
令和２年度　ひょうごツーリズムバス

（B）特別枠　③山陰海岸ジオパーク等但馬地域周遊分

（Ｃｔｒｌ＋Ｆで検索）

番号 市町村 対象施設

847 豊岡市 出石永楽館

848 豊岡市 カバンステーション･植村美千男のかばん工房

849 豊岡市 神鍋高原

850 豊岡市 城崎温泉

851 豊岡市 城崎文芸館

852 豊岡市 城崎麦わら細工伝承館

853 豊岡市 玄武洞

854 豊岡市 コウノトリ但馬空港

855 豊岡市 じばさんTAJIMA

856 豊岡市 ファームハウス　のの花

857 豊岡市 竹野ｽﾉｰｹﾙｾﾝﾀｰ

858 豊岡市 永田清織物

859 豊岡市 県立円山川公苑

860 豊岡市 株式会社　田中屋食品

861 豊岡市 株式会社アートフィアー

862 豊岡市 陶芸館

863 豊岡市 株式会社げんぶ堂

864 豊岡市 株式会社谷垣　日高工場

865 豊岡市 株式会社播磨屋本店　豊の岡工園

866 豊岡市 岩見印刷株式会社

867 豊岡市 橋本屋観光リンゴ園

868 豊岡市 道の駅神鍋高原

869 豊岡市 出石焼きものギャラリー

870 豊岡市 出石町散策

871 豊岡市 城崎マリンワールド

872 豊岡市 神鍋亭観光リンゴもぎとり園

873 豊岡市 玄武洞ミュージアム

874 豊岡市 赤花「そばの郷」

875 豊岡市 豊岡市立但東シルク温泉やまびこ

876 豊岡市 豊岡市立ハチゴロウの戸島湿地

877 豊岡市 全但バス但馬ドーム

878 豊岡市 湯の原温泉オートキャンプ場

879 豊岡市 農家民宿「善」



880 豊岡市 農村体験館「八平」

881 豊岡市 兵庫県立コウノトリの郷公園

882 豊岡市 片間ふれあい農園

883 豊岡市 神鍋温泉

884 豊岡市 竹野温泉

885 豊岡市 出石温泉

886 豊岡市 出石川防災センター　いずし古代学習館

887 豊岡市 伊藤清永美術館

888 豊岡市 植村直己冒険館（休館中）

889 豊岡市 植田農園

890 豊岡市 東井義雄記念館

891 豊岡市 日本･モンゴル民族博物館

892 豊岡市 豊岡市立図書館

893 豊岡市 北垣ぶどう園

894 豊岡市 北前館

895 豊岡市 臨済宗南禅寺派　大圓寺

896 豊岡市 アトリエ　NUU

897 豊岡市 カネカソーラーテック（株）

898 豊岡市 御用地館（住吉屋歴史資料館･仲田光成記念館）

899 豊岡市 但馬国府･国分寺館

900 豊岡市 県立但馬文教府

901 豊岡市 農家民宿「一里」

902 豊岡市 豊岡市水道事業所　佐野浄水場

903 豊岡市 豊岡市立豊岡清掃センター

904 豊岡市 出石城

905 豊岡市 奥神鍋（スキー場）

906 豊岡市 万場（スキー場）

907 豊岡市 アップかんなべ

909 養父市 明延鉱山・一円電車

910 養父市 あけのべ自然学校

911 養父市 あゆ公園，おおや農村公園

912 養父市 天滝

913 養父市 とがやま温泉「天女の湯」（お食事処「はごろも亭」）

914 養父市 氷ノ山･ハチ高原

915 養父市 ミズバショウ公園

916 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」）

917 養父市 県立但馬長寿の郷



918 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」）

919 養父市 道の駅・但馬楽座　（お食事処「やぶ牧場」）

920 養父市 内山いちごの国

921 養父市 但馬醸造株式会社

922 養父市 大徳醤油株式会社

923 養父市 銀海酒造有限会社

924 養父市 八鹿鉄工株式会社（あさくら彩園含む）

925 養父市 石ヶ堂古代村

926 養父市 おおやホール

927 養父市 ほたるの里（ほたるの館）

928 養父市 養父神社

929 養父市 高中そば処

930 養父市 山田風太郎記念館

931 養父市 上垣守国養蚕記念館

932 養父市 養父市立全天候運動場

933 養父市 天文館バルーンようか

934 養父市 木彫展示館

935 養父市 おおやアート村「BIGLABO」

936 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

937 養父市 但馬全天候運動場

938 養父市 若杉高原おおやスキー場キャンプ場

939 養父市 氷ノ山国際スキー場

940 養父市 ハイパーボウル東鉢スキー場

941 養父市 ハチ高原スキー場

942 養父市 大屋大杉「分散ギャラリー養蚕農家」

943 朝来市 白井大町藤公園

944 朝来市 スカイビラさのう

945 朝来市 竹田城跡

946 朝来市 ヒメハナ公園

947 朝来市 よふど温泉「極楽湯」

948 朝来市 関西電力株式会社　奥多々良木発電所

949 朝来市 此の友酒造株式会社

950 朝来市 史跡･生野銀山と生野鉱物館

951 朝来市 口銀谷銀山町ミュージアムセンター

952 朝来市 朝来市旧生野鉱山職員宿舎・志村喬記念館

953 朝来市 朝来市旧 神子畑鉱山事務舎「ﾑｰｾﾊｳｽ写真館」

954 朝来市 朝来市立和田山郷土歴史館



955 朝来市 道の駅フレッシュあさご

956 朝来市 道の駅あさご

957 朝来市 兵庫県立南但馬自然学校

958 朝来市 兵庫県立農林総合セ･森林技セ・緑化センター

959 朝来市 兵庫県立農林総合セ・内水面漁業セ

960 朝来市 兵庫県立農林総合セ・北部農技

961 朝来市 山城の郷

962 朝来市 道の駅　但馬のまほろば

963 朝来市 朝来市あさご芸術の森美術館

964 朝来市 朝来市埋蔵文化財センター「古代あさご館」

965 朝来市 朝来市生野書院

966 朝来市 あさごふれあいプール「くじら」

967 朝来市 黒川自然公園センター

968 朝来市 西宮市立山東自然の家

969 朝来市 和田山ジｭピターホール

970 朝来市 生野まちづくり工房「井筒屋」

971 朝来市 朝来市和田山図書館

972 朝来市 羽渕鋳鉄橋

973 朝来市 神子畑選鉱場跡

974 朝来市 立雲峡（ハイキングコース）

975 香美町 大乗寺　応挙寺

976 香美町 長楽寺　但馬大佛

977 香美町 ハチ北温泉「湯治の郷」

978 香美町 ふれあい温泉おじろん

979 香美町 余部橋梁

980 香美町 株式会社トキワ

981 香美町 香住鶴株式会社

982 香美町 香美町立ジオパークと海の文化館

983 香美町 かすみ・矢田川温泉

984 香美町 但馬高原植物園-瀞川平-

985 香美町 兵庫県立農林総合セ・但馬水産技セ

986 香美町 木の殿堂(県立兎和野高原野外教育センター)

987 香美町 香住温泉郷

988 香美町 古代体験の森

989 香美町 村岡民俗資料館「まほろば」

990 香美町 八幡山公園

991 香美町 柤大池公園



992 香美町 下浜地曳網組合

993 香美町 全国石楠花公園

994 香美町 但馬栽培漁業センター

995 香美町 尼崎市立美方高原　自然の家｢とちのき村｣

996 香美町 小代物産館

997 香美町 道の駅　あまるべ　・空の駅　（クリスタルタワー）

998 香美町 道の駅　村岡ファームガーデン

999 香美町 おじろ（スキー場）

1000 香美町 ミカタスノーパーク

1001 香美町 ハチ北高原（スキー場）

1002 香美町 スカイバレイ（スキー場）

1003 新温泉町 そば処春来　てっぺん

1004 新温泉町 ユートピア浜坂

1005 新温泉町 リフレッシュパークゆむら

1006 新温泉町 加藤文太郎記念図書館

1007 新温泉町 久斗山　安泰寺

1008 新温泉町 七釜温泉ゆーらく館

1009 新温泉町 上山高原エコミュージアム

1010 新温泉町 湯村温泉観光交流センター

1011 新温泉町 新温泉町山陰海岸ジオパーク館

1012 新温泉町 但馬海岸遊覧船

1013 新温泉町 湯村温泉博覧館「夢千代館」

1014 新温泉町 兵庫県立但馬牧場公園

1015 新温泉町 湯村温泉

1016 新温泉町 浜坂温泉郷

1017 新温泉町 おもしろ昆虫化石館

1018 新温泉町 まち歩き案内所「松籟庵」

1019 新温泉町 杜氏館

1020 新温泉町 浜坂先人記念館「以命亭」

1021 新温泉町 塩谷観光

1022 新温泉町 浜坂観光協会

1023 新温泉町 泰雲寺

1024 新温泉町 健康公園

1025 新温泉町 諸寄基幹集落センター

1026 新温泉町 渡辺水産

1027 新温泉町 道の駅 山陰海岸ジオパーク浜坂の郷

1031 京丹後市 宇川温泉よし野の里



1032 京丹後市 道の駅てんきてんき丹後(情報ｾﾝﾀｰ内)

1033 京丹後市 琴引浜鳴き砂文化館

1034 京丹後市 道の駅 丹後あじわいの郷

1035 京丹後市 浅茂川温泉静の里

1036 京丹後市 道の駅 くみはまSANKAIKAN

1037 京丹後市 古代の里資料館

1038 京丹後市 アミティ丹後

1039 岩美町 岩井温泉ゆかむり温泉

1040 岩美町 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館

1041 岩美町 岩美町観光会館

1042 岩美町 渚交流館

1043 岩美町 浦富海岸島めぐり遊覧船

1044 岩美町 道の駅 きなんせ岩見

1045 鳥取市 扇の里交流館

1046 鳥取市 鳥取砂丘　砂の美術館

1047 鳥取市 鳥取県立博物館

1048 鳥取市 湖山池情報プラザ

1049 鳥取市 道の駅 神話の里白うさぎ

1050 鳥取市 鳥取市あおや郷土館

1051 鳥取市 因幡万葉歴史館

1052 鳥取市 青谷上寺地遺跡展示館

1053 鳥取市 あおや和紙工房

1054 京丹後市 ＮＰＯ法人まちづくりサポートセンター

1055 京丹後市 琴引浜ガイド「シンクロ」

1056 京丹後市 小天橋ガイドクラブ

1057 豊岡市 日和山海岸ガイドセンター(城崎マリンワールド内)

1058 豊岡市 城崎温泉観光協会

1059 豊岡市 出石まちづくり公社

1060 豊岡市 コウノトリツーリズムガイド

1061 豊岡市 豊岡市立ハチゴロウの戸島湿地

1062 豊岡市 田結湿地

1063 豊岡市 北前館

1064 豊岡市 日高神鍋観光協会

1065 豊岡市 ＮＰＯ法人かんなべ自然学校

1066 豊岡市 ＮＰＯ法人玄武洞ガイドクラブ

1067 豊岡市 たけの観光協会

1068 豊岡市 海と空と森と人



1070 豊岡市 （株）Mother Earth

1071 豊岡市 ＮＰＯ法人コウノトリ市民研究所

1072 香美町 香美町香住観光協会

1073 香美町 香住ダイビングサービス

1074 香美町 ＮＰＯ法人たじま海の学校

1075 香美町 ハチ北観光協会

1076 香美町 尼崎市立美方高原自然の家

1077 香美町 香美町小代観光協会

1078 香美町 香美町村岡観光協会

1079 香美町 兵庫県立兎和野高原野外教育センター

1080 香美町 うづかの森（株式会社西村工務店）

1081 香美町 小代ガイドクラブ

1082 香美町 かすみ海上タクシー事業協同組合

1083 新温泉町 新温泉町ジオパークネットワーク

1084 新温泉町 但馬浜坂ふるさと塾

1085 新温泉町 味原川清流会

1086 新温泉町 三尾区

1087 新温泉町 居組地区公民館

1088 新温泉町 田君川バイカモ保存会

1089 新温泉町 湯村温泉観光協会・湯村温泉旅館料飲組合

1090 新温泉町 上山高原エコミュージアム

1091 新温泉町 西但馬の自然を考える会

1092 新温泉町 加藤文太郎山の会

1093 新温泉町 鉄道グッズ館

1094 新温泉町 朝野家ジオガイド

1095 新温泉町 ジオsen.s（センテンス）但馬因幡探求クラブ

1096 岩美町 いわみガイドクラブ

1097 岩美町 山陰松島遊覧株式会社

1098 岩美町 岩美町立渚交流館

1099 鳥取市 いなば国府ガイドクラブ

1100 鳥取市 とっとり観光ガイド友の会

1101 鳥取市 湖山池情報プラザ

1102 鳥取市 ＮＰＯ法人とっとり観光ガイドセンター

1103 鳥取市 扇の里グループ

1104 鳥取市 鳥取市鹿野往来交流館「ぷらっとしかのガイドの会」

1105 鳥取市 ヤサホーガイドの会（気高町観光ボランティアガイドの会）

1106 鳥取市 大堤うぐい突き保存会



1107 鳥取市 山陰海岸国立公園鳥取砂丘ビジターセンター管理運営協議会

1108 鳥取市 一般財団法人自然公園財団鳥取支部


