
お車で 大阪市内から 120分

JRで 大阪駅から（特急で） 130分

飛
行
機
で

但馬空港～大阪（伊丹）～東京（羽田）

YABU CITY

HYOGO

兵庫県最高峰、標高1510mの氷
ノ山はトップクラスの自然の宝庫！

やぶ市観光協会ホームページhttp://www.yabu-kankou.jp/

その他
詳しい情報は

お食事処・宿泊・観光スポット
ご来訪をお待ちしております！

兵
庫
県

日本の養蚕に多大な業績をの
こした郷土の偉人・上垣守国
を顕彰して建てられた施設で
す。昭和初期の養蚕住宅を復
元し、当時の養蚕農家の暮ら
しぶりを伝えています。かいこ
の里と上垣守国養蚕記念館
は同じ敷地にございます。

［住］兵庫県養父市大屋町蔵垣246-2 ［営］10
時～16時 ［休］かいこの里：月～金・冬期、記念
館：月曜・火曜 ［駐］無料（約20台） ［問］かいこの
里交流施設 TEL.079-669-1580　

［問］やぶ市観光協会 氷ノ山鉢伏観光案
内所 TEL.079-667-3113

幕末ファンにはたまらない歴史的施設。
但馬聖人・池田草庵が開いた漢学塾。
［住］兵庫県養父市八鹿町宿南171［営］特
になし ［休］特になし ［駐］無料（約5台） ［問］
青谿書院保存会 TEL.079-662-4378

長い歴史と社格を誇る、但馬五社
のひとつ。兵庫県下でも有数の紅
葉の名所としても有名です。
［住］兵庫県養父市養父市場 ［駐］無料 
［問］ TEL.079-665-0252　

人工のつかみどり河川や誰でも釣れる釣り場、
バーベキューのできる施設があり、ファミリーで
グループで楽しみたい方におススメです。
［住］兵庫県養父市大屋町加保582［営］10時～
17時 ［休］水曜日（祝日の場合は翌日） ［駐］無料
（約50台+ペンション周辺約20台） ［問］株式会社
おおや振興公社 TEL.079-669-1822

山間の廃校がアート
の拠点に生まれ変
わった、アートとくらしを
つなぐ大きな実験室！
［住］兵庫県養父市大屋町加保7 ［営］9時～17
時 ［休］水曜日（祝日の場合は翌日） ［駐］無料（30
台） ［問］TEL.079-669-2449

小説「魔界転生」や「忍法帖シリーズ」、
などで知られる山田風太郎の記念館。
［住］兵庫県養父市関宮605-1 ［営］9時～17
時（入館は16時30分まで） ［休］月曜日（祝日
の場合は翌日）、年末年始 ［駐］無料（30台） 
［問］山田風太郎記念館 TEL.079-663-5522

但馬・大屋が発信し続けている木彫フォー
クアートの作品に出会える美術館です。
［住］兵庫県養父市大屋町大杉826
［営］9時～17時 ［休］月曜、火曜 ［駐］無
料（約15台） ［問］ TEL.079-663-8070

［駐］夏季無料、冬季有料 ［問］ハチ高原
観光協会 TEL.079-667-8535　

［住］兵庫県養父市八鹿町石原1755-6
［駐］無料（5台） ［問］TEL.079-662-2793

氷ノ山（ひょうのせん）

青谿書院（せいけいしょいん） 養父神社（やぶじんじゃ）

あゆ公園 おおやアート村 BIG LABO（ビッグラボ）

八木城跡 山田風太郎(やまだふうたろう）記念館 木彫展示館

ハチ高原 天滝（てんだき） 三重塔〈名草神社〉 明延鉱山（あけのべこうざん）

［住］兵庫県養父市大屋町明延 ［営］9時
～17時 ［休］土・日・祝 ［駐］無料 ［問］あ
けのべ自然学校 TEL.079-668-0258

Friendly town, Hyo
go Prefecture 
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than natural. Build
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mine or shrine, hist
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別宮（べっくう）の棚田 かいこの里・上垣守国養蚕記念館

鉢伏山の中腹に広がる
棚田。標高700mに位
置し、兵庫の屋根氷ノ山
を正面に望む景勝地に
今も残る日本の原風景。
約130枚もの田んぼが
美しい四季を彩ります。

［住］兵庫県養父市別宮 ［駐］無料（約10台）  ［問］やぶ市
観光協会 氷ノ山鉢伏観光案内所 TEL.079-667-3113

一年中アウトドアを楽しめる！ 魅力の
高原リゾート。1年を通じてさまざまな
スポーツが楽しめます。

縁結びの神様、出雲大社からの贈
り物。国指定重要文化財。

国認定の近代化産業遺産群のひ
とつ、通称「鉱石の道」。

先人が残した歴史遺産 “国指定史
跡 八木城跡”。平成9年3月6日に、
国の史跡に指定されました。
［住］兵庫県養父市八鹿町八木 ［問］養父市教
育委員会社会教育課 TEL.079-664-1628

［営］〈レストハウス天滝〉金、土、日、祝 10
時～16時 ［駐］無料（約20台） ［問］大
屋観光案内所 TEL.079-669-1104

日本の滝100選に選ばれている落
差98ｍの名瀑。

養父市
今話題の いっぺん来てみて

国家戦略特別区域
農業特区指定
視察
旅行
研修・ ・
旅行
観光
旅行

約40分大阪まで
びゅんと1日2往復

但馬～大阪間は 120分東京まで
乗継最短

平成26年7月5日、菅
官

房長官が「農業特区
」に

指定された養父市の
別

宮の棚田などを視察
さ

れました。

平成26年6月21日、群馬
県「富

岡製糸場と絹産業遺産
群」は

世界文化遺産登録が決
定しま

した。養父市の養蚕も群
馬県と

の交流によって繁栄しま
した。
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Gohanya（ごはんや）

レストランブーケ かぐや姫

こざくら 高中（こうなか）そば

chug-a-lug［チャガラグ］ ふなき ヴェルデピアット

レストハウス天滝

The best part of th
e trip but it is 

meal after all ! Th
e delicious 

YOKA pig such as 
Tajima cattle, 

the adoptive fath
er, but wil l 

introduce local sh
ops jammed 

full. It is sure that m
y cheeks fall!
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道の駅但馬楽座 レストラン「やぶ牧場」

自慢は但馬牛を使った本格
和牛の鉄板焼きコース！ 

地元但馬の絶品素材、但馬ビーフ、八鹿豚、蛇紋岩
米、近海魚、地野菜などをイタリアン風にアレンジ！

牛炙りとろ玉丼、ビーフシチュー、但馬牛
ステーキコース、但馬牛ハンバーグセット

［住］兵庫県養父市上野299 ［営］11：00～14：30（L.O.）/17：00～20：30（L.O.） ［休］年
中無休 ［HP］http：//www.tajima-rakuza.com/pg29.html ［問］TEL：079-664-1000

名物丼「牛炙りとろ玉丼」
炙った但馬牛、とろっとろっの玉
子、別宮の棚田米との絶妙なコ
ラボレーションがたまりません。

May be the best acc
ommodation for 

your use in training
 programs and 

business visits. Beca
use there is the 

facility that features a 
spa and confer-

ence center, please 
use it together 

private business, etc., 
for the purpose.
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道の駅 但馬楽座 Hotel IKUE
国道９号線沿いに位置し、温泉
旅行・観光・ビジネスの拠点に
便利な立地にございます。施設
内には温泉も併設しています。
男女それぞれ５０名の大浴場と
なっておりサウナルームも完備
されております。お料理は本場
但馬牛を使ったコースが人気で
す。ミニホールや大宴会場も併
設しておりますので幅広くご利
用いただけます。

［住］兵庫県養父市上野299 ［問］TEL.079-664-1000
［HP］http://www.tajima-rakuza.com/ 

〒667-0043 兵庫県養父市八鹿町高柳241番地1
TEL.079-663-1515 / FAX.079-663-1501

やぶ市観光案内所

お車で

〒667-0198 兵庫県養父市広谷250番地1
TEL.079-664-1555 / FAX.079-664-0444

JRで
八鹿駅
下車

飛行機で

道の駅・温泉施設・イベント・特産品・お土産など

365日毎日更新!!
やぶ市観光協会ホームページへ
http://www.yabu-kankou.jp/

［住］兵庫県養父市八鹿町国木594-10 
［営］8：00～22：00（L.O.21：00） ［休］月に
一度、不定休 ［HP］http：//www.chouju-
gohanya.com/ ［問］TEL.079-662-8186

［住］兵庫県養父市八鹿町宿南2320-1 ［営］11：30～24：00 
［休］火曜日（春・夏・冬休みは無休） ［問TEL.079-662-5151

［住］兵庫県養父市上箇153－1 ［営］〔火～金〕9：30～
15：30（L.O.15：00）/17：30～21：00（L.O.20：30） 〔土・
日・祝〕11：00～21：00（L.O.20：30） ［休］月曜日（祝日営
業、翌火曜休み） ［駐］有 ［HP］http：//www.y-town.net/
verdepiatto/ ［問］TEL.079-664-1239

［住］兵庫県養父市大屋町筏930 ［営］4月～11月
〔金・土・日・祝〕10：00～16：00 ※8/13～17お盆期
間営業 ［休］冬季休業（12月～3月）、月～木（祝日は
除く） ［駐］有（無料） ［問］TEL.079-669-1849

［住］兵庫県養父市八鹿町九鹿
65-2 ［営］11：00～22：00 ［休］月
曜日 ［問］TEL.079-662-6989　

主な
メニュー

【主なメニュー】但馬牛ステーキ、ハンバー
グ、ビーフシチュー、ビーフカツ、エビフライ、
会席  ［問］TEL.079-662-3718

【主なメニュー】但馬牛炭火焼、よもぎうど
ん、よもぎもち ［問］TEL.079-662-6030

【主なメニュー】但馬牛寿司、懐石・会席
料理  ［問］TEL.079-662-4185

【主なメニュー】ざるそば
(小鉢付)、かけそば(笹お
こわ付)、天ぷら・まぜご
飯とセットになった街道
定食そば、そばぜんざ
い、ヤマメの塩焼き ［問］
TEL.079-665-0364

トロ箱弁当、日替わり定食、コースメニュー、
オードブル、会席弁当など

主な
メニュー

主な
メニュー

上にぎり、ちらし、会席料理、円山川の天然
鮎塩焼き(時季料理)

主な
メニュー パスタ、ケーキ、ピザなど主な

メニュー

たかきびうどん・ひらべ定食・豚しょうが定
食・山菜ピラフなど

主な
メニュー

かいこの里 道の駅 やぶグリーンビレッジ 道の駅 ようか但馬蔵

［住］兵庫県養父市大屋町蔵垣246-2 ［営］10：00
～16：00 ［休］かいこの里：月～金、冬期　［駐］無料
（約20台） ［問］TEL.079-669-1580

くわうどん、季節のメニュー主な
メニュー

但馬牛ステーキ、但馬牛ハンバーグ、パス
タ、ピラフなど

名物「トロ箱弁当」
魚貝を入れる“トロ箱”
をイメージ。但馬の山
の幸と海の幸等詰め
込んでお届け。

［住］兵庫県養父市養父市場1294-77 ［営］10：00～
18：30（12/30、1/3は10：00～18：00、1/2は12：00～
17：00） ［休］12/31～1/1 ［問］TEL.079-665-0774

但馬牛ステーキ、牛すじうどんなど主な
メニュー

［住］兵庫県養父市高柳241-1 ［営］お食事処 11：00
～18：30／お土産処・野菜蔵 9：00～19：00 ［休］年
中無休 ［HP］http：//www.michinoekiyouka.co.jp/ 
［問］TEL.079-662-3200

八鹿豚のとんかつ定食、朝倉山椒と八鹿豚角煮ひ
つまぶし風（限定２０食）、季節のおこわとおばんざい

主な
メニュー

PURE HOTEL（ピュアホテル）

ペンション翡翠

［住］兵庫県養父市八鹿町高柳153-1 
［問］TEL.079-662-7060
［HP］http://purehotel.jp/index.html

［住］兵庫県養父市大屋町加保582
［問］TEL.079-669-1822
［HP］http://www.fureai-net.tv/ayupark/

［住］兵庫県養父市八鹿町八鹿1258-1
［問］TEL.079-662-2234
［HP］http://www.ikuei-co.jp/ 

▽部屋数：19室 和室バストイレ付：2部屋  
和室トイレ付バスなし：3部屋 和洋室バス
付トイレ付：2部屋 ツインバストイレ付：5部
屋 シングルバストイレ付：7部屋

▽部屋数：１1室
シングル：9部屋　ツイ
ン：1部屋　和室：1部
屋（全部屋バス・トイレ完備）

▽部屋数：
全ツイン12室 
※お泊りは2名様
から

♢大阪から…約2時間00分、 神戸から…約1時間30分
●大阪・神戸→（中国自動車道）→吉川JCT→（舞鶴若狭道）→
　春日IC→（北近畿豊岡自動車道）→養父IC 又は 八鹿氷ノ山IC
●大阪・神戸→（中国自動車道）→福崎IC→（播但連絡道）→
　養父IC 又は 八鹿氷ノ山IC

♢京都から…約2時間30分　
　 ●京都→国道9号線→（京都縦貫道路）→国道9号線
※カーナビを使用して北近畿豊岡自動車道でお越しになられる方へ。
　北近畿豊岡自動車道は平成24年11月に『八鹿氷ノ山IC』まで延伸しま
した。その為、それ以前の地図情報ですと、養父市内手前の『山東IC』又
は『和田山IC』で降車する案内を行いますのでご注意ください。
※養父IC→八鹿氷ノ山ICおよび、八鹿氷ノ山IC→養父ICのみの乗
降はできません。

大阪から………特急で約2時間10分
京都から………特急で約2時間
神戸から………特急で約2時間10分
舞鶴から………特急で約1時間10分
鳥取から………特急で約1時間40分
岡山から………新幹線と特急で約1時間40分
♢大阪（伊丹空港）→コウノトリ但馬空港…最短35分
♢東京（羽田空港）→大阪（伊丹空港）→
　〈乗り継ぎ〉→コウノトリ但馬空港…最短2時間
・但馬空港より、お車・タクシー・レンタカーで／養父市内まで約30分
・但馬空港よりバスで／コウノトリ但馬空港→ＪＲ豊岡駅…約
15分、ＪＲ豊岡駅→ＪＲ八鹿駅…約40分

・但馬空港よりバス＆ＪＲで／コウノトリ但馬空港→ＪＲ豊岡駅
…約15分、ＪＲ豊岡駅→ＪＲ八鹿駅約20分


