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プロゴルファー古江彩佳さんからのメッセージ

国内各都市からのアクセス

　私が生まれ育った兵庫県は、海と山に囲まれた自然がとても豊か
な所です。歴史的に有名な港町や温泉、お城など素敵な観光地がた
くさんあります。そして、日本のゴルフ発祥の地、神戸に生まれたこ
とをとても誇りに思っています。プロゴルファーになる夢を叶えられ
たのも子どもの頃からの恵まれた環境のおかげと感謝しています。こ
の素晴らしい故郷、兵庫県が私は大好きです。是非一度、兵庫県に
来て、ゴルフと観光をお楽しみください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　古江　彩佳

プロフィール　古江　彩佳（ふるえ　あやか）
日本の女子プロゴルファー。2000年生まれ。兵庫県神戸市出身。
現在も神戸を拠点に活動。2019年 10月にプロ転向後、既にツアー通算３勝。
女子ゴルフ世界ランキング 16位（2021.1.4現在）

画像提供：デイリースポーツ

　兵庫県は、日本の標準時を定める東経 135度の経線
と北緯 35度の緯線が交差する、日本の中央に位置し
ています。このため、北は北海道から南は沖縄まで、
日本各地に行くにはとても便利な場所となっています。

　日本の二大国際空港のうち、西の玄関口である関西
国際空港から約１時間で兵庫県の中心都市部である神
戸三宮エリアに到着できます。

関西国際空港から神戸市内への所要時間

主要空港から飛行機利用時の所要時間

主要都市から新幹線利用時の所要時間

　神戸周辺には、大阪国際空港（伊丹空港）と神戸
空港の２つの国内路線空港があるほか、新幹線の新神
戸駅があり、日本国内各地への交通アクセスが優れて
います。

日本の中心に位置する兵庫県
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神戸・阪神

播磨

誇り高い伝統と豊かな自然が自慢の地域 雄大な自然、極上の湯、山海の幸がくつろぎを約束

播磨
HARIMA

AWAJI

KOBE・HANSHIN

　世界遺産の姫路城を有する『播磨』。播磨の誇り高い職人達は、
日本刀の製造技術を応用して国産初のアイアンクラブを製造し
ました。伝統的な地場産業を体験できることは観光客にとって
大きな魅力です。豊かな自然環境は、最高級の酒米、野菜、畜
産物の生産に、また、播磨地域のなだらかな丘はゴルフコース
に最適です。

　豊かな自然に恵まれた『但馬』では、スキーや海水浴など、
一年を通して様々なアウトドアが楽しめます。また、この地
は神戸ビーフをはじめ、日本の多くのブランド牛の素牛とし
て重宝される但馬牛のふるさとです。1300年の歴史を誇る
城崎温泉や天空の城と呼ばれる竹田城跡など観光スポットも
満載です。
　長い歴史が息づく『丹波』では、城下町や宿場町など、日
本の古い街並みを楽しむことができます。また、松茸・栗・
黒豆など、全国に名高いブランド食材が多数あります。

淡路

但馬・丹波
TAJIMA・TAMBA

HYOGO
PREFECTURE

神話と伝統文化が息づくロマンあふれる花の島

東西が出会う国際港町

　瀬戸内海に浮かぶ温暖な『淡路』は農業・漁業に加え、酪農・
畜産も盛んで食材の宝庫です。干満差によって発生する世界
最大級の渦潮は圧巻の迫力で必見です。ゴルフ場は島内にも
ありますが、北部地域はゴルフ場が集積する北播磨から高速
道路で 40分、南部地域はWMG2022ゴルフ競技会場の徳
島へのアクセスが容易です。宿泊施設のレベルが高く、ゴル
ファー水準のニーズを着実に満たしています。

　国際港湾都市である『神戸』は、映画館や喫茶店、ゴルフ
場など西洋の文化をいち早く取り入れ、日本の近代的な発展
をリードしてきました。チャイナタウンやさまざまな宗教寺
院などの多様な文化と、日本一の酒どころ「灘五郷」、日本
最古の湯の一つである有馬温泉という日本文化が絶妙に混じ
りあった魅力あふれる地域です。
　大阪と神戸という大都市に挟まれた『阪神』には、古くか
ら多くの実業家や文化人が住み、能楽や華道など豊かな文化
を育みました。日本を代表する劇団「宝塚歌劇団」の拠点も
あります。

兵庫の紹介
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　あまり知られていませんが、日本のゴルフ場数はアメリカに次いで世界
第2位。アジアでは群を抜いての第1位です。小さな島国ですが、素晴
らしい名門コース・トーナメントコースを豊富に有するゴルフ大国です。

世界のゴルフ場数ランキング
第 1位
第 2・3位
第 4位

アメリカ	
日本・カナダ
イングランド

約14,000
約 2,200
約 1,900

ゴルフ場数　アジアナンバーワン

リーズナブルなグリーンフィー
　1980年代までは比較的高いと思われていた日本のグリーンフィー
ですが、今ではメンバーコースのトップシーズンでも 20,000円以下
で楽しめるコースが多く、リーズナブルとなりました。一般的なコー
スでもオフシーズンは、ランチとカート代込みで平日 6,000円代で
楽しめる場合もあり、予算に合わせてゴルフツアーを組み立てるこ
とができます。

美しい四季が織りなす様々な自然
　春・夏・秋・冬。日本は四季のはっきしりした気候のため、季節
ごとに違った風景を楽しむことができます。 春には桜と芝のグリー
ン、秋には紅葉やすすき、そして雪のかかった山。多彩な表情を見
せる自然を感じながらゴルフプレーを楽しめること、また、プレー前
後にもさまざまな観光が満喫できること、これらは日本ならではの
最大の魅力の 1つと言えます。

短い時間で都会の喧騒から自然豊かなゴルフ場へ
　人口 100万人以上の大都市神戸から 1時間もドライブをすれば自
然豊かで広々としたゴルフ場に到達できます。刺激ある都会の魅力
と静かなゴルフ場の両方を比較的簡単に楽しむことができます。

ユニークな文化
　アジアで最も西洋文化をうまく取り入れていると言われる日本は、
高層ビル、新幹線、コンピューターゲーム、自動車など一見すると
西洋文化を丸々飲み込んだように見えますが、それらの向こうに隠
れている伝統的な日本文化、例えば温泉、日本家屋、礼儀正しい日
本人はまだまだ健在です。東西の文化が実にうまく融合したユニー
クな文化をお楽しみください。

クラブハウスや設備も充実
　世界でも珍しいリモコン付きのGPS＆最新機能搭載カートや、ゲ
ストでも使える個人ロッカーが必ずあり、クラブハウスの設備はと
ても充実しています。温泉やサウナのあるゴルフ場もあり、冬のプ
レー後の温泉は格別ですし、クラブハウスから日本庭園を楽しめる
コースもあります。衛生管理も徹底されていますので、安心してプ
レーをすることができます。芝の手入れなど、コースのメンテナンス
についても行き届いています。

日本食（和食）
　世界無形文化遺産にも登録された「WASHOKU」とは日本食のこ
とです。日本食は他の食文化とは比べ物にならないほどたくさんの
種類の食材を使いますが、これは、ひとえに、自然から頂いたもの
は決して無駄にしない、捨てないという美しい考え方に起因します。
色どり豊かで栄養価が高く、低カロリーの本物の日本食をお楽しみ
ください。

整ったゴルフ環境 豊かな自然と文化
日本でゴルフをおすすめする理由

（ただし、スコットランド・ウェールズを加えると約2,800）



三木セブンハンドレッド倶楽部
美奈木ゴルフ倶楽部
妙見富士カントリークラブ
ヤシロカントリークラブ
吉川インターゴルフ倶楽部・ＭＥＣＨＡ〈メッチャ〉
吉川ロイヤルゴルフクラブ

但馬・丹波エリア
大岡ゴルフ倶楽部
神鍋高原カントリークラブ
山東カントリークラブ
ベル・グリーンカントリークラブ

淡路エリア
淡路カントリー倶楽部
洲本ゴルフ倶楽部

4

兵庫でゴルフをおすすめする理由  その①

市川ゴルフ
ウエストワンズカンツリー倶楽部
ABC ゴルフ倶楽部
小野グランドカントリークラブ
オリエンタルゴルフ倶楽部
オリムピックゴルフ倶楽部
サンロイヤルゴルフクラブ
ぜんカントリークラブ
高室池ゴルフ倶楽部
太平洋クラブ六甲コース
東急グランドオークゴルフクラブ
東条湖カントリー倶楽部
東条パインバレーゴルフクラブ
花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
播磨自然高原船坂ゴルフ倶楽部

神戸・阪神エリア
有馬カンツリー倶楽部
北六甲カントリー倶楽部東コース・西コース
神戸パインウッズゴルフクラブ
太平洋クラブ宝塚コース
宝塚クラシックゴルフ倶楽部
宝塚高原ゴルフクラブ
チェリーゴルフ猪名川コース
兵庫カンツリー倶楽部
武庫ノ台ゴルフコース

播磨エリア
粟賀ゴルフ倶楽部
青野運動公苑アオノゴルフコース
赤穂国際カントリークラブ

神戸メリケンパークオリエンタルホテル
所在地 〒 650-0042 神戸市中央区波止場町 5-6
公式 HP https://www.kobe-orientalhotel.co.jp/

　160余りの兵庫のゴルフ場の内、100以上が神戸・阪神・播磨エリアの神戸の市街地から 1時間圏内に集中しており、
約 40のゴルフ場が海外からのビジターに門戸を開いています。

オリエンタルホテル神戸
所在地 〒 650-0034 神戸市中央区京町 25
公式 HP https://www.orientalhotel.jp/

神戸ベイシェラトン ホテル &タワーズ
所在地 
公式 HP https://www.sheraton-kobe.co.jp/

ホテルオークラ神戸
所在地 〒 650-8560 神戸市中央区波止場町 2-1
公式 HP https://www.kobe.hotelokura.co.jp/

神戸ポートピアホテル
所在地 〒 650-0046 神戸市中央区港島中町 6丁目 10-1
公式 HP https://www.portopia.co.jp/

播磨エリア
ネスタリゾート神戸
所在地 〒 673-0703  三木市細川町垂穂 894-60
公式 HP https://nesta.co.jp/

但馬・丹波エリア
城崎温泉　西村屋ホテル招月庭
所在地 〒 669-6101  豊岡市城崎町湯島 1016-2
公式 HP   https://www.nishimuraya.ne.jp/shogetsu/

ANAクラウンプラザホテル神戸 
所在地 〒 650-0002  神戸市中央区北野町 1
公式 HP https://www.anacrowneplaza-kobe.jp/

兵庫の主なゴルフ場

兵庫の主なホテル

神戸・阪神エリア

モデルコース①  ( 神戸のナイトライフを満喫する )

　アジア有数の国際港湾都市である神戸の魅力とナイトライフを満喫しましょう。そこからわずか 45分のドライブで、日本最大のゴ
ルフ場集積地「北播磨エリア」を中心に、質の高いゴルフプレーが楽しめます。まさに兵庫ゴルフの王道パターンです。

Day 1
関西国際空港到着後
神戸観光
宿泊　神戸市内ホテル

Day 3
小野グランドカントリークラブで
ゴルフプレー
宿泊　神戸市内ホテル

Day 2
美奈木ゴルフ倶楽部でゴルフプレー

宿泊　神戸市内ホテル

Day 4
ウエストワンズカンツリー倶楽部で
ゴルフプレー後、他地域へ移動

国内最多クラスのゴルフ場数

〒 658-0032 2-13（六甲アイランド）
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兵庫でゴルフをおすすめする理由  その②
高い水準と歴史を誇る名門コース

　日本最初のゴルフ場は、1903年に設立された神戸ゴル
フ倶楽部です。兵庫県は、日本ゴルフ発祥の地としての
歴史に加え、大阪・神戸の郊外という立地条件、北播磨
地域に拡がるなだらかな丘陸地がゴルフ場に適していた
という地勢条件から、多くのゴルフ場が高い水準で整備
されました。日本でNo.1とうたわれるゴルフ場である廣
野ゴルフクラブもここ兵庫にあり、他にも鳴尾ゴルフク
ラブのような五つ星のゴルフ場も多数あり、海外からの
ビジターに門戸を開いているところもたくさんあります。

　数々のビッグトーナメントが開催され、高低差 17ｍのフラッ
トな丘陵地に広がる、プロトーナメントの舞台になることを想定
して設計された本格的なコース。広いフェアウェイ、数多く配置
されたバンカー、大小様々な池の配置が絶妙で、中でも上がり 3
ホールは数々のトーナメントでドラマを演出してきました。

　風格のあるひろのコースと広々としたフェアウェイが特徴のよ
かわコースの 2コースからなる 36ホールの丘陵コース。よかわ
コースでは LPGAの公式戦が開催され、なだらかなうねりのある
戦略的なコースは飛ばし屋に人気です。

　東条湖南東部のなだらかな丘陵地に広がる景観の美しいコー
ス。コース全体を包むように繁る松やヒノキの針葉樹が日本的な
景観のなかに落ち着きと風格を漂わせています。フェアウェイの
幅は平均 40ヤードと広く、どのホールも伸び伸びと打つことが
でき、存分にゴルフの醍醐味を味わうことができます。

ゴルフ場名 
所在地 　　　　
公式 HP 　　 

ゴルフ場名 
所在地 　　　　
公式 HP 　　 

ゴルフ場名 
所在地 　　　　
公式 HP 　　 

ABCゴルフ倶楽部
〒 673-1313加東市永福 933-20
http://www.abc-golf.co.jp/

東急グランドオークゴルフクラブ
〒 673-1304加東市長貞 1843
http:// www.grandoak.jp/

花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース
〒673-1113三木市吉川町福井字小西谷534-1
http://www.hanayashikigc.co.jp/hgy/top/top.html

名門コース紹介

ABC ゴルフ倶楽部

花屋敷ゴルフ倶楽部

東急グランドオークゴルフクラブ

モデルコース②  ( 兵庫の名門コースを満喫する )

　日本最大のゴルフ場集積地ならではの、ホテルから 60分圏内に多数のトーナメントコースはもとより、世界トップ 100のコースや、
日本最難関コースなどがあります。水準の高い日本のゴルフ場のなかでも特にトップクラスのコースを満喫できるコースです。

Day 1

関西国際空港到着後、
神戸観光ホテル到着後、
レセプションパーティ
宿泊　
神戸市内ホテル

Day 3
東急グランドオークゴルフ
クラブでゴルフプレー

宿泊　
神戸市内ホテル

Day 2

花屋敷ゴルフ俱楽部でゴル
フプレー

宿泊　
神戸市内ホテル

Day 4
姫路城観光

宿泊　
神戸市内ホテル

Day 5

ABCゴルフ倶楽部でゴルフ
プレー後、他地域へ移動



6

モデルコース ③  (フレンドリーコンペで交流する)

　兵庫県におけるゴルフツーリズムの最大の特徴は、公
共セクターと一般企業の協力のもと推進されていること
です。兵庫県は地域の優位性からゴルフツーリズムを推
進しています。業界団体も同じビジョンを共有している
ために、“フレンドリーコンペ ”の開催にも協力的です。
また、ゴルフだけでなく、観光振興・地域創生という視
点での推進を行っています。

　ゴルフ好きがたくさん集まる兵庫で、日本人プレイヤーと一緒
にゴルフをすることです。旅先にて異国のゴルファーとの交流が
楽しめます。

　生きた魚のセリの見学はとても貴重な体験です。明石海峡の豊
かな漁場でとれた約 100種類もの海産物は ”明石のまえもん ”と
呼ばれ、ここから日本全国に届けられます。「昼網」と呼ばれる
全国的にも珍しいセリ市や、漁協施設等の見学が出来ます。

　播磨地域では毎年 10月に、大小様々な神社で行われるお祭り
があります。多くの神社で、屋台の練り出しが行われ、太鼓の音
が響き渡り、活気あふれる祭りの様子を是非ご覧下さい。

体験内容
所 在 地
公 式 HP

明石浦漁港での生きた魚のセリ市の見学
〒 673-0895 明石市岬町 33-1
http://www.akashiura.or.jp/

姫路灘のけんか祭り
公式 HP　https://www.nadamatsuri.jp/outline/

三木大宮八幡宮
公式 HP　  http://www.miki-oomiya.net/

高砂曽根天満宮
公式 HP　http://www.tenmangu.net/

フレンドリーコンペとは？

このモデルコースにおすすめのローカル観光

明石浦漁港：セリ市特別見学

播磨の秋祭り

Day 1
関西国際空港到着後、
神戸観光 
宿泊　ネスタリゾート神戸

Day 3

サンロイヤルゴルフクラブでフレン
ドリーコンペ (表彰式・交流会あり )
宿泊　ネスタリゾート神戸

Day 2

高室池ゴルフ倶楽部でゴルフプレー

宿泊　ネスタリゾート神戸

Day 4

ローカル観光後、
他地域へ移動

画像提供：（一社）明石観光協会

兵庫でゴルフをおすすめする理由  その③

官民一体となった推進体制



モデルコース④  ( 大都市と田園風景を楽しむ )

　兵庫は日本で唯一、北側と南側それぞれ異なる海に面
し、多様な気候と風土をもつ県です。しかも南端は内海
に浮かぶ淡路島。海あり山あり、大都市あり、田園地帯
あり、様々なアクティビティを楽しむことができます。
一年を通して穏やかな気候で、六甲山や峰山高原などは
同じエリア内で冬場にゴルフとスキーが同時に楽しめま
す。世界を見渡してみても、こうした特色を持つ地域は
他にはありません。

Day 1

関西国際空港到着後、神戸観光
宿泊　
神戸市内ホテル

Day 3

大岡ゴルフ倶楽部でゴルフプレー
宿泊　
城崎温泉	西村屋ホテル招月庭

Day 2

宝塚高原ゴルフ倶楽部でゴルフプレー
宿泊　
神戸市内ホテル

Day 4

城崎温泉、出石観光
他地域へ移動

大都市神戸を起点に観光とゴルフプレーを楽しんだ後、古き良き日本の田園風景が広がる但馬エリアを訪れます。
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兵庫でゴルフをおすすめする理由  その④
" 日本の縮図 " と呼ばれる兵庫

画像提供：一般財団法人神戸観光局

　兵庫県にはたくさんのスキー場があり、西日本では最多です。各スキー場の近く
に城崎温泉や湯村温泉、天空の城として知られる竹田城跡、但馬牛や冬シーズン
の松葉ガニなど有名な観光地やグルメもたくさんありますので、ゴルフとあわせて
楽しむことができます。

　※ゴルフとあわせて楽しめるスキー場
　　六甲山スノーパーク  　
　　峰山高原リゾート 　　
　　神鍋高原万場スキー場

　1300年の歴史をもつ城崎温泉。町の中心には日本海からの川が流れ、川の両岸に
柳の木が並ぶレトロな街並みのなかで、日本の温泉文化を満喫することができます。
町の中には「外湯」という、公衆浴場が 7つあり、城崎温泉の旅館に泊まっている
人は、旅館の発行するパスをもらい、各外湯にその都度入湯料を払うことなく、浴衣・
下駄姿で「外湯巡り」を楽しむことができます。浴衣や下駄は旅館に用意があります。
カニや刺身、但馬牛など、食事も楽しみの一つです。

　鴻の湯、まんだら湯、御所の湯、一の湯、柳湯、地蔵湯、さとの湯
　問い合わせ　Visit城崎　
　公式 HP 　　https://visitkinosaki.com/

このモデルコースにおすすめのローカル観光

城崎温泉を浴衣で街歩き

※ 7 つの外湯

ゴルフとスキーを同時にプレー

http://www.rokkosan.com/ski/
http://mineyama-kogen-resort.com/
http://www.manba-ski.jp/

神戸　六甲有馬ロープウェイ
　六甲山上と有馬温泉を約 12分で結ぶ六甲有馬ロープウェイ。山頂駅付近はブナ
などの黄、有馬温泉付近はモミジの赤と、標高によって移り変わる彩りが楽しめま
す。

丹波　高源寺
　寒暖の差が激しい丹波は紅葉の名所として有名です。中でも高源寺は鎌倉時代に
開山した遠谿祖雄（えんけいそゆう）禅師が中国・杭州の天目山から持ち帰った天
目楓を中心に、約 500 本もの紅葉がひしめきあい、苔むした参道の上を流れるよ
うに重なる紅葉のトンネルは息をのむ美しさです。
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13泊 14日 /  7回ゴルフ
関西国際空港到着→兵庫（3泊 / 2回ゴル
フ）→京都・滋賀（2泊 / 1回ゴルフ）→
三重（3泊 / 2回ゴルフ）→静岡（3泊 / 2
回ゴルフ）→東京 ( 2泊 )→成田空港出発

9泊 10日 /  5回ゴルフ
関西国際空港到着→兵庫（4泊 / 3回ゴル
フ）→京都・滋賀（2泊 /1回ゴルフ）→
岐阜 ( 2泊 /1回ゴルフ )→大阪（1泊）→
関空国際空港出発

10泊 11日 /  6回ゴルフ
関西国際空港到着→兵庫（4泊 / 3回ゴルフ）
→徳島 ( 2泊 / 1回ゴルフ )→広島・岡山（3
泊 / 2回ゴルフ）→京都・大阪（1泊）→関
空国際空港出発

周遊ルート① −ゴールデンルート

周遊ルート②−関西ルート

周遊ルート③−瀬戸内ルート

　神戸は、関西国際空港からリムジンバスもしくは海上
アクセスで約1時間で行ける最も近いゴルフデスティネー
ションと言えます。
　加えて、国内線空港、新幹線、高速道路網など国内移
動も自由自在、日本の人気観光地である京都（在来線で
50分）・大阪（在来線で 20分）との行き来も容易です。
複数の地域を巡るゴルフツーリズムにおいては、この便
利さは他にはありません。

兵庫でゴルフをおすすめする理由  その⑤

高い利便性
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　姫路城はユネスコの世界文化遺産に登録さ
れ、日本 100名城にも選定されている兵庫県
姫路市の国宝です。1609年に建築された大天
守を中心に、その美しい姿を現代に残す姫路
城は、その歴史的価値はもちろん、日本の伝
統的な美しい風景が楽しめるスポットとして
も人気で、世界中から観光客が訪れます。

　神戸はロマンチックな夜景スポットがたく
さんあることでも有名です。その中でも日本
三大夜景が望める掬星台からパノラマサイズ
で見る星のように美しい夜景から、神戸のシ
ンボルのポートタワーやモザイク等のベイエ
リア、レトロモダンの異国情緒漂う街のライ
トアップ等、素敵な景色が楽しめます。神戸
の思い出に綺麗な夜景も加えてみてはいかが
でしょう。

　鳴門海峡で見られる渦潮は最大時で直径
30メートルにもなり、世界三大潮流にも数
えられています。うずしおクルーズでは、渦
潮が発生するスポットのすぐ近くを通過し、
想像をはるかに超える迫力を間近で感じるこ
とができます。自然と触れ合い、五感で楽し
めるアクティビティの一つです。

体 験 内 容
所 在 地

問い合わせ
公 式 H P

体 験 内 容
所 在 地

問い合わせ
公 式 H P

体 験 内 容
所 在 地

問い合わせ
公 式 H P

姫路城観光
〒 670-0012 
姫路市本町 68
姫路城管理事務所
https://www.himejicastle.jp/

神戸夜景観光
〒 657-0105 
神戸市灘区摩耶山町
摩耶山・掬星台　
https://www.feel-kobe.jp/kobe-
yakei/area/mountain/03/

うずしおクルーズ（観潮遊覧船）
〒 656-0501 
南あわじ市福良港うずしおドーム
なないろ館
ジョイポート南淡路
http://www.uzu-shio.com/

姫路城

神戸夜景

うずしおクルーズ

兵庫のおすすめ観光スポット
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　日本のものづくりに触れてみましょう。兵
庫県三木市は、日本屈指の金物の産地として
知られています。歴史ある鍛冶屋をはじめ、
多くの店舗が観光客を受け入れています。月
に一度、職人が昔ながらの道具を使って行う
鍛造も必見です。皆さんのレベルに合わせた
鍛冶体験ができます。

　世界のトップブランドで使用される先染
め織物「播州織」の生地で作った浴衣 (日本
の夏の着物 )の着付け体験をしましょう。兵
庫県西脇市にある歴史的建築物である旧来
住家住宅を訪問します。1918年竣工の銀行
家の来住梅吉邸で、当時では最高級の建築
資材と高いレベルの技術を用いた住宅です。
今では再現することが容易ではない建物で
す。ここで、浴衣や着物を着て邸内を散策
できます。茶道体験や甲冑着付け体験など
も手配可能です。

　出石城下町で厳選したそば粉を使用した本
格的なそば打ちを体験しましょう。一連の流
れを皆さんのレベルに合わせて、プロのそば打
ち職人が丁寧に指導します。打ったそばはお
店で茹でて、その場で食べることができます。

体 験 内 容
所 在 地

公 式 H P

鍛冶体験
三木刃物製作所
〒 673-0414
三木市芝町 5-6　
http://www.miki-hamono.co.jp/

鍛冶体験

着付け体験

そば打ち体験

体 験 内 容
所 在 地

公 式 H P

体 験 内 容
所 在 地

浴衣・着物着付け体験
旧来住家住宅
〒 677-0015 
西脇市西脇 394-1  
http://www.umekichi-tmo.jp/
index.html

そば打ち体験
出石皿そば　みくら
〒 668-0256 
豊岡市出石町小人 129-19 

兵庫のおすすめ体験
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画像提供：（一社）明石観光協会

明石鯛
　兵庫県で捕れる明石鯛は、最高級のブランド鯛
です。春に潮流の早い明石海峡で回遊した鯛は身
が引き締まり、秋にかけて豊富な餌を食べること
で上質な脂がのります。上品な甘みと旨味をもち、
濃厚な味わいを楽しめます。刺身、炙り、茶漬け
など様々な方法で調理されます。

松葉ガニ
　兵庫県の松葉ガニは質が高く、漁獲量も日本一で
す。日本全国では「ずわいがに」と知られるこの蟹は、
兵庫や鳥取といった山陰地方では「松葉ガニ」と呼
ばれ、松葉のような見た目にその名の由来を持ちま
す。甘くて美味しい松葉ガニは、冬の海からの贈り
物とも言われ、11月から3月までの季節限定でとれ
る貴重な海の幸です。鍋料理や刺身で調理されます。

　神戸ビーフとは、日本の兵庫県で飼育され
ている黒毛和牛の但馬牛のうち、世界一厳し
いと言われる基準を満たし、合格した牛だけ
が名乗ることができる名誉ある呼称です。肉
は繊細で、風味、柔らかさ、霜降りの食感が
世界的にも高く評価されており、松坂牛・近
江牛と並ぶ三大和牛とも呼ばれます。神戸ビー
フはステーキ、すき焼き、しゃぶしゃぶ、刺身、
鉄板焼きなど様々な形で調理されます。

　兵庫県は全国の生産量の約 3割を占め、日
本酒を作るのに最適な地元の水と米を基盤と
し、代々受け継がれてきた技と伝統とともに、
日本酒の国内最大生産地として知られていま
す。兵庫県が生産量日本一を誇る稲の品種で
ある山田錦は特に有名で、100種類以上の酒
米の中で、誕生以来 80年の歴史を持ち、酒米
の王様とも呼ばれます。その中でも、兵庫県の
山田錦特 A地区で栽培される山田錦は、優れ
た特徴を持ち、国内外で高い評価を得ています。

神戸ビーフ

日本酒

海の幸

施設名
所在地

公式HP

施設名
所在地

公式HP

神戸ビーフ館
〒 650-0002　
神戸市中央区北野町 1  
コトノハコ神戸 3階
https://kobebeef.gallery/

山田錦の館
〒673-1114 
三木市吉川町吉安222
https://www.76-2401.com/

兵庫のおすすめグルメ
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時差 
　グリニッジ標準時間から 9時間進んでいます。サマータイムは
ありません。

言語
　日本語を話します。英語は他のアジアの国にくらべて通じない
とは言うものの、簡単な会話であれば通じます。公共の場所では
様々な英語表記や英語翻訳があります。

通貨
　日本円しか使用できません。米ドルなどの外貨での支払いを受
けてくれるお店はあまりありません。
来日前にある程度の額を円に換金してください。また、近年、ク
レジットカードや電子マネーでの支払いが浸透してきています。
よほど地方の家族経営のお店等ではない限りクレジットカードが
使用できます。

税
　消費税は 8％又は 10％です (2021年 3月現在 )。飲食料品など
は 8％、それ以外はすべて 10％ですが、海外からのお客様の場合、
Tax-Free Shopのロゴマークのあるお店では免税でお買い物が可
能です。また、都市によってホテルに泊まると宿泊税や、温泉地
の旅館では入湯税がかかることもあります。

チップ
　チップの習慣はありません。しかし、高級ホテルや高級レスト
ランなどに行けば、食事代に消費税の他、サービス料 (おおよそ5％
～ 10％ )が加算される場合があります。

値段交渉
　値段交渉の習慣はありません。値段交渉をしても大抵の場合拒
否されます。但し、他の国によってはみられることがある、「旅
行者価格 ( 旅行者用に高くなっている価格 )」はあまり見られま
せん。つまり、旅行者も地元の日本人と同じ価格で買い物ができ
る点は安心だと言えます。

飲料水
　水道水は飲めます。レストランでは、きれいな水道水・お茶な
どは無料で提供されます。但し、別途注文するミネラルウォーター
などは有料です。

Wi-Fi
　他の先進国に比べ、無料のWi-Fiが普及していないと言われて
いますが、駅、新幹線の中、大手のコーヒーチェーン、ファスト・
フードチェーンなどにはあります。Free Wi-Fiを導入している都
市も増えつつあります。

宅配便
　日本の列車や他の公共の交通機関では荷物スペースがあまりな
く、大きな荷物と一緒に旅行するのは不便です。宅配便という
サービスを提供するトラック会社があり、それを使う事で荷物を、
今滞在しているホテルから次の都市のホテルに運ぶことができま
す。ほとんどの場合翌日に届きます。ゴルフバッグを直接ゴルフ
場に送ることも可能です。　荷物の集荷依頼や依頼用紙への記入
はホテルが手伝ってくれます。料金は荷物の大きさにも運ぶ距離
にもよりますが、1,500円～ 2,500円ぐらいです。

靴を脱ぐこと
　洋食レストラン、ホテル、ショップ、博物館などは概して靴の
まま入場できますが、日本家屋、日本料理屋、旅館、お寺などでは、
原則靴を脱ぎます。観光に出かける日は、着脱が簡単な靴が便利
です。

食事制限
　和食、洋食等食事の種類を問わず、日本の料理では、実にたく
さんの種類の食材が複雑に絡み合って微妙な味わいの実現が可能
になっています。一部の食材を抜く事で、それらの素晴らしい味が
出なくなります。このような背景で、全ての食事制限に対応する
ことは難しい場合もあります。

電圧とプラグ
　標準電圧は 100ボルトです。差込口の形状は、フラットなピン
2個が並行に並んでいるもので、北米の物とよく似ています。日
本を含め世界のどこに行っても使えるユニバーサル・アダプター
の入手をお勧めします。

日本を旅する際のお役立ち情報



ドレスコード

　日本では多くのコースで入退場時ジャケット着用（サマーシー
ズンを除く）が義務または推奨となっています。事前に各コース
のドレスコードをチェックして必ずお客様に理解していただくこ
とが必要です。厳しいコースでは入場を断られることもあります。
　来場時はブレザー又は背広の着用が必須です。7月・8月はジャ
ケットの着用は必須ではないですが持参してください。Tシャツ・
ジーンズ・半ズボン・スニーカー・サンダルでの来場はできません。
プレー時は襟付シャツの着用が必須です。タートルネック・ハイ
ネックは不可です。半ズボンの場合は膝丈で、ソックスはくるぶ
しが隠れる長さの物を着用してください。

入場からスタートまで

　日本では以下が通常のながれです。

車が到着しゴルフバックをゴルフ場のスタッフに渡すと、ス　　
タッフがバックをカートに乗せておいてくれます。このため、
ゴルフバックとゴルフカバーには名前を付けておくことが必要
です。

クラブハウスに入ったら、まず受付で名前や住所を書き、ロッ
カーキーを受け取ります。ゴルフ場内でお買い物や食事など全
ての支払いは伝票にロッカーキーナンバーとサインをし、最後
にまとめて精算します。ホテルに滞在した時、支払いを最後の
チェックアウト時に清算するのと同じです。（海外では最初に
プロショップでプレーフィーを払い、あとのお買い物は個別に
精算ですが、日本は貸し出されるロッカー番号での付け精算で
す。）

ロッカールームへ行き、ゴルフウェアに着替えてゴルフシュー
ズに履き替え、荷物をロッカーにしまって鍵をかけます。

練習する場合は、練習ボール販売機のコインや練習ボールをマ
スター室でもらい（この時にロッカーナンバーが必要）、必要
なクラブを数本持って練習場に歩いて行きます（カートで移動
はしません）。

スタート 10分前にはスタートホールに全員揃っているのがマ
ナーです。

1.

2.

3.

4.

5.

　日本は、アメリカスタイルの様にプロショップで支払いをし、
ロッカーを利用せず、自分でゴルフクラブをカートにのせ、スター
ト時間がきたらカートを運転してスタートのティーグラウンドに
移動するというスタイルのゴルフ場は少ないです。日本スタイル
を事前にお客様に十分説明をしておきましょう！特にＦＩＴの場
合は各ゴルフ場の情報を事前に渡してしっかりと知ってもらって
おいてください。

自動運転リモコンカート & キャディ

　日本のカートは自動運転のリモコンカートが一般的で、乗車人
数は 4人 +キャディも乗る 5人用です。
　多くのゴルフ場ではカート専用道路以外はカート乗り入れ禁止
となっています。安全性の観点からゴルフ場がカートのスピードを
若干遅目に設定している場合があり、カートが遅いとクレームにな
ることがあるので事前にお客様に伝えておきましょう。
　日本ではキャディは 4人に 1人がつきます。キャディたちは正
確かつ機敏に働きます。ぜひ積極的にコミュニケーションをとって
みましょう。
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　日本でゴルフをする場合、皆さまの国とは違った点がいくつかあります。なかには驚かれることもあるかもしれませんが、
事前に知ってさえいればほとんど問題になることはありません。以下の注意点を読んで事前にしっかりお客様に伝え、ゴル
フスタイルの違いを分かってもらい日本でのゴルフを楽しんでもらいましょう。

プレー前 

日本でゴルフをする際のお役立ち情報



ランチブレイクがある

　世界で常識のスループレーは日本のほとんどのゴルフコースで
採用していません。日本では Front 9と Back 9の間で、30～ 45
分程度ランチブレイクをとる必要があります。クラブハウスでは、
そこでしか食べられない旬のローカルフードや、名物メニューが
多数あります。日本人が日本で普通に食べているランチですが、
海外の日本料理店やレストランでは見かけないものばかりです。
今や世界一とも称賛される日本の食文化を、ぜひゴルフ場でも楽
しんでください。

OUT・IN 同時並行

　日本はランチブレイクがあるので、OUTと INを朝同時にスター
トします。少人数またはＦＩＴであれば、お客様が戸惑わないよ
う OUTスタートをリクエストしましょう。団体の場合は、最初の
組と最後の組が上がる時間に差ができてしまいますが、OUTと IN
を同時にスタートすることで時間差を短縮することができます。

Forward 4 又は Front 4
　
　Forward 4又は Front 4と言われる日本独自のローカルルール
があります。ティーショットが OBの場合、打ち直しをせず 200
～ 250ヤード先にある特設ドロップエリア（通常黄色ティー）よ
り 4打目を打ちます。これは打ち直しによるスロープレーを防ぐ
ために日本では常識になっているローカルルールです。特に後続
組が待っている時は、いつもの様に OB打ち直しをするとクレー
ムになります。コースの係員に注意されることもあります。

ツーグリーンとヤーデージ表記

　日本では1つのホールにグリーンが2か所あるツーグリーンコー
スが多いので、当日はどちらのグリーンを使うかスタート前に確
認が必要となります。ヤーデージ表示の方法が、ピンまでか、グ
リーンセンターまでか、グリーンフロントまでか、ゴルフ場によっ
て違いますので、その都度事前確認が必要です。また、日本はメー
ターではなくヤード表記です。
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プレー中 プレー後

お風呂・シャワー・タトゥー

　日本では、各自が使えるロッカールームがあり、次に脱衣場が
あって、そして共同で入浴する大浴場があります。ロッカールー
ムはスタート前にゴルフウェアに “着替える ”場所です。
　シャワーを浴びる時は、ロッカールームにあるスリッパに履き
替え、着替えの服を持って一旦鍵をしめ、“脱衣場 ”（ロッカールー
ムの奥にある）に行き、そこで服を脱ぎお風呂やシャワールーム
へ行きます。（タオルなどはお風呂場に用意されています）。
　タトゥーや入れ墨のある人は日本のゴルフ場では入場禁止で
す。（日本では入れ墨のある人は、やくざ・暴力団などの反社会
的勢力であるという一般的社会通念があり、ゴルフ場に入れない
というのが通常です）。一般的には最近ではファッションとして
のタトゥーという認識も増え、現状は変わりつつありますが、ゴ
ルフ場では入場禁止です。
　完全に見えない様に長袖を着たり、シールを貼ったりするなど
の対応を旅行会社やツアーリーダーまたはゴルフ場と事前に必ず
ご相談下さい。名門コースで厳しいメンバーからクレームが入る
とその場で全員で退場させられることもあります。特に団体の場
合どうしても目立ってしまうので注意が必要です。

1 人プレー不可

　日本では 1人での予約が出来ません。最低 2名からとなります。
また、2名、3名の場合他のプレイヤーが加わり 4名 1組で回る
のではなく “2バックフィー、3バックフィー ”といった追加料金
を払って 2名 1組、3名 1組でプレーするのが一般的です。

宅配便

　ツアーの途中（ゴルフ→移動・観光→ゴルフ）で次のゴルフ場
へ荷物を送ることが可能です。

ゴルフ税

　日本にはゴルフ場利用税というものがあり、一人につき日額
300～1200円（規模・利用料金等によって変わります）です。また、
諸経費やロッカーフィー、施設使用料など海外では見慣れない項
目があるので事前にチェックしておきましょう。
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