
令和２年度　ひょうごツーリズムバス

（B）特別枠　①兵庫遺産周遊分

（Ｃｔｒｌ＋Ｆで検索）

番号 市町村 対象施設

69 神戸市 神戸海洋博物館／カワサキワールド

93 神戸市 神戸大学　海事博物館

200 神戸市 敏馬神社

294 宝塚市 中山寺

379 高砂市 高砂神社

382 高砂市 工楽松右衛門旧宅

472 加西市 法華山一乗寺

500 加東市 播州清水寺

596 姫路市 光洋製瓦株式会社（銀の馬車道沿い）

597 姫路市 好古園

598 姫路市 書写山圓教寺

603 姫路市 灘菊酒造株式会社（銀の馬車道沿い）

613 姫路市 姫路城

623 姫路市 亀山御坊本徳寺

627 姫路市 林田大庄屋旧三木家住宅

642 姫路市 姫路みなとミュージアム

643 姫路市 馬車道修築碑

644 福崎町 三木家住宅

646 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）

647 福崎町 神崎郡歴史民俗資料館

650 福崎町 柳田國男･松岡家顕彰会記念館

653 市川町 市川町文化センター橋本忍記念館

654 市川町 市川町観光交流センター

660 神河町 銀の馬車道交流館

667 神河町 道の駅　銀の馬車道

668 神河町 竹内家住宅

710 たつの市 室津海駅館

711 赤穂市 赤穂大石神社

712 赤穂市 赤穂温泉

713 赤穂市 赤穂御崎

714 赤穂市 坂越古い町並み

715 赤穂市 塩屋山みかん園

716 赤穂市 奥藤酒造郷土館



717 赤穂市 海の駅しおさい市場

718 赤穂市 赤穂ハイツ

719 赤穂市 赤穂海浜公園

720 赤穂市 赤穂市立海洋科学館･塩の国

721 赤穂市 赤穂市立歴史博物館　塩と義士の館

722 赤穂市 赤穂緞通　加里屋工房

723 赤穂市 坂越まち並み館

724 赤穂市 城南緑地公園バラ園

725 赤穂市 御崎レストハウス

726 赤穂市 桃井ミュージアム

727 赤穂市 赤穂玩具博物館

728 赤穂市 赤穂唐船サンビーチ潮干狩り

729 赤穂市 妙見寺観音堂

730 赤穂市 田淵氏庭園

731 赤穂市 花岳寺

732 赤穂市 赤穂市立美術工芸館「田淵記念館」

733 赤穂市 赤穂市立民俗資料館

734 赤穂市 赤穂市立野外活動センター

735 赤穂市 赤穂市民総合体育館

736 赤穂市 東有年・沖田遺跡公園

737 赤穂市 有年原・田中遺跡公園

738 赤穂市 赤穂城跡

739 赤穂市 大避神社

740 赤穂市 株式会社日本海水　赤穂工場

741 赤穂市 赤穂市立有年考古館

742 赤穂市 旧坂越浦会所

743 赤穂市 旧日本専売公社赤穂支局（赤穂塩務局）事務所

744 赤穂市 伊和都比売神社

909 養父市 明延鉱山・一円電車

910 養父市 あけのべ自然学校

928 養父市 養父神社

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」

961 朝来市 山城の郷

970 朝来市 生野まちづくり工房「井筒屋」



972 朝来市 羽渕鋳鉄橋

973 朝来市 神子畑選鉱場跡

989 香美町 村岡民俗資料館「まほろば」

990 香美町 八幡山公園

1020 新温泉町 浜坂先人記念館「以命亭」

1028 新温泉町 為世永神社

1029 新温泉町 諸谷山龍満寺

1030 新温泉町 東藤田家母屋

1109 丹波篠山市 お菓子の里丹波

1110 丹波篠山市 河原町妻入商家群前

1111 丹波篠山市 こんだ薬師温泉　ぬくもりの郷

1112 丹波篠山市 ささやまの森公園

1113 丹波篠山市 丹波焼の里

1114 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

1115 丹波篠山市 王地山陶器所

1116 丹波篠山市 丹波篠山市立歴史美術館

1117 丹波篠山市 篠山城大書院

1118 丹波篠山市 新たんば荘

1119 丹波篠山市 丹波篠山　森口栗園

1120 丹波篠山市 青山歴史村（丹波篠山デカンショ館）

1121 丹波篠山市 大正ロマン館

1122 丹波篠山市 丹波ささやま農業協同組合 特産館ささやま

1123 丹波篠山市 丹波古陶館

1124 丹波篠山市 丹波伝統工芸公園･立杭陶の郷

1125 丹波篠山市 丹波杜氏　酒造記念館

1126 丹波篠山市 地域活性化センター黒豆の館

1127 丹波篠山市 農業組合法人　真南条上営農組合

1128 丹波篠山市 兵庫陶芸美術館

1129 丹波篠山市 丹波木綿保存会・創作館

1130 丹波篠山市 鳳鳴酒造　ほろ酔い城下蔵

1131 丹波篠山市 篭坊温泉

1132 丹波篠山市 篠山チルドレンズミュージアム

1133 丹波篠山市 丹波篠山総合スポーツセンター

1134 丹波篠山市 武家屋敷 安間家史料館

1135 丹波篠山市 丹波並木道中央公園（丹波篠山市立太古の生きもの館）

1136 丹波篠山市 大国寺

1137 丹波篠山市 口県守生産組合



1138 丹波篠山市 丹波篠山市清掃センター リサイクルプラザ

1139 丹波篠山市 丹波篠山市立中央図書館

1140 丹波篠山市 丹波猪村

1141 丹波篠山市 能楽資料館

1142 丹波篠山市 JA丹波篠山　味土里館

1143 丹波篠山市 小田垣商店

1144 丹波篠山市 王地山稲荷社本院

1145 丹波篠山市 八上城跡

1146 丹波篠山市 西尾家住宅

1147 丹波篠山市 フォレストアドベンチャー・丹波ささやま

1148 丹波篠山市 誓願寺

1149 丹波市 高源寺

1150 丹波市 農事組合法人　稲畑どろんこ会

1151 丹波市 水分れ公園

1152 丹波市 今出せせらぎ園

1153 丹波市 山名酒造株式会社

1154 丹波市 石戸観光農園

1155 丹波市 丹波青垣ワイナリー

1156 丹波市 丹波いちじまふぁーむ

1157 丹波市 丹波布伝承館（道の駅あおがき）

1158 丹波市 東芦田ごりんかん

1159 丹波市 道の駅「丹波おばあちゃんの里」

1160 丹波市 南多田営農組合

1161 丹波市 あぐり丹波いちご園

1162 丹波市 福田観光栗園

1163 丹波市 兵庫県立丹波の森公苑

1164 丹波市 兵庫県立丹波年輪の里

1165 丹波市 有限会社徳寿園

1166 丹波市 石龕寺

1167 丹波市 円通寺

1168 丹波市 柏原八幡神社

1169 丹波市 鐘ヶ坂公園

1170 丹波市 興禅寺

1171 丹波市 白毫寺

1172 丹波市 丹波竜化石工房　　ちーたんの館

1173 丹波市 観光果樹園フルーツファーム春日

1174 丹波市 春日農園



1175 丹波市 植野記念美術館

1176 丹波市 丹波市立薬草薬樹公園リフレッシュ館

1177 丹波市 丹波少年自然の家

1178 丹波市 丹波悠遊の森

1179 丹波市 いちじま丹波太郎

1180 丹波市 達身寺

1181 丹波市 三ﾂ塚史跡公園

1182 丹波市 春日歴史民俗資料館

1183 丹波市 青垣いきものふれあいの里

1184 丹波市 丹波市立休養施設やすら樹

1185 丹波市 柏原歴史民俗資料館（田ステ女記念館）

1186 丹波市 丹波乳業(株)　牛乳センター

1187 丹波市 遊工房（山南農産物処理加工及び体験実習施設）

1188 丹波市 黒井城

1189 丹波市 柏原藩陣屋

1190 丹波市 丹波パラグライダースクール

1191 丹波市 丹波の森公苑

1192 丹波市 高山寺

1193 淡路市 あわじ花さじき

1194 淡路市 たこせんべいの里

1195 淡路市 パルシェ香りの館

1196 淡路市 ミツ精機株式会社

1197 淡路市 株式会社薫寿堂

1198 淡路市 伊弉諾神宮

1199 淡路市 松帆アンカレイジパーク「道の駅あわじ」

1200 淡路市 常盤観光ぶどう組合

1201 淡路市 吹き戻しの里（株式会社吹き戻しの里）

1202 淡路市 静の里公園

1203 淡路市 千年一酒造株式会社

1204 淡路市 鯛おどる館

1205 淡路市 淡路ジェノバライン

1206 淡路市 淡路ハイウェイオアシス

1207 淡路市 淡路ワールドパーク　ＯＮＯＫＯＲＯ

1208 淡路市 淡路市立陶芸館

1209 淡路市 淡路島フルーツ農園

1210 淡路市 淡路島国営明石海峡公園

1211 淡路市 淡路島国際公園都市



1212 淡路市 淡路梅薫堂株式会社（線香･お香　江井工場）

1213 淡路市 津名ハイツ

1214 淡路市 東浦サンパーク

1215 淡路市 道の駅東浦ターミナルパーク

1216 淡路市 兵庫県立淡路景観園芸学校

1217 淡路市 淡路市立淡路香りの公園

1218 淡路市 あわじメガソーラー１（ワン）

1219 淡路市 兵庫県立淡路島公園

1220 淡路市 ※淡路夢舞台

1221 淡路市 兵庫県立淡路夢舞台温室「奇跡の星の植物館」

1222 淡路市 北淡震災記念公園

1223 淡路市 北淡路カントリーガーデン

1224 淡路市 本福寺･水御堂

1225 淡路市 岩屋温泉「美湯松帆の湯」

1226 淡路市 淡路島いちのみや温泉

1227 淡路市 産直赤い屋根

1228 淡路市 北淡歴史民俗資料館

1229 淡路市 淡路市立サンシャインホール

1230 淡路市 淡路市地域総合センター（ふるさとセンター）

1231 淡路市 ゆうゆうライフケアプランセンター

1232 淡路市 淡路市立アソンブレホール

1233 淡路市 淡路佐野運動公園

1234 淡路市 淡路市立中浜稔猫美術館

1235 淡路市 淡路文化会館

1236 淡路市 北淡自然休養村センター

1237 淡路市 兵庫県動物愛護センター淡路支所

1238 淡路市 のじまスコーラ

1239 淡路市 ＡＩＥ国際高等学校

1240 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）

1241 淡路市 生田地区（そばカフェ生田村）

1242 淡路市 長澤地区（ノマド村）

1243 淡路市 水仙の丘

1244 淡路市 八浄寺

1245 淡路市 智禅寺

1246 淡路市 宝生寺

1247 淡路市 ニジゲンノモリ

1248 淡路市 御井の清水



1249 淡路市 ハーモニーファーム淡路

1250 淡路市 CRAFT CROUS HELLO KITTY SHOW BOX

1251 淡路市 HELLO KITTY SMILE

1252 淡路市 淡路島タコステ

1253 淡路市 東山寺

1254 洲本市 ウェルネスパーク五色

1255 洲本市 クリーンエネルギー五色風力発電施設

1256 洲本市 サントピアマリーナ

1257 洲本市 株式会社キド

1258 洲本市 五色浜

1259 洲本市 高田屋嘉兵衛公園･高田屋嘉兵衛翁記念館

1260 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

1261 洲本市 立川水仙郷

1262 洲本市 洲本温泉

1263 洲本市 洲本城

1264 洲本市 エトワール生石

1265 洲本市 諭鶴羽山

1266 洲本市 鮎屋の滝

1267 洲本市 洲本市総合福祉会館

1268 洲本市 洲本市立洲本図書館

1269 洲本市 五色県民健康村健康道場

1270 洲本市 洲本市リサイクルセンター（みつあい館）

1271 洲本市 洲本市民工房

1272 洲本市 淡路広域行政事務組合粗大ごみ処理場

1273 洲本市 淡路ごちそう館御食国

1274 洲本市 旧益習館庭園

1275 洲本市 洲本市立淡路文化史料館

1276 洲本市 洲本市立文化体育館

1277 洲本市 大浜海岸

1278 洲本市 三熊山

1279 洲本市 白巣城

1280 洲本市 先山（千光寺）

1281 洲本市 アスパ五色

1282 洲本市 あわじ花山水通常開園6～7月

1283 洲本市 成ヶ島公園

1284 洲本市 生石公園

1285 洲本市 淡路島モンキーセンター



1286 洲本市 長林寺

1287 洲本市 赤レンガ建物群（近代化産業遺産）

1288 洲本市 都志八幡神社

1289 洲本市 Beach House popi

1290 洲本市 河上神社天満宮

1291 南あわじ市 うずしおクルーズ　「咸臨丸・日本丸」

1292 南あわじ市 うずしおの郷（足湯施設 うずのゆ等）

1293 南あわじ市 うずの丘　大鳴門橋記念館

1294 南あわじ市 サンライズ淡路

1295 南あわじ市 スポーツクラブ＆クアハウス　ゆとりっく

1296 南あわじ市 安冨白土瓦

1297 南あわじ市 沼島

1298 南あわじ市 鳴門海峡の渦潮と大鳴門橋

1299 南あわじ市 淡路ファームパーク　イングランドの丘

1300 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

1301 南あわじ市 淡路人形座

1302 南あわじ市 淡路人形浄瑠璃資料館

1303 南あわじ市 福良港津波防災ステーション

1304 南あわじ市 淡路島牧場

1305 南あわじ市 灘黒岩水仙郷

1306 南あわじ市 南あわじ市クア施設　さんゆ～館

1307 南あわじ市 南あわじリフレッシュ交流ハウス　ゆーぷる

1308 南あわじ市 南あわじ市産業文化センター

1309 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）

1310 南あわじ市 南あわじ市滝川記念美術館　玉青館

1311 南あわじ市 南淡風力施設

1312 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

1313 南あわじ市 株式会社楓勇吉商店　素麺づくり体験

1314 南あわじ市 都美人酒造株式会社

1315 南あわじ市 野水瓦産業株式会社

1316 南あわじ市 慶野松原

1317 南あわじ市 海ホタル　阿万海岸　伊毘海岸

1318 南あわじ市 淡路ふれあい公園

1319 南あわじ市 南あわじ市南淡図書館

1320 南あわじ市 淡路島民宿　いづみ丸

1321 南あわじ市 ごみ焼却施設　やまなみ苑

1322 南あわじ市 薫陶の郷



1323 南あわじ市 農家民宿きたや

1324 南あわじ市 淡路島まるごと食の拠点施設「美菜恋来屋」

1325 南あわじ市 吉備国際大学（南あわじ志知キャンパス）

1326 南あわじ市 うずの丘大鳴門橋記念館（うずしお科学館）

1327 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）

1328 南あわじ市 若人の広場公園

1329 南あわじ市 護国寺

1330 南あわじ市 万福寺

1331 南あわじ市 覚住寺

1332 南あわじ市 南あわじ温泉郷

1333 南あわじ市 国生み神話･おのころ島神社

1334 南あわじ市 大和大国魂神社

1335 南あわじ市 自凝島神社

1336 南あわじ市 淡路じゃのひれアウトドアリゾート


