
令和２年度　ひょうごツーリズムバス

（A)テーマツーリズム対象施設

（Ｃｔｒｌ＋Ｆで検索）

番号 市町村 対象施設

1 神戸市 （独）情報通信研究機構　未来ICT研究センター（KARC）

2 神戸市 ｢灰吹屋｣西田筆店

3 神戸市 HAT神戸（神戸東部新都心）

4 神戸市 ＫＯＢＥ･とんぼ玉ミュージアム

5 神戸市 麻酔博物館

6 神戸市 TASAKI神戸本店

7 神戸市 ＵＣＣコーヒー博物館 　

8 神戸市 アシックスｽﾎﾟｰﾂミュージアム

9 神戸市 アジュール舞子･マリンピア神戸

10 神戸市 いちご狩農園

11 神戸市 いも掘り農園

12 神戸市 オルゴールミュージアム　ホール･オブ･ホールズ六甲

13 神戸市 お菓子の工園　グリコピア神戸

14 神戸市 カネテツデリカフーズ株式会社

15 神戸市 カネテツデリカフーズ てっちゃん工房 

16 神戸市 キリンビアパーク ［キリンビール(株)神戸工場］

17 神戸市 グランメール

18 神戸市 こうべ環境未来館

19 神戸市 こうべ甲南武庫の郷

20 神戸市 コープこうべ 　六甲アイランド食品工場

21 神戸市 ｺﾝﾁｪﾙﾄ･ﾙﾐﾅｽ神戸2 神戸ｼｰﾊﾞｽ（Fantasy）

22 神戸市 しあわせの村

23 神戸市 新神戸ロープウェー

24 神戸市 兵庫大仏　能福寺

25 神戸市 ひょうごふるさと館

26 神戸市 メリケンパーク

27 神戸市 六甲ガーデンテラス

28 神戸市 自然体感展望台　六甲枝垂れ

29 神戸市 移情閣

30 神戸市 栄いも掘り園

31 神戸市 株式会社　ウエシマコーヒーフーズ神戸総合工場

32 神戸市 株式会社　上組　物流事業本部

33 神戸市 株式会社　神戸ポートピアホテル



34 神戸市 株式会社神戸ポートリサイクル

35 神戸市 株式会社神戸ヤクルト工場

36 神戸市 株式会社神戸港国際流通センター（Ｋ－ＤＩＣ）　

37 神戸市 岩岡観光ぶどう園　

38 神戸市 菊正宗酒造記念館

39 神戸市 弓削牧場（レチェール･ユゲ）

40 神戸市 旧外国人居留地

41 神戸市 橋の科学館・明石海峡大橋

42 神戸市 芸術の館　兵庫県立美術館

43 神戸市 県立美術館王子分館「原田の森ギャラリー」

44 神戸市 横尾忠則現代美術館

45 神戸市 県立六甲山ビジターセンター

46 神戸市 源平ゆかりの地･須磨寺

47 神戸市 源平ゆかりの地･生田神社

48 神戸市 香雪美術館

49 神戸市 細田いちご狩園

50 神戸市 阪神･淡路大震災記念　人と防災未来センター

51 神戸市 三津森本舗

52 神戸市 株式会社有馬せんべい本舗

53 神戸市 三田屋本店　ハム本社工場

54 神戸市 三菱電機株式会社　電力･社会システム事業所

55 神戸市 小磯記念美術館

56 神戸市 新長田周辺のまちづくり

57 神戸市 長田区内南部の下町エリア

58 神戸市 森永乳業株式会社神戸工場

59 神戸市 神戸ハーバーランド

60 神戸市 神戸パールミュージアム

61 神戸市 神戸ファッション美術館

62 神戸市 神戸ポートタワー

63 神戸市 神戸まつり

64 神戸市 神戸らんぷミュージアム

65 神戸市 神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール

66 神戸市 神戸ルミナリエ

67 神戸市 神戸レザークロス株式会社

68 神戸市 神戸どうぶつ王国

69 神戸市 神戸海洋博物館／カワサキワールド

70 神戸市 神戸観光なし狩園



71 神戸市 神戸関空ベイシャトル

72 神戸市 神戸空港旅客ターミナル

73 神戸市 神戸港クルーズ

74 神戸市 神戸港震災メモリアルパーク

75 神戸市 神戸国際会館

76 神戸市 神戸三田プレミアムアウトレット

77 神戸市 神戸市ポートアイランド下水処理場

78 神戸市 神戸市水の科学博物館

79 神戸市 神戸市立須磨海浜水族園

80 神戸市 神戸市立水産体験学習館(ﾏﾘﾝﾋﾟｱ神戸さかなの学校)

81 神戸市 神戸市立フルーツ･フラワーパーク

82 神戸市 神戸市立王子動物園

83 神戸市 神戸市立森林植物園

84 神戸市 神戸市立須磨海づり公園

85 神戸市 神戸市立青少年科学館

86 神戸市 神戸市立農業公園･ワイン城

87 神戸市 神戸市立博物館

88 神戸市 神戸市立六甲山牧場 　

89 神戸市 神戸酒心館（福寿）

90 神戸市 神戸新聞社製作センター

91 神戸市 神戸税関広報展示室

92 神戸市 神戸総合運動公園

93 神戸市 神戸大学　海事博物館

94 神戸市 神戸築港資料館「ピアしっくす」

95 神戸市 神戸電鉄株式会社　鈴蘭台車両工場

96 神戸市 切手文化博物館

97 神戸市 神鋼神戸発電所

98 神戸市 神出いも掘り農園

99 神戸市 神出観光ぶどう園

100 神戸市 須磨浦公園

101 神戸市 須磨海岸

102 神戸市 須磨離宮公園

103 神戸市 垂水いも掘り園

104 神戸市 垂水スポーツガーデン

105 神戸市 昔の酒蔵 ｢沢の鶴資料館｣　

106 神戸市 相楽園

107 神戸市 太閤の湯殿館



108 神戸市 太山寺

109 神戸市 団地協同組合　神戸木工センター

110 神戸市 竹中大工道具館

111 神戸市 独）国際協力機構兵庫国際ｾﾝﾀｰ（JICA兵庫）

112 神戸市 天王ダムスポーツガーデン

113 神戸市 灘浜サイエンススクエア（株式会社神戸製鋼所）

114 神戸市 南京町

115 神戸市 楠木正成ゆかりの湊川神社

116 神戸市 日本ﾐﾙｸｺﾐｭﾆﾃｨ株式会社（雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ）　神戸工場

117 神戸市 日本銀行神戸支店

118 神戸市 波止場町ＴＥＮ×ＴＥＮ（ミナトもの創り匠館）

119 神戸市 白鶴酒造資料館

120 神戸市 白鶴美術館

121 神戸市 箱木千年家

122 神戸市 美味伝承　甲南漬資料館 (こうべ甲南武庫の郷）

123 神戸市 浜福鶴吟醸工房

124 神戸市 布引ハーブ園

125 神戸市 敷島製パン株式会社 関西事業部神戸工場

126 神戸市 舞子海上プロムナード

127 神戸市 兵庫津の道

128 神戸市 兵庫楽農生活センター

129 神戸市 兵庫県公館

130 神戸市 兵庫県立生活科学総合センター

131 神戸市 蓬莱峡

132 神戸市 北神戸田園スポーツ公園

133 神戸市 北野異人館街

134 神戸市 北野工房のまち

135 神戸市 味道ラウンジ（エム･シーシー食品株式会社本社内）　

136 神戸市 有限会社　木童

137 神戸市 有馬温泉

138 神戸市 有馬玩具博物館

139 神戸市 流通科学大学　中内功記念館･流通資料館

140 神戸市 六甲ビール醸造所

141 神戸市 六甲高山植物園

142 神戸市 六甲山　ロックガーデン

143 神戸市 六甲山カンツリーハウス

144 神戸市 倚松庵(ｲｼｮｳｱﾝ)



145 神戸市 櫻正宗記念館「櫻宴」

146 神戸市 ひょうご産業活性化センター

147 神戸市 ひょうご労働図書館

148 神戸市 摩耶山掬星台

149 神戸市 五色塚古墳

150 神戸市 ノエビアスタジアム神戸

151 神戸市 神戸市中央卸売市場本場

152 神戸市 青少年交流プラザ

153 神戸市 千刈浄水場･貯水池

154 神戸市 田崎真珠ギャラリー

155 神戸市 舞子公園

156 神戸市 神戸市立平磯海づり公園

157 神戸市 ひょうごエコプラザ

158 神戸市 ひょうごボランタリープラザ

159 神戸市 ひょうご国際プラザ

160 神戸市 摩耶山　天上寺

161 神戸市 モザイク

162 神戸市 神戸市リサイクル工房あづま

163 神戸市 六甲山天覧台

164 神戸市 環境情報センター

165 神戸市 県民アートギャラリー

166 神戸市 神戸市中央卸売市場東部市場

167 神戸市 神戸市危機管理センター防災展示室

168 神戸市 神戸文学館

169 神戸市 神戸臨床研究情報センター

170 神戸市 デザイン・クリエイティブセンター神戸

171 神戸市 神出東すいか狩園

172 神戸市 神戸ゆかりの美術館

173 神戸市 布施畑環境センター

174 神戸市 文化体育館

175 神戸市 兵庫県企業庁東播磨利水事務所神出浄水場

176 神戸市 兵庫県議会

177 神戸市 兵庫県警察本部

178 神戸市 兵庫県庁

179 神戸市 ひょうご環境創造協会　兵庫県環境研究センター（須磨）

180 神戸市 兵庫県立工業技術センター　神戸

181 神戸市 友清かき狩園



182 神戸市 鈴蘭台処理場

183 神戸市 国営明石海峡公園神戸地区（あいな里山公園）

184 神戸市 六甲山スノーパーク

185 神戸市 六甲山QBBチーズ館

186 神戸市 神戸ゴルフクラブ

187 神戸市 神戸市立自然の家

188 神戸市 六甲ケーブル

189 神戸市 摩耶ケーブル

190 神戸市 摩耶ロープウェイ

191 神戸市 布引の滝

192 神戸市 神戸布引ロープウェイ

193 神戸市 六甲山フィールド・アスレチック

194 神戸市 六甲有馬ロープウェー

195 神戸市 喜楽館

196 神戸市 めんたいパーク神戸三田

197 神戸市 敏馬神社

198 神戸市 和田岬砲台

199 神戸市 県立神戸西テニスコート

200 尼崎市 エーデルワイス　ミュージアム

201 尼崎市 リフレッシュポート尼崎･尼崎運河

202 尼崎市 音羽電機工業株式会社　雷テクノロジセンター

203 尼崎市 近松の里･近松記念館

204 尼崎市 財団法人　近畿高エネルギー加工技術研究所

205 尼崎市 寺町

206 尼崎市 尼崎スポーツの森

207 尼崎市 尼崎信用金庫　世界の貯金箱博物館

208 尼崎市 尼崎青少年創造劇場（ピッコロシアター）

209 尼崎市 尼崎閘門

210 尼崎市 尼信博物館（尼信会館）

211 尼崎市 尼崎市防災センタ－ 

212 尼崎市 阪神水道企業団　尼崎浄水場

213 尼崎市 協同食品センター

214 尼崎市 尼崎市立田能資料館

215 尼崎市 兵庫県競馬組合（園田競馬場･姫路競馬場）

216 尼崎市 尼崎の森中央緑地

217 尼崎市 尼崎城

218 西宮市 リゾ鳴尾浜



219 西宮市 株式会社朝日プリンテック　朝日新聞阪神工場

220 西宮市 六甲保養荘

221 西宮市 甲山森林公園

222 西宮市 甲子園浜海浜公園

223 西宮市 高校野球のメッカ･甲子園

224 西宮市 甲子園歴史館

225 西宮市 キッザニア甲子園

226 西宮市 黒川古文化研究所

227 西宮市 公益財団法人　白鹿記念酒造博物館（酒ミュージアム）

228 西宮市 阪急電鉄株式会社 西宮車庫

229 西宮市 阪神友愛食品株式会社

230 西宮市 山口町郷土資料館

231 西宮市 夙川公園

232 西宮市 新西宮ヨットハーバー

233 西宮市 西宮市貝類館

234 西宮市 西宮市甲山キャンプ場

235 西宮市 西宮市立郷土資料館

236 西宮市 西宮市立郷土資料館分館　名塩和紙学習館

237 西宮市 西宮神社とえべっさん

238 西宮市 西宮震災記念碑公園

239 西宮市 大谷記念美術館

240 西宮市 辰馬考古資料館

241 西宮市 辰馬本家酒造株式会社

242 西宮市 谷徳製紙所

243 西宮市 日本盛酒蔵通り煉瓦館

244 西宮市 白鷹禄水苑

245 西宮市 兵庫県立芸術文化センター

246 西宮市 北斗電子工業株式会社

247 西宮市 堀江オルゴール博物館

248 西宮市 有限会社松本商店

249 西宮市 樽商　株式会社田中製樽工業所

250 西宮市 兵庫県立総合体育館

251 西宮市 西宮市社家郷山キャンプ場

252 西宮市 西宮市船坂地域

253 西宮市 西宮市立中央体育館

254 芦屋市 エンバ中国近代美術館

255 芦屋市 ヨドコウ迎賓館



256 芦屋市 芦屋川河畔

257 芦屋市 芦屋市谷崎潤一郎記念館

258 芦屋市 芦屋市立美術博物館

259 芦屋市 芦屋浜

260 芦屋市 第一熱研株式会社

261 芦屋市 田中金盛堂

262 芦屋市 俵美術館

263 芦屋市 有限会社六甲味噌製造所

264 芦屋市 芦屋市総合公園

265 芦屋市 兵庫県立海洋体育館(芦屋マリンセンター）

266 伊丹市 伊丹市荒牧バラ公園　みどりのプラザ

267 伊丹市 伊丹スカイパーク

268 伊丹市 伊丹市昆虫館

269 伊丹市 伊丹市立工芸センタ－ 

270 伊丹市 伊丹市立博物館

271 伊丹市 伊丹市立美術館

272 伊丹市 柿衛文庫

273 伊丹市 昆陽池公園

274 伊丹市 農産物直売所　スマイル阪神

275 伊丹市 白雪ブルワリービレッジ　長寿蔵　　長寿蔵ミュージアム

276 伊丹市 伊丹市立こども文化科学館

277 伊丹市 伊丹市立伊丹郷町館

278 伊丹市 春日システムナーセリー株式会社

279 伊丹市 ひょうご都市農業支援センター

280 伊丹市 有岡城

281 伊丹市 修武館

282 宝塚市 ＪＲＡ阪神競馬場　アメニティホール

283 宝塚市 県立宝塚西谷の森公園

284 宝塚市 つりしのぶ園

285 宝塚市 阪急電鉄株式会社　平井車庫

286 宝塚市 桜の園･武田尾温泉

287 宝塚市 宝塚市立手塚治虫記念館

288 宝塚市 農業法人㈱春日ナーセリー

289 宝塚市 神谷興産株式会社

290 宝塚市 清荒神（清澄寺）

291 宝塚市 西谷ふれあい夢プラザ

292 宝塚市 中山寺



293 宝塚市 鉄斎美術館

294 宝塚市 売布神社

295 宝塚市 宝塚園芸振興センターあいあいパーク

296 宝塚市 宝塚市立宝塚文化創造館すみれ♪ミュージアム

297 宝塚市 宝塚温泉

298 宝塚市 宝塚歌劇

299 宝塚市 宝塚観光プロムナード

300 川西市 一庫ダム

301 川西市 源氏の里･多田神社

302 川西市 西猪名公園

303 川西市 国崎ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ啓発施設　環境学習館ゆめほたる

304 川西市 川西市郷土館

305 川西市 川西市文化財資料館

306 川西市 兵庫県立一庫公園

307 川西市 妙見山

308 三田市 さんだバ－ベキュ－ガ－デンズ花山観光農園

309 三田市 しい茸ランドかさや

310 三田市 しい茸園有馬富士

311 三田市 モリタ観光農園

312 三田市 乙原観光農園

313 三田市 三田もち処つくしの里

314 三田市 三田市ガラス工芸館

315 三田市 三田ふるさと学習館

316 三田市 旧九鬼家住宅資料館

317 三田市 三田鈴鹿竹器組合

318 三田市 山香園

319 三田市 体験農園旬彩農園レストランしきのかほり

320 三田市 藤の坊　さんだ山荘

321 三田市 農協市場館パスカルさんだ１番館

322 三田市 農協市場館パスカルさんだフラワー店

323 三田市 兵庫県立人と自然の博物館

324 三田市 兵庫県立有馬富士公園（三田市立有馬富士自然学習セ）

325 三田市 母子茶加工生産組合茶香房きらめき

326 三田市 岡村酒造場

327 三田市 三田市三輪明神窯史跡園

328 三田市 蓬莱牧場

329 三田市 永沢寺花しょうぶ園



330 三田市 永沢寺花ぼたん園

331 三田市 音羽電機工業株式会社　神戸工場

332 三田市 株式会社ソフト99コーポレーション

333 三田市 三田永沢寺そば道場

334 三田市 菱成株式会社

335 三田市 青野ダム

336 三田市 三田まほろばブレッツア

337 三田市 こにし観光園

338 猪名川町 多田銀銅山　悠久の館

339 猪名川町 青木間歩

340 猪名川町 橋本栗園農園

341 猪名川町 仲しい茸園

342 猪名川町 猪名川町立ふるさと館

343 猪名川町 道の駅いながわ

344 猪名川町 フルーツファーム果楽土

345 猪名川町 猪名川天文台（アストロピア）

346 猪名川町 静思館

347 猪名川町 兵庫県立奥猪名健康の郷

348 明石市 アサヒ飲料株式会社　明石工場

349 明石市 ライオン株式会社　明石工場

350 明石市 大蔵海岸

351 明石市 兵庫県立農林水産総合セ・水技セ

352 明石市 妙見社

353 明石市 浜の散歩道

354 明石市 魚の棚商店街

355 明石市 兵庫県立明石公園（明石城）

356 明石市 明石市立天文科学館

357 明石市 明石市立文化博物館

358 明石市 兵庫県立弓道場

359 明石市 兵庫県立図書館

360 明石市 時の道（柿本神社・月照寺・本松寺・上ノ丸教会・亀の水・妙見社）

361 明石市 明石浦漁業協同組合

362 明石市 茨木酒造

363 明石市 薬師院

364 明石市 住吉神社

365 明石市 明石焼工房たこや蛸老亭

366 明石市 明石海浜公園



367 明石市 源氏物語の道（善楽寺・無量光寺・蔦の細道）

368 明石市 明石ほんまち三白館

369 明石市 鍵庄

370 明石市 明石中央体育会館

371 高砂市 キッコーマン株式会社　高砂工場

372 高砂市 サントリープロダクツ株式会社 　高砂工場

373 高砂市 生石神社

374 高砂市 現代宝殿石器 石ころＲｉ

375 高砂市 高砂神社

376 高砂市 高砂海浜公園･向島公園

377 高砂市 有限会社 鎌田商店

378 稲美町 稲美町郷土資料館

379 稲美町 いなみ野水辺の里公園

380 稲美町 にじいろふぁ～みん

381 播磨町 加古郡リサイクルプラザ（はりま里彩来館）

382 播磨町 県立考古博物館

383 播磨町 播磨町郷土資料館

384 播磨町 播磨大中古代の村

385 播磨町 日本山村硝子株式会社 ｶﾞﾗｽびんｶﾝﾊﾟﾆｰ播磨工場

386 加古川市 鶴林寺

387 加古川市 植垣米菓株式会社

388 加古川市 ハリマ化成株式会社　加古川製造所

389 加古川市 加古川市みとろフルーツパーク

390 加古川市 みとろ観光果樹園

391 加古川市 財団法人　あかりの鹿児資料館

392 加古川市 加古川海洋文化センター

393 加古川市 加古川市立少年自然の家

394 加古川市 ふぁ～みんSHOP 八幡

395 加古川市 いなみ野学園

396 加古川市 食肉衛生検査センター

397 加古川市 加古川ウェルネスパーク

398 加古川市 加古川総合文化センター

399 三木市 ｴｺﾌｧｰﾑ 有限会社みずほ協同農園＆ｺｰﾌﾟ土づくりｾﾝﾀｰ

400 三木市 トライｉｎｇファームにしやま

401 三木市 ふれあいオーナー園

402 三木市 みずほ観光ぶどう園

403 三木市 温泉交流館よかたん



404 三木市 三木ホースランドパーク

405 三木市 三木市立金物資料館

406 三木市 三木総合防災公園

407 三木市 三木平井山観光ぶどう園

408 三木市 山田錦の館 

409 三木市 長谷いちご園

410 三木市 長谷観光ぶどう園

411 三木市 道の駅みき　金物展示館

412 三木市 株式会社常三郎

413 三木市 兵庫県立広域防災センター

414 三木市 兵庫県立三木山森林公園

415 三木市 里脇観光ぶどう園

416 三木市 三木城址古式鍛錬場

417 三木市 三木湯の山街道

418 三木市 吉川総合公園

419 三木市 三木山総合公園

420 三木市 株式会社岡田金属工業所　＆　木工応援館

421 三木市 ネスタリゾート神戸

422 三木市 センチュリー吉川ゴルフ倶楽部

423 三木市 センチュリー三木ゴルフ倶楽部

424 三木市 チェリーヒルズゴルフクラブ

425 三木市 東広野ゴルフ倶楽部

426 三木市 三木ゴルフ倶楽部

427 三木市 三木セブンハンドレッド倶楽部

428 三木市 三木よかわカントリークラブ

429 三木市 美奈木ゴルフ倶楽部

430 三木市 オリエンタルゴルフ倶楽部

431 三木市 フォレスト三木ゴルフ倶楽部

432 三木市 アークよかわゴルフ倶楽部

433 三木市 関西クラシックゴルフ倶楽部

434 三木市 関西ゴルフ倶楽部

435 三木市 キングスロードゴルフクラブ

436 三木市 太平洋クラブ有馬コース

437 三木市 太平洋クラブ六甲コース

438 三木市 花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース

439 三木市 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース

440 三木市 吉川インターゴルフ倶楽部



441 三木市 吉川カントリー倶楽部

442 三木市 ライオンズカントリー倶楽部

443 三木市 ジャパンメモリアルゴルフクラブ

444 三木市 オリムピックゴルフ倶楽部

445 三木市 三木城

446 小野市 こだまの森グラウンドゴルフ場

447 小野市 サンパティオおの

448 小野市 浄土寺

449 小野市 ひまわりの丘公園

450 小野市 株式会社　共進牧場

451 小野市 小野市伝統産業会館

452 小野市 小野市立好古館

453 小野市 小野物産館「オースト」

454 小野市 日本ハム(株)小野工場

455 小野市 白雲谷温泉「ゆぴか」

456 小野市 小野八ケ池（はちがいけ）自然公園

457 小野市 小野市立図書館

458 小野市 あお陶遊館アルテ

459 小野市 小野ゴルフ倶楽部

460 小野市 小野グランドカントリークラブ

461 小野市 小野東洋ゴルフ倶楽部

462 小野市 富士小野ゴルフクラブ

463 小野市 ローズウッドゴルフ倶楽部

464 小野市 播磨カントリークラブ

465 加西市 いこいの村はりま

466 加西市 法華山一乗寺

467 加西市 羅漢寺

468 加西市 富久錦　株式会社

469 加西市 兵庫県立フラワーセンター

470 加西市 兵庫県立農林水産技術総合センター

471 加西市 都市農村交流施設

472 加西市 加西市健康福祉会館「ラヴィかさい」

473 加西市 加西市立図書館

474 加西市 勤労者体育センター

475 加西市 鶉野飛行場資料館

476 加西市 青野運動公苑

477 加西市 加西カントリークラブ



478 加西市 タカガワオーセントゴルフ倶楽部

479 加西市 播州東洋ゴルフ倶楽部

480 加西市 加西インターカントリークラブ

481 加西市 多聞寺

482 加西市 久学寺

483 加西市 かさい愛菜館

484 加西市 かぐや農園

485 加西市 鶉野飛行場跡

486 加西市 玉丘史跡公園

487 加西市 俘虜収容所

488 加東市 朝光寺

489 加東市 神結酒造株式会社

490 加東市 東条湖おもちゃ王国

491 加東市 道の駅　とうじょう

492 加東市 闘竜灘

493 加東市 パナソニックエコテクノロジーセンター株式会社

494 加東市 播州清水寺

495 加東市 やしろの森公園

496 加東市 やしろ鴨川の郷

497 加東市 河合養蜂園「みつばち牧場」

498 加東市 西山果樹園

499 加東市 滝野温泉ぽかぽ

500 加東市 東条温泉とどろき荘

501 加東市 播磨中央公園

502 加東市 兵庫県立嬉野台生涯教育センター

503 加東市 兵庫県立農林総合セ･農技セ 作物部酒米試験地

504 加東市 夕日ケ丘公園（パークゴルフ場）

505 加東市 レークスワンCC

506 加東市 ＡＢＣGC

507 加東市 東急グランドオークGC

508 加東市 グランドオーク　プレイヤーズ

509 加東市 滝野CC迎賓館コース

510 加東市 マダムＪGC

511 加東市 東条パインバレーGC

512 加東市 東条GC

513 加東市 やしろ東条ゴルフクラブ

514 加東市 東条の森カントリークラブ　（東条）



515 加東市 東条の森カントリークラブ（宇城）

516 加東市 東条の森カントリークラブ（大蔵）

517 加東市 東条湖CC

518 加東市 ぜんCC

519 加東市 吉川ロイヤルGC

520 加東市 サンロイヤルGC

521 加東市 高室池GC

522 加東市 ヤシロCC

523 加東市 ウエストワンズCC

524 加東市 古跡農園

525 加東市 こはれ農園

526 加東市 ブリランテ

527 加東市 アクア東条

528 加東市 柴崎物産（こいのぼり）

529 加東市 藤浦観光農園

530 加東市 滝野農園

531 加東市 滝寺荘

532 西脇市 JAみのり特産開発センター

533 西脇市 西脇情報未来館２１　播州織

534 西脇市 にしわき経緯度地球科学館「テラ･ドーム」

535 西脇市 旧来住家住宅

536 西脇市 篠田いちご園

537 西脇市 西脇市郷土資料館

538 西脇市 中畑林間ファミリー園

539 西脇市 西脇市日本のへそ日時計の丘公園

540 西脇市 播州織工房館

541 西脇市 兵庫県立工業技術センター繊維工業技術支援センター

542 西脇市 北はりま田園空間博物館（北はりまエコミュージアム）

543 西脇市 西脇市岡之山美術館

544 西脇市 西脇市古窯陶芸館

545 西脇市 日本のへそ日時計の丘フォルクスガーデン

546 西脇市 東はりまフォルクスガーデン黒田庄

547 西脇市 都麻乃郷あじさい園

548 西脇市 西脇カントリークラブ

549 西脇市 パインレークゴルフクラブ

550 西脇市 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部

551 西脇市 コヤノ美術館西脇館



552 西脇市 佐藤果実工房

553 西脇市 いちご畑まっか

554 多可町 いちご観光農園

555 多可町 エアレーベン八千代

556 多可町 エーデルささゆり

557 多可町 エコミール加美

558 多可町 なか･やちよの森公園

559 多可町 なごみの里 山都

560 多可町 ネイチャーパークかさがた

561 多可町 ハーモニーパーク

562 多可町 はりこ工房　葉紙屋

563 多可町 マイスター工房八千代

564 多可町 ラベンダーパーク多可

565 多可町 笠形山自然公園センター

566 多可町 杉原紙研究所多可町立和紙博物館「寿岳文庫」

567 多可町 道の駅杉原紙の里・多可

568 多可町 多可町余暇村公園

569 多可町 道の駅山田錦発祥のまち・多可

570 多可町 多可町健康福祉センター「アスパル」

571 多可町 妙見富士カントリークラブ

572 多可町 滝野カントリークラブ

573 姫路市 (株)ハトヤ　”かまぼこ道場”

574 姫路市 (株)御座候本社工場、あずきの故郷照葉樹の森工場ｼｮｯﾌﾟ

575 姫路市 常盤堂製菓株式会社

576 姫路市 アイランドハウスいえしま荘

577 姫路市 ダイセル異人館

578 姫路市 手柄山交流ステーション（モノレール展示室）

579 姫路市 太陽公園

580 姫路市 ヤマサ蒲鉾株式会社

581 姫路市 ヤヱガキ酒造株式会社　酒蔵

582 姫路市 浜屋㈱　姫路工場漆工芸館

583 姫路市 花岡農園

584 姫路市 関西タイヤリサイクル株式会社

585 姫路市 エコパークあぼし　環境楽習センター

586 姫路市 株式会社山陽

587 姫路市 いえしま自然体験センター

588 姫路市 県立こどもの館



589 姫路市 光洋製瓦株式会社（銀の馬車道沿い）

590 姫路市 好古園

591 姫路市 書写山圓教寺

592 姫路市 新日本製鐵株式会社　広畑製鐵所

593 姫路市 渡辺金属工業株式会社

594 姫路市 大阪ガス株式会社　姫路ガスエネルギー館

595 姫路市 的形潮干狩場

596 姫路市 灘菊酒造株式会社（銀の馬車道沿い）

597 姫路市 日本玩具博物館

598 姫路市 姫路セントラルパーク

599 姫路市 姫路科学館「アトムの館」

600 姫路市 姫路市甲山浄水場　水道資料館･水の館

601 姫路市 姫路市書写の里･美術工芸館

602 姫路市 姫路市中部析水苑

603 姫路市 姫路市立手柄山温室植物園

604 姫路市 姫路市立水族館

605 姫路市 姫路市立美術館

606 姫路市 姫路城

607 姫路市 姫路文学館

608 姫路市 福永農産ぶらんこいちご直売所

609 姫路市 兵庫県立ゆめさきの森公園

610 姫路市 兵庫県立工業技術セ・皮革工業技術支援セ

611 姫路市 鉄のふしぎ博物館

612 姫路市 兵庫県立歴史博物館

613 姫路市 揖保川浄化センター

614 姫路市 塩田温泉

615 姫路市 香寺ハーブ･ガーデン

616 姫路市 亀山御坊本徳寺

617 姫路市 圓山記念日本工藝美術館

618 姫路市 姫路市埋蔵文化センター

619 姫路市 見野総合センター（愛称：見野の郷交流館）

620 姫路市 県立武道館

621 姫路市 香寺総合公園スポーツセンター

622 姫路市 大塩漁協観光地地曳き網

623 姫路市 姫路市農業振興センター

624 姫路市 姫路市立総合スポーツ会館

625 姫路市 姫路市立動物園



626 姫路市 夢さき夢のさと農業公園

627 姫路市 中村荘

628 姫路市 姫路市立遊漁センター

629 姫路市 山陽特殊製鋼株式会社

630 姫路市 白浜漁業協同組合

631 姫路市 姫路市園芸センター

632 姫路市 姫路みなとミュージアム

633 福崎町 三木家住宅

634 福崎町 高井農園

635 福崎町 食と遊のふれあい特産館　もちむぎのやかた（兵庫遺産沿い）

636 福崎町 神崎郡歴史民俗資料館

637 福崎町 八千種自然活用村

638 福崎町 福崎町青少年野外活動センター

639 福崎町 柳田國男･松岡家顕彰会記念館

640 市川町 リフレッシュパーク市川

641 市川町 共栄ゴルフ工業株式会社

642 市川町 市川町観光交流センター

643 神河町 大河内高原

644 神河町 桜華園

645 神河町 とのみね自然交流館

646 神河町 砥峰高原

647 神河町 関西電力（株）大河内発電所ＰＲ館 ｴﾙ･ﾋﾞﾚｯｼﾞおおかわち

648 神河町 銀の馬車道交流館

649 神河町 新田ふるさと村

650 神河町 神崎いこいの村　グリーンエコー笠形

651 神河町 神崎農村公園　ヨーデルの森

652 神河町 大河内水車公園　こっとん亭

653 神河町 峰山高原ホテルリラクシア

654 神河町 峰山高原（峰山高原リゾート WHITE PEAK）

655 神河町 道の駅　銀の馬車道

656 相生市 相生ペーロン海館

657 相生市 才元の里ふるさと交流館

658 相生市 道の駅あいおい白龍城

659 相生市 湊水産株式会社

660 相生市 ペーロン温泉

661 相生市 相生市立水産物市場

662 相生市 万葉の岬



663 相生市 感状山城跡

664 相生市 羅漢の里

665 相生市 「兵庫産一年珠かき」マルト水産生かき工場

666 たつの市 うすくち龍野　醤油資料館

667 たつの市 城下町龍野

668 たつの市 龍野公園

669 たつの市 龍野城

670 たつの市 たつの市国民宿舎　志んぐ荘

671 たつの市 たつの市国民宿舎　赤とんぼ荘

672 たつの市 道の駅みつ

673 たつの市 たつの市立龍野歴史文化資料館

674 たつの市 ヒガシマル醤油株式会社

675 たつの市 自然観察公園「世界の梅公園」(御津自然観察公園)

676 たつの市 新舞子潮干狩場

677 たつの市 西日本衛材株式会社

678 たつの市 揖保乃糸資料館「そうめんの里」

679 たつの市 聚遠亭

680 たつの市 永富家住宅

681 たつの市 綾部山梅林

682 たつの市 圓光寺

683 たつの市 野見宿禰神社

684 たつの市 霞城（かじょう）館～矢野勘治記念館～

685 たつの市 賀茂神社

686 たつの市 たつの市青少年館

687 たつの市 たつの市立室津海駅館

688 たつの市 たつの市立室津民俗館

689 たつの市 たつの市立埋蔵文化財センター

690 たつの市 西播磨文化会館

691 たつの市 たつの市はつらつセンター

692 たつの市 たつの市新宮温水プール

693 たつの市 西播磨総合リハビリテーションセンター

694 たつの市 動物愛護センター龍野支所

695 たつの市 揖龍クリーンセンター

696 たつの市 醤油の郷大正ロマン館

697 たつの市 室津海駅館

698 赤穂市 赤穂大石神社

699 赤穂市 赤穂温泉



700 赤穂市 赤穂御崎

701 赤穂市 坂越古い町並み

702 赤穂市 塩屋山みかん園

703 赤穂市 奥藤酒造郷土館

704 赤穂市 海の駅しおさい市場

705 赤穂市 赤穂ハイツ

706 赤穂市 赤穂海浜公園

707 赤穂市 赤穂市立海洋科学館･塩の国

708 赤穂市 赤穂市立歴史博物館　塩と義士の館

709 赤穂市 赤穂緞通　加里屋工房

710 赤穂市 坂越まち並み館

711 赤穂市 城南緑地公園バラ園

712 赤穂市 御崎レストハウス

713 赤穂市 桃井ミュージアム

714 赤穂市 赤穂玩具博物館

715 赤穂市 赤穂唐船サンビーチ潮干狩り

716 赤穂市 妙見寺観音堂

717 赤穂市 田淵氏庭園

718 赤穂市 花岳寺

719 赤穂市 赤穂市立美術工芸館「田淵記念館」

720 赤穂市 赤穂市立民俗資料館

721 赤穂市 赤穂市立野外活動センター

722 赤穂市 赤穂市民総合体育館

723 赤穂市 東有年・沖田遺跡公園

724 赤穂市 有年原・田中遺跡公園

725 赤穂市 赤穂城跡

726 赤穂市 大避神社

727 赤穂市 株式会社日本海水　赤穂工場

728 赤穂市 赤穂市立有年考古館

729 赤穂市 旧坂越浦会所

730 赤穂市 旧日本専売公社赤穂支局（赤穂塩務局）事務所

731 赤穂市 伊和都比売神社

732 宍粟市 しそう森林組合

733 宍粟市 ちくさ高原ネイチャーランド（スキー場含む）

734 宍粟市 ちくさ手漉和紙工房

735 宍粟市 老松酒造有限会社

736 宍粟市 ちくさ焼



737 宍粟市 原不動滝

738 宍粟市 フォレストステーション波賀

739 宍粟市 原観光りんご園コテージ「みちの丘」

740 宍粟市 国見の森公園

741 宍粟市 小野ふれあい農園

742 宍粟市 食彩館　伊和の里

743 宍粟市 伊沢の里

744 宍粟市 天児屋たたら公園たたらの里学習館

745 宍粟市 道の駅「みなみ波賀」

746 宍粟市 兵庫県立農林総合セ･森林技セ

747 宍粟市 兵庫炭化工業株式会社

748 宍粟市 しそう「よい温泉」

749 宍粟市 一宮温泉「まほろばの湯」

750 宍粟市 波賀温泉「楓湯」

751 宍粟市 エーガイヤちくさ「ちくさ温泉」

752 宍粟市 ちくさ湿原クリンソウ群生地

753 宍粟市 波賀歴史伝承の家

754 宍粟市 音水湖カヌークラブ

755 宍粟市 最上山公園

756 宍粟市 庭田神社

757 宍粟市 長水城跡

758 宍粟市 篠ノ丸城跡

759 宍粟市 山崎藩陣屋門（紙屋門）

760 宍粟市 山崎歴史民俗資料館

761 宍粟市 山崎八幡神社

762 宍粟市 大歳神社

763 宍粟市 御形神社

764 宍粟市 横山神社

765 宍粟市 福知渓谷

766 宍粟市 赤西・音水渓谷

767 宍粟市 道の駅「はが」

768 宍粟市 道の駅「播磨いちのみや」

769 宍粟市 宍粟市歴史資料館

770 宍粟市 スポニックパーク一宮

771 宍粟市 ふるさと工房

772 宍粟市 夢公園

773 宍粟市 家原遺跡公園



774 宍粟市 山崎歴史郷土館

775 宍粟市 生涯学習センター「学遊館」

776 宍粟市 千町総合作業施設

777 宍粟市 波賀総合スポーツ公園

778 宍粟市 波賀城史蹟公園

779 宍粟市 新菜米工房

780 宍粟市 ウォーターパーク波賀

781 宍粟市 播磨国一の宮「伊和神社」

782 宍粟市 宍粟防災センター

783 宍粟市 波賀市民局庁舎

784 宍粟市 ばんしゅう戸倉スノーパーク

785 宍粟市 道の駅ちくさ

786 宍粟市 （株）山陽盃酒造

787 宍粟市 たかのす東小学校

788 太子町 斑鳩寺

789 太子町 太子町立歴史資料館

790 太子町 石海神社・宮本武蔵誕生之地碑

791 太子町 稗田神社

792 太子町 太子山公園・聖徳太子立像

793 上郡町 播磨科学公園都市オプトピア(ＰＲ館)

794 上郡町 Glass Studio 刻

795 上郡町 宝林寺（円心館）

796 上郡町 萬勝院（ボタン園）

797 上郡町 船坂ぶどう組合ぶどう狩り

798 上郡町 いきいき交流ふるさと館(大鳥圭介生誕地）

799 上郡町 法雲寺(ビャクシン)

800 上郡町 赤松の郷昆虫文化館

801 上郡町 白旗城跡(落ちない城)

802 上郡町 松雲寺

803 上郡町 山陽道野磨駅家跡

804 上郡町 上郡町郷土資料館

805 上郡町 森林体験の森

806 上郡町 西播磨総合庁舎（環境情報コーナー）

807 上郡町 観光農園　千種川ファーム(いちご狩り)

808 佐用町 ふれあいの里上月　特産物直売所

809 佐用町 みうち若杉館　こんにゃく工房

810 佐用町 高見國一日本刀鍛刀場



811 佐用町 道の駅　宿場町ひらふく

812 佐用町 南光ひまわり館

813 佐用町 播磨科学公園都市（SPring-8）

814 佐用町 佐用町昆虫館

815 佐用町 兵庫県立大学西はりま天文台公園

816 佐用町 ひょうご環境体験館（愛称：はりまエコハウス）

817 佐用町 味わいの里三日月

818 佐用町 南光ひまわり祭り

819 佐用町 船越山るり寺モンキーパーク

820 佐用町 上月城跡

821 佐用町 三日月藩乃井野陣屋館・表門

822 佐用町 佐用都比売神社

823 佐用町 武蔵初決闘の地

824 佐用町 宿場町平福のまちなみ

825 佐用町 平福郷土館

826 佐用町 瑠璃寺

827 佐用町 飛龍の滝

828 佐用町 笹ヶ丘公園

829 佐用町 スターシャワーの森音楽堂　スピカホール

830 佐用町 上月歴史資料館

831 佐用町 笹ヶ丘荘　どんぐりの家･くるみの家

832 佐用町 播州平福しゃくなげの里

833 佐用町 陰陽師の里（乙大木谷の棚田）

834 豊岡市 出石永楽館

835 豊岡市 カバンステーション･植村美千男のかばん工房

836 豊岡市 神鍋高原

837 豊岡市 城崎温泉

838 豊岡市 城崎文芸館

839 豊岡市 城崎麦わら細工伝承館

840 豊岡市 玄武洞

841 豊岡市 コウノトリ但馬空港

842 豊岡市 じばさんTAJIMA

843 豊岡市 ファームハウス　のの花

844 豊岡市 竹野ｽﾉｰｹﾙｾﾝﾀｰ

845 豊岡市 永田清織物

846 豊岡市 県立円山川公苑

847 豊岡市 株式会社　田中屋食品



848 豊岡市 株式会社アートフィアー

849 豊岡市 陶芸館

850 豊岡市 株式会社げんぶ堂

851 豊岡市 株式会社谷垣　日高工場

852 豊岡市 株式会社播磨屋本店　豊の岡工園

853 豊岡市 岩見印刷株式会社

854 豊岡市 橋本屋観光リンゴ園

855 豊岡市 道の駅神鍋高原

856 豊岡市 出石焼きものギャラリー

857 豊岡市 出石町散策

858 豊岡市 城崎マリンワールド

859 豊岡市 神鍋亭観光リンゴもぎとり園

860 豊岡市 玄武洞ミュージアム

861 豊岡市 赤花「そばの郷」

862 豊岡市 豊岡市立但東シルク温泉やまびこ

863 豊岡市 豊岡市立ハチゴロウの戸島湿地

864 豊岡市 全但バス但馬ドーム

865 豊岡市 湯の原温泉オートキャンプ場

866 豊岡市 農家民宿「善」

867 豊岡市 農村体験館「八平」

868 豊岡市 兵庫県立コウノトリの郷公園

869 豊岡市 片間ふれあい農園

870 豊岡市 神鍋温泉

871 豊岡市 竹野温泉

872 豊岡市 出石温泉

873 豊岡市 出石川防災センター　いずし古代学習館

874 豊岡市 伊藤清永美術館

875 豊岡市 植村直己冒険館（休館中）

876 豊岡市 植田農園

877 豊岡市 東井義雄記念館

878 豊岡市 日本･モンゴル民族博物館

879 豊岡市 豊岡市立図書館

880 豊岡市 北垣ぶどう園

881 豊岡市 北前館

882 豊岡市 臨済宗南禅寺派　大圓寺

883 豊岡市 アトリエ　NUU

884 豊岡市 カネカソーラーテック（株）



885 豊岡市 御用地館（住吉屋歴史資料館･仲田光成記念館）

886 豊岡市 但馬国府･国分寺館

887 豊岡市 県立但馬文教府

888 豊岡市 農家民宿「一里」

889 豊岡市 豊岡市水道事業所　佐野浄水場

890 豊岡市 豊岡市立豊岡清掃センター

891 豊岡市 出石城

892 豊岡市 奥神鍋（スキー場）

893 豊岡市 万場（スキー場）

894 豊岡市 アップかんなべ

895 豊岡市 フォレストアドベンチャー・奥神鍋

896 養父市 明延鉱山・一円電車

897 養父市 あけのべ自然学校

898 養父市 あゆ公園，おおや農村公園

899 養父市 天滝

900 養父市 とがやま温泉「天女の湯」（お食事処「はごろも亭」）

901 養父市 氷ノ山･ハチ高原

902 養父市 ミズバショウ公園

903 養父市 関宮農村交流ターミナル「合格の湯養父市まんどの湯」（お食事処「まんど食堂」）

904 養父市 県立但馬長寿の郷

905 養父市 道の駅ようか「但馬蔵」（たじまのくら）（お食事処「但馬蔵」）

906 養父市 道の駅・但馬楽座　（お食事処「やぶ牧場」）

907 養父市 内山いちごの国

908 養父市 但馬醸造株式会社

909 養父市 大徳醤油株式会社

910 養父市 銀海酒造有限会社

911 養父市 八鹿鉄工株式会社（あさくら彩園含む）

912 養父市 石ヶ堂古代村

913 養父市 おおやホール

914 養父市 ほたるの里（ほたるの館）

915 養父市 養父神社

916 養父市 高中そば処

917 養父市 山田風太郎記念館

918 養父市 上垣守国養蚕記念館

919 養父市 養父市立全天候運動場

920 養父市 天文館バルーンようか

921 養父市 木彫展示館



922 養父市 おおやアート村「BIGLABO」

923 養父市 ハチ高原ウェストジャパンパラグライダースクール

924 養父市 但馬全天候運動場

925 養父市 若杉高原おおやスキー場キャンプ場

926 養父市 氷ノ山国際スキー場

927 養父市 ハイパーボウル東鉢スキー場

928 養父市 ハチ高原スキー場

929 養父市 大屋大杉「分散ギャラリー養蚕農家」

930 朝来市 白井大町藤公園

931 朝来市 スカイビラさのう

932 朝来市 竹田城跡

933 朝来市 ヒメハナ公園

934 朝来市 よふど温泉「極楽湯」

935 朝来市 関西電力株式会社　奥多々良木発電所

936 朝来市 此の友酒造株式会社

937 朝来市 史跡･生野銀山と生野鉱物館

938 朝来市 口銀谷銀山町ミュージアムセンター

939 朝来市 朝来市旧生野鉱山職員宿舎・志村喬記念館

940 朝来市 朝来市旧 神子畑鉱山事務舎「ﾑｰｾﾊｳｽ写真館」

941 朝来市 朝来市立和田山郷土歴史館

942 朝来市 道の駅フレッシュあさご

943 朝来市 道の駅あさご

944 朝来市 兵庫県立南但馬自然学校

945 朝来市 兵庫県立農林総合セ･森林技セ・緑化センター

946 朝来市 兵庫県立農林総合セ・内水面漁業セ

947 朝来市 兵庫県立農林総合セ・北部農技

948 朝来市 山城の郷

949 朝来市 道の駅　但馬のまほろば

950 朝来市 朝来市あさご芸術の森美術館

951 朝来市 朝来市埋蔵文化財センター「古代あさご館」

952 朝来市 朝来市生野書院

953 朝来市 あさごふれあいプール「くじら」

954 朝来市 黒川自然公園センター

955 朝来市 西宮市立山東自然の家

956 朝来市 和田山ジｭピターホール

957 朝来市 生野まちづくり工房「井筒屋」

958 朝来市 朝来市和田山図書館



959 朝来市 羽渕鋳鉄橋

960 朝来市 神子畑選鉱場跡

961 朝来市 立雲峡（ハイキングコース）

962 香美町 大乗寺　応挙寺

963 香美町 長楽寺　但馬大佛

964 香美町 ハチ北温泉「湯治の郷」

965 香美町 ふれあい温泉おじろん

966 香美町 余部橋梁

967 香美町 株式会社トキワ

968 香美町 香住鶴株式会社

969 香美町 香美町立ジオパークと海の文化館

970 香美町 かすみ・矢田川温泉

971 香美町 但馬高原植物園-瀞川平-

972 香美町 兵庫県立農林総合セ・但馬水産技セ

973 香美町 木の殿堂(県立兎和野高原野外教育センター)

974 香美町 香住温泉郷

975 香美町 古代体験の森

976 香美町 村岡民俗資料館「まほろば」

977 香美町 八幡山公園

978 香美町 柤大池公園

979 香美町 下浜地曳網組合

980 香美町 全国石楠花公園

981 香美町 但馬栽培漁業センター

982 香美町 尼崎市立美方高原　自然の家｢とちのき村｣

983 香美町 小代物産館

984 香美町 道の駅　あまるべ　・空の駅　（クリスタルタワー）

985 香美町 道の駅　村岡ファームガーデン

986 香美町 おじろ（スキー場）

987 香美町 ミカタスノーパーク

988 香美町 ハチ北高原（スキー場）

989 香美町 スカイバレイ（スキー場）

990 新温泉町 そば処春来　てっぺん

991 新温泉町 ユートピア浜坂

992 新温泉町 リフレッシュパークゆむら

993 新温泉町 加藤文太郎記念図書館

994 新温泉町 久斗山　安泰寺

995 新温泉町 七釜温泉ゆーらく館



996 新温泉町 上山高原エコミュージアム

997 新温泉町 湯村温泉観光交流センター

998 新温泉町 新温泉町山陰海岸ジオパーク館

999 新温泉町 但馬海岸遊覧船

1000 新温泉町 湯村温泉博覧館「夢千代館」

1001 新温泉町 兵庫県立但馬牧場公園

1002 新温泉町 湯村温泉

1003 新温泉町 浜坂温泉郷

1004 新温泉町 おもしろ昆虫化石館

1005 新温泉町 まち歩き案内所「松籟庵」

1006 新温泉町 杜氏館

1007 新温泉町 浜坂先人記念館「以命亭」

1008 新温泉町 塩谷観光

1009 新温泉町 浜坂観光協会

1010 新温泉町 泰雲寺

1011 新温泉町 健康公園

1012 新温泉町 諸寄基幹集落センター

1013 新温泉町 渡辺水産

1014 新温泉町 道の駅 山陰海岸ジオパーク浜坂の郷

1015 新温泉町 為世永神社

1016 新温泉町 諸谷山龍満寺

1017 新温泉町 東藤田家母屋

1018 豊岡市 竹野スノーケルセンター運営協議会

1019 豊岡市 （株）Mother Earth

1020 丹波篠山市 お菓子の里丹波

1021 丹波篠山市 河原町妻入商家群前

1022 丹波篠山市 こんだ薬師温泉　ぬくもりの郷

1023 丹波篠山市 ささやまの森公園

1024 丹波篠山市 丹波焼の里

1025 丹波篠山市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｸﾞﾙｰﾌﾟ労働組合連合会休暇村ﾕﾆﾄﾋﾟｱささやま

1026 丹波篠山市 王地山陶器所

1027 丹波篠山市 丹波篠山市立歴史美術館

1028 丹波篠山市 篠山城大書院

1029 丹波篠山市 新たんば荘

1030 丹波篠山市 丹波篠山　森口栗園

1031 丹波篠山市 青山歴史村（丹波篠山デカンショ館）

1032 丹波篠山市 大正ロマン館



1033 丹波篠山市 丹波ささやま農業協同組合 特産館ささやま

1034 丹波篠山市 丹波古陶館

1035 丹波篠山市 丹波伝統工芸公園･立杭陶の郷

1036 丹波篠山市 丹波杜氏　酒造記念館

1037 丹波篠山市 地域活性化センター黒豆の館

1038 丹波篠山市 農業組合法人　真南条上営農組合

1039 丹波篠山市 兵庫陶芸美術館

1040 丹波篠山市 丹波木綿保存会・創作館

1041 丹波篠山市 鳳鳴酒造　ほろ酔い城下蔵

1042 丹波篠山市 篭坊温泉

1043 丹波篠山市 丹波篠山総合スポーツセンター

1044 丹波篠山市 丹波猪村

1045 丹波篠山市 JA丹波篠山　味土里館

1046 丹波篠山市 小田垣商店

1047 丹波篠山市 八上城跡

1048 丹波篠山市 フォレストアドベンチャー・丹波ささやま

1049 丹波篠山市 誓願寺

1050 丹波市 高源寺

1051 丹波市 農事組合法人　稲畑どろんこ会

1052 丹波市 水分れ公園

1053 丹波市 今出せせらぎ園

1054 丹波市 山名酒造株式会社

1055 丹波市 石戸観光農園

1056 丹波市 丹波青垣ワイナリー

1057 丹波市 丹波いちじまふぁーむ

1058 丹波市 丹波布伝承館（道の駅あおがき）

1059 丹波市 東芦田ごりんかん

1060 丹波市 道の駅「丹波おばあちゃんの里」

1061 丹波市 南多田営農組合

1062 丹波市 あぐり丹波いちご園

1063 丹波市 福田観光栗園

1064 丹波市 兵庫県立丹波の森公苑

1065 丹波市 兵庫県立丹波年輪の里

1066 丹波市 有限会社徳寿園

1067 丹波市 石龕寺

1068 丹波市 円通寺

1069 丹波市 柏原八幡神社



1070 丹波市 鐘ヶ坂公園

1071 丹波市 興禅寺

1072 丹波市 白毫寺

1073 丹波市 丹波竜化石工房　　ちーたんの館

1074 丹波市 観光果樹園フルーツファーム春日

1075 丹波市 春日農園

1076 丹波市 植野記念美術館

1077 丹波市 丹波市立薬草薬樹公園リフレッシュ館

1078 丹波市 いちじま丹波太郎

1079 丹波市 達身寺

1080 丹波市 三ﾂ塚史跡公園

1081 丹波市 春日歴史民俗資料館

1082 丹波市 青垣いきものふれあいの里

1083 丹波市 丹波市立休養施設やすら樹

1084 丹波市 柏原歴史民俗資料館（田ステ女記念館）

1085 丹波市 丹波乳業(株)　牛乳センター

1086 丹波市 遊工房（山南農産物処理加工及び体験実習施設）

1087 丹波市 黒井城

1088 丹波市 柏原藩陣屋

1089 丹波市 丹波パラグライダースクール

1090 丹波市 丹波の森公苑

1091 丹波市 高山寺

1092 淡路市 あわじ花さじき

1093 淡路市 たこせんべいの里

1094 淡路市 パルシェ香りの館

1095 淡路市 ミツ精機株式会社

1096 淡路市 株式会社薫寿堂

1097 淡路市 伊弉諾神宮

1098 淡路市 松帆アンカレイジパーク「道の駅あわじ」

1099 淡路市 常盤観光ぶどう組合

1100 淡路市 吹き戻しの里（株式会社吹き戻しの里）

1101 淡路市 静の里公園

1102 淡路市 千年一酒造株式会社

1103 淡路市 鯛おどる館

1104 淡路市 淡路ジェノバライン

1105 淡路市 淡路ハイウェイオアシス

1106 淡路市 淡路ワールドパーク　ＯＮＯＫＯＲＯ



1107 淡路市 淡路市立陶芸館

1108 淡路市 淡路島フルーツ農園

1109 淡路市 淡路島国営明石海峡公園

1110 淡路市 淡路島国際公園都市

1111 淡路市 淡路梅薫堂株式会社（線香･お香　江井工場）

1112 淡路市 津名ハイツ

1113 淡路市 東浦サンパーク

1114 淡路市 道の駅東浦ターミナルパーク

1115 淡路市 兵庫県立淡路景観園芸学校

1116 淡路市 淡路市立淡路香りの公園

1117 淡路市 あわじメガソーラー１（ワン）

1118 淡路市 兵庫県立淡路島公園

1119 淡路市 ※淡路夢舞台

1120 淡路市 兵庫県立淡路夢舞台温室「奇跡の星の植物館」

1121 淡路市 北淡震災記念公園

1122 淡路市 北淡路カントリーガーデン

1123 淡路市 本福寺･水御堂

1124 淡路市 岩屋温泉「美湯松帆の湯」

1125 淡路市 淡路島いちのみや温泉

1126 淡路市 産直赤い屋根

1127 淡路市 北淡歴史民俗資料館

1128 淡路市 淡路佐野運動公園

1129 淡路市 淡路市立中浜稔猫美術館

1130 淡路市 北淡自然休養村センター

1131 淡路市 兵庫県動物愛護センター淡路支所

1132 淡路市 のじまスコーラ

1133 淡路市 五斗長地区（五斗長垣内遺跡、五斗長ウォーキングミュージアム）

1134 淡路市 生田地区（そばカフェ生田村）

1135 淡路市 長澤地区（ノマド村）

1136 淡路市 水仙の丘

1137 淡路市 八浄寺

1138 淡路市 智禅寺

1139 淡路市 宝生寺

1140 淡路市 ニジゲンノモリ

1141 淡路市 ハーモニーファーム淡路

1142 洲本市 ウェルネスパーク五色

1143 洲本市 クリーンエネルギー五色風力発電施設



1144 洲本市 サントピアマリーナ

1145 洲本市 株式会社キド

1146 洲本市 五色浜

1147 洲本市 高田屋嘉兵衛公園･高田屋嘉兵衛翁記念館

1148 洲本市 大昭和精機株式会社　淡路第二工場/ﾒｶﾞﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ

1149 洲本市 立川水仙郷

1150 洲本市 洲本温泉

1151 洲本市 洲本城

1152 洲本市 エトワール生石

1153 洲本市 諭鶴羽山

1154 洲本市 鮎屋の滝

1155 洲本市 五色県民健康村健康道場

1156 洲本市 洲本市民工房

1157 洲本市 淡路広域行政事務組合粗大ごみ処理場

1158 洲本市 淡路ごちそう館御食国

1159 洲本市 旧益習館庭園

1160 洲本市 洲本市立淡路文化史料館

1161 洲本市 洲本市立文化体育館

1162 洲本市 大浜海岸

1163 洲本市 三熊山

1164 洲本市 白巣城

1165 洲本市 先山（千光寺）

1166 洲本市 アスパ五色

1167 洲本市 あわじ花山水通常開園6～7月

1168 洲本市 成ヶ島公園

1169 洲本市 生石公園

1170 洲本市 淡路島モンキーセンター

1171 洲本市 長林寺

1172 洲本市 赤レンガ建物群（近代化産業遺産）

1173 南あわじ市 うずしおクルーズ　「咸臨丸・日本丸」

1174 南あわじ市 うずしおの郷（足湯施設 うずのゆ等）

1175 南あわじ市 うずの丘　大鳴門橋記念館

1176 南あわじ市 サンライズ淡路

1177 南あわじ市 スポーツクラブ＆クアハウス　ゆとりっく

1178 南あわじ市 安冨白土瓦

1179 南あわじ市 沼島

1180 南あわじ市 鳴門海峡の渦潮と大鳴門橋



1181 南あわじ市 淡路ファームパーク　イングランドの丘

1182 南あわじ市 南あわじ市サイクリングターミナル　ゆずるは荘

1183 南あわじ市 淡路人形座

1184 南あわじ市 淡路人形浄瑠璃資料館

1185 南あわじ市 福良港津波防災ステーション

1186 南あわじ市 淡路島牧場

1187 南あわじ市 灘黒岩水仙郷

1188 南あわじ市 南あわじ市クア施設　さんゆ～館

1189 南あわじ市 南あわじリフレッシュ交流ハウス　ゆーぷる

1190 南あわじ市 南あわじ市産業文化センター

1191 南あわじ市 南あわじ市浮体式多目的公園（海釣り公園ﾒｶﾞﾌﾛｰﾄ）

1192 南あわじ市 南あわじ市滝川記念美術館　玉青館

1193 南あわじ市 南淡風力施設

1194 南あわじ市 兵庫県立農林水産技術総合センター／淡路農業技術センター

1195 南あわじ市 株式会社楓勇吉商店　素麺づくり体験

1196 南あわじ市 都美人酒造株式会社

1197 南あわじ市 野水瓦産業株式会社

1198 南あわじ市 慶野松原

1199 南あわじ市 海ホタル　阿万海岸　伊毘海岸

1200 南あわじ市 淡路ふれあい公園

1201 南あわじ市 淡路島民宿　いづみ丸

1202 南あわじ市 薫陶の郷

1203 南あわじ市 農家民宿きたや

1204 南あわじ市 淡路島まるごと食の拠点施設「美菜恋来屋」

1205 南あわじ市 うずの丘大鳴門橋記念館（うずしお科学館）

1206 南あわじ市 道の駅うずしお（南あわじ市国民保養センター鳴門みさき荘）

1207 南あわじ市 若人の広場公園

1208 南あわじ市 護国寺

1209 南あわじ市 万福寺

1210 南あわじ市 覚住寺

1211 南あわじ市 南あわじ温泉郷

1212 南あわじ市 国生み神話･おのころ島神社

1213 南あわじ市 淡路じゃのひれアウトドアリゾート


