山陽電車
山陽網干駅

250

ホテル
シーショア・リゾート
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新舞子リゾート
アトリエの丘

新舞子浜

御津町・新舞子浜への道案内／電車→山陽電車網干駅からタクシー約10分
車→山陽自動車道龍野ICまたは龍野西ICから南へ約30分

3

泊まりがけで︑
夏の思い出︒

250

海沿いや山の上のリゾートホテル︑

新舞子入口

世界の梅公園

気軽に泊まれるログハウスやコテ

442

西念寺

ージ︑旬の地 元 食 材やシェフの味
わいが自 慢の料 理 宿 など︒豊か

宿泊料／スタンダードツイン1泊食事なし1人10,000円〜
（税別・2人利用時）
http://atorie33.com

海鮮セット1人前2,200円
（注文は2人前から）
。お肉
付きのセットもある。テーブ
ル台1卓500円。

道の駅みつ
すぐ近くの室津漁港で水揚げされた新鮮魚介、地元農家直
送の野菜や加工品が並び、
お土産に事欠かない道の駅。昼は
海を眺めながらの磯焼きバーベキューが爽快！ 魚介や干物、
野菜が付くバーベキューセット、
炭焼き台、
網や道具も完備され
ているので手ぶらで気軽に。利用は90分、
できれば予約を。
uたつの市御津町室津896-23
2079-322-8500 午前9時〜午後7時（バーベキューは午前11時〜
電話は午後2時、直接来店は午後3時まで受付） 水曜休 Ⓟ57台
［新舞子浜］
周辺から西へ約10分
道案内／

ホテル シーショア・リゾート
ロビーに足を踏み入れると、
まるで海
に浮かんでいるかのような気分に。新舞
子浜の岸壁沿いに建てられ、
フロアによ
って海の印象が変わるのも興味深い。
30室の客室はすべてオーシャンビュー。
「 25 周年を機に進めていた客室のリニ
ューアルが今年 4月に完了。ベッドやバ
スタブが広くなり、快適さが増しました」
と
副支配人の井上真吾さん。
メインダイニ
ング
［ラ・プラージュ］
で地産地消の欧風
料理を堪能したあとは、窓から海を眺め
るもよし、静かに読書をする楽しみも。何
もしないぜいたくとはこのこと。
uたつの市御津町黒崎1842
2079-322-0090（午前9時〜午後7時） Ⓟ
100台 ［ラ・プラージュ］ランチ午前11時〜
午後2時30分（女性のみ7・8月の水・木曜はサ
ラダバイキングあり、9・10月の水・木曜はデザ
ートバイキング予定）、ディナー午後5時〜午
後8時30分（いずれも最終入店） ※要予約

オーシャンビューの客室が︑
さらに快適に︒

上はスタンダードのツイン
。
シンプ
の客室
（定員4人）
ルで落ち着いたインテリア。

uたつの市御津町黒崎1657
2079-287-8132（午前9時〜午後9時） Ⓟあり
［ラ・チチ］
ランチ午前11時〜午後2時、
ディナー午後5時〜午後9時30分（い
ずれもラストオーダー。午後2時〜午後5時はカフェタイム） 木曜休（水・木
曜チェックイン不可）

道の駅みつ

な 山や海の自 然 を 感じながら︑

撮影／青木 崇 沖本 明 取材・文／伊藤順子 杉田裕路子 牧野しのぶ
※宿泊は必ず予約してご利用ください。サービス料・税が別途かかる場合があります。詳しくは各宿のホームページなどでお確かめください。

立ち 寄り

遠浅の海が広がるビーチ。瀬戸
内海を見渡す国立公園内にあり、
春は潮干狩り、夏は海水浴場に。大潮
の際に現れる幻想的な干潟の風景も有名。

岩見

ひと夏の思い出 をつくれる兵 庫

！
歩いてすぐ

新舞子浜

（税別）
から。一品も豊富。
夜のコース3,000円
看板の
〈 33パスタ〉
は明太子や梅、
イクラで和風
仕立てに。季節のピッツァは旬野菜がたっぷり。

山を背に自然の地形を生かして
建てられた
［ホテル シーショア・
リゾート］
。眼前に新舞子浜がプ
ライベートビーチのように広がる。

の泊まり先が大集合︒

シーサイドのリゾート宿へ︒

たつの市御津町

生した小さな宿
﹇アトリエの丘﹈
︒

館 内のレストランで︑新 鮮な野

ョア・リゾート﹈
と︑
2 年 前に誕

菜や魚など地元の幸を味わい︑

瀬戸内海国立公園の緑に縁

刻々と色を変える海は波も穏

も 続 く 遠 浅の海 ︒空 を 映して

浜を散策︒帰りは
﹇ 道の駅みつ﹈

朝 夕は潮 風に吹かれながら砂

どられた新舞子浜は︑
どこまで

る︒沖に目をやると︑
ぽっかり浮

やか︒
いつまでも眺めていたくな

産を︒海の近 くで︑夏のリゾー

てもらえるように」
と敷地内の工房で制
作したステンドグラスをあしらった空間は、
南イタリアの洋館のよう。部屋は5室で、
ツイン、
ダブル、
和室のほか、
ペットと宿泊
できるコテージも。
夕食はテラスでバーベ
キューをするもよし、
石窯で焼くピッツァも
人気。割烹イタリアン
［ラ・チチ］
では地
元
［竹田農園］
の揖保川トマトなど、
新鮮
野菜や魚介をふんだんに使った料理を。

に立ち寄って海産物などのお土

新舞子浜を見下ろす高台に2014年
4月に誕生。企業の保養所だった建物を、
「光と風を感じ
1年かけてリノベーション。

景色を楽しむのに絶好の宿が︑

トを心ゆくまで楽しみたい︒

新舞子リゾート アトリエの丘

かぶ瀬戸内の島々︒心洗われる

周年を迎えた
﹇ホテル シーシ

25

光と風が似合う、
プチリゾート。

上はダブルベッドの客室。窓の外には穏やか
な波模様を描く海。家島、小豆島などの多島
美が広がる。下のデラックスツインは窓辺に
お風呂があり、
海を眺めながらの入浴は最高。
ガラ
右の小宴会場は10人以上で貸し切り。
ス張りで3方向が海！のスペシャル感を。

宿泊料／1泊2食1人17,000円〜（2人利用
時） http://www.seashore.co.jp/

［ラ・プラージュ］
の夜のコースは4,158円から。契約農家の
野菜、坊勢の魚など地元の幸を洗練のひと皿に。
「新設した
プールデッキでものんびり過ごしてください」
と井上さん。ロビ
ーでは西播磨で活躍中のアーティストの作品を月替わりで展
示。モダンな空間と調和して見応えがある。

2

材に恵まれた香美町山手の︑
小

村の原風景︑
但馬牛や豊かな食

美しい棚田が広がる日本の農

ちそうとともに森 林 浴の散 歩

ューに出 合えるのも注 目だ︒ご

ブランド
︿ 但馬玄 ﹀を使ったメニ

地域が力を入れる︑
但馬牛の新

を味わえる宿泊プランも登場︒

お
ぐろ

リフレッシュしたり、
周辺をのんびり散策。
但馬の食材尽くしの季節の里山会席、
但馬牛のすき焼きなどが選べる夕食も楽
しみ！ 夏休みは学生の林間学校や合
宿が多いので、
それ以外の期間がお薦め。

http://www.oyado-hisaya.jp/

5

小代口

9

カフェ&バー
石楠花
オーベルジュ
花郷里
89

滝見亭
吉滝
キャンプ場

482

小代区・村岡区への道案内／電車→JR山陰本線八鹿
駅から全但バスで各所へ（本数少） 車→北近畿豊岡
自動車道八鹿氷ノ山ICから国道9号線で北西へ約50
分で村岡地区へ。さらに小代口交差点から国道482
号線で南西へ約10分で小代地区へ

〈但馬玄〉
を育てる
［上田畜産］
の
精肉店は
［石楠花］
すぐ裏手に。4
月オープン。肉をお土産に! 火・水
・金曜午前10時〜午後3時の営業
（変更あり）
。

薪ストーブとソファを備えたロビーは、
お客さん
同士で語り合う光景も見られる温かな雰囲気。
すぐ外のデッキは季節にはバラも咲く庭に囲ま
れ、1日1組が利用できるバーベキューハウス、
トムソーヤに会えそうなツリーハウスもあってワ
クワクする。
さらに浴場には温泉！

135

カフェ&バー 石楠花

小代地区
小

うへ山の棚田
89

但馬高原植物園
村岡地区
区

ひさ家

ハチ北口

八鹿氷ノ山IC

u美方郡香美町村岡区大笹756-2
20796-96-0211（午前9時〜午後7時）
Ⓟ20台
道案内／全但バス福岡ハチ北口下車、宿まで
送迎あり
（要予約）

※村岡地区［ひさ家］
［ 旅館ささや］
［よなご
や］
［旅館なかや］
［ハチ北ラドン温泉さか
え］
［天空の宿さら］
［旅館わさびや］、小代
地区［民宿ながのや］
［小代温泉中佐屋旅
館］
［ 大平山荘］
［ 美方パレス］
［ 古民家の
宿松田屋］の12宿で実施。滝見亭和朝食
プランもあり。プラン料金は各宿により異
なる。2016年11月30日まで

土地の恵みを︑
美しいひと皿で︒

標高約 600mのハチ北高原で創業
53年。肌がすべすべに潤うラドン温泉で

但馬高原植物園ブレックファーストプラ
ン1人12,000円、15,000円（［ひさ家］
の1泊2食付・2人利用時・税別。休前日は
プラス1,000円）

牛匠上田 小代店
立ち 寄り

ひさ家

「森でとっておきの朝ごはん」プラン

夕食のコースから︒取材日の前菜は但馬の海の幸︑
山の幸による 品︒
ステーキは地元
﹇上田畜産﹈
の
新しい但馬牛ブランド
︿ 但馬玄 ﹀
を使用︒脂があっ
さりととろける肉に但馬名産・朝倉山椒のソース
を 添 えて︒付け合わせの野 菜 も 存 在 感があり︑
﹁ 野 菜を食べていると実 感できるよう ︑なるべく
そのままの姿で﹂と料理長︒朝食も地元食材を使
用した︑
田舎の素朴な和朝食を
︵洋食に変更可︶
︒

代・村岡区︒自家農園の野菜を

や温 泉も楽しみな里 山 泊まり

露天風呂の外には大谷川。万病に効くと名高
い温泉で疲れを癒やして。里山会席は山菜の
天ぷら、
ノドグロの塩焼き、
おつくりなど大充実。

小代地区・村岡地区の12 軒の提携
宿で、
森でいただく洋食か和食の朝食が
セットになった宿泊プランが好評。村岡
の
［但馬高原植物園］
では、
早朝6時から
午前9時まで17haの園内を特別に開放
し洋朝食を提供。
「園内は標高666m。
マイナスイオンを浴びて夏の草花が咲く
森を散策したあと、
森の中のテーブルへ」
と香美町役場の北村浩史さん。和朝食
を選んだ人は、
小代の久須部渓谷にある
［滝見亭］
へ。窓一面に広がる緑、近くに
は
［要の滝］
が流れまるで川床にいる気
分。川魚や山菜、手づくり豆腐などの田
舎料理会席で夏の涼を味わって。

うへ山の棚田
﹇ 吉 滝キャン
国 道48 2 号 線から貫田地 区・
プ場﹈
へ向かう上り道を行くと︑右手に日本の
棚田百選に選ばれた
﹇うへ山の棚田﹈
が︒

「森でとっておきの朝ごはん」

緑の中でごちそうステイ︒

はじめ地 産 地 消の創 作 料 理を

村岡、
小代の宿でこだわりの朝食プランが好評！

香美町村岡区・小代区

ふるまう 人 気のオーベルジュあ

が︑
この夏は気になる！

じろ

り︑
涼しい森の中でシェフの朝食

﹁香美町の大らかな自然を満喫しなが
ら︑
ピクニック気分で気持ちのいい朝を
過ごしてください﹂と北村さん︒
〈和池の大カツラ〉
周辺から湧き出る名水を使った料理はピクニ
［但馬高原植物園］
の洋朝食。樹齢1,000年の
ックがテーマ。但馬牛〈但馬玄〉
のローストビーフは自家製バンズでバーガーに。香住産ノドグロの塩焼き、但馬
牛のミートソースのパスタ、石原亮シェフ特製のデザートなど盛りだくさん！ 広大な園内を歩くと、木々の鮮やかな
緑や草花に心が癒やされる。

10

〈 但馬玄 〉
が堪能できるロー
ストビーフ丼 1,980 円。自家
製ピクルス、
スープ付き。
ワサ
ビを加えたしょう油ダレ、揚げ
玉ネギが好相性。

しゃくなげ

実家が小代の宿
［松田屋］
という店主・松田晃宏さんが、
大
阪の飲食店での修業を経て開いたカフェバー。主役は
「味が
濃くてレベルが違います」
とほれ込む
［上田畜産］
の
〈但馬玄〉
。
4時間かけてじっくりと焼くローストビーフの丼、牛すじカレー、
焼肉丼などで気軽に。食べたら納得！
u美方郡香美町小代区神水739-1 小代物産館内 20796-97-2687
午前10時〜午後3時（ラストオーダー。食事は午前11時から。金・土曜
の午後6時〜午後10時はバー営業） 月・火曜休 Ⓟ20台 道案内
／全但バス小代物産館前下車徒歩約1分（本数少）

客室は10 室。山小屋風の斜め天
井が高く開放的。壁一面の窓から
一枚の絵のような大自然が。

オーベルジュ花郷里

はなごうり

有馬温泉で800 年以上の歴史を持
ご しょぼう
つ
［陶泉 御所坊］
の姉妹宿。15代目が
良質の米や農産物を育む小代の清流と
自然にほれ込み、
自家農園とオーベルジ
ュを開いて9年。
「農園では幻の
〈美方い
ご芋〉
など兵庫在来種の野菜も栽培。
ス
ローフードの考えから地域に根ざした食
の提供を」。お目当てのディナーは、
但馬
牛、旬の日本海の魚介など地産地消の
味覚を美しい創作料理の皿で。季節の
移ろいを眺めて、
食べて満喫。
u美方郡香美町小代区大谷300
20796-99-6009（午前10時〜午後6時）
Ⓟ15台 道案内／全但バス小代地域局下車
徒歩約10分（本数少）
宿泊料／1泊2食付1人18,000円〜
（税別・2人
利用時） http://alimali.jp/hanagori/

4

ニュースな宿へ︒

神戸港新港第1突堤に昨年12月オー
プンした天然温泉の宿は、
［ホテル ラ・ス
イート神戸ハーバーランド］
の新展開。全
室テラス付きのオーシャンビュー、
神戸港
やメリケンパークが一望できる眺めでぜい
たくな気分に。
「ジャグジーも人気な宿泊
者専用の展望大浴場、
日帰り温泉利用
もできる屋内大浴場や露天大浴場で、
お
風呂三昧の1日を過ごせると好評です」
と
広報担当の中川大輔さん。三宮駅から
送迎バスで約5分、
リゾートがすぐそこに！
u神戸市中央区新港町1-1
2078-381-7000（24時間対応）
Ⓟ280台

みなと
元町駅

地下鉄海岸線
阪神高速神戸線

2
京橋

京橋IC

中突堤
中央ターミナル 浜手バイパス
神戸ポートタワー
神戸海洋博物館

ホテル ラ・スイート
神戸ハーバーランド

［蓮］の道案内／電車→各線三宮駅から南へ徒
歩約20分（［ラウンドワン三宮駅前店］前から無
料シャトルバスあり） 車→阪神高速神戸線京橋
出口から南西へ約1分

六甲ケーブル

造船エリアの潜水艦や大型タンカーを船上から見たり、
神戸空港連絡橋をくぐったりとクルージングコースは見
どころいっぱい。海上から眺める神戸の街並みは、
いつも見る景色とはまた違って新鮮。乗船時間によっても
街の表情が変わって楽しい。船内ラウンジはスイーツも充実。焼きドーナツとドリンクのスイーツセット500円。

季節の生花やアート作品に彩られた宿泊者専
用ロビーは、
まるで外国の美術館のよう。館内
各所に飾られた絵画を見て回るのも楽しみ。

分の航海へ
45

立ち 寄り

神戸シーバス
ファンタジー号のりば
神戸みなと温泉 蓮

サンライズ
ドライブウェイ

［あじさい］
の道案内／電車→JR神戸線六甲道駅、
阪神御影駅、
阪急神戸線六甲駅から神戸市バス、六甲ケーブル下下車。六
甲ケーブルに乗り六甲山上駅下車。六甲山上バスに乗り六甲
山ホテル前下車、西へ徒歩約10分（六甲山上駅から送迎あり）
車→阪神高速神戸線摩耶・魚崎出口から県道95号線、表六甲
ドライブウェイを経て六甲山上へ。出口から約35分

神戸

オーシャンテラス
あじさい

表六甲ドライブウェイ 六甲山上駅

いま︑
気になる神戸の宿は︑

六甲山小学校

した温泉宿︑
そして六甲山山上

神戸ゴルフ倶楽部

六甲有料道路

ベイエリアに昨 冬オープン

立ち 寄り

7

u神戸市灘区六甲山町北六甲
4512-150 2078-891-1247
午前10時〜午後5時（入園は午後
4時30分まで） 9/1・8休、11/23
〜3月中旬は冬季休園 入園料／
大人620円、4歳〜小学生310円、
65歳以上520円
（要年齢確認証明
書） Ⓟ80台 道案内／［あじさ
い］
から徒歩で六甲山ホテル前。六
甲山上バス、
高山植物園下車すぐ

六甲ガーデン
テラス

れん

宿泊料／1泊2食付1人平日15,500円〜（税
別・4人利用時） ※利用は小学生以上。別途入
湯税150円要 https://ren-onsen.jp/
※日帰り温泉は2,300円
（土・日曜、祝日2,700
円。税・入湯税別。1ドリンク付き。午前10時〜
翌午前0時。利用は中学生以上）

蓮が見えたよ！

サンセット
ドライブウェイ

六甲山頂駅

六甲高山植物園

16

5月下旬から7月下旬まで咲くユリ科のニッコ
ウキスゲ。花は1日でしぼみ、
次々と開く。

六甲有馬ロープウェー
六甲山カンツリー
ハウス

裏六甲ドライブウェイ

す絶景の宿︒街と海の眺めに︑

宿泊料／1泊2食付1人平日24,000円〜
（2人利
用時）http://ajisai-ocean-terrace.com/

から神戸・阪神間の市街を見渡

u神戸市灘区六甲山町南六甲1034-181
2078-891-1010（午前9時〜午後10時）
Ⓟあり ランチ午前11時30分、
正午、
午後12
時30分から ※要予約 不定休あり

露 天 風 呂に︑心 尽 くしの料 理

六甲山の標高746mに位置する、客
室5室の宿。六甲山の花や緑をこよなく
愛する女将の徳永礼子さんが、
「別荘感
覚でくつろげる大人の癒やしの空間に」
と2012年にオープン。
インテリアが異な
る各部屋には広々としたテラスが設けら
れ、
昼間は山の向こうに街並みと海が、
夜
は1000万ドルと讃えられる神戸の夜景
が一望できるのは何ともぜいたくだ。地産
地消に心を砕く季節の会席料理も定評
があり、
慌ただしい日常を忘れて優雅に。

神戸みなと温泉 蓮

ともてなしに癒やされてくつろ

オーシャンテラスあじさい

最上階にはオープンエアのジャグ
ジーなど展 望 大 浴 場が︒食 事は
寿司や天ぷらなどを目の前で調
理してくれる
﹇ライブ割烹 万蓮﹈
でのブッフェ︒海︑山の幸をふんだ
んに使った料理に目移り！

山上の絶景ともてなしにくつろぐ︒

六甲高山植物園
北海道南部に相当する六甲山上の
気候を生かし、高山や寒冷地の植物、
六甲山自生植物など約1,500種を栽培
する。高山の岩場を自然に近い形で再
現した
〈ロックガーデン〉
は、
アルプスの
植物にも出合える貴重な環境。四季
折々の花々に囲まれてゆっくり散策を。

海に囲まれた天然温泉の宿へ︒

テラスに出ると山の緑が目の前に︒市街地に比
べて気温が5 〜7 度低いので夏の避暑にもお薦
め︒︿ 山椿 ﹀︿ 馬酔木
︵あせび︶﹀
など六甲山の花に
ちなんだ名が付く部屋は︑洋室 ︑和洋室などそ
れぞれ設えが異なり︑
アンティークの調度品など
徳永さんのセンスが息づく︒
アメニティも充実︒

夕食のおまかせ会席。瀬戸内の魚、兵庫県産の野菜、神
戸牛など旬の食材で目にも華やかな料理を。5月から始め
た日帰りランチは5,000円から
（2日前までに要予約）
。

最上階の貸し切りジャグジー
は青空の下でリラックス。夜
は星空の下、宝石を散りば
めたような夜景が。

ぐ︑
極上の1 泊2 日をお薦め︒

宿名は敷地内に咲くあじさい
から︒全館バリアフリー設計で
ゆとりのある空間がくつろぎ
感 を 誘う ︒特 注でオーダーし
たあじさいのランプが館内に︒

ある和モダン
60㎡以上（テラス含む）
な客室が90室。270度を海に囲まれ、
全室から海が見渡せる。起きてすぐ海
を眺めるベッドルーム、畳スペースが
あるのも魅力。写真のハーバースイー
トは源泉掛け流しの半露天温泉付き。

神戸シーバス ファンタジー号
神戸港からクルージングする多彩な遊
覧船の中でも、特に気軽さが好評の
〈船
上カフェ〉
。
コーヒーやスイーツを楽しみな
がら、港や橋を眺め、
ウッドデッキの甲板で
潮風を感じる爽快な時間。ゆらゆらと心地
よい波に揺られて、海の上からでしか見ら
れない神戸の風景を満喫したい。
きっぷ売り場u神戸市中央区波止場町7-1 中
突堤中央ターミナル内 70120-370-764
（午前9時〜午後6時） 乗船料／大人1,200円、
中・高校生・60歳以上1,000円、小学生600円
出航時刻はhttp://www.kobe-seabus.com/
で確認 不定休、欠航時あり Ⓟなし 道案
内／［蓮］
から西へ徒歩約10分

6

463

古民家カフェと宿

淡

淡路島の道案内／電車
→各線三宮駅、またはJR
神戸線舞子駅から高速バ
スで各所へ 車→神戸淡
路鳴門自動車道で各ICへ

ユニークなキャ
ンプで島の自然
を体

157

28
淡路カントリー
ガーデン
国営明石

海峡公園

あわじ
花さじき

神戸淡路鳴門自動車道
洲本IC

〈 モンタナ 〉
〈ラプター 〉など
個々に名前があり、外観や内
装が異なる。寝室はダブルベッ
ド。洗面所やトイレ、
シャワーな
どがコンパクトに収まっている。
ウッドデッキ付き。

洲本インター前

サンライズ淡路

広田

28

北淡IC
88

神戸淡路鳴門
自動車道
31

島のごちそうランチ1,500 円。鯛の春
巻き、
しらすとエンドウ豆の卵焼き、
イカ
とひじきのトマトソース煮など週替わり。
藤原さん
（右）
、
東郷舞衣さん。

9

津名一宮IC

ウェルネスパーク五色
46

新都志
海水浴場

66

験！

トレーラー
ハウス

サンライズ
淡路

125

ったりと︑便 利な面もうれしい

北淡IC

神戸淡路鳴門
自動車道
淡路IC

眺めのいいキャンプ場が多い淡

31

食材でバーベキューしたり︑海を

育波橋

「子ども連れのご家族にゆっくりしてもらえたらうれしいですね。最近
は淡路牛を目的に来られる人も増えました」
と沖さん。園内で遊ぶも
よし、
近くには
［あわじ花さじき］
が。

路島では︑
コテージやログハウス︑ ︿アウトドア気分 ﹀
な1 日︒島の

ログハウス宿泊料／1泊食事なし1棟16,200
円〜（税込み。別途使用料1人1,080円要。定
員8人まで） http://www.takataya.jp/

トレーラーハウスで気 軽に泊ま

u洲本市五色町都志1087
20799-33-1600（午前8時〜午後10時）
Ⓟあり 道案内／バス→三宮駅、舞子駅から
直行バス 車→北淡ICから県道31号線で南
西へ約30分

遊んだり︑
のんびり別荘で過ご

コテージ宿泊料／1泊2食1人9,600円〜（税
別・2〜4人利用時）http://awaji-garden.jp/

見ながら散歩したり︑緑の中で

コテージは大2棟
（7〜12人）
、中1棟
（5〜6人）
、小5棟
（2〜4人）
。
上は一番人気の中型棟。お風呂は大浴場か島内の温泉へ。テレビ
はなし。
夕食の淡路牛鉄板焼きプランはお肉が200gか300gを選択。
夕食の食材を持ち込んでのプランもある。

過ごしながら︑食事が用意され

u淡路市野島常盤1463-6
20799-82-2953（午前10時30分〜午後6
時） 水曜休（水曜チェックイン可） Ⓟあり
道案内／バス→淡路ICからタクシーで約10分
車→淡路ICから県道157号線を南へ約10分

すような泊まりがけを︒

新都志海水浴場に近い、島の西端
に広がる総合公園。地産地消のレストラ
ン、
そば打ち体験が人気の
［夢工房］
、
天
然温泉の
［ゆ〜ゆ〜ファイブ］、公共の
宿などに加えて、宿泊できるログハウス
が計12棟。高台に建つ
［丘の上のログ
ハウス］
と、
夕景が美しい
［サンセットログ
ハウス］
があり、外でバーベキューが楽し
めるのも人気の秘訣。木の温もりに包ま
れて過ごす時間はリフレッシュに最適！

水平線に沈む夕日を眺める
［サ
ンセットログハウス］
は5 棟・定
員8人。室内にはロフトもあって
山小屋気分。家電製品もそろ
う。事前予約でバーベキュー食
材も用意可。

れる 旅が注 目 ︒自 然 を 感じて

ウェルネスパーク五色

神戸淡路鳴門
自動車道

u淡路市生田田尻549 2090-3265-0856
金・土・日曜の午前11時30分〜午後4時30分
（6〜8月は午後6時30分まで。いずれもラス
トオーダー） Ⓟ15台 道案内／バス→北淡
ICからタクシーで約10分 車→北淡ICから
県道463号線を経由し南へ約10分

ス
ログハウ

島の緑に溶け込む8棟のコテージ。テ
レビがない部屋で家族や友人と語らい
過ごすひとときは、
ちょっぴりキャンプ気
分。園内にはロバやミニブタなどの動物
がいて、愛らしいしぐさが子どもたちに大
人気！ 宿泊のお薦めは鉄板焼き付き
プラン。
「島内外にファンが多い
［淡路ビ
ーフ とうげ］
で仕入れる淡路牛をお値打
ちで」
と責任者の沖薫さん。
自然を感じな
がらのんびりと過ごして。

たり︑快適な家電や寝床がそろ

棚田が連なり、初夏には田尻川に源
氏ボタルが舞う。日本の原風景が残る
生田村の環境にひかれ、奈良から移住
した藤原由美さんが、3月に始めた古民
家カフェ。心落ち着く空間で味わえるの
は、
村の新鮮野菜や魚を主役に、
趣向を
凝らした
〈島のごちそうランチ〉
、
スイーツ
など。
「野菜はとれたて。旬のエネルギー
を感じます」
と藤原さん。夏には一棟貸し
で宿も始める予定。

な夏の日を︒
海が︑緑が近い！ 別 荘で過ごすよう

あわ

淡路カントリーガーデン

気軽に︑
冒険！
アウトドア泊︒

!?

古民家カフェと宿 淡

淡路島

ジ
コテー

古民家宿も

窓にステンドグラスをあしらい、仲間と一緒に
改修したレトロな洋間。廃材を生かしたテーブ
ルもアート。隣には14畳の和室が。週3日の営
業日以外も4人以上の予約でオープン。

u南あわじ市広田広田1466-1 20799-45-1411（午前10時〜午
後8時） Ⓟあり 道案内／バス→緑PA下車徒歩約10分 車→洲
本ICから県道125号線を経由し南西へ約10分
トレーラーハウス宿泊料／1泊食事なし1人4,650円〜
（税別・3人利
用時。定員7人まで） http://www.sunrise-awaji.com/

島のほぼ中央に位置する緑豊かな
山間地。広大な敷地内に天然温泉や
レストラン、
テニスコートなどの運動施設、
夏限定で水上アスレチックが楽しめる
［じゃぶじゃぶ池］
などがある。山を背にズ
ラリと並ぶ7台のトレーラーハウスはアメ
リカから直輸入。3人、
6人、7人用があり、
人数に応じて利用できる。
ミニキッチン
やソファ、
テレビなどがそろい、バーベキ
ューができるデッキも。気分はアメリカン。

ブヒブヒと鼻を鳴らして近
寄ってくるミニブタ、
ロバ
のハッピーが大声でいな
なくのは歓迎の印！ 長
老の羊は夏前に毛刈りを。
動物のエサやり、
ロバの
散歩などの体験はいずれ
も要確認
（有料）
。園入り
口にあるバーガーショップ
［サフサフ］の〈あわじ大
地のバーガー〉
、
ソフトクリ
ームもお薦め。

8

ランチコースは２５００円︑
３５００円︑
５
０００円が︒写真は３５００円のコースよ
り玉ネギ丸ごとのスープ︑津居山天然鯛
のオーブン焼き︑自 家 製ハーブのピザ︒白
イカとアワビの手 打ちパスタはもっちり︑
サクサクの食感︒地元農家の野菜など但
馬の山と海の恵みを余さず料理に生かす︒

1日1組、
もてなしの宿。

北近畿豊岡
自動車道

48

70

6

竹田駅
播但
連絡道路

リストランテ
福伊
429

朝来IC

JR播但線

312

新井駅

さんしょう

53

中国自動車道

山崎IC

地元［山陽盃酒造］
の大吟醸を
使った酒粕シフォンケーキのセット
は600円から。
ランチは予約を。

町家cafe&ギャラリー

さんしょう

築170年の町家は、県の景観形成
重要建造物にも指定された、
もと造り
酒屋だった建物。靴を脱いで座敷に
上がると、
昔から使われていた家具、
レ
コード盤に書かれたメニュー、
格子越し
の光の中でくつろぐカフェタイムが待
つ。江戸時代からの山崎藩城下町の
名残り漂う町を、
お茶のあとで散策も。

u宍粟市山崎町上ノ1110-22
20790-65-0601（午前10時〜午後8時）
Ⓟ10台 道案内／バス→各線三宮駅から高
速バスで山崎営業所へ。山崎営業所から5人
まで送迎あり 車→中国自動車道山崎ICか
ら県道429号線〜県道546号線［延ヶ滝］方面
へ。ICから北西へ約20分
宿泊料／1泊2食1人12,800円〜（税別・4人
利用時。人数と日程により料金変動。定員2〜
10人、それ以上は要相談。夏休み期間は4人
以上で受入） http://soratosanpo.com/

心尽くしのおいしい食事も用意

養父IC

29

町家cafe&
ギャラリー

立ち 寄り

養父駅

9
6

こころの里
懐

奥さまが学んだ︑薬膳料理とマクロビオティックのいいとこどりをした
という創作薬膳料理が美味︒夕食には鹿肉の炭火焼き︑
アマゴの岩
塩焼き︑発芽酵素の玄米ご飯などが︒こんにゃくも豆腐も︑
レンコン
団子もすべて手づくり︒朝食では自家製焼きたてパンが食べ放題！

u養父市長野240-1 2090-1968-0470
完全予約制（午前11時〜午後3時、午後5時〜
午後10時） 不定休 Ⓟ20台 道案内／電車
→JR播但線新井駅からタクシー約17分 車→
播但連絡道朝来ICから県道70号線で北西へ約
15分。養父ICから県道70号線で南へ約25分

429

ともに旅好きで日本中を巡る中、沖縄
で出会い結婚した福井さん夫妻。
「大人
も子どももペットも一緒に、気兼ねなく楽
しめる旅の宿を」
と2人の夢だったペンシ
ョンを宍粟の山間で叶えて8 年になる。
「奥まった山の中、広い緑の庭に佇むロ
グハウスにひと目ぼれ。四季の移ろいも
楽しみな土地です」。夏は敷地内の小川
で思い切り遊んだり、緑の下のハンモッ
クでうたた寝したり。のんびり手足を伸ば
した時間は最高の思い出に。

細やかで 温かなもてなしもう

宿泊料／1泊2食1人16,000円〜
（税別・2人利
用時。人数、日程により料金変動。定員2〜6
人） http://kokoronosato-kai.jimdo.com

空とさんぽ
揖保川

ふくい

ペンション

宍粟市

何より周りを気にせずのびのび

空とさんぽ

されるとは最高のぜいたく！

ペンション

れしい1 日1 組だけの宿︒お宅

「子連れでも、3 世代でも思い切り
楽しんで」
と1日1組限定。寝室は3
室。飲み物をサービスするカフェ部
屋、
マンガ部屋、
子どもが喜ぶ玩具
も充実。室内もペットOK。

にお邪魔したようにくつろいだ

みんながのんびり、
一棟貸しの宿。

忘れがたい思い出になる︒

「夜は辺りが真っ暗に。月や星の
輝きを楽しんで」。思わず走り回り
たくなる広〜い庭には、
バーベキュ
ー棟、
お風呂棟も建つ。

546

u養父市大屋町若杉547-2 2079-669-16
78（午前10時〜午後8時） Ⓟあり 道案内
／電車→JR山陰本線八鹿駅から全但バス、若
杉下車徒歩約5分（本数少。八鹿駅まで送迎
あり） 車→北近畿豊岡自動車道養父ICから
県道6号線〜県道48号線で南西へ約25分

東京や海外の名店で料理長などを務
めた福伊仁志さんが、地元食材にこだわ
るイタリア料理店。
「集大成となる店を故
郷の但馬で」
と完全予約制、
おまかせコー
スのみで迎える。素材の旨みを引き出すよ
う緻密に計算された料理が口コミで広まり
ファンが遠方からも。予約は早めに。
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養父市
かず お

と笑って語らう 時 間は︑きっと

立ち 寄り

リストランテ福伊

かい

大阪と神戸出身の飯野一生さん・愛
子さん夫妻が、養父市大屋町に移住。
「田舎がなく、都会に住む方たちが故郷
のように感じられる場所になれば」
と昨
年1日1組限定の古民家宿をオープンし
た。
夕暮れ時には、囲炉裏を囲んで愛子
さん心尽くしの創作薬膳料理を堪能。夜
は五右衛門風呂で疲れを癒やし、ふか
ふかのふとんでぐっすりと。昔ながらの暮
らしに触れ、
ゆったりと流れる時間を過ご
せば、
心身ともにリフレッシュ。

気 分でゆっくり過ごしながら︑

築148年︑木造3 階建て養蚕農家を改装︑
1棟4室の貸し切り宿に︒円山川の支流・大
屋川のせせらぎと鳥のさえずりがBGM ︒
﹁家族や友人と過ごし自然と会話が生まれ
るよう﹂
と五右衛門風呂は隣り合わせで2つ︒

こころの里 懐

り︑別荘の主人になって暮らす

故郷に帰るように、
過ごす。

5〜9月の夕食は和牛や海
鮮の炭火焼きバーベキュー。
10〜4月は和牛しゃぶしゃ
ぶコースに。焼き立てパン
の朝食も好評。福井芳男さ
んと真弓さん夫妻、小晴ち
ゃん、
貫太くん、
清太くんの3
兄弟がもてなし。看板犬ま
る子も
（鹿よけに？）
活躍。

u宍粟市山崎町山崎50 20790-62-0039 午前10時〜午後5時
第1・3日・月曜休 Ⓟ6台 道案内／バス→神姫バス山崎営業所から
北西へ徒歩約10分 車→山崎ICから北西へ約5分。
［空とさんぽ］
か
ら南へ約20分
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