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スポット名 住所 問い合わせ

こうのとりロール 香美町香住区境906 三七十館 0796-36-3330

香住海岸 香美町香住区 香美町香住観光協会 0796-36-1234

おばぁかふぇの栃おはぎ 新温泉町湯82 ゆむら屋(おばあかふぇ） 0796-92-2366 

湯村温泉 新温泉町湯 湯村温泉観光協会 0796-92-2000

かりんとう 香美町香住区森862 円山菓寮 香住店 0796-39-1017 

大乗寺 香美町香住区森860 大乗寺 0796-36-0602

シフォンケーキ 豊岡市日高町栗栖野59-13 道の駅神鍋高原 0796-45-1331 

神鍋高原 豊岡市日高町 神鍋高原 日高神鍋観光協会 0796-45-0800

美方大納言ソフトクリーム 香美町村岡区村岡区大糠32-1 道の駅村岡ファームガーデン 0796-98-1129 

たじま高原植物園 香美町村岡区和池709 たじま高原植物園 0796-96-1187

塩チョコリーフパイ 豊岡市竹野町 たけの観光協会 0796-47-1080 

竹野海岸 豊岡市竹野町 たけの観光協会 0796-47-1080 

今川焼 豊岡市中央町13-1 谷口今川焼店 0796-22-3517 

玄武洞公園 豊岡市赤石 豊岡観光協会 0796-22-8111

牧場ジェラート 朝来市和田山町白井486 あいす工房らいらっく 079-670-1766 

白井大町藤公園 朝来市 大町藤公園 白井大町藤公園 079-670-1636

岩津ねぎアイス 朝来市岩津96 道の駅フレッシュあさご 079-670-4120 

ブルーベリータルト 朝来市生野町口銀谷2000-2 ガトーコバヤシ 079-679-3752 

神子畑選鉱場跡 朝来市佐嚢1826-1 あさご観光協会 079-677-1165

史跡生野銀山 朝来市生野町小野33-5 シルバー生野 079-679-2010

明延鉱山 養父市大屋町明延 あけのべ自然学校 079-668-0258

鮎のさゝやき 養父市八鹿町八鹿1500 菓心 谷常 079-662-2261 

名草神社の三重塔 養父市八鹿町石原 やぶ市観光案内所 079-663-1515

シフォンケーキ 養父市大屋町大杉1074 分散ギャラリー養蚕農家 079-669-0026 

木彫展示館と周辺散策 養父市大屋町大杉826 木彫展示館 079-663-8070

どぶロック 養父市上野1156-1 カタシマ養父本店 079-664-0351 

別宮の棚田 養父市別宮 氷ノ山鉢伏観光協会 079-667-3113

とち餅 但馬全域  

中嶋神社 豊岡市三宅1 豊岡観光協会 0796-22-8111

豊岡1925 豊岡市中央町11-22 豊岡1925 0796-26-1925
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スポット名 住所 問い合わせ

地元ならではの味覚!セコガニ 豊岡市、香美町、新温泉町  
但馬漁業協同組合 0796-36-1331
浜坂漁業協同組合 0796-82-3020 

さすが日本海！白イカ刺身 豊岡市、香美町、新温泉町 
但馬漁業協同組合 0796-36-1331
浜坂漁業協同組合 0796-82-3020 

赤ガレイ刺身 香美町香住区境548 香美町香住観光協会 0796-36-1234

ホタルイカ 豊岡市、香美町、新温泉町 
豊岡観光協会 0796-22-8111
香美町香住観光協会 0796-36-1234
浜坂観光協会 0796-82-4580

ドギの天ぷら 豊岡市、香美町、新温泉町 
豊岡観光協会 0796-22-8111
香美町香住観光協会 0796-36-1234
浜坂観光協会 0796-82-4580

床瀬のそば 豊岡市竹野町床瀬 たけの観光協会 0796-47-1080 

出石皿そば 豊岡市出石町 但馬國出石観光協会 0796-52-4806 

殿さんそば 豊岡市日高町殿810 殿さんそば 0796-44-1888 

高中そば 養父市奥米地 高中そば処 079-665-0364  

江野そば 豊岡市江野225-1 そばの郷 江野そば 0796-24-5300 

赤花そば 豊岡市但東町赤花159-1 赤花そばの郷 0796-56-0081 

春来そば 新温泉町春来1318 そば処 春来てっぺん 0796-92-2770 

奈佐そば 豊岡市辻538 奈佐そば 0796-23-7122 

平家そば 香美町香住区余部2980 御崎 平家の里 0796-34-0100 

JAたじまファーマーズマーケット 
たじまんま

豊岡市八社宮490 たじまんま 0796-22-0300

岩津ねぎ 朝来市  

生野ハヤシライス 朝来市 生野ハヤシライス部会 079-679-2233 

鹿肉丼 朝来市岩津96 道の駅 フレッシュあさご 079-670-4120 

八鹿豚カツ丼 養父市八鹿町高柳241-1 道の駅ようか但馬蔵 079-662-3200 

岩津ねぎまみれ丼 朝来市内 「あさごもん」079-672-2362  

牛炙りとろ丼 養父市上野299 道の駅 但馬楽座 079-664-1000 

但馬牛コロッケ 但馬地域全域  

但馬牛寿司 香美町内の提供店舗 香美町商工会 0796-36-0123 

愛しテールラーメン 新温泉町 湯村温泉街 新温泉町商工会温泉支所 0796-92-1856 

ヤマメ&山菜 但馬地域全域  

スッポン鍋 香美町 香美町小代観光協会 0796-97-2250 
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昔ながらの伝統漁体験 豊岡市気比／気比の浜海水浴場 豊岡港観光協会 0796-28-3244 

昔ながらの伝統漁体験(竹野) 豊岡市竹野町弁天浜 たけの観光協会 0796-47-1080 

昔ながらの伝統漁体験(香住) 香美町香住区下浜 下浜地曳網組合（民宿ひろや）0796-36-0465 

昔ながらの伝統漁体験(浜坂) 新温泉町芦屋365 地引網組合（渡辺水産）0796-82-5001 

昔ながらの伝統漁体験(諸寄) 新温泉町諸寄 諸寄観光協会 0796-82-1409 

川遊び&魚捕り(あゆ公園) 養父市大屋町加保582 あゆ公園 079-669-1822 

十戸虹ます川釣り場 豊岡市日高町十戸 日高神鍋観光協会 0796-45-0800 

魚ヶ滝キャンプ場 朝来市生野町生野魚ヶ滝671 魚ヶ滝荘 079-679-4334

川遊び&魚捕り(湖畔) 朝来市生野町上生野 レンタルボート湖畔 079-679-2852

川遊び&魚捕り(村岡) 香美町村岡区大笹15-1 ハチ北観光協会 0796-96-0732 

川遊び&魚捕り(村岡) 香美町村岡区村岡 矢田川フィッシングセンター 0796-94-0652 

スノーシューウォーキング 豊岡市日高町栗栖野59-13 日高神鍋観光協会 0796-45-0800 

スノーシュー(小代) 香美町小代区新屋1432-35 尼崎市立美方高原自然の家「とちのき村」 
0796-97-3600 

スノーシュー(村岡) 香美町村岡区宿791-1 兎和野高原野外教育センター 0796-94-0211 

スノーシュー(村岡) 香美町村岡区和池951 木の殿堂　0796-96-1388 

スノーシュー(上山高原) 新温泉町石橋757-1 上山高原ふるさと館 0796-99-4600 

シャワークライミング 香美町小代区新屋1432-35 尼崎市立美方高原自然の家「とちのき村」
0796-97-3600 

シャワークライミング(神鍋) 豊岡市日高町 神鍋高原 日高神鍋観光協会 0796-45-0800 

磯観察&磯釣り 香美町香住区香住 香美町香住観光協会 0796-36-1234 

磯観察&磯釣り(竹野) 豊岡市竹野町竹野浜 たけの観光協会 0796-47-1080 

磯観察&磯釣り(浜坂) 新温泉町芦屋 浜坂港湾一帯 浜坂観光協会 0796-82-4580 

磯観察&磯釣り(三尾) 新温泉町三尾港湾一帯 浜坂観光協会 0796-82-4580 

カヌー 豊岡市竹野町竹野 北前館 0796-47-2020 

カヌー(豊岡) 兵庫県豊岡市小島1163 県立円山川公苑 0796-28-3085 

カヌー(香住) 香美町香住区香住1396  かすみジオカヤッククラブ 0796-36-3512 

カヌー(浜坂) 新温泉町 新温泉町生涯教育課 0796-82-5629 

ツリーイング 養父市ハチ高原 氷ノ山鉢伏観光協会 079-667-3113

ツリーイング(村岡) 香美町村岡区宿791-1 兎和野高原野外教育センター 0796-94-0211 

ツリーイング(村岡) 香美町村岡区大笹15-1 ハチ北観光協会 0796-96-0732 

ツリーイング(小代) 香美町小代区新屋1432-35 尼崎市立美方高原自然の家「とちのき村」
0796-97-3600 

フォレストアドベンチャー・朝来 



アスレチック 朝来市佐嚢66 090-6739-2195 

アスレチック(村岡) 香美町村岡区宿791-1 兎和野高原野外教育センター 0796-94-0211 

昆虫採集 香美町村岡区大笹15-1 ハチ北観光協会 0796-96-0732 

昆虫採集(神鍋高原) 豊岡市日高町 神鍋高原 日高神鍋観光協会 0796-45-0800 

昆虫採集(県立但馬長寿の郷) 養父市八鹿町国木594-10 県立但馬長寿の郷 079-662-8456

昆虫採集(ほたるの里) 養父市奥米地773 ほたるの里 079-665-0588

昆虫採集(ハチ高原) 養父市 ハチ高原 氷ノ山鉢伏観光協会 079-667-3113
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縁結び！？玄武洞公園 豊岡市赤石 豊岡観光協会 0796-22-8111 

城崎温泉・幸せのこけし 豊岡市城崎温泉  

コウノトリの郷公園 豊岡市祥雲寺127 コウノトリ文化館 0796-23-7750 

久々比神社 豊岡市下宮318-2 豊岡観光協会 0796-22-8111 

竹野・猫崎キューピー 豊岡市竹野町竹野 竹野浜海水浴場 たけの観光協会 0796-47-1080 

天空の城・竹田城跡 朝来市和田山町竹田 情報館天空の城 079-674-2120 

旧木村酒造場EN 朝来市和田山町竹田字上町西側363 情報館天空の城 079-674-2120 

神鍋高原 ブルーリッジホテル 豊岡市日高町栗栖野55 ブルーリッジホテル 0796-45-1200 

湯村温泉で隠れハートを探せ！ 新温泉町湯 湯村温泉街 湯村温泉観光協会 0796-92-2000 

浜坂県民サンビーチ＆城山園地 新温泉町芦屋 浜坂観光協会 0796-82-4580 

BIG LABOで絆を深めるアート体験！ 養父市大屋町加保7 おおやアート村BIG LABO
079-669-2449 

妙見山の三重塔 養父市八鹿町石原1755-6 やぶ市観光案内所 079-663-1515 

日本の滝百選・猿尾滝で願掛け！ 香美町村岡区日影 香美町村岡観光協会0796-94-0123 

夕陽百選・今子浦海岸 香美町香住区境 香美町香住観光協会 0796-36-1234 

たじま高原植物園 香美町村岡区和池709 たじま高原植物園 0796-96-1187


