキッチン

阿万海岸
夜に青白く発光するウミホタルの幻想的
な風景が有名。それだけ海水が美しく、
透明感あるマリンブルー。白い砂浜が広
がる海岸線で散歩を。夏は人気の海水
浴場。u南あわじ市阿万西町 散策自由
※7〜8月は海開き Ⓟ200台
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丘陵地一面の花畑は甲子園球場の約4
倍の広大さ。4〜5月は菜の花やポピーが
花盛り。海と花々の眺めが美しい。u淡
路市楠本2865‐4 20799‐74‐6426
午前9時〜午後5時（入園は午後4時30
分まで）入園無料 無休 Ⓟ200台

︿ 淡路島バーガー﹀
のブランドでも注目され︑
全国ご

左は2014年にグランプリ2位を受賞した
〈あわじ島オニオングラタンバーガー〉
648円。玉ネギカツに淡路鶏
やオニオングラタンソースが調和。右は2013年に1位に輝いた
〈あわじ島オニオンビーフバーガー〉
648円。
甘辛い淡路牛やトマトソースがマッチ。右下の
〈あわじ島玉ねぎたっぷり厚切りビフカツバーガー〉
1,404円
は1日10個限定。
ローストビーフにした淡路牛のカツ150gをデミソースで。海を眺めつつほお張ると格別！

阿万海岸

あわじ島バーガー
淡路島オニオンキッチン 本店

●淡路島への道案内
電車→JR神戸線舞子駅から高速バスで淡路IC、洲本バス
福良へ 車→神戸淡路鳴門自動車道で各ICへ
センター、

あわじ花さじき

当地バーガーグランプリでナンバーワンに輝いた一品や︑

u南あわじ市八木養宜上1401
20799‐43‐2626
午前9時〜午後5時（3〜10月の土・日曜、祝日は午
後5時30分まで。12〜2月は午前10時から） 入園
料／大人800円、4歳〜小学生400円（いずれも12
〜2月は半額） 無休 Ⓟ1,500台 道案内／バス→
洲本バスセンターから淡路交通バス、淡路ファーム
パーク下車すぐ 車→洲本ICから国道28号線で南
西へ約13分

レストラン・カフェこだわりの看板料理など︑創作ハン

淡路島南IC

バーガーに力を入れる淡路島︒淡路牛に淡路玉ネギ︑

西淡三原IC

トマトやレタスの新鮮野菜もたっぷり盛り込まれた︑

食材の持ち味をシンプルに生かしたバーガー
は、淡路牛 100％のパティも淡路島牛乳で生
地を練るバンズも自家製。お薦めは
〈島オニオン
。
じっくり蒸し焼きにした玉ネ
ステーキバーガー〉
ギステーキとパティに、
バジルやアンチョビの風
味豊かなバーニャカウダソースがアクセント。

洲本IC

島を巡ってハシゴしたい名作ぞろいだ︒海と山の自然

淡路ファームパーク

イングランドの丘

美に恵まれた
︿ 花の島 ﹀
には︑
バーガーをテイクアウト

〈あわじ大地のバーガー〉550 円
はパティが食べ応えあり
！ ポテト、
写真のミルク最中とセットで1,000
円。ポテト、
ソフトクリームとセット
で1,100円。

u淡路市岩屋11‐1 2080‐4028‐2450
午前11時30分〜午後3時30分
（ラストオーダー） ※要予
約 不定休 Ⓟ5台
（八幡神社内） 道案内／バス→淡路IC
から北へ徒歩約15分 車→淡路ICから国道28号線を経
て約5分。県道31号線沿い西側

して立ち寄りたいビュースポットもたくさん！

津名一宮IC

野菜ソムリエの店主・石伏久美子さんが、
かつてハワイで仕事をしていたご主人・秀一さ
んと現地の味でもてなすカフェ。
自家製バンズ、
パティのハンバーガーを看板に、
ロコモコ、
モ
チコチキンなどのハワイ料理に淡路島の食材
がたっぷり生かされる。

国営明石海峡公園

「島のおいしい食材を知ってほしい」
と誕生した
〈あわじ島バーガー〉
は目移り必至の約10種類。
人気は全国ご当地バーガーグランプリで1位と2
位を受賞した2つのバーガー。主役は直径8cm
の分厚い玉ネギカツ。淡路牛や淡路鶏、
自家製
ソースと相性抜群！個数限定バーガーも魅力的。

ここで食べたい!
春はチューリップ、夏はヒマワ
リ、秋はコスモス、冬はクリス
マスローズなど1年中花に彩
られる。海まで見渡す絶景も。
u淡路市夢舞台8‐10 207
99‐72‐2000 午前9時30
分〜午後6時（季節により変
更） 入園料／大人410円、
子ども80円 2月第1月・火
曜休 Ⓟ500台
（有料）

新作バーガーを開発中の統轄店長・宮
地勇次さん。休日は行列覚悟。
ゴールデ
ンウィーク中は1日約2,000個販売。

u南あわじ市福良丙947‐22 道の駅うずしお内
20799‐52‐1157
午前9時30分〜午後4時30分（土・日曜、祝日は午後
9時〜午後5時） 無休 Ⓟ60台 ※［うずの丘大鳴
門橋記念館］内に支店［うずの丘店］
もあり 道案内
／バス→福良から徒歩でうずしおドームなないろ館、
無 料シャトルバスに乗り換え約 2 5 分（ 時 刻 表は
http://eki.uzunokuni.com/で確認） 車→淡路
島南ICから県道237号線を経て南西へ約5分
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