
淡路
スポット名称 郵便番号 住所
先山千光寺 〒656-0017 洲本市上内膳２１３２
淡路ごちそう館　御食国 〒656-0021 洲本市塩屋１丁目１−８
洲本城跡 〒656-0023 洲本市小路谷１２７２
高田屋顕彰館・歴史文化資料館〔菜の花ホール〕 〒656-1301 洲本市五色町都志１０８７
慶野松原 〒656-0304 南あわじ市松帆慶野519
南あわじ市滝川記念美術館玉青館 〒656-0314 南あわじ市松帆西路１１３７−１
おのころ島神社 〒656-0423 南あわじ市榎列下幡多４１５
淡路人形座 〒656-0501 南あわじ市福良甲１５２８−１
道の駅「福良」 〒656-0501 南あわじ市福良甲1528-1
道の駅うずしお 〒656-0503 南あわじ市福良丙９４７−２２
うずの丘大鳴門橋記念館 〒656-0503 南あわじ市福良丙９３６−３
沼島汽船沼島港(土生港) 〒656-0961 南あわじ市沼島2276先
伊弉諾神宮（伊弉諾神宮境内せきれいの里） 〒656-1521 淡路市多賀７４０
五斗長垣内遺跡活用拠点施設 〒656-1601 淡路市黒谷１３９５−３
道の駅「東浦ターミナルパーク」 〒656-2305 淡路市浦648
道の駅あわじ 〒656-2401 淡路市岩屋１８７３−１
絵島 〒656-2401 淡路市岩屋９２５−２７
史跡徳島藩松帆台場跡 〒656-2401 淡路市岩屋１８３４

摂津
スポット名称 郵便番号 住所
FARMCIRCUS 〒651-1522 神戸市北区大沢町上大沢2150
道の駅　淡河 〒651-1603 神戸市北区淡河町淡河字弘法垣643-1
兵庫大仏（能福寺） 〒652-0837 神戸市兵庫区北逆瀬川町１−３９
兵庫津ミュージアム 〒652-0844 神戸市兵庫区中之島１丁目１−１
清盛塚 〒652-0847 神戸市兵庫区切戸町１−３
五色塚古墳 〒655-0035 神戸市垂水区五色山4
舞子台場跡 〒655-0047 神戸市垂水区東舞子町４
菊正宗酒造記念館 〒658-0026 神戸市東灘区魚崎西町１丁目９−１
白鶴美術館 〒658-0063 神戸市東灘区住吉山手６丁目１−１ 
芦屋市立美術博物館 〒659-0052 芦屋市伊勢町１２−２５
ヨドコウ迎賓館 〒659-0096 芦屋市山手町３−１０
尼崎市立歴史博物館 〒660-0825 尼崎市南城内10番地の2
尼崎城（尼崎城址公園） 〒660-0826 尼崎市北城内27番地
日本盛　酒蔵通り煉瓦館 〒662-0921 西宮市用海町４−２８
酒ミュージアム（白鹿記念酒造博物館） 〒662-0926 西宮市鞍掛町８−２１
西宮砲台 〒662-0933 西宮市西波止町１−１４ 旧西宮砲台跡
西宮神社 〒662-0974 西宮市社家町１−１７
今津灯台 〒663-8224 西宮市今津真砂町１−１３
有岡史跡公園（有岡城跡（主郭部）） 〒664-0846 伊丹市伊丹１丁目１２
白雪ブルワリービレッジ長寿蔵 〒664-0851 伊丹市中央3-4-15
中山寺 〒665-8588 宝塚市中山寺2丁目11-1
道の駅いながわ 〒666-0224 川辺郡猪名川町万善字竹添70-1

但馬
スポット名称 郵便番号 住所
八木城（八木城交流館） 〒667-0041 養父市八鹿町八木1312
道の駅ようか但馬蔵 〒667-0043 養父市八鹿町高柳241番地1
道の駅やぶ COINOBA VILLAGE 〒667-0112 養父市養父市場1294-77
道の駅「但馬楽座」 〒667-0131 養父市上野299
明延鉱山探検坑道 〒667-0436 養父市大屋町明延３２８
此隅山城跡（豊岡市立いずし古代学習館） 〒668-0204 豊岡市出石町宮内
有子山城跡（有子山稲荷神社） 〒668-0213 豊岡市出石町伊木１
豊岡市立玄武洞公園 〒668-0801 豊岡市赤石1347番地　玄武洞公園案内所
道の駅「神鍋高原」 〒669-5372 豊岡市日高町栗栖野59-13
道の駅 但馬のまほろば 〒669-5153 朝来市山東町大月92-6
竹田城跡（山城の郷） 〒669-5252 朝来市和田山町竹田古城山169番地
史跡・生野銀山 〒679-3324 朝来市生野町小野33番地5
道の駅「あさご」 〒679-3423 朝来市多々良木字牧野213-1
道の駅「フレッシュあさご」 〒679-3433 朝来市岩津96
神子畑選鉱所跡 〒679-3453 朝来市佐嚢1842番地1
村岡ファームガーデン 〒667-1321 美方郡香美町村岡区大糠32-1
道の駅「ハチ北」 〒667-1334 美方郡香美町村岡区福岡608-1
道の駅「あゆの里矢田川」 〒667-1361 美方郡香美町村岡区長瀬933-1
かえる島（今子浦海水浴場） 〒669-6541 美方郡香美町香住区境６３４
余部鉄橋「空の駅」、道の駅あまるべ 〒669-6671 美方郡香美町香住区余部１７２３−４
新温泉町山陰海岸ジオパーク館 〒669-6701 美方郡新温泉町芦屋水尻
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道の駅 山陰海岸ジオパーク 浜坂の郷 〒669-6745 美方郡新温泉町栃谷57
おもしろ昆虫化石館 〒669-6943 美方郡新温泉町千谷850

丹波
スポット名称 郵便番号 住所
立杭陶の郷 〒669-2135 丹波篠山市今田町上立杭３
兵庫陶芸美術館 〒669-2135 丹波篠山市今田町上立杭４
鳳鳴酒造　ほろ酔い城下蔵 〒669-2322 丹波篠山市呉服町７３
丹波杜氏酒造記念館 〒669-2324 丹波篠山市東新町１−５
丹波篠山市立青山歴史村 丹波篠山デカンショ館 〒669-2332 丹波篠山市北新町４８−２９
篠山城大書院 〒669-2332 丹波篠山市北新町２−３
八上城 〒669-2432 丹波篠山市八上上字高城山
金山城（追入神社付近） 〒669-2801 丹波篠山市追入
丹波竜化石工房 ちーたんの館 〒669-3198 丹波市山南町谷川１１１０
柏原藩陣屋跡 〒669-3309 丹波市柏原町柏原６８３
道の駅「あおがき」 〒669-3803 丹波市青垣町西芦田541
黒井城（黒井城跡 無料駐車場） 〒669-4125 丹波市春日町多田
道の駅「丹波おばあちゃんの里」 〒669-4131 丹波市春日町七日市710

播磨
スポット名称 郵便番号 住所
姫路城 〒670-0012 姫路市本町６８
置塩城（置塩城跡山麓公園） 〒671-2121 姫路市夢前町宮置
書寫山圓教寺（山麓公園） 〒671-2201 姫路市書写２９６８
道の駅「みつ」 〒671-1332 たつの市御津町室津896-23
道の駅「しんぐう」 〒679-4342 たつの市新宮町平野99-2
道の駅ちくさ 〒671-3225 宍粟市千種町下河野745-5
道の駅「播磨いちのみや」 〒671-4133 宍粟市一宮町須行名510-1
道の駅「はが」 〒671-4213 宍粟市波賀町原149
道の駅「みなみ波賀」 〒671-4241 宍粟市波賀町安賀8-1
三木城跡 〒673-0432 三木市上の丸町５
道の駅みき 〒673-0433 三木市福井2426
明石城跡 〒673-0847 明石市明石公園１−２７
道の駅とうじょう 〒673-1341 加東市南山1-5-1
播州清水寺 〒673-1402 加東市平木１１９４
法華山一乗寺 〒675-2222 加西市坂本町８２１−１７
工楽松右衛門旧宅 〒676-0041 高砂市高砂町今津町５３１
道の駅北はりまエコミュージアム 〒677-0022 西脇市寺内517-1
道の駅「あいおい白龍城」 〒678-0053 相生市那波南本町1866-6
感状山城（羅漢の里） 〒678-0091 相生市矢野町
旧坂越浦会所 〒678-0172 赤穂市坂越１３３４
赤穂市立海洋科学館・塩の国 〒678-0215 赤穂市御崎1891-4
きらきら坂 〒678-0215 赤穂市御崎２−１
赤穂城跡 〒678-0235 赤穂市上仮屋１４２４−１
白旗城（登り口） 〒678-1273 赤穂郡上郡町赤松
道の駅「山田錦発祥のまち・多可」 〒679-1114 多可郡多可町中区岸上281-1
道の駅「杉原紙の里・多可」 〒679-1322 多可郡多可町加美区鳥羽733-1
福崎町辻川観光交流センター 〒679-2204 神崎郡福崎町西田原１４７０−１
大庄屋三木家住宅 〒679-2204 神崎郡福崎町西田原１１０６
銀の馬車道　馬車モニュメント「ハヤブ」 〒679-2317 神崎郡市川町浅野 字堂ノ前479番地
道の駅「銀の馬車道・神河」 〒679-2434 神崎郡神河町吉冨88-10
道の駅　宿場町ひらふく（利神城跡） 〒679-5331 佐用郡佐用町平福988-1


