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大阪国際（伊丹）空港からコウノトリ但馬空港
羽田空港からコウノトリ但馬空港
<大阪国際（伊丹）空港乗り継ぎ>
コウノトリ但馬空港からＪＲ豊岡駅まではバスで約15分

約40分
最短約2時間
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【全但高速バス】
城崎
湯村
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湯村

約3時間30分
約3時間50分
約3時間45分
約3時間20分

姫路

【キャッスルロード】
（神姫バス、全但バス共同運行）

城崎 約2時間20分

［問］0796-26-1515

28但馬Ⓟ2-012A4

ジオパーク号
Tajimawaru Bus  Geo-Park-go

■JR城崎温泉駅

■城崎マリンワールド

■竹野浜海水浴場　

■ジオパークと海の文化館

■大乗寺　　　    ■JR香住駅

■余部鉄橋「空の駅」

Tajimawaru Bus No.1　Sea course Kinosakionsen Station　

Kinosaki Marine World

Takenohama Beach

Geopark and Sea Museum

Daijyo-ji Temple  　   Kasumi Station

Amarube Railroad Bridge “Sora-no Eki”

1号 ■JR城崎温泉駅　　  ■JR豊岡駅   

■神鍋高原　　■道の駅村岡ファームガーデン

■猿尾滝　　    ■木の殿堂     　　　  

■たじま高原植物園

■全但バス福岡ハチ北口

■大杉養蚕住宅町並み　　     ■天滝　　

■道の駅ようか 但馬蔵　　　■JR和田山駅

Tajimawaru Bus No.2　Mountain course Kinosakionsen Station　  　Toyooka Station　  　

Kannabe Highlands    　Muraoka Farm Garden Roadside Rest Area

Saruodaki Waterfalls　   The Museum for Wood Culture 　　　  

Tajima Highlands Botanical Gardens 

Zentan Bus Fukuokahachikitaguchi

Townscape of Osugi Silkworm-Raising Houses　　　Tendaki Falls

Yoka Tajimanokura Roadside Rest Area　　  　  Wadayama Station

2号

■JR和田山駅　　■竹田城下町

■JR生野駅　　■生野銀山

■神子畑鋳鉄橋　

■神子畑選鉱場跡　

■明延探検坑道　

■道の駅ようか 但馬蔵  

■JR八鹿駅　

Wadayama Station       Takeda castle town

Ikuno Station　  　　Ikuno Silver Mine

Mikobata Cast Iron Bridge     

Mikobata Mineral processing plant

Akenobe expedition head way

Yoka Tajimanokura Roadside Rest Area　   

Yoka Station

鉱石の道号
Tajimawaru Bus  Kosei-no-michi-go

夢但馬周遊バス

8月・9月

7月22日～8月 11月

たじまわる運行月早見表（下記期間の土・日・祝日のみ運行）
Monthly schedule for the Tajimawaru (Open Saturdays, Sundays, and national holidays ONLY during the following times.)

4月
April

5月
May

6月
June

7月
July

8月
August

9月
September

10月
October
11月
November

12月
December

1月
January

2月
February

3月
March

Tajimawaru Premium Tour Bus

Tajimawaru Premium Tour Bus；Winter Special

Tajimawaru Bus  Kosei-no-michi-go

Tajimawaru Bus  Geo-Park-go

Tajimawaru Bus No.1　Sea course

Tajimawaru Bus No.2　Mountain course

7/22

鉱石の道号

ジオパーク号

1号 海コース

2号 山コース

冬号

個人情報の取り扱いについて

但馬内200以上の施設で割引等の特典を受けられる但馬ファンクラブ会員パスポートが当たる！

【取得した個人情報の利用目的】ご応募いただいたお客様の個人情報（氏名･住所等）は厳重に管理し、賞品の抽選、当選者確認連絡および賞品である但馬ファンクラブ会員の登録のみに利用
します。但馬ファンクラブ会員登録にあたり、同クラブを運営する（公財）但馬ふるさとづくり協会に当選者の①郵便番号･住所、②氏名、③生年月日、④性別、⑤電話番号を提供いたします。当選
者の同意を得ることなく、（公財）但馬ふるさとづくり協会以外の第三者に提供することはありません。

夢但馬周遊バス“たじまわる”記念乗車券の抽選券をはがきに貼り付け、①郵便
番号･住所、②氏名、③生年月日、④性別、⑤電話番号、⑥今後のたじまわるの情報
送付の有無を書いて左記までお送りください。
1枚のハガキに異なるコースの抽選券を貼って応募いただくと複数口の応募となりま
す。抽選券は乗車券に印字されています。

に乗って当てよう！！ 抽選で
各10名様

応募方法

〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町7-11 但馬県民局内 
但馬観光協議会
当選者の発表は賞品の発送をもって
代えさせていただきます。

【1回目】平成29年8月31日まで ※当日消印有効
【2回目】平成30年2月28日まで ※当日消印有効

応募
期間
応募
宛先
当選
発表

“TAJIMAWARU”
 Tour Bus

海コース 山コ
ー
ス

車内ガイド付

季節に合わせて各コースを準備しています
We have various tourist routes that will match a season

路 線 バ ス  The local bus

定期観光バス The regular tourist bus service

路 線 バ ス  The local bus

定期観光バス The regular tourist bus service

■湯村温泉　　

■道の駅山陰海岸ジオパーク浜坂の郷　

■JR浜坂駅  　

■但馬海岸遊覧船（山陰海岸ジオパーク館）　

■道の駅あまるべ（余部鉄橋「空の駅」）　

■JR香住駅　　　■大乗寺　　

■香住鶴    ■湯村温泉  ■JR浜坂駅　

Yumura Onsen　  

Sanin Kaigan Hamasaka-no-sato Roadside Rest Area

Hamasaka Station　　 

Tajima Kaigan Excursion Boat

Amarube Roadside Rest Area

Kasumi Station         　 Daijyo-ji Temple

　　　　            Yumura Onsen　　 Hamasaka Station

9月・10月

Kasumitsuru
（High-quality Sake）

一円電車 湯村温泉 余部鉄橋「空の駅」

天滝 木の殿堂 

生野銀山

竹野浜海水浴場城崎マリンワールド



19：00 JR城崎温泉駅
Kinosakionsen StationKinosakionsen Station

終着 19：10 JR和田山駅
Wadayama StationWadayama Station

終着

接続列車
出発時刻
Time of 
Departure 17：56発 Ltd Express Hamakaze No.6

（Bound for Osaka）

特急はまかぜ6号（大阪行）

17：44発 Ltd Express Kounotori No.24
（Bound for Shin-Osaka）

特急こうのとり24号（新大阪行）

18：35 JR豊岡駅 Toyooka StationToyooka Station

17：35 JR和田山駅
Wadayama StationWadayama Station

●16：50
●17：15
着
発

道の駅
但馬のまほろば
Tajima no Mahoroba
Roadside Rest Area
Tajima no Mahoroba
Roadside Rest Area

●14：30
●16：35
着
発

山城の郷（竹田城跡）
Yamajiro no Sato
（Takeda Castle Ruins）
Yamajiro no Sato
（Takeda Castle Ruins）

接続列車
出発時刻
Time of 
Departure 18：18発 Local Train

 （Departure from Hamasaka）

普通（浜坂行）

18：18発 Ltd Express Kounotori No.26
（Bound for Shin-Osaka）

特急こうのとり26号（新大阪行）

18：45 JR八鹿駅 Yoka StationYoka Station

接続列車
出発時刻
Time of 
Departure 18：28発 Ltd Express Kounotori No.26

（Bound for Shin-Osaka）

特急こうのとり26号（新大阪行）

17：28発 Ltd Express Hamakaze No.6
（Bound for Osaka）

特急はまかぜ６号（大阪行）

17：45 JR城崎温泉駅
Kinosakionsen StationKinosakionsen Station

17：20 JR豊岡駅
Toyooka StationToyooka Station

●16：30
●17：05
着
発

コウノトリの郷公園
Hyogo Park of the 
Oriental White Stork
Hyogo Park of the 
Oriental White Stork

●14：50
●16：05
着
発

城下町出石
Castle Town “IZUSHI”Castle Town “IZUSHI”

養父神社 Yabu jinjya ShrineYabu jinjya Shrine11月
限定

November OnlyNovember Only
※11月のみ運行時間が異なります。
　詳しくは左記の11月限定時刻表をご覧ください。

JR和田山駅前バス停から出発JR城崎温泉駅前バス停から出発

●13：10
●14：10
着
発

道の駅
ようか 但馬蔵
Yoka Tajimanokura 
Roadside Rest Area
Yoka Tajimanokura 
Roadside Rest Area

●10：45
●12：45
着
発

山城の郷（竹田城跡）
Yamajiro no Sato
（Takeda Castle Ruins）
Yamajiro no Sato
（Takeda Castle Ruins）

10：30 JR和田山駅
Wadayama StationWadayama Station

●12：10
●13：30
着
発

城下町出石
Castle Town “IZUSHI”Castle Town “IZUSHI”

●11：15
●11：45
着
発

コウノトリの郷公園
Hyogo Park of the 
Oriental White Stork
Hyogo Park of the 
Oriental White Stork

11：00 JR豊岡駅
Toyooka StationToyooka Station

10：35 JR城崎温泉駅
Kinosakionsen StationKinosakionsen Station

Time of Arrival

接続列車
到着時刻 10：47着 Ltd Express Kounotori No.1

（Departure from Shin-Osaka）

特急こうのとり1号
（新大阪発）

駅前の
バス停
から出発!
Departure from the 
bus stop in front of 
the station

JR豊岡駅Toyooka Station

夢但馬周遊バス

Time of 
Arrival

接続列車
到着時刻

9：17着 Local Train 
（Departure from Teramachi）

普通（寺前発）

10：21着 Ltd Express Kounotori No.1
（Departure from Shin-Osaka）

特急こうのとり1号（新大阪発）
10：19着

Time of Arrival
Rapid San’in Geo Liner （Departure from Tottori）
 （Check the actual schedule）

快速山陰海岸ジオライナー
（鳥取発）（運転日注意）接続列車

到着時刻

冬号

12月～2月

運行ルート＆時間運行ルート＆時間

Tajimawaru Premium Tour Bus ； Winter Special

11月
限定

November OnlyNovember Only
※11月のみ運行時間が異なります。
　詳しくは左記の11月限定時刻表をご覧ください。

養父神社 Yabu jinjya ShrineYabu jinjya Shrine

■JR城崎温泉駅　　■JR豊岡駅　　

■玄武洞公園　■コウノトリの郷公園　　　　　

■城下町出石　      ■カバンストリート　

■JR豊岡駅　 ■JR城崎温泉駅

Kinosakionsen Station      Toyooka Station　    

Genbudo　Park　　 Hyogo Park ｏｆ the Oriental White Stork 　　　

Castle Town “IZUSHI”       Caban Street                   

Toyooka Station        Kinosakionsen Station 

When the Takeda Castle ruins are off-season, a winter bus 
departs from Kinosaki Onsen.

竹田城跡が閉山となる冬期には、城崎温泉発道の冬号が運行します。

但馬牛の焼肉丼1,350円（税込）Grilled Tajima Beef bowl1,350yen（tax included）

八鹿豚の山
椒みそかつ

定食

1,390円（税
込）

1,390yen（
tax inclu

ded）

但馬牛をはじめ、但馬の食材を使用したメニューを
提供しているレストランや、但馬のお土産物、地元
の朝どれ新鮮野菜を提供している物販コーナーが
ある。また、但馬の情報提供もしており、但馬のこと
なら何でもおまかせ！
☎079-676-5121

夢但馬周遊バス Tajimawaru Premium Tour Bus
マークの説明

【Period】
Saturdays, Sundays,
and national holidays
from Aprill to November 2017
& only March 2018

【期間】

4月～11月・3月
の土・日・祝日

2017年 2018年

たじまわるチケット提示の特典

Here on the mountaintop lieｓ the castle ruins. This site is sometimes 
called, “Japan’s Machu Picchu” or “Castle in the Sky” due to its 
breathtaking views that resemble a surrounding sea of clouds. Please 
get off the “Tajimawaru Bus” and take the “Tenku bus” at “Yamajiro no 
Sato” Stop. （An extra charge will be requested. Check the days and 

times of the service before traveling.） It is 
about a 20-minute walk to top of the 
mountain. Prepare comfortable walking 
shoes. There is a restaurant located 
around Yamajiro no Sato.

全国屈指の山城遺跡。雲海に浮かぶその姿から天空の城、日本のマチュピチュ
と呼ばれている。「山城の郷」で下車して天空バス（別途料金必要・運休日あり要
確認）を使えば、徒歩約20分で竹田城跡まで登ることができる。ぜひ歩きやすい
靴で。山城の郷にはレストラン有。

【竹田城跡】観覧料＝大人500円、中学生以下無料
【情報館 天空の城】（Castle in the Sky）
☎079-674-2120　
【Takeda Castle Ruins】Admission:　Adult 
500yen , Free for junior high school students 
and under

 たけ   だ  じょう せき

竹田城跡
 Takeda Castle Ruins

天空の城。

（朝来市和田山町） 【山城の郷下車】

 きの さき おん せん

城崎温泉
Kinosaki Onsen

ゆかたの似合うまち。

（豊岡市城崎町） 
【JR城崎温泉駅下車】

Yabu jinjya 
Shrine
（養父市）

　や　 ぶ　じん　じゃ

養父神社

11月のみ紅葉で有名な養父神社がコースに加わるため運行時間が
異なります。詳しくは下記時刻表をご覧ください。
Only in November, Yabu jinjya Shrine （famous for beautiful autumn 
leaves） will be included in the bus route. Therefore, the time schedule 
in November will be different from the regular schedule. For more 
details, please refer to the following time schedule（November only）.

国の特別天然記念物コウノトリを公開飼育しており、解
説員の説明を聞きながら間近で見ることができる。運が
よければ園外からコウノトリが飛んでくるかも。

The oriental white storks, a Japanese Special Natural Monument, are bred 
and raised in the park after having gone extinct from the region. You may 
see them up close as you listen to the interpretation. They sometimes fly in 
and out of the park once they have been released into the wild. 
【コウノトリ文化館】入館料＝無料　☎0796-23-7750  
（Toyooka Municipal Museum for Oriental White Stork） Admission: Free

コウノトリ本舗
●お土産品
●お食事代  ▼ 5％割引
Special Offer : Meals and 
souvenirs at “Kounotori 
Honpo” ▶5% OFF

●出石家老屋敷　
●出石永楽館　　
●豊岡市立美術館－伊藤清永記念館－
●出石明治館
●出石史料館　

▼ 団体料金
　扱い

●出石温泉館
　乙女の湯

▼ 大人500円→400円
小人300円→250円

●いずし観光センター　
●出石びっ蔵

▼ お土産品 
　５％割引
     ※一部の商品を除く

Special Offer : Entrance fees to the listed sites are reduced: Izushi Karo-yashiki, 
Eirakukan Izushi Museum, Toyooka City Art Museum Ito Kiyonaga Memorial Hall, Izushi 
Meijikan, Izushi Historical Museum
Izushi Tourist Center, Izushi ［Bikkura］（Souvenirs:5% OFF（※Some products are 
exempt from the discount.）
Izushi Onsenkan Otome no Yu （Adult 500yen⇒400yen/Child 300yen⇒250yen）

荷物をバスに置いてラクラク観光！
お土産が増えても大丈夫

観光バスに
グレードアップ

（車両繰りにより乗合バス車両で運行する場合があります ）

1300年の歴史を持つ城崎温泉は、湯治場として志賀直哉などの文豪にも愛された。宿を客間、道を廊下として訪れた
人をもてなす文化は今も息づいている。夜になればまちは行灯に照らされ、いっそうロマンチックに。ぜひ1泊したい。
Kinosaki Onsen has a long history for over 1,300 years, and has been a  favorite destination of many 
writers and artists such as Naoya Shiga. The culture of great hospitality stays strong in the area saying, 
“inns that make you feel like in the living room of your own home, and ｓｔreets that make you feel like in 
the hallway at home.” In the evenings, the atmosphere of the town becomes even more romantic in the 
light of the street lanterns. Enjoy staying over for a night, or two.
【城崎温泉観光協会】☎0796-32-3663（Kinosaki Onsen Tourism Association）

出石城の城下町。但馬の小京都と呼ばれる。明治時
代の芝居小屋「永楽館」や「出石明治館」など歴史
的建造物が多く残っており、旅情ムードたっぷりの町
並みは歩くだけでも楽しい。皿そばを食べた後にゆっ
くり散策したい。
Castle Town “IZUSHI” is often referred to as 
Little Kyoto. Enjoy exploring around the town 
after some of the famous locally made “Izushi 
Sara Soba (buckwheat soba noodles).” There 
are many historical buildings from the Meiji Era, 
such as “Eirakukan” (a playhouse) and “Izushi 
Meijikan.” 
【但馬國出石観光協会】☎0796-52-4806
（Izushi Tourist Association）

道の駅 但馬のまほろば
Tajima no Mahoroba Roadside Rest Area

“但馬のお宝”大集合！

（朝来市山東町）

　　　　　　　　       さと こう えん

コウノトリの郷公園
Hyogo Park of the Oriental  White Stork

間近で見れます、コウノトリ。

（豊岡市祥雲寺）

物販野菜コーナー
Sales Section for Vegetables
物販野菜コーナー
Sales Section for Vegetables

11月
限定
November
Only

JR城崎温泉駅
コウノトリの郷公園
JR豊岡駅
城下町出石
養父神社
山城の郷（竹田城跡）
道の駅 但馬のまほろば
JR和田山駅

発9:30
着10:00/発10:45
発11:00
着11:30/発13:00
着13:30/発14:00
着14:30/発16:30
着16:45/発17:15
着17:35

JR和田山駅
山城の郷（竹田城跡）
道の駅 ようか但馬蔵
養父神社
城下町出石
コウノトリの郷公園
JR豊岡駅
JR城崎温泉駅

発10:30
着10:45/発12:45
着13:10/発14:00
着14:15/発14:40
着15:10/発16:10
着16:35/発17:05
着17:20
着17:45

JR豊岡駅
JR城崎温泉駅

着18:35
着19:00

JR八鹿駅
JR和田山駅

着18:45
着19:10

11月限定時刻表　Bus schedule for November  

●鯉（恋）みくじ ▼ 300円→200円
●抹茶 ▼ 300円→100円（もみじ祭り期間中/11月中旬）

Special Offer : Romance lucky charm:300yen ▶ 200yen
Special Offer : Japanese green maccha tea:300yen ▶ 100yen
Available during Autumn festival in Yabu/Mid November

但馬牛鉄板焼き定食
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山城の郷
Yamajiro no Sato

出石皿そばIzushi Sara Soba
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4月から新しく
なりました！

定期観光バス The regular tourist bus service

Renewal Starting in April.

出発地点まで路線を延長
城下町出石での滞在時間を延長
The Local Bus is Extended to the Departing Point. 
Extend the Period of Stay in the Castle Town Izushi

定期観光バス The regular tourist bus service

出石永楽館

じょう  か  まち いず  し

城下町出石
Castle Town “IZUSHI”
（豊岡市出石町） 

そばだけじゃ、もったいない。

ゆかたでまち歩き

道の駅 
ようか但馬蔵
Yoka Tajimanokura Roadside Rest Area
（養父市八鹿町）

蔵をイメージしたゆとりの
空間と、地域の生産者か
ら毎日届くフレッシュな果
物や野菜など豊富な品揃
えが自慢。
☎079-662-3200

但馬のいいもの蔵ぞろえ

お土産売場 農産物売場
カバンストリート 玄武洞公園


