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兵 庫 デ スティ ネー ショ ンキ ャン ペー ン推 進 協 議 会 

西日本旅客鉄道株式会社 

 

兵庫デスティネーションキャンペーン 

「兵庫テロワール旅 ―私の感動、その先へ。―」 

プレキャンペーンを開催します！ 

 

兵庫デスティネーションキャンペーン推進協議会とＪＲグループでは、2023 年 7 月から 9 月まで「兵

庫デスティネーションキャンペーン（以下、兵庫ＤＣ）」を開催します。それに先駆けて 2022 年 7 月か

ら 9 月まで「兵庫デスティネーションキャンペーン プレキャンペーン（以下、兵庫プレＤＣ）」を、「兵

庫テロワール旅 ―私の感動、その先へ。―」をキャッチコピーとして開催します。「テロワール」と

は「土地の個性」を意味する言葉であり、兵庫五国（摂津・播磨・丹波・但馬・淡路）の風土に育まれ

た「食」や、歴史・文化・産業に根差した本物の「体験」が味わえる、質を重視したコンテンツをご用

意し、皆さまをお出迎えいたします。ご旅行の際は、「新しい旅のエチケット」を意識いただき、安全

で楽しい兵庫へお出かけください。 

 

1 キャンペーン期間 2022 年 7 月 1 日（金）～9 月 30 日（金） 

2 実 施 主 体 兵庫デスティネーションキャンペーン推進協議会 

            （県、観光関係団体、事業者など 39 団体） 

3 展 開 エ リ ア   兵庫県全域 

4 キャッチフレーズ  「兵庫テロワール旅 ―私の感動、その先へ。―」 

5 キャンペーンロゴ 

 

 

 

 

 

 

※詳細は別紙資料、兵庫プレＤＣ公式ガイドブックまたは兵庫ＤＣ公式ＷＥＢサイトで 

ご確認いただけます。 

 

新型コロナウイルスの感染状況等により、企画・開催の中止や延期等、また、施設によって臨時休業や

営業時間の変更等の場合がございます。必ずお出かけ前にご確認ください。兵庫県への旅行については、

本県やお住まいの地域の新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、安全・安心に楽しんでいただける時

期を選んでお越しください。 

  

 
≪お問い合わせ≫ 

兵庫デスティネーションキャンペーン推進協議会事務局     電話 078-361-7661 

西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部総務課（広報）    電話 06-7668-7012 
 

【コンセプト】 

レールや地図をモチーフとした特徴あるゴシック書体と、兵庫の持

つ多様な「繋がり」をイメージしたシンボルにより、さまざまな世

代の方が気軽に訪れたくなる楽しい旅を表現 
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兵庫プレＤＣ展開事業 

 

 ※（ ）内は兵庫プレ DC 公式ガイドブックの掲載ページです。 

 

１．『兵庫テロワール旅』を楽しむ ①（観光列車／観光クルーザー）（P6、P16） 

（１）「WEST EXPRESS 銀河」 

兵庫プレ DC のオープニングを飾る列車として「WEST EXPRESS 銀河」が

初めて城崎温泉駅まで運行します。途中停車駅、車内のフリースペースでは沿

線地域の魅力を堪能いただける特産品の販売や各種おもてなしを実施しま

す。瑠璃紺色の美しい列車が兵庫のテロワール旅を盛り上げます。 

・運 行 日：2022 年７月１日（金）・２日（土）・３日（日） 

１日１往復（計６本運行） 

・運行区間：大阪～（福知山線経由）～城崎温泉 

・発  売：㈱日本旅行、㈱阪急交通社 

・そ の 他：車内や途中停車駅でのおもてなしについて別紙 1－1 参照 

  

【兵庫プレ DC オープニングセレモニー】 

「WEST EXPRESS 銀河」の運行に合わせ、大阪駅で出発式、城崎温泉駅では歓迎セレモニーを行います。 

・開 催 日：2022 年７月１日（金） 

・開催場所：大阪駅３番のりば、城崎温泉駅前広場 

・そ の 他：報道公開を実施いたします。 

 

（２）サロンカーなにわ『兵庫テロワール旅号』 

  鉄道ファンに愛される「サロンカーなにわ」が『兵庫テロワール旅号』として姫路駅～浜坂駅間を駆け抜け

ます。往路では「竹田城跡散策」プランとして竹田城を散策できます。途中停車駅では地元特産品販売や各種

おもてなしで列車の旅をお楽しみいただきます。 

・運 行 日：2022 年９月３日（土）・４日（日） 

      2 日で 1 往復（計 2 本運行） 

・運行区間：姫路～（播但線経由）～城崎温泉・香住・浜坂 

・発  売：㈱日本旅行 

 

 

（３）うみやまむすび 

城崎温泉駅を起点に地域独自のおもてなしを体験できる観光列車「うみやまむすび」が兵庫県北部を走りま

す。７～８月は日本海の絶景や地域産品とともにテロワールな列車の旅を、９月は豊岡演劇祭とのコラボ企画

「演劇列車」を予定しています。 

・運 行 日：2022 年 7 月２日（土）・３日（日）・16 日（土）～18 日（月・祝）・   

23 日（土）・24 日（日）、８月 20 日（土）・21 日（日）・27 日（土）・    

28 日（日） 

・運行区間：城崎温泉～餘部 

・発  売：㈱日本旅行、クラブツーリズム㈱、㈱阪急交通社、㈱読売旅行 

別紙１ 
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（4）神戸―淡路島間の特別クルーズ（P16） 

  神戸港中突堤（神戸市中央区）とあわじ交流の翼港（淡路市楠本）間を「シースピカ」「boh boh KOBE

号」が運航。淡路島へ便利で優雅な船旅を。 

 「シースピカ」 

・運 航 日：2022 年 7 月 1 日（金）・2 日（土）・3 日（日） 

・運航区間：神戸港中突堤～あわじ交流の翼港 

  ・発   売：㈱日本旅行、㈱阪急交通社 

「boh boh KOBE 号」 

・運 航 日：2022 年 7 月 9 日（土） 

・運航区間：神戸港中突堤～あわじ交流の翼港 

  ・発  売：㈱阪急交通社 

 

 ※観光列車・観光クルーズは旅行会社商品として発売いたします。詳しくは「JR おでかけネット」内の「兵

庫デスティネーションキャンペーン プレキャンペーン 特設サイト」をご参照ください。 

 

 

２．『兵庫テロワール旅』を楽しむ ②（兵庫プレＤＣおすすめ観光コンテンツ）  

 

（１）明石の魚の美味しさの秘密を覗く・明石昼網鮨ツアー（P12） 

全国的にも珍しい生け簀プールがある漁協で、昼の活魚セリ市の見学を行

います。兵庫プレ DC では特別に「明石浦〆」という独自の魚の処理方法も

ご覧いただけます。セリ市見学後は、明石港で揚がった魚介類を楽しめる地

元鮨屋で昼食。その後、ガイドの案内のもと「魚の棚商店街」へ向かいます。 

 

（２）もっと知ろう！但馬牛（たじまうし）と但馬牛（たじまぎゅう）！ 

但馬牛の希少部位食べ比べ付き（P7） 

但馬牛はすごい！全国の黒毛和牛のうち 99.9％が一頭の但馬牛の子孫と

言われています。但馬牧場公園内にある但馬牛博物館で、人と但馬牛の深い

関わりや歴史を職員の説明で学びます。昼食は市場にあまり出回ることのな

い但馬牛の希少部位の食べ比べをお楽しみいただきます。 

 

（３）日本三大中華街「南京町」の歴史にふれる  

 ～豚饅頭発祥の店「老祥記」での豚まんづくり体験～（P19） 

 行列が絶えない豚饅頭発祥の店「老祥記」にて、４代目店主から「南京

町」や「老祥記」の歴史、美味しさの秘密などのお話しをうかがいながら、

実際に豚まんづくり体験を楽しんでいただけます。楽しく、おいしく職人の

技に触れることができます。 

 

©一般財団法人神戸観光局 

©一般社団法人明石観光協会 
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（４）俳人高浜虚子ゆかりの酒蔵で丹波杜氏の酒を丹波の味覚で味わう（P9） 

俳人・高浜虚子が命名した名酒「小鼓」で知られる嘉永 2（1849）年創業の

老舗、西山酒造場。丹波杜氏発祥の地で、県の景観形成重要建造物に登録され

ている酒蔵見学と蔵人が直接お酒や食材の説明をする利き酒体験ができます。

利き酒体験では普段一般公開していない国の登録有形文化財、｢三三庵（ささあ

ん）｣を特別開放。また国の登録有形文化財の一つでもある直売所では、スイー

ツやノンアルコール製品も充実したお買い物もお楽しみいただけます。 

 

（５）神戸北野異人館「風見鶏の館」ナイトツアー 

閉館後に特別入館～重要文化財の裏側を探る～（P19） 

現存する異人館の中で唯一レンガ張りの外観をもつ「風見鶏の館」。今回の DC

特別プランでは、館長のご案内のもと、特別に非公開のお部屋も含めて閉館後の

ナイトツアーをお楽しみいただけます。夜の異国情緒漂う、いつもとは違う北野

エリアを感じていただくことができます。 

 

（６）宮司とめぐる西宮神社の摂社末社と伝統芸能「えびすかき」鑑賞 

 全国のえびす宮総本社「西宮神社」。その境内に祀られている 11 もの摂社・

末社を、宮司のご案内で、その歴史や背景を学びながらめぐります。百太夫神

社では、文楽や人形浄瑠璃の源流と言われる西宮の傀儡子「えびすかき」を鑑

賞いただきます。途中、境内のおかめ茶屋で名物のみたらし団子と福茶をご賞

味ください。 

 

（７）「礼に始まり礼に終わる」 NIPPON の武道 “なぎなた” 

武道とは武術を高めるだけでなく、その鍛錬を通じて精神を磨き人格の完成

を目指す生き方を意味しています。日本の伝統武道の一つである薙刀 を、古流

なぎなた「天道流」十七代宗家から直接指導や解説をうけ、代表的な形「一文

字の乱れ」を完成させる特別体験プランです。200 年を超える歴史を持つ伊丹

市の『修武館』で日本の伝統武道“薙刀”と「礼に始まり礼に終わる」日本精

神の極意に触れてみませんか。 

 

（８）そろばんのまちで、オリジナルそろばん製作体験（P14） 

播州そろばんは江戸時代に小野市で製造がはじまり、全国生産量のシェア約

70％を占める市を代表する伝統産業です。そのそろばんの職人のレクチャーを

受けながら、枠や玉の色を選び、自分だけのオリジナルそろばんを作っていた

だけます。 
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（９）世界文化遺産・国宝 姫路城での特別公開（P10） 

2023 年に世界文化遺産登録 30 周年を迎える姫路城。建築物のほとんどが

国宝や重要文化財に指定されており、今回のプレ DC においてはいずれも国宝

である「乾小天守」、「イの渡櫓」、「ロの渡櫓」、「ハの渡櫓」、「東小天

守」を特別に公開します。５箇所の同時公開は、世界文化遺産登録 25 周年で

ある 2019 年２月以来の特別公開です。 

 

（10）雲火焼体験陶芸と赤穂緞通の鑑賞と工房見学（P13） 

 赤穂御崎「桃井ミュージアム」にて、雲火焼と赤穂緞通の鑑賞をお楽しみい

ただけます。世界にひとつの雲火焼葉皿作りに挑戦後、テラスにて焼き立て

石窯ピザで昼食。足湯水琴窟や瀬戸内の景色を眺めながら、ドリンクタイム

をお楽しみください。その後は赤穂市加里屋に移動し、赤穂緞通工房にて赤

穂緞通の製作過程をご覧いただけます。 

 

（11）500 年の歴史をもつ「淡路人形浄瑠璃」鑑賞とバックステージツアー体験（P15） 

 日本に伝わる人形浄瑠璃の原点で、500 年の歴史をもつ淡路人形浄瑠璃。

淡路人形座では大きな人形を遣った派手でケレン味のある人形浄瑠璃の多彩

な演目を鑑賞できます。繊細な人形の動きや三味音色など、国の重要無形民俗

文化財に指定される古典芸能に触れ、伝統と歴史を体感してください。 

公演鑑賞後は座員の案内で普段は見ることができないバックステージ(舞台

裏)を特別見学。たくさんの人形たちとの記念撮影や、実際に舞台で使用する

舞台下駄を履く体験をお楽しみください。 

 

※このほかにも兵庫テロワール旅を楽しむコンテンツを多数ご用意しています。 

詳しくは『兵庫テロワール旅』公式ウェブサイトをご参照ください。 

 

 

３．『兵庫テロワール旅』をめぐる（観光周遊バス／二次交通等周遊施策）  

 

（１）めぐるひょうご体験バス（P22、23） 

県内に点在する魅力的な観光地を巡り、兵庫県ならではの食や体験を味わうことができる「めぐるひょうご体

験バス」を運行します。城崎温泉駅発着のコースでは、ガイドと共にめぐる丹波・篠山城跡散策や、日本六古窯

の一つ「丹波焼」見学、但馬の老舗の酒蔵見学などをご用意しています。また、世界遺産・姫路城や姫路の酒蔵

見学を楽しめるコース、淡路島で夏ならではの鱧懐石や「うずしおクルーズ」、淡路瓦製作体験を楽しめるコース

もあります。いずれも新神戸駅・三ノ宮駅等を発着駅とし、JR 券とセットの便利でお得な旅行会社商品として販

売いたします。詳細については別紙１－２をご参照ください。 

【コース一例】歴史と伝統の播州織&世界遺産 姫路城 

 三ノ宮駅（8:30 発）～新神戸駅（9:00 発）⇒旧来住家住宅・播州織工房館見学⇒いこいの村はりま（昼食） 

 ⇒世界遺産・姫路城（特別公開見学・ガイド）⇒灘菊酒造（見学・試飲）⇒姫路駅（17:00 頃着）～新神戸駅

（18:30 頃着）～三ノ宮駅（19:00 頃着） 
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（２）夢但馬周遊バス「たじまわる」（P5） 

「たじまわる」は広い但馬も気軽に周遊観光を楽しんでいただける周遊バ  

スです。JR 特急との接続も良く、1 日乗車券 500 円（大人）で全コース車内ガイ

ド付きです。プレ DC 特別企画として、「テロワール」に関するクイズに答えると

正解の方の中から抽選でプレゼントがあたる「たじまわるプレゼントキャンペー

ン」を実施予定です。 

 

（３）南ひょうごバス旅 with ゆ～きっぷ  

 日本最古泉の一つである有馬温泉、関西有数のリゾート地である淡路島の洲本温泉、さらにグルメやインスタ 

映えスポットが目白押しの淡路島北部エリアを廻る旅行に便利でお得な「バス旅きっぷ」を兵庫 DC 専用の旅行

商品として販売します。 

 ・期  間：2022 年７月～９月 ※有効期間：３日間 

・内  容： 新神戸・三ノ宮駅発着で以下の①～③がセット 

① 新神戸・三ノ宮～有馬温泉        【高速バス往復分】 

② 新神戸・三ノ宮～洲本温泉（淡路島）   【高速バス往復分】 

③ 淡路市生活観光バス「あわ神あわ姫バス」【3 日間乗り放題】  

・おねだん：おとな 3,600 円、こども 1,800 円 

・販 売：旅行会社窓口 ※西日本ジェイアールバス 三宮バスチケットカウンター等で引換要 

 

（４）兵庫プレＤＣ期間限定 駅レンタカー特別プラン（裏表紙）  

  兵庫プレＤＣ期間中、兵庫プレＤＣ専用の旅行商品購入のお客様限定で１暦日

3,000 円 (税込・Ｓクラス限定)で駅レンタカーがご利用いただけます。 

※8/10～19 発は、繁忙期料金とします。 

 

 

４．『兵庫テロワール旅』で得する（JR のおトクなきっぷ、旅行商品等） 

（１）おトクなきっぷ 

ＪＲ西日本インターネット「e5489」限定で以下のきっぷを発売しています。（駅や電話予約では発売しま

せん。）発売・ご利用条件など、詳しくはＪＲおでかけネット「トクトクきっぷ」をご確認ください。 

 

■城崎温泉・天橋立ぐるりんパス【発売中】 

  京阪神～城崎温泉・天橋立自由周遊区間までのＪＲ線往復特急普通車指定席と、城崎マリンワールドなど

観光施設の入場券等、全但バス（指定路線）、夢但馬周遊バス「たじまわる」、丹後海陸交通、城崎温泉ロー

プウェイ、自由周遊区間の JR・京都丹後鉄道の快速・普通列車普通車自由席がセットになった広域観光に

便利でおトクなきっぷです。 

  発 売 期 間：2023 年３月 30 日（木）まで ※ご利用開始日の 1 ヶ月前から前日 23:30 まで 

ご利用期間：2023 年４月２日（日）までの連続する３日間 

※２名様以上からご購入いただけます。 

※ＪＲ西日本インターネット「e5489」限定で発売しています。（駅や電話予約、旅行会社では発売していません。） 

発売・ご利用条件など、詳しくはＪＲおでかけネット「トクトクきっぷ」をご確認ください。 
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（２）JR 券呈示で「バス旅ひょうご」（乗り放題きっぷ）最大 20％割引 （P23）  

  兵庫プレ DC 期間中、姫路駅、新神戸駅、三ノ宮駅、城崎温泉駅で対象となる JR 特急

券を呈示された方に「バス旅ひょうご」（乗り放題きっぷ）の 5 種類のうち、いずれかを

最大 20％割引する特典企画を実施いたします。 

 

（３）ＪＲと宿がセットになった旅行プラン 

主な旅行会社では、キャンペーンに合わせて、ＪＲと宿泊がセットになった兵庫エリアへの旅行プランを発

売します。また、旅行プラン限定のオプションとして、キャンペーンエリアの周遊に便利な「たじま満喫パス」

などの周遊きっぷを発売中です。（設定のない旅行会社もあります。） 

詳しくは、出発地周辺の主な旅行会社へお問い合わせください。 

 

 

 

※地域によっては旅行プランの設定のない旅行会社もあります。 

 

〔旅行会社発売の旅行プランとセットでご利用いただける周遊券〕 

■たじま満喫パス （裏表紙） 

兵庫県北部・但馬エリアの広域周遊観光に便利なパスです。ＪＲ線（浜坂駅～寺前駅）と、城崎マリンワ

ールド、城崎ロープウェイなど観光施設の入場券等、全但バス（指定路線）や夢但馬周遊バス「たじまわる」

の二次アクセスがセットになっています。 

   発売期間：2022 年６月１日（水）～９月 29 日（木） ※ご利用開始日の 1 ヶ月前から当日まで 

ご利用期間：2022 年７月１日（金）～９月 30 日（金）までの連続する２日間 

※上記は、但馬エリアを着地とするＪＲ利用の旅行商品とセットで発売します。JR 西日本管内の主な旅行会社での発売です。

発売・ご利用条件など、詳しくは JR 西日本管内の主な旅行会社へお問い合わせください。 

 

 

５．『兵庫テロワール旅』を伝える（プロモーション／誘客促進策） 

（１）兵庫プレＤＣ公式ガイドブック／ポスター 

兵庫プレ DC 期間中に兵庫県内各地で開催される特別イベントや各地の観光コン

テンツ情報を掲載し『兵庫テロワール旅』の魅力を紹介する公式ガイドブック（18

万部）及びポスター（600 部）を制作。ＪＲ西日本の主要駅や県内各地の観光案内

所等で配布・掲出します。 

 

（２）ＷＥＢ／ＳＮＳによるコミュニケーション 

①『兵庫テロワール旅』専用サイト／ＪＲおでかけネット 

キャンペーン期間中のイベントや特別企画を専用サイトにて 

紹介します。 

 

 

 

 

公式ポスター 
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○兵庫テロワール旅サイト  https://www.hyogo-tourism.jp/terroir/ 

 

 

 

 

○ＪＲおでかけネット  https://www.jr-odekake.net/navi/hyogo_dc/ 

 

 

 

 

 

②動画によるプロモーション 

   〇メインビジュアル動画 

     兵庫県の魅力や「兵庫テロワール旅」のコンセプトを印象的に伝える

動画を制作し、ＷＥＢサイト及びＳＮＳで広く配信します。 

   〇『テロワールな人』動画 

     「テロワール」に深く関わる人を紹介し、人から人へと紡いできたス

トーリーを通じて『兵庫テロワール旅』の魅力を伝える動画を制作し、

ＷＥＢサイト及びＳＮＳで広く配信します。 

   〇体験動画 

     『兵庫テロワール旅』で楽しめる体験コンテンツの魅力を伝える動画を制作し、ＷＥＢサイト及び 

ＳNＳで広く配信します。 

 

③『兵庫テロワール lab.』（ＳＮＳを活用した県民／来訪者参画プログラム） 

兵庫の地に根付く「テロワール」をみんなで"知って"、"学んで"、“深める”、オ

ンライン研究所「テロワール lab.」を開設。「＃兵庫テロワール旅」を付けた食・景

色・人・地場産品の写真投稿を Instagram で募集します。投稿写真の中から毎週「ベス

トテロワール投稿」を選定し、公式アカウントにて公開（リポスト投稿）。複数回

「ベストテロワール投稿」に選定された方にはテロワール賞品をプレゼントします。 

 

（３）駅からはじまるスタンプラリー『Le
ル

 ラリー du
ドゥ

 テロワール』（裏表紙）  

 兵庫プレ DC 期間中、JR 西日本の MaaS アプリ「WESTER」を活用した「駅からはじま

るスタンプラリー『Le
ル

 ラリー du
ドゥ

 テロワール』」を実施します。設定された 10 コース、

60 スポットを訪れていただくことで「テロワール旅」を体感することができます。各コ

ースには、その特徴からスポットを推理していただく「テロワールクイズ」もご用意。取

得したスタンプの数や達成したコースの数に応じて、豪華な賞品に応募していただけま

す。 

 

（４）ＪＲ西日本によるプロモーション 

 ① ビジュアルポスターの掲出 

また、ＪＲ西日本管内では、あわせて「兵庫テロワール旅」をイメージさせるビジュアルのポスターを制

作し、5 月下旬～9 月下旬頃までＪＲ西日本の主な駅や車内に掲出します。 

兵庫テロワール旅公式サイト 

「テロワールな人」動画 

JR おでかけネット特設サイト 
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② 情報誌、ＴＶ等 

ＪＲ西日本のおでかけ情報紙「西Ｎａｖｉ」、東海道・山陽新幹線車内搭載誌「ひととき」、ＪＲ西日本提供

番組「おとな旅あるき旅」、など、各種媒体にてプロモーションを行います。 

 

 

６．『兵庫テロワール旅』でもてなす（宿泊プラン等受入体制の整備） 

（１）テロワールな宿（じゃらん連携） 

   県内の宿泊施設と連携し、「兵庫テロワール旅」のコンセプトに沿った県内各地域ならではの食材を使っ

た料理の提供や、体験等が楽しめる宿泊プランを、じゃらん net にて造成・販売します。 

 

（２）「食」フェアの開催 

   宿泊施設のレストランなどがタイアップ企画として実施する、兵庫五国の風土に根差した食材を活か

した特別メニューによる「食」フェアをお楽しみいただけます。 

   【現在開催が決定しているホテル】 

オリエンタルホテル、神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ、 

神戸メリケンパークオリエンタルホテル、神戸ポートピアホテル、ホテルオークラ神戸、 

ANA クラウンプラザホテル神戸、ホテルモントレ（神戸、姫路） 

 

（３）兵庫プレＤＣ・特製弁当 

兵庫プレ DC 期間中、兵庫県内の老舗の「駅弁屋さん」による、地域の食材や食文化を紹介するオリジナ

ル弁当をお楽しみいただけます。 

①『ひょうご日和』（製造者：㈱淡路屋） 1,250 円（税込） 

【販売箇所】京都駅、新大阪駅、大阪駅、新神戸駅「旅弁当」各店 

      新神戸駅、神戸駅、西明石駅、鶴橋駅等の淡路屋直営店舗 

 

②『ひょうご玉手箱弁当』（製造者：まねき食品㈱）1,280 円（税込） 

【販売箇所】京都駅、新大阪駅、大阪駅、新神戸駅「旅弁当」各店 

姫路駅「Maneki Dining 弁当売店」（まねき食品直営店） 

 

【B1 ポスター】  
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（４）歓迎のぼり等の掲出 

兵庫県にお越しになるお客様に歓迎の意をお伝えするため、兵庫県内のＪＲの主な駅に「のぼり」を掲出し

ます。 

 

（５）ひょうご安心旅 

ウィズ・コロナ期に兵庫県を安心安全にご旅行してもらうため、県内宿泊施設や貸切バス、旅客船が 

業界団体（兵庫県旅館ホテル生活衛生同業組合、兵庫県バス協会、神戸旅客船協会）とともに感染リスク 

軽減対策に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

【参考】2023 年兵庫ＤＣ開催に向けた取組（全国宣伝販売促進会議の開催） 

主な旅行会社の商品造成担当の方々等をお招きし、兵庫県知事や JR 西日本社長、県内地域の代表の方等が

参加する「全国宣伝販売促進会議」を開催します。会議では 2023 年度の「兵庫 DC」の主な観光コンテンツ

を紹介し、旅行商品の造成につなげ兵庫県内への誘客をはかります。なお、会議に参加される方を対象に、同

日神戸駅において「WEST EXPRESS 銀河」の車両展示を行います。 

・開催日  ：2022 年 9 月 26 日（月） 

  ・開催場所 ：神戸ポートピアホテル、神戸国際会議場 ※ポートライナー「市民広場」駅下車すぐ 

  ・主な出席者：兵庫県知事、兵庫県議会議長、JR 西日本社長、神戸支社長、福知山支社長、営業本部長 

   （予 定） 旅行会社、地元（市町村自治体、観光協会等）、JR 他社 など 

 

 

 

以上 



駅名 発着時間 停車駅でのおもてなし 車内でのおもてなし

大阪 発 10:26 ［宝塚市］「宝塚→篠山口間」
・観光大使サファイアによるおもてなし
・記念品（ｳｲﾙｷﾝｿﾝ炭酸など）配布
・特産品の販売

［丹波篠山市］「宝塚→篠山口間」
・特産品の販売

［朝来市］「石生→和田山間」
・記念品配布
・特産品の販売

宝塚
着

10:51
(10:54)

［宝塚市］
・地元の皆さまによるお出迎え
・観光大使サファイアによるお出迎え

発 11:00
（11:01）

篠山口

着 11:42
［丹波篠山市］
・兵庫県丹波篠山デカンショ節保存会による踊り
・ゆるキャラ（まるいの・まめりん）お出迎え

発 11:53

石生

着 12:43
［丹波市］
・ゆるきゃら（ちーたん）お出迎え
・小豆茶ふるまい
・なた豆茶サンプル配布※7/1のみ

発 12:53

和田山
着 14:02
発 14:06

豊岡
着 14:37

［豊岡市］
・ゆるきゃら（玄さん・コーちゃん）お出迎え
・特産品の販売

発 15:10

城崎温泉 着 15:19

［城崎温泉観光協会］
・湯けむり太鼓と観光大使によるお出迎え※7/1のみ

・地元大学生によるおもてなし※7/2・3

・浴衣でのお出迎え
・オリジナルマスクプレゼント

別紙1-1
１．下り （大阪 10:26発 → 城崎温泉 15:19着） ※黒字は7/１、(赤字)は7/２・３の時刻です。

7/1は大阪駅3番のりばで出発式を実施します

7/1は到着後歓迎セレモニーを実施します

観光大使サファイア

温泉のもと スミレミスト
宝塚市

「銀河」お菓子セット

丹波竜のちーたん 小豆茶 なた豆茶

豊岡鞄 玄さん

コーちゃん

丹波篠山市
黒豆商品など地元特産品詰め合わせ

岩津ねぎラー油 竹田城せんべい
竹泉 純米大吟醸

幸の鳥

但馬 純米吟醸
骨まで愛して

デカンショ節保存会
まるいの・まめりん

湯けむり太鼓
「銀河限定ラベル商品（日本酒）販売予定」

「WEST EXPRESS 銀河」に合わせたおもてなし

※上り和田山駅停車中にも販売あり



駅名 発着時間 停車駅でのおもてなし 車内でのおもてなし

城崎温泉 発 16:05

［城崎温泉観光協会］
・湯けむり太鼓によるお見送り※7/1のみ

・地元大学生によるおもてなし※7/2・3

・浴衣でのお見送り
・オリジナルコインケースプレゼント

［宝塚市］「篠山口→宝塚間」
・観光大使サファイアによるおもてなし
・記念品（ｳｲﾙｷﾝｿﾝ炭酸など）配布
・特産品の販売

豊岡
着 16:20

［豊岡市］
・ゆるきゃら（玄さん・コーちゃん）お出迎え
・特産品の販売

発 16:50

和田山

着 17:31
［朝来市］
・甲冑、ゆるきゃら（ちゃすりん）お出迎え※7/1のみ

・虎臥陣太鼓による歓迎
・特産品の販売

発 17:51

石生

着 19:01
［丹波市］
・甲冑武者によるほら貝の演奏（太鼓に変更の可能性あり）
・ゆるきゃら（ちーたん）お出迎え
・小豆茶ふるまい
・特産品の販売発 19:25

篠山口
着 20:05
発 20:08

宝塚
着 20:44 ［宝塚市］

・地元の皆さまによるお見送り
・観光大使サファイアによるお見送り発 20:49

大阪 着 21:18
(21:16)

２．上り （城崎温泉 16:05発 → 大阪 21:18／21:16着） ※黒字は7/１、(赤字)は7/２・３の時刻です。

車内弁当の紹介

1.下り【昼食】
（大阪10:26発→城崎温泉15:19着）

「かに寿司」

※岡山デスティネーションキャンペーン期間中（2022年7月～9月）岡山県を着地とする「WEST EXPRESS 銀河」車内（西明石→姫路間）において「姫路市」の皆さまによる
特産品販売などのおもてなしを実施いたします。

※写真は全てイメージです。今後の社会情勢等により、おもてなし内容が変更、中止になる場合がございます。

虎臥陣太鼓 甲冑

観光大使サファイア

温泉のもと スミレミスト
宝塚市

「銀河」お菓子セット

豊岡鞄

コーちゃん玄さん

小豆茶
丹心バウム
黒豆きなこ

マフィン
奥丹波 純米吟醸

丹波竜の
ちーたん

どら焼き

ちゃすりん

「 WEST EXPRESS 銀河 弁当」

2.上り【夕食】
（城崎温泉16:05発→大阪21:18着）

（21:16着）



①焼き物の郷丹波をめぐり名湯城崎温泉へ

②城崎温泉から但馬の酒と丹波めぐりへ

別紙1-2 ｢めぐるひょうご体験バス｣

【運行日】 ※下線は新大阪駅発

＜７月＞ 22日（金）、25日（月）、30日（土）
＜８月＞ ５日（金）、20日（土）、28日（日）
＜９月＞ ９日（金）、17日（土）、22日（木）

★プラン例★
＜１日目＞広島駅～（新幹線）～新神戸駅～（めぐるひょうご体験バス）～城崎温泉（宿泊）
＜２日目＞但馬エリア（散策）～城崎温泉駅～（JR特急）～新大阪駅～（新幹線）～広島駅

★プラン例★
＜１日目＞金沢駅～（JR特急）～新大阪駅～（JR特急）～城崎温泉駅（散策・宿泊）
＜２日目＞城崎温泉～（めぐるひょうご体験バス）～ 新大阪駅～（JR特急）～金沢駅

【運行日】 ※下線は新大阪駅着

＜７月＞ 23日（土）、26日（火）、31日（日）
＜８月＞ ６日（土）、21日（日）、29日（月）
＜９月＞ 10日（土）、18日（日）、23日（金・祝）

丹波・但馬

丹波・但馬

【料 金】 三ノ宮・新神戸駅発
新大阪駅発 3,500 円（大人・小人）

（バス代・食事代・ガイド代・消費税等諸税・旅行特別補償保険料含む）

【コース】

三ノ宮駅（10:00発）～新神戸駅（10:30発）
新大阪駅（10:00発）
～ 立杭陶の郷（昼食・見学）（100分）
～ 丹波篠山散策（ガイド）（60分）
～ 城崎温泉（16:30頃着）
※添乗員が同行いたします。
※「三ノ宮駅・新神戸駅発」コースは、「新大阪駅」を経由しません。
※「新大阪駅発」コースは、「三ノ宮駅・新神戸駅」を経由しません。

★ゆ き:JR＋めぐるひょうご体験バス
★かえり:JR（但馬エリア～新幹線）

城崎温泉（9:00-9:30発）
～ たじま高原植物園（見学・昼食）（100分）
～ 此の友酒造（見学・試飲・買い物）（40分）
～ 丹波篠山散策（ガイド・小田垣商店買い物）（90分）
～ 新神戸駅（17:40頃着）～三ノ宮駅（18:00頃着）
～ 新大阪駅（18:00頃着）

【コース】

※添乗員が同行いたします。
※「三ノ宮駅・新神戸駅着」コースは、「新大阪駅」を経由しません。
※「新大阪駅着」コースは、「三ノ宮駅・新神戸駅」を経由しません。

黒毛和牛と地元のきれいな水を
使った豆腐料理の昼食をご賞味
いただきます。豊かな植生と湧
水に恵まれた瀞川平にある園内
では、年間を通して樹木、草花
の自生植物約2,000種類とそれ
に類する300種類がご覧いただ
けます。

たじま高原植物園

元禄3年（1690年）創業の老舗酒蔵。手
作り一筋に三百余年、米を選び抜き、清
冽な天然水と但馬杜氏伝統の技を以って
郷土に根ざした日本酒造りに徹する酒蔵
の見学と試飲・お買物をお楽しみいただ
きます。

但馬の酒蔵・此の友酒造

ガイドとともに丹波篠山の街並みを歩いた
後、小田垣商店にてお買い物いただけます。
小田垣商店は享保十九年（1734年）創業。
熟達した職人が厳選する、ふっくらもっち
りな丹波黒大豆や大きく香り豊かな丹波大
納言小豆のこだわり商品が多数ございます。

丹波篠山散策と
小田垣商店で丹波黒大豆のお買い物

日本六古窯の一つ「丹波焼」は、およそ850
年の歴史を持ち「灰被り」と呼ばれる魅力
的な色や模様が特徴です。「窯元横丁」で
は、約50件の窯元の作品が購入できます。
横丁風にレイアウトされた店内を巡って、
「ここでしか出会えない」お気に入りの作
品を、ぜひお探しください。

立杭陶の郷・窯元横丁

陶の郷では、昼食もおとりいただきます。
地元丹波伝統の食材を使った「幸弁当」
をご用意いたします。
※季節により、内容や器などを変更させ
ていただく場合がございます。

立杭幸弁当（立杭陶の郷）

篠山城は、1609（慶⾧14）年、徳川家康
の命で築城されました。ここでは、丹波
篠山大好きなガイドが、篠山城跡など
「丹波篠山に来て良かった」と思ってい
ただけるよう、「一期一会」（精一杯の
おもてなし）でご案内いたします。

丹波篠山・篠山城跡散策

★ゆ き:JR（新幹線～但馬エリア）
★かえり:めぐるひょうご体験バス＋JR

※新型コロナウイルス感染拡大に伴い、中止や内容が一部変更される場合があります。

※新型コロナウイルス感染拡大に伴い、中止や内容が一部変更される場合があります。

【料 金】 三ノ宮・新神戸駅着
新大阪駅着 5,000 円（大人・小人）

（バス代・食事代・ガイド代・消費税等諸税・旅行特別補償保険料含む）



｢めぐるひょうご体験バス｣

③歴史と伝統の播州織＆世界遺産姫路城

④「ゆいプリマ」で行く御食国の夏の風物詩べっぴん鱧会席

三ノ宮駅（8:30発）～新神戸駅（9:00発）
～ 旧来住家住宅・播州織工房館（見学）（80分）
～ いこいの村はりま（昼食）（60分）
～ 世界遺産・姫路城（見学・ガイド）（120分）
～ 灘菊酒造（見学・試飲・買い物）（30分）
～ 姫路駅（17:00頃着）～新神戸駅（18:30頃着）
～ 三ノ宮駅（19:00頃着）

【コース】

【運行日】

＜７月＞ 15日（金）、17日（日）、23日（土）
＜８月＞ ７日（日）、19日（金）、27日（土）
＜９月＞ ２日（金）、19日（月・祝）、24日（土）

★プラン例★
＜１日目＞博多駅～（新幹線）～新神戸駅～神戸・三ノ宮（散策・宿泊）
＜２日目＞三ノ宮駅～（めぐるひょうご体験バス）～新神戸駅～（新幹線）～博多駅

＜７月＞ ２日（土）、14日（木）、29日（金）
＜８月＞ １日（月）、27日（土）、30日（火）
＜９月＞10日（土）、28日（水）、29日（木）

【運行日】

三ノ宮駅（8:30発）～新神戸駅（9:00発）
～旅館うめ丸（昼食・旬のべっぴん鱧会席）（90分）
～うずしおクルーズ・威臨丸（乗船・見学）（80分）
～GALLERY土坐（瓦コースター制作体験）（90分）
～新神戸駅（18:30頃着）～三ノ宮駅（19:00頃着）

【コース】

●ゆいプリマ専属アテンダントが同行いたします
●車内フリードリンクサービス付き（アルコール提供なし）※2022年２月時点
●うずしおクルーズは天候により急遽運行をとりやめとなる可能性がございます
●GALLERY土坐で制作した瓦コースターは後日お客様のご自宅へ郵送いたします

播磨

淡路

御食国・淡路島の夏の旬「鱧」。南あわじで
獲れる鱧は、一匹一匹丁寧に釣り上げる、は
え縄漁で獲るため体に傷が少ないことから
「べっぴん鱧」と呼ばれております。瀬戸内
海の豊かな海で育ち美容に効果的な栄養を多
く含む高級魚を鱧湯引き、鱧すき鍋、鱧天ぷ
ら、鱧釜飯などフルコースでお召し上がりく
ださい。

べっぴん鱧会席（旅館うめ丸）

世界三大潮流のひとつ「鳴門の渦潮」は激
しい潮流により発生する自然現象です。今
回は勝海舟ゆかりの船を再現した「咸臨丸
（かいりんまる）」にご乗船いただき、う
ずしおを間近にご覧いただきます。また出
航前には通常は船員しか入ることが出来な
い、操舵室を特別にご見学いただきます。

うずしおクルーズ

淡路島の伝統産業「淡路瓦」を制作する大
栄窯業株式会社。一枚一枚の瓦が織りなす
美しい日本の風景を夢に見て、淡路瓦の魅
力を発信するためにGALLERY土坐をオープ
ン。本格瓦コースター制作を体験していた
だくことで、ぜひ淡路瓦の魅力を体感して
ください。

GALLERY土坐（つちざ）

旅行２日目のお客様におススメ!

★プラン例★
＜１日目＞岡山駅～（新幹線）～新神戸駅～神戸・三ノ宮（散策・宿泊）
＜２日目＞三ノ宮駅～（めぐるひょうご体験バス）～ 新神戸駅～（新幹線）～岡山駅

かつての播州織の織物工場を活用
した工房＆ショップ。その歴史に
触れていただき、産地でしか手に
入らない播州織グッズがお買い求
めいただけます。

播州織工房館

日本初の世界文化遺産に認定
された国宝・姫路城をボラン
ティアガイドがご案内いたし
ます。プレ期間７月15日～８
月31日の間は、普段入ること
ができない「乾小天守・イの
渡櫓・ロの渡櫓・ハの渡櫓・
東小天守」の特別公開もお楽
しみいただけます。

世界遺産・姫路城

明治43年創業の
老舗酒蔵。社名
の「灘菊」は姫
路の前に広がる
播磨灘の「灘」
と花の「菊」を
合わせたものが
由来です。酒蔵
の見学と山田錦
を使用したお酒
の試飲・お買物
をお楽しみいた
だきます。

灘菊酒造

写真提供:姫路観光コンベンションビューロー
※特別公開は、運行日やお時間の都合によりご覧いただけない場合がございます。
※特別公開の入場料は、販売価格に含まれません（別途料金が必要です）。

※新型コロナウイルス感染拡大に伴い、中止や内容が一部変更される場合があります。

※新型コロナウイルス感染拡大に伴い、中止や内容が一部変更される場合があります。
※添乗員が同行いたします。

天然の木をふんだんに使った車内には、ご旅行中に
安心な温水洗浄トイレとフリードリンクサービスを
お愉しみいただけるサービスカウンターを設置。ゆ
いプリマでしか味わえない「上質な大人旅」をお愉
しみください。

水戸岡鋭治デザインバス「ゆいプリマ」

【料 金】 5,000 円（大人・小人）
（バス代・食事代・ガイド代・消費税等諸税・旅行特別補償保険料含む）
※姫路城・特別公開は別途料金が必要

【料 金】 45,000 円（大人・小人）
（バス代・食事代・乗船料・体験料・発送料・消費税等諸税・
旅行特別補償保険料含む）

別紙1-2


