「兵庫・ブロガー100人戦国トリップ事業」

ブロガー特典内容

施設名
明石市立天文科学館

入館料無料

ブロガー特典(播磨エリア)

施設住所

備考（営業時間等）

〒673-0877 明石市人丸町2－6

開館時間：9時30分～17時
（最終入館受付16時30分）
休館日：毎週月曜日・第2火曜日

明石市立文化博物館

入館料無料

〒673-0846 明石市上ノ丸2－13－1

開館時間：9時30分～18時30分（入館は18時まで）
休館日：毎週月曜日
（国民の祝日又は休日及び特別展開催期間中を除く）年末
年始（12月29日～1月3日）

観音寺

てるひめちゃんグッズ提供

〒675-0321 加古川市志方町志方町
720

休館日：なし

高砂市観光協会

高砂染柄はんかち～ふ・ポーチを会員価格にてご 〒676-8558 高砂市高砂町北本町
提供
1104

播磨町郷土資料館

施設内での写真撮影許可

開館時間：9時～17時
休館日：土曜、日曜、祝祭日

開館時間：4月～9月 9時30分～18時 10月～3月 9時30分
～17時
〒675-0142 加古郡播磨町大中396-1
休館日：毎週月曜日（祝日の場合はその翌日）年末年始（12
月29日～1月3日）

西脇市立経緯度地球科学館「テラ・
ドーム」

入館料免除（夜の天体観測料金も免除）

〒677-0039 西脇市上比延町334-2

開館時間：10時～18時
（天体観測会は土曜・休前日の夜7時～）
休館日：月曜日

西脇市岡之山美術館

入館料無料（無料入場券配布）

〒677-0039 西脇市上比延町345-1

開館時間：10時～17時
休館日：月曜日、祝日の翌日、年末年始

ＪＡみのり特産開発センター

黒田庄和牛購入割引（10％引き）

〒679-0313 西脇市黒田庄町岡22-1

開館時間：9時～17時30分
休館日：1月1日～3日

播州織工場（播州織工業協同組合）

指定日に見学（通常不可）
事前に西脇市観光協会（0795-22-3111）に予約

〒677-0033 西脇市鹿野町16

操業時間：9時～17時
休業日：土曜・日曜・祝日

コテージ宿泊料、バーべキューサイト無料
西脇市立日本のへそ日時計の丘公園 （予約のない日に限る）
事前に西脇市観光協会（0795-22-3111）に予約

〒679-0312 西脇市黒田庄町門柳
871-14

管理事務所開所時間：8時～19時

旧来住家住宅

播州小物粗品進呈

〒677-0015 西脇市西脇394-1

午前10時～午後6時
(10月～3月の時期は午後5時閉館）
月曜日休館

旧玉置家住宅

『マイ箸づくり体験』 体験料(600円)無料に。
ただし、事前予約必要。

〒673-0431 三木市本町2丁目2－17

開館時間：10時～16時
休館日：毎週火曜日
『マイ箸づくり体験』は毎月第1・第3土曜

あお陶遊館アルテ

・体験料減免（市外の方のみ対象）
手びねり・絵付け体験各900円→各600円、ろくろ 〒675-1358 小野市粟生町1816-7
体験1,350円→900円

小野市観光協会

おのみ～ずプレゼント

〒675-1380 小野市王子町806-1
小野市役所地域振興部観光課内

開庁：8時45分～17時15分（月～金）

きよたにいっぷく堂

食事メニュー 200円引き
喫茶のみ 100円引き

〒675-1317 小野市浄谷町3294-1

開店：9時～15時 （食事L.O.14時）
定休日：毎週火曜日

開館：9時～17時（金・土曜日は22時まで）
受付：9時～11時、13時～15時（金・土曜日は20時半まで）
※15時以降の受付は事前予約が必要

白雲谷温泉ゆぴか

入浴料半額 600円→300円

〒675-1345 小野市黍田町1000-1

営業：10時～22時 (最終受付21時30分)
定休日：年中無休（施設定期点検日・年末年始は除く）
※但し11月1日～11月30日はリニューアル工事のため休館

㈲根日女の湯

入浴料大人600円が無料（10月31日迄）

〒679-0101 加西市都染町957

開館時間：8時～21時
休館日：毎月第3月曜日
10月31日をもちまして閉館

五百羅漢

拝観料大人200円が無料

〒675-2312 加西市北条町北条1293

拝観時間：9時～17時
休みなし

滝野温泉ぽかぽ

入館料100円引

〒679-0212 加東市下滝野1283-1

開館時間：10時～22時（入館は21時まで）
休館日：毎月第2水曜日

姫路城西御屋敷跡庭園 好古園

取材協力可（但し、事前予約必要 079-2894120）

〒670‐0012 姫路市本町68

開館時間：9時～17時
休館日：12月29日、30日

姫路文学館

姫路文学館一筆箋の贈呈（一人1回1冊のみ）

〒670-0021 姫路市山野井町84

開館時間：10時～17時
休館日：毎週月曜日・休日の翌日

姫路城

公開場所での写真撮影可
取材協力可（但し、事前予約必要 079-2851146）

〒670-0012 姫路市本町68

開城時間：9時～16時（4/27～8/31は1時間延長）
休城日：12/29・30

姫路市立動物園

園内遊具無料（コイン投入式遊具は除く）

〒670-0012 姫路市本町68

開園時間：9時～17時
休園日：12/29～1/1

姫路市観光交流推進室

姫路観光ご招待券を贈呈
（姫路城、好古園、美術館、文学館、動物園等の
〒670-0012 姫路市本町68
姫路城周辺施設の他、水族館、書写山ロープウェ
イ等の姫路市内の観光施設の招待券）
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ご招待券はブロガーとして選定された方に事務局より送付し
ます

「兵庫・ブロガー100人戦国トリップ事業」

ブロガー特典内容

施設名

ブロガー特典(播磨エリア)

施設住所

備考（営業時間等）

〒679-3112 神崎郡神河町鍛治142－ 開館時間：9時～17時
47
休館日：毎週水曜日

神河町観光協会

ゆずジュース1杯サービス

せせらぎの湯

入浴無料（ただし入湯税は個人負担）※撮影制限
〒679‐2301 市川町上牛尾半瀬2073‐ 開館時間：平日10時～20時 土日11時～19時
あり
12
休館日：無休
思い出博物館の入館無料

リフレッシュパーク市川

入浴無料
かぶと・くわがたわくわく館 昆虫展示室の入館無 〒679‐2302 市川町下瀬加2557‐1
料

開館時間：11時～21時（入浴）、9時～17時（展示室）
休館日：火曜日

にゅうにゅう工房

店内アイス・飲み物50円割引（持ち帰り分は除外） 〒679‐2303 市川町下瀬加958‐1

開館時間：10時～17時
休館日：水曜日

あまじ助六

飲食10％オフ

〒679‐2323 市川町甘地811‐3

開館時間：11時～21時
休館日：無休

うすくち龍野醤油資料館

入館料免除
館内撮影可能

〒679-4178 たつの市龍野町大手54-1 9時～17時 休館日：月曜日

潮彩きらら 祥吉

宿泊費半額
日帰り入浴半額（1,500円→750円）
※上記2特典とも事前に赤穂観光協会にて割引
券を受取り、施設での精算時に提出

銀波荘

宿泊費半額
日帰り入浴半額（1,500円→750円）
※上記2特典とも事前に赤穂観光協会にて割引
券を受取り、施設での精算時に提出

対鴎舘

宿泊費半額
日帰り入浴半額（1,500円→750円）
※上記2特典とも事前に赤穂観光協会にて割引
券を受取り、施設での精算時に提出

ぐらんそーる赤穂

宿泊費半額
日帰り入浴半額（1,500円→750円）
※上記2特典とも事前に赤穂観光協会にて割引
券を受取り、施設での精算時に提出

鹿久居荘 赤穂

宿泊費半額
日帰り入浴半額（700円→350円）
※上記2特典とも事前に赤穂観光協会にて割引
券を受取り、施設での精算時に提出

〒678-0226 赤穂市さつき町35－5

赤穂パークホテル

宿泊費半額
日帰り入浴半額（800円→400円）
※上記2特典とも事前に赤穂観光協会にて割引
券を受取り、施設での精算時に提出

〒678-0226 赤穂市さつき町36－2

かんぽの宿 赤穂

宿泊費半額
日帰り入浴半額（800円→400円）
※上記2特典とも事前に赤穂観光協会にて割引
券を受取り、施設での精算時に提出

〒678-0215 赤穂市御崎883－1

赤穂観光協会

市内6施設の入館割引券「通りゃんせ」の格安提
供
通常価格： 1,000円→300円
対象施設：大石神社・花岳寺・歴史博物館・民俗
資料館・海洋科学館・田淵記念館

営業時間：9時～18時
〒678-0239 赤穂市加里屋328
休館日：年末年始
（JR播州赤穂駅2F 観光情報センター）

〒678-0215 赤穂市御崎2－8

日帰り入浴営業時間：11時～14時30分
宿泊予約（0791-43-7600）時にブロガー特典宿泊であること
をお伝えください。※宿泊時は赤穂観光協会発行の割引券
が必要。

〒678-0215 赤穂市御崎2－8

日帰り入浴営業時間：11時～18時
宿泊予約（0791-45-3355）時にブロガー特典宿泊であること
をお伝えください。※宿泊時は赤穂観光協会発行の割引券
が必要。

〒678-0215 赤穂市御崎2－4

日帰り入浴営業時間：11時～20時
宿泊予約（0791-42-2681）時にブロガー特典宿泊であること
をお伝えください。※宿泊時は赤穂観光協会発行の割引券
が必要。

〒678-0215 赤穂市御崎131

日帰り入浴営業時間：11時30分～14時30分
宿泊予約（0791-42-6601）時にブロガー特典宿泊であること
をお伝えください。※宿泊時は赤穂観光協会発行の割引券
が必要。
日帰り入浴営業時間：11時30分～21時(受付20時まで)
宿泊予約（0791-42-1130）時にブロガー特典宿泊であること
をお伝えください。※宿泊時は赤穂観光協会発行の割引券
が必要。
日帰り入浴営業時間：
土・日 11時30分～22時(21時30分受付終了)
平日 16時～22時(21時30分受付終了)
宿泊予約（0791ー43-8000）時にブロガー特典宿泊であるこ
とをお伝えください。※宿泊時は赤穂観光協会発行の割引
券が必要。
日帰り入浴営業時間：
11時～14時30分(14時受付終了)
15時～21時(20時30分受付終了)
宿泊予約（0791-43-7501）時にブロガー特典宿泊であること
をお伝えください。※宿泊時は赤穂観光協会発行の割引券
が必要。

温泉入浴料半額
フォレストステーション波賀東山温泉メ
〒671-4221 宍粟市波賀町上野1799宿泊料半額(予約時ブロガーの旨通知 チェックイ
営業時間：11時～21時
イプルプラザ
6
ン時パスポート提示）
道の駅みなみ波賀

波賀山城まんじゅう2個プレゼント
ソフトクリーム半額の100円

兵庫県立国見の森公園

4施設で使える温泉入浴半額券をプレゼント
開館時間：9時～17時
（生谷温泉伊沢の里、一宮温泉まほろばの湯、
〒671-2558 宍粟市山崎町上比地374
（ただし、4月～9月は18時まで）
波賀温泉「楓湯」【楓香荘内】、東山温泉メイプル
休館日：毎週月曜日
プラザ）

〒671-4241 宍粟市波賀町安賀8-1

年中無休

開館時間：9時～19時
休館日：第2・第4水曜日

ながさわ山崎店

「そうめん定食」「にゅうめん定食」を10％引き

〒671-2521 宍粟市山崎町木ノ谷5-1

レストラン：11時～21時
売店：9時30分～20時
定休日：年中無休

しそう よい温泉

大人入浴料 100円引き

〒671-2512 宍粟市山崎町与位66-3

営業時間：10時～22時
年中無休

よい温泉 朱鳥庵

食事代金 100円引き

〒671-2512 宍粟市山崎町与位66201

営業時間：10時30分～15時 17時～21時
定休日：火曜日

波賀温泉「楓湯」

入浴料半額

〒671-4213 宍粟市波賀町原625

営業時間：11時～20時30分（最終受付）

波賀不動滝公園 楓香荘（宿泊施設）

宿泊時20%off
(予約時 ブロガーの旨通知、チェックイン時パス
ポート提示)

〒671-4213 宍粟市波賀町原625

営業時間：7時～20時（受付） 要予約（0790-75-2355）
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「兵庫・ブロガー100人戦国トリップ事業」

ブロガー特典内容

施設名

ブロガー特典(播磨エリア)

施設住所

備考（営業時間等）

原不動滝（別名：幸福の滝）

入園料無料（同伴2名様まで）

〒671-4213 宍粟市波賀町原625

営業時間：
8時30分～16時30分

楠風亭

飲食500円以上の場合10％オフ

〒671-2572 宍粟市山崎町庄能343-1

営業時間：
11時30分～24時（無休）

〒671-1561 揖保郡太子町鵤1310−1

開館時間10時～18時 (入館は17時30分まで)
休館日 毎週火曜日・祝日の翌日・年末年始 など
※展示替え等で臨時に休館する場合がありますので事前に
確認してください。

〒671-1561 揖保郡太子町鵤709

開館時間 9時～17時
休館日 なし
※住職案内と宝物収蔵庫見学につては、予約が必要ですの
で事前に予約してください。

太子町立歴史資料館

企画展開催中の入館料無料

斑鳩寺

大谷住職による案内
聖徳殿・聖宝殿 拝観料金無料

焼き立てパン
タムタム

太子バーガー・いちじく生シュークリームなどご当
地グルメを試食（グルメ1個）
〒671-1561 揖保郡太子町鵤1320
※店長お薦め商品に限る

営業時間 9時～19時
休業日 水曜日

上郡町観光案内所

町特産モロヘイヤ入り洋風まんじゅう「野の滋ま
ん」を1個プレゼント

〒678-1233 赤穂郡上郡町大持171-8

営業時間：9時30分～16時30分
休業日：毎週月曜日

上月歴史資料館

入館料無料

〒679-5523 佐用町上月373

開館時間：10時～16時
開館日：毎週土・日・月曜日・祝日

兵庫県立考古博物館

観覧料無料

〒675-0142 加古郡播磨町大中1-1-1

開館時間：9時～17時（入館は16時30分まで）
休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌平日）

兵庫県立図書館

無料館内案内ツアー（要予約 078-918-3366）

〒673-8533 明石市明石公園1-27

開館時間：9時半～1８時
休館日：毎週月曜日
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