吹上の森

伝統ある
［三田ゴルフクラブ］内
の木造家屋で
［アトリエ パーシモ
ン］を営む小田隆浩さんが、向か
いの6,000坪の敷地を持つ昭和
30年頃築の邸宅で、今年7月に開
いたカフェ。緑まばゆい庭を望む
広いサロンのような空間には、古
いものを愛する小田さんが集めて
きたイスが仲良く。ほの暗い照明
に包まれていると庭の眺めに心が
安らぐ。
「 木がこんなにも生い茂る
前は六甲山まで見渡せたそう。趣
ある土壁、欄間の意匠など、
シンプ
ルで洗練された雰囲気が残って
いるのは、家主さんが大切に住ま
れていたからこそ。
時間を忘れてゆ
っくりしてください」。淹れたてのコ
ーヒーを片手に本を読むのもステ
キ。
ここでしか味わえない時間を楽
しみ、心の休日を過ごしたい。

ふきあげのもり│三田市

緑豊かな森にたたずむ、
安らぎの邸宅カフェ。
u三田市三輪1013
2079‐555‐6737（営業中のみ）
土・日・月曜の正午〜午後5時のみ（ラストオ
ーダー午後4時） Ⓟ10台

「10月からコッペパンサンド
などの軽食も。いずれは庭
でも過ごせるようモダンな
東屋をつくりたい」
と小田さ
ん。
「女性が飲みやすいよ
う」3 種の豆をブレンドした
コーヒー450 円。国産クリ
ームチーズ、丹波の卵など
素材にこだわったチーズケ
［早瀬野
ーキ400円。三田
菜研究所］
の季節のジャム
や、
市川町で養蜂を行う仲
井さんのハチミツも販売。

こちらも一緒に…

アトリエ パーシモン
ゴルフのカート置き場だった50 坪の木造平
屋。
「シンプルで上質なものを」
と選んだ古道
具や生活雑貨を販売。奥のスペースは
「アー
トな空間に」
と陶芸家などの個展を開く予定。
u三田市三輪1294‐1 三田ゴルフクラブ内
2090‐8209‐8778（営業中のみ）
土・日曜の午後1時〜午後4時30分頃のみ
Ⓟ10台
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神戸電鉄
三田線
三田駅

道案内／電車→JR宝塚線・
神戸電鉄三田線三田駅か
ら神姫バス、中央病院南口
下車徒歩約10分 車→中
国自動車道・六甲北有料道
路三田ICから県道720号線
〜県道141号線〜県道37
号線で北東へ約15分

森をくぐり⁝

INVITATION

撮影／青木 崇 沖本 明 前田博史 丸子哲央
取材・文／伊藤順子 新谷慶子 牧野しのぶ

門をくぐり⁝
石でできた趣ある門を入ると、空気が
一変。空高く茂る常緑樹の深い緑に
包まれて歩くと、思わず深呼吸したくな
る心地よさ。
しばしの森林浴を楽しんで。

一軒家︑
御屋敷のお店へ︒

玄関を入って左手、
メインの部屋は20畳以上。落
とし気味の照明のおかげで庭が明るく感じられ、美
しい陰影を生む。イスやソファは個々にデザインが
異なり、
どこに座ろうか迷う楽しさも。
この家から譲り
受けた籐のイスなどを配した縁側は庭の緑が近く、
長居必至の心地よさ。本棚のある廊下を歩くともう
ひと部屋。
ヒノキ材の床にくつろぐテーブル席が。

森の緑に溶け込む邸宅の姿に期待がふくらむ。土
のアプローチも
「時間を重ねてきた風情を壊したくな
いので」
とそのままに。
［吹上の森］
は昔の地名から。
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邸宅へようこそ。
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憩いの
日本
邸宅へ︒

土 地の名 士が暮 らした 和
の邸 宅を ︑
カフェや食事処
として開放するお店へ︒庭
の眺めを楽しみ︑光や風を
心 地 よ く 感じ ら れ る よ う
に 随 所にこ だわ り を もっ
て 建 て ら れ た 日 本 建 築の
すばらしさを︑気軽に訪れ
て 満 喫 で き るのは う れ し
いことだ︒立派な御屋敷だ
けどどこか懐かし く ︑ほっ
と心安らぐ和の空間へ︒

時間に磨かれた縁側に、景色
が揺らぐ窓ガラス。一瞬、息をのむ
美しい離れは、
うす口しょう油創
まる お
案者の家系である旧圓尾家が、明
治時代に建てた客室専用のお座
敷。
「郊外で店舗を探していたとき、
出合ったのがここ。細部にわたる
ぜいたくな造りと、
どこかひっそりと
した風合い。絶妙の空気感に心ひ
かれました」
とオーナーの吉田元
幸さん。今日まで、
ほとんど手つか
ずのまま残された和の意匠に、ス
タイリッシュなイスやソファがよく似
合う。心も体も深々と沈められる空
間で楽しむお茶の時間は、時計を
外して味わいたい。

INVITATION

菓子と珈琲 朔
さく│たつの市

百余年の時を超え、
旧家に薫る明治の美意識。
INVITATION

芒種 Boesch
ボーシュ│朝来市

和と洋が美しく溶け合い
季節を感じる邸宅へ。

朝来市出身の松本さん。
「ゆったりカフェを開
ける場所を」
と探して巡り合ったこちらは、
なん
と親戚宅の隣家だったとか。地元での出合い
を大切に、奥さまと二人三脚でお店を切り盛り。
オーガニックコーヒ
自家製ケーキ400円から、
ー400円などで喫茶を。

二十四節気のひとつ、芒
（のぎ＝穂）
のある穀物の
種をまく時季をさす店名の
［芒種］
は、
「 新たな種をま
き、豊かな実りを」
という思
いが込められたもの。お店
はカフェスペースと、民芸
の器やフランスの老舗ブ
ランドのウエアなどつくり手
の気持ちがこもった服や
雑貨のショップ
［Life Design Shop tetraǵona..］
の二本立て。人気のラン
チは季節で内容が変わり、
取材日はゴボウとトウモロ
コシのかき揚げセット950
円などが。

芒種
Boesch
生野駅
JR播但線

色が揺らいで見える。骨董価値の高い乳白色の電笠は、
昔のまま。
日本建築ならではの陰影礼賛を彷彿とさせる
灯りが優しい。畳は中継ぎ表と呼ばれるぜいたくな織り方。現在、
手織りができる職人がおらず、
幻の畳と言われ
ている。
〈真〉
と
〈行〉
と
〈草〉
、
様式の違う3つの床の間が美意識を映し出し、
数寄屋らしい遊び心を感じさせる。

「ここに来るまでは神戸垂水でテイクア
ウトのみの洋菓子店を。時間と空間をお
客さまと共有できる店舗でのお菓子づく
りは、喜びが大きい」
と吉田さん。店名
の
［朔］
は新月のこと。月の満ち欠けの
始まりのように、毎日を新たな気持ちで
との思いから。
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龍野城

179

うすくち
龍野醤油資料館

菓子と珈琲 朔

5

龍野観光
駐車場

437

富永西

本竜野駅

生野ランプ

5

312

u朝来市生野町口銀谷600
2079‐679‐2299
午前11時〜午後7時（ラストオーダー午
後6時。ランチ午前11時30分〜午後1時
30分ラストオーダー） 火・第2月曜休、
不
定休あり Ⓟ2台（ほか観光駐車場あり）
道案内／電車→JR播但線生野駅から北
東へ徒歩約5分 車→播但連絡道生野ラ
ンプから北東へ約3分
（姫路方面から）

広々とした縁側にしつらえた、
気持ちのいいカウンターが一等席。
レトロな手延べガラス越しに緑の
中庭を眺めて、
ランチやお茶を楽
しめるカフェが6月にオープン。和
田山でセレクトショップ［ t e t r a
ǵona..（テトラゴナ）］
を営んでいた
松本さんが、
日本と西洋のデザイン
がミックスされた昭和初期の住宅
に出合い、新天地に。
「こちらは元
材木商の方の旧邸宅。いい材料
で手間を惜しまずにつくられたこ
だわりとセンスを各所に感じます」
という建物を自らの手で改装し、
時を忘れてくつろげる空間に。

目線を動かしながら中庭に目をやると、
景
1枚1枚、微妙に表情が違う明治から大正につくられた手延べガラスは、

+3姫新線

播但連絡
有料道路
生野

口銀谷

引き戸の和玄関、飾り窓が美しい洋玄
関が並ぶ和洋折衷の屋敷。
シンプルな
格子の欄間、
ドアの金具や取手などどこ
もかしこもステキでうれしくなる。

脇坂藩五万三千石の城下町で、武家
屋敷や白壁の土蔵が今なお残る龍野
の閑静な町並みは、
「播磨の小京都」
と
言われる。
ここ旧圓尾家の離れは、脇坂
藩のお嬢さま
（世が世なら、
お姫さま!）
の
輿
（こし）
入れに際して建てられたそう。

uたつの市龍野町川原町106
20791‐72‐8839
午前9時〜午後7時（ラストオーダ
ー午後6時） 木曜休 Ⓟ3台 道案
内／電車→JR姫新線本竜野駅から
西へ徒歩約15分 車→山陽自動車
道龍野ICから北へ約5分

糀のチーズケーキ・お抹茶セット860円は、
龍野で唯一残る糀店
［井戸糀
店］
の甘酒をフランス産クリームチーズと合わせ、
季節の果物を。
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宝塚店は杉苔の鮮やかな緑に手入れの行き届いた庭木が調和︒鯉が悠然と泳ぐ池泉
を配した日本の美が息づく庭園にも
︿もてなしの心﹀
が宿る︒秋の十和田湖の風景を
趣味の集い︑
同窓会︑
法事
描いた襖絵のある部屋など︑
大小の個室が 室︒女子会︑
など幅広い用途に重宝されている︒庭を望む広い廊下は眺望抜群のカウンター席に︒
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がんこ宝塚苑│宝塚市
駅に近い便利な場所でありながら、古
き良き宝塚を思わせる静けさ。昭和40年
代築の実業家の邸宅で、庭だけで300坪
もあるのは客人をもてなす目的ゆえ。四季
を彩る庭を愛で、空間を楽しみながら食
事をゆったりと。
非日常の時が過ごせる。

INVITATION

がんこ 御屋敷
宝塚市・三田市

料亭のような雰囲気で
もてなしの心を満喫。

u宝塚市栄町3‐3‐15 20797‐85‐8188
午前11時〜午後9時30分 無休 Ⓟ50台 道
案内／電車→JR宝塚線・阪急宝塚線宝塚駅から
北西へ徒歩約3分 車→中国自動車道宝塚IC
から国道176号線を西へ約12分

三田店では樹齢を重ねた枝垂れ桜が手前にたたずむ
風格ある門がお出迎え。
くぐると御屋敷が現れる。靴を
脱いで上がると中は広く、中庭に面した長い廊下沿い
にいくつもの部屋があり、
初めて来ると迷子になりそう。
それぞれの部屋には骨董品や絵画などが設えられ、
ほ
っと落ち着ける雰囲気。大原城跡の曲輪
（くるわ）
や土
塁が残る歴史ある地にオープンして13年。

日常使いもハレの日も和食を身
近な存在にする、
すしや会席料理
の
［がんこ］。関西中心に店舗を展
開する中、御屋敷を生かした店が
8店舗。兵庫県内には2店あり、宝
塚店は800坪の敷地を彩る日本
庭園が風情たっぷり。三田店は鎌
倉時代の豪族を祖先に持つ大原
氏の屋敷だった空間が魅力。
「貴
重な日本家屋を残し、文化を継承
したいとの思いから店舗に。異な
る趣を楽しんでください」
と宝塚店
の山﨑裕二店長。
メニューは通常
店舗と同じだが、庭や設えを愛で
つつ味わうとおいしさも格別。

INVITATION

史蹟 千本本陣

壁に掛かる札には、
松平不昧
（ふまい）
、
西園寺公
望など、
そうそうたる大名や公家の名。
「関札はお
殿さまの宿泊を告げる予約札。参勤交代の日程が
決まると、
先馬で届けられた」。床の間には鎧櫃
（ひ
つ）
などがあり、
手を伸ばせば江戸時代に届きそう。

栄町3丁目

宝塚駅
武庫川

阪急宝塚駅

がんこ宝塚苑

新三田駅
141

570

新三田駅前

がんこ
三田の里

176

三田工業団地前

JR宝塚線
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がんこ三田の里│三田市
自然豊かな風景に溶け込む日本家屋は、
ど
こか懐かしい風情。鎌倉時代に活躍した豪
商・大原上野守宗隆を祖先に持つ大原氏の
御屋敷だった建物。15の個室とモダンなテー
ブルやカウンターのある大広間が。予約をすれ
ば2人から個室が利用できるのはうれしい限り。
u三田市大原149 2079‐563‐1001
午前11時〜午後10時 無休 Ⓟ35台 道案内／電車
→JR宝塚線新三田駅から南東へ徒歩約10分 車→中
国自動車道神戸三田ICから北東へ約10分

史蹟 千本本陣

やわらぎ弁当1,980円
（税・サ別）
。前菜、
お造り、天ぷら、韃靼そば茶の豚しゃぶ
小鍋など。午後3時までの入店でコーヒ
ーとケーキ付き。料理は両店共通。宝塚
店の山﨑店長
（右）
や柏原淳子さんなど
スタッフの細やかな心配りが光る。

参勤交代の歴史を留める
因幡街道沿いの本陣。

江戸時代、山陽道から分岐し、
新宮を経由して山陰地方に行く道
を因幡街道と呼んでいた。
当時、
こ
こ千本周辺は宿場町として栄え、
40軒を優に超す店が建ち並んで
いたそう。
そんな界わいにある大庄
屋・内海家は、参勤交代の折にお
殿さまが泊まるための宿「本陣」
の
命を受けた由緒ある古民家。
「登
録有形文化財である家を守るた
め、60歳でUターン。食事処として
人と空気が行き交う場所に」
と18
代当主の内海毅さん。
潔く開かれ
かお
た空間は、
実にいい貌をしている。

JR宝塚線
176

しせき せんぼんほんじん│たつの市

本竜野・
千本駅 姫路駅
JR姫新線

434
179

佐用
龍野

uたつの市新宮町千本1824
20791‐75‐5700 午前11時〜午
後2時30分（ラストオーダー午後2
時） ※予約が望ましい 火・水曜休
（祝日は営業） Ⓟ20台 道案内／
電車→JR姫新線千本駅から西へ徒
歩約5分 車→山陽自動車道龍野IC
から北西へ、
または中国自動車道山
崎ICから南西へ。各ICから約20分

約3,000坪の敷地に建つ古民家。
「訪れてくれる人があるから、手入れに励め、手入
れに励むと、
みなさんに喜ばれる。一石三鳥ですね」
と内海さん。奥さまの邦子さんは
蔵を修復して、多目的スペースに。趣味の音楽を生かしたミニコンサートなどを開催。
季節の前菜、
アマゴの塩焼き、
天ぷら、
手打ちそばなど、
滋味あふれる田舎料理は、
蔵
に眠っていた骨董の器に寄り添わせて。人気の梅2,500円をはじめ、
冬はぼたん鍋も。
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エマンジェ
加東市

湖の眺望もごちそう！
トリコロールの一軒家。

エマンジェ
東条湖
黒谷

ひょうご東条IC

岡本の山手、御屋敷街にある昭和10年築の
邸宅。大阪・北新地で創業62年の料亭が3年
前に拠点を移し、
お昼の営業もスタート。1階は
洋室で、
メインは2階の和室。
神戸の街並みと海
の景色に心が解き放たれる。
暖炉のある洋室や
赤いカーペットを敷いた階段も、昭和初期のま
ま時が止まったかのよう。建物の歴史や往時の
暮らしに思いを馳せ、
優雅な気分に浸りたい。

u加東市黒谷1197‐801
20795‐47‐6868
http://www.bistrot-emanger.com
午前11時〜午後2時（ラストオーダー）、午後6時〜
午後8時
（入店） ※ディナーは要予約 水曜休と月
1回不定休あり
（HPで確認） Ⓟ15台 道案内／電
車→各線三宮駅から神姫高速バス、東条下車。タク
シーに乗り換え約10分 車→中国自動車道ひょう
ご東条ICから県道313号線を経て北西へ約10分

東条湖おもちゃ王国

「形式ばらず、気軽に
楽しめる料理を」
と松
本さん。前の店からの
ファンも多い。

モダンな
一軒家へ
ようこそ︒

しょうしゃ

お昼のエマンジェコース2,700円から。前菜は焼きナスのテリ
ーヌ・ショウガ風味のソース。
メインはマゴチのポワレ。市場で仕
入れたり実家の畑で栽培する野菜が10種以上。
スープ、
パン、
デザート、
コーヒー付き。
ランチコースは1,800円から。

東条湖畔、晴れると淡路島まで
見える気持ちのいいロケーション。
大阪にあった名ホテルで10数年修
業した松本康晴シェフが、加東市
社や三田市で店を営んだのち、昨
年7月に再び故郷へ。
「一軒家で店
をするのは初めて。
お客さんにのん
びりしてもらえるのがうれしくて」。
メインが選べるランチは旬野菜が
たっぷり。和の要素を織り交ぜたフ
レンチを眺望とともに楽しみたい。

瀟洒でモダンな建物 ︑空間がステキと評
判な︑
わざわざ訪れたくなる一軒家へ︒
お
いしい料 理をいただきながらグッドビュ
ーを眺める楽しみも︒
ぜひくつろいで︒

シンボルカラーのトリコロールが印象的。高台にあるので眺望抜群！ 秋は湖周辺の木々
が紅葉し、
吹き渡る風もさわやか。
レストランは１階にあり24席がゆったりと配置されている。

中国
自動車道

INVITATION

料亭 由門
ゆもん│東灘区

昭和のモダンが薫る
和洋折衷の邸宅へ。
2階の窓から見下ろすと1階サンルームの屋根瓦が緩やかな曲線に。秋は庭の紅葉が色づく。2
階の和室は高台にあるので視界を遮るものがなく、
空と街並みが織りなす景色が堪能できる。

淡路 翁

あわじ おきな│淡路市

山あいの静かな一軒家で
絶品のそばが待つ。

写真の鴨せいろ1,300 円。
澄んだ浅葱色のそばは香り
高く、本枯節、昆布、
シイタケ
でとったダシと調和。黒をベ
ースにしたモダンな空間で。
大きな1 枚の窓が島の農村
風景を切り取り、
一幅の絵画
のようで心をとらえる。

淡路島の山あい、
遠くに海を眺める一軒家は、
遠方から
まさる
も食通が詰めかけるそば処。店主の三木大さんは、
日本屈
指のそば名人・
［達磨］
の高橋邦弘さんに師事した実力派。
茨城、長野、北海道など日本中から選び抜いたそばを毎日
自家製粉し、丁寧に手打ちする。
「そば自体の風味を味わ
ってほしい」
とメニューはざるそばのみという潔さも魅力。

東浦IC
神戸淡路鳴門
自動車道

法輪寺

淡路 翁
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浦

71

28
久留麻

u淡路市小田1157
20799‐70‐4201
午前11時〜午後3時 月曜休 Ⓟ10
台 道案内／電車→JR神戸線舞子駅
から高速バス、東浦バスターミナル下
車。タクシーに乗り換え約15分 車→
神戸淡路鳴門自動車道東浦ICから国
道28号線〜県道71号線で南西へ約
15分

現東宮御所のミニモデルハウスとして大林組が設計・施工。階段や窓
の意匠、
ステンドグラスなどにも品格が漂い、
建築物としても見応え十分。

岡本八幡神社
岡本
梅林公園

阪急神戸線

料亭 由門

岡本駅

u神戸市東灘区岡本6‐8‐5
2090‐8984‐0489
午前11時30分〜午後3時、午後5時〜午
後9時 ※要予約 水曜、第1・3火曜休
Ⓟあり 道案内／電車→阪急神戸線岡
本駅から北へ徒歩約7分（急な上り坂）
車→阪神高速神戸線魚崎出口から北へ
約10分（車で来店の際は予約時に申し
出る事）

昼御膳3500 円
︵前日までに要予約︶
︒取材日は︑右上の前菜は柿の白和えなど秋
の実りを表現︒茶碗蒸し︑蓋物と続き︑右下のおつくりは鯛と炙った帆立貝柱︒左上
の焼き物はユズが香る秋鮭︑鴨肉の塩蒸しなど︒左下は鯛の身をのせた焼きおにぎり
茶漬け︒食後はつくりたてのフルーツ大福とお茶でほっこり︒仕入れで内容は変わる︒

INVITATION
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白亜の洋館を目にした瞬間、期待に胸が
ホスピ
高鳴る。1・2階にフロアが分かれ、
タリティにあふれる接客も魅力。100 年
後も北野で愛されるレストランを目指す。

海沿いの坂道を上り明石海峡大橋、
淡路
島を一望する高台の異人館へ。大きなア
ーチを描く玄関ポーチやステンドグラスの
窓が優美。
ウェディング施設としても人気。

ラ メゾン ドゥ グラシアニ 神戸北野 │中央区
旧居留地で働く外国人邸宅
だった異人館が残る山本通。
明
治41年築の仏人貿易商・グラシ
アニの邸宅がレストランに生まれ
変わって3年目、
神戸を代表する
人気のグランメゾンに。厨房で
指揮を執るのは
［ザ・リッツカー
ルトン大阪］
の
［ラ・ベ］
などで腕
を磨いた金丸直樹料理長。
「9月
にメニューを一新。伝統と革新
をテーマに、異文化が溶け合う
神戸・北野の街を表現した料理
をぜひ」
。
優雅な昼下がりを。

ジェームス邸│垂水区
かつて外国人の別荘地で、
今
も明治から大正時代のエキゾチ
ックな建物が点在する塩屋。神
戸市有形文化財に指定される
築約80年の異人館は、
オレンジ
の丸瓦や円筒状の塔が目を引く
スパニッシュ様式の貴重な建物。
緑の庭、瀬戸内海のすばらしい
眺めを一望しながら、英国の伝
統的スタイルの部屋でフランス
料理が味わえると評判に。広い
芝生の庭や、東屋のある日本庭
園へ、
食後の散歩も楽しみに。

建物所有者／㈱ノザワ

INVITATION

トゥーストゥースメゾンじゅうご│中央区

ポットサービスの紅茶にくつろぐコロニアルテ
ィーセット1人1,944円
（2人から。午後3時〜
。
ランチは1,944円から。
午後5時のみ）

名物は特選牛肉を炭でじっくり
焼いたローストビーフ。地元産
野菜を使ったサラダや自家製パ
ン、
デザートなどが付くランチは、
（サ別）
から。
Aコース3,500円
（税別）
から。取材日の前
ランチ3,900円
菜はサンマと足赤エビに大葉やオリーブ
を合わせたひと皿。
メインは仔羊の旨み
や香りが際立つロースト。伝統の技法で。

三ノ宮駅
神戸三宮駅
阪神本線
神戸三宮駅
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ジェームス邸
山陽電車

JR神戸線
塩屋町1
平磯緑地
ジョリーパスタ

u神戸市垂水区塩屋町6‐28‐1
2078‐752‐2266
午前11時30分〜午後3時、午後5時30分〜
午後9時（ラストオーダーはいずれも1時間
前） 土・日曜、
祝日と第2水曜休 Ⓟ25台
道案内／電車→山陽電車滝の茶屋駅から
北東へ徒歩約7分 車→第二神明道路名谷
ICから南へ約10分

明治14年から約10年間はアメ
リカ領事館として、
その後いくつか
の企業に受け継がれ、
平成元年に
国の重要文化財に指定された。
旧
居留地で唯一現存する明治時代
の異人館が全壊の憂き目に遭った
のは、阪神･淡路大震災のとき。
し
かし3年の歳月を経て再建、今、
レ
トロモダンなレストラン・カフェとし
てよみがえっている。
「県外から訪
れた人のおもてなしにもぴったり」
と店長の嶋野謙介さん。港町神戸
の歴史が息づく館の懐は深い。

明治時代、
ヨーロッパの近代都市
計画に倣った街並みに溶け込む
洋館は、当時流行したコロニアル
様式。建物正面のポーチ、2 階の
バルコニーが名残を鮮やかに留め
る。再建の際、往時の部材を7 割
超生かして修復。建設当初の姿
に近づけるため、階段手すりはオ
ーストリアのマイスターに依頼する
など、細部にわたるこだわりが貫か
れている。
「ウェルカムセットも建物
の雰囲気に合わせて」
と嶋野さん。

かつて神戸で暮らした外国人が、住まい
や職場として愛用した明治期の洋館。今
も大切に保存や復元が成され、神戸の街
を彩るレトロで華やかな建物が、
カフェや
レストランに。豪華な装飾の部屋で、雰囲
気ぴったりの本格フレンチやスイーツを
味わうのは極上の時間。彼らの
〈異国・神
戸〉
での日常を、
時を超えて感じてみたい。

地下鉄海岸線
旧居留地・大丸前駅

京町筋

三宮駅

広々した1階・2階と展望塔、地下
にも部屋がある大邸宅。壁や天
井の装飾、大きな暖炉など豪華な
意匠をゆっくり眺めたくなる。

滝の茶屋駅

山本通

3 加納町3丁目
JR神戸線
地下鉄西神・
阪急神戸線
山手線

u神戸市中央区北野町4‐8‐1
2078‐200‐6031
正午〜午後2時、午後6時〜午後9時（いず
れもラストオーダー） ※要予約 月曜
（祝日
の場合火曜）
休 Ⓟあり
（要問い合わせ）
道案内／電車→各線三宮駅から北西へ徒
歩約15分 車→阪神高速神戸線京橋出口
から北西へ約10分

あこがれの
異人館へ。

TOOTH TOOTH
maison 15th

席にはステンドグラスのウェルカムプ
レート。ポートタワーや帆船など神戸を
テーマに須磨在住の中原初市さんが
制作。60種すべて異なるのがステキ。
カトラリーは置かずあえてシンプルに。

ラ メゾン ドゥ
グラシアニ
神戸北野

元アメリカ領事館の面影を、今に伝える。

重 厚な絨 毯を敷き詰めた2 階は応 接 間
のような雰囲気︒神戸を中心に活躍する
ハヤシジュンジロウさんの洒脱な絵画が呼
応して︑
オールドモダンな空気が揺れる︒

広大な敷地は、食後の散策もお楽しみ。

白& 黒でシックにまとめられた1 階は︑
気 品 漂 う 執 務 室のよう ︒高い天 井 ︑大
きな窓︑
フローリング︑大理石のテーブル︑
籐のイス⁝どれもが美しく響き合う︒

北野の瀟洒な洋館で、心華やぐフレンチを。

大丸神戸店

TOOTH TOOTH
maison 15th

神戸市立
博物館

2

u神戸市中央区浪花町15 旧神戸居
留地十五番館 2078‐332‐1515
午前11時〜午後10時30分（ランチは
午後3時まで） ※食事は予約が望ま
しい 不定休 Ⓟなし 道案内／電車
→各線三宮駅から南西へ徒歩約10
分 車→阪神高速神戸線京橋出口か
ら北西へ約2分
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一軒家に集う
ATI
T
I
IN V
ショップを巡る。

6つの小屋でつながる、
一軒家の散歩道。

フットパス│西脇市
始まりは庭に建てたハチミツ色
の小屋。
その後、
ひとつ、ふたつと
建て増し、現在、雑貨や古道具を
扱う6つの小屋が肩を寄せ合う。
「小さな村のような空間で、愛着が
持てるセレクトショップを。
そんな
私の夢を造園家である夫がカタチ
にしてくれました」
と田中佑加子さ
ん。今春、向かいに建つ築45年の
ご主人の実家をリノベーションし、
複合ショップ
［Fアパートメント］
に。
女性オーナーたちのみずみずしい
感性が、
心地よい風を呼び込む。

レストランを支える生産者の 1 人・中末智己さん
（左）
。稲わらや馬糞などを発酵させた有機堆肥で無
農薬栽培。畑で野菜をかじり発想を得る藤岡さん。

ジューンベリーやヤマボウシが枝を揺らすイン
グリッシュガーデンを取り囲むようにハチミツ色
のショップ小屋など、
胸キュンな小屋が点在。

取材日の昼のコースよ
り。上右はサンマの黒酢
炒めに素揚げした赤万
願寺ししとうやパプリカ
を。すり潰した実山椒が
風味豊か。左は〈 丹波
栗きん豚 〉の部位を食
べ比べ。切り干しダイコ
ンやイチジクと。右下は
旨みを凝縮したナスのム
ース仕立て。昼 3,780
円から、
夜5,400円から。

光と緑をたっぷり招き入れるよう、
波打つガラス戸や圧迫感のない収納棚など、
古い調度品を生かした小屋は、
こんなにお洒落。
オーナー夫妻の手づくりの優しさが
漂う。
「インテリア雑貨、
ガーデニンググッズ、
布物など、
ざっくりとした分類はありますが、
小屋ごとに明確に分けているわけでもなく…」。肩の力が抜けたゆるさもよい。

347
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加古川
JR加古川線

新西脇駅

西脇バイパス 175

お向かいにも！

u西脇市下戸田33‐1
2090‐3169‐7914
http://blog.livedoor.jp/footpath/
営業日の午前11時〜午後4時 ※営業日はホ
ームページで確認を
（月に6〜8日営業） Ⓟ9
台 道案内／電車→JR加古川線新西脇駅から
北へ徒歩約10分 車→中国自動車道滝野社IC
から国道175号線〜県道347号線〜県道54号
線で北へ約15分

﹁商品選びの基準は自分が好きな
もの﹂と佑加子さん︒
﹁ 僕のイメー
ジにあるのは歩くことを楽しむた
めの道＝フットパス﹂
とご主人︒

フットパス
和布町

カナート

Fアパートメント

3号室

「篠山でお付き合いのある農家の方々が丹精した野菜をコー
スで。旬をまるごと味わい篠山に関心を持つきっかけになれば」
と藤岡さん。1つのコースにとれたての野菜が30種以上！ 香り
や味を生かし、
丹波の鹿肉や豚肉、
魚介などを組み合わせた料
理は滋味豊か。歴史を重ねた空間に寄り添うおいしさに心が
和む。2079‐556‐3444 カフェ午前10時〜午後7時 ※ラン
チ、
ディナーは前日までに要予約 火・水曜休
（祝日は営業）

5号室

母屋には旬の
〈ささやま野菜〉
が
主役のレストランと、
〈芦屋ぷりん〉
が人気の［とあっせ］2号店。蔵を
生かした空間には自然素材の服や
雑貨を扱う
［mokono］
［
、里山スト
ーブ］
のショールームがある。篠山
の自然に魅了されて移住し、複合
ショップを開いたのはレストラン店
主の藤岡敏夫さん。
「 築150年の
建物には篠山の文化が詰まってい
ます。心地よい風を感じ、ゆっくり
過ごしてください」
。
本物の豊かさと
は何かに改めて気づかされる。

mokono│モコノ
芦屋が本店。やわらかな風合いの
〈クネク
ネくつ下〉
や自然素材の服、
「よそにはない
もの」
を選ぶハンドメイドの鞄や木工雑貨
などを販売。音楽ライブなどの企画も。
2079‐556‐2822 金・土・日曜の午前11
時〜午後5時（祝日の月曜は営業）

里山ストーブ ショールーム
1号室［カフェ一つ星］体に優しいランチ1,000円はミニデザートとドリンク付き。2090‐2014‐9703 木･金曜、第2･3土曜
の午前11時30分〜午後4時営業 ※ランチは予約も可 2号室
［古道具かたつむり］昭和のジャンク・アイアン物などハード
テイストなお宝が。2090‐9711‐0754 営業日の午前11時〜午後4時（月に4日ほど営業）3号室
［菓子工房シトロニエ］
冬季限定のレモンケーキは
［カフェ一つ星］
でも楽しめる。2090‐9715‐9345 木曜の午前11時〜午後4時 不定休あり 5
号室
［フィーユドメール］母娘たちによるバッグ・アクセサリー・ポーチなど手づくり小物の店。2080‐1418‐2271 営業日の
午前11時〜午後4時（月に6日ほど営業）さらに7号室
［七穀ベーカリー］
が10月よりオープン。2090‐1675‐2315
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ささらい│篠山市

兵庫県産放し飼い鶏の有精卵、低温殺
〈芦
菌牛乳など4つの厳選素材でつくる
屋ぷりん〉
391円。滑らかな舌触り、濃厚
な生クリームのコク、
自然な甘みが魅力。
人気は全国区。2079‐506‐2280 午前
10時〜午後7時 火・水曜休（祝日は営業）

昭和レトロな一軒家に手を入れ集合アパートの趣に。手づくり上手な女性たちの個性が光る場は刺激的。u西脇市下戸田
33‐1 http://khtnk0.wix.com/fapartment ※各店舗営業日はホームページで確認 Ⓟフットパスと共用

2号室

江戸期の庄屋屋敷で、
篠山の豊かさを体感！

里山旬菜料理ささらい

とあっせ 篠山店

Fアパートメント
1号室

蔵のある商家跡がレストラン＆ショップに。庭が多彩
な小屋が建つ雑貨店に。建物をあちこち巡って楽しさ
が何倍にもふくらむ、複合ショップの一軒家を訪ねて。

環境に優しく、
遠赤外線の輻射
（ふくしゃ）
熱で家全体を暖め、体も芯から暖まる。
そ
んな
「薪ストーブのある心豊かな暮らしを」
と数種を展示。販売や施工、
メンテナンス
や相談も。2079‐506‐0182 月・木〜日
曜の午前10時〜午後6時（祝日は営業）

大屋根に覆われた庄屋屋敷だった建物。入
ると土間が広がり、左にレストラン、右には
［とあっせ］
が。奥へ進むと蔵を改装した店が。

篠山城跡

ささらい
神姫バス
篠山営業所

306

丹南
篠山口IC

372

八上下

u篠山市日置397
2079‐556‐3444（ささらい）
Ⓟ10台 道案内／電車→JR福知山線篠
山口駅から神姫バス、篠山営業所下車。
タクシーに乗り換え約10分 車→舞鶴
若狭自動車道丹南篠山口ICから県道
306号線〜国道372号線で約15分
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