兵 庫 県 認 証 食 品が

但

● イオンリテール（県内全店）
● 関西スーパーマーケット
（県内全店）
● ダイエー（県内全店）
● 銀ビルストアー（県内全店）

馬

● コウノトリの郷直売所／豊岡市祥雲寺
● 道の駅村岡ファームガーデン／美方郡香美町村岡区大糠

● マックスバリュ西日本（県内全店）

● 道の駅ようか但馬蔵／養父市八鹿町高柳

● めぐみの郷（県内全店）

● 道の駅但馬のまほろば／朝来市山東町大月字北山

● 市川サービスエリア

● ひょうごふるさと館（神戸阪急）／神戸市中央区御幸通
● 北播磨おいしんぼ館／神戸市中央区元町通

路

● 元町マルシェ／神戸市中央区元町通

食す!

● JA丹波ささやま 味土里館／篠山市東吹
● 道の駅あおがき／丹波市青垣町西芦田

● ひかみ四季菜館／丹波市氷上町犬岡

● 産直マルシェはっぱや／神戸市北区山田町小部字大脇山
● 神戸メリケンパークオリエンタルホテル ホテルショップ／神戸市中央区波止場町

● こんだ旬菜市“農”（みのり）／篠山市今田町今田新田

● JA丹波ひかみ とれたて野菜直売所／丹波市氷上町市辺

● 神戸市漁業協同組合直売所／神戸市垂水区平磯
● 西播磨ふるさと特産館「好きやde西播磨」／神戸市中央区北野町

● 黒豆の館／篠山市下板井

● 夢の里やながわ／丹波市春日町野上野

● ナナ・ファーム須磨／神戸市須磨区外浜町

淡

神 戸・阪 神

波

※各店舗により取扱い品目が異なります。

● TOWN to CITY〜田舎からの贈り物〜／神戸市中央区元町通

● 淡路ごちそう館 御食国／洲本市塩屋
● 福良マルシェ／南あわじ市福良甲
● 道の駅うずしお・うずの丘大鳴門橋記念館／南あわじ市福良丙
● 美菜恋来屋／南あわじ市八木養宜上
● フローラルアイランド／淡路市浦

● JA兵庫六甲 農協市場館（六甲のめぐみなど16店舗）

を

兵庫県認証食品が食べられるお店

● スーパーキンキ／(２店舗）

● 楽農市場きらめき神出／神戸市西区神出町小束野

さ

● JAたじま たじまんま／豊岡市八社宮
● JF但馬（遊魚館など4店舗）／美方郡香美町香住区若松

● 京橋パーキングエリア（上下線）

ま

● いずし観光センター／豊岡市出石町内町

● 西日本高速道路サービスホールディングス（13店）

● ヤマダストアー（県内全店）

う

● 百笑館／豊岡市但東町栗尾

●トーホーストア（県内全店）

丹

県域スーパー・
サービスエリア等

買えるお 店 一 覧

GOURMET GUIDE 2020

● かなうた神戸元町／神戸市中央区元町通
● ひょうごイナカフェ／神戸市中央区元町通
● フードセレクトショップ「シェラトンマルシェ」／神戸市東灘区向洋町中
● 農カフェ「ちょっとの幸せ、おすそわけ。」／神戸市灘区倉石
● ココカラファイン（立花北口店・段上店・西宮店・宝塚山本店）
（門戸店・魚住店）
● ライフォート
（清和台店）
●ドラッグセガミ

播

● エーコープ近畿（フーディーズ神野、フーディーズいなみ）

磨

但馬

● JA兵庫南ふぁ〜みんSHOP（7店舗）
・にじいろふぁ〜みん
● JAみのり特産開発センター／西脇市黒田庄町岡

兵庫県マスコット
はばタン

Tajima

● 道の駅北はりまエコミュージアム／西脇市寺内
● 北はりま農産物直売所／西脇市野村町
● JA兵庫みらい直売所（4店舗）
● 山田錦の館／三木市吉川町吉安

丹波

● 小野物産館オースト／小野市浄谷町
● JAみのりふれすこ／加東市社

Tanba

● 道の駅とうじょう特産館／加東市南山
● 道の駅R427かみ／多可郡多可町加美区鳥羽
● マイスター工房八千代／多可郡多可町八千代区中村
● 魚栄／姫路市網干区興浜
● むつみしょっぷ／姫路市網干区浜田

播磨
Harima

● 播磨灘三宅工場／姫路市飾磨区三宅

神戸・阪神

● JA兵庫西直売所（旬彩蔵等8店舗）
● 播磨本舗姫想／姫路市駅前町

Kobe/Hanshin

● 坊勢漁協とれとれ直売所／姫路市白浜町万代新開甲
● みきや海苔店／姫路市土山
● 安富ゆず組合ゆず加工品直売所／姫路市安富町長野
● 夢やかた／姫路市夢前町宮置
● 道の駅銀の馬車道神河／神崎郡神河町吉冨
● もちむぎのやかた／神崎郡福崎町西田原
● 田隅養鶏場／神崎郡市川町田中
● 道の駅あいおい白龍城／相生市那波南本町

淡路

● JAハリマ食彩館 伊和の里／宍粟市一宮町須行名
● 味わいの里三日月／佐用郡佐用町乃井野宇平尾裏
● ふれあいの里上月／佐用郡佐用町福吉

Awaji

● 南光ひまわり館／佐用郡佐用町船越
● ささ営農直売所／たつの市新宮町香山
● 道の駅みつ／たつの市御津町

詳しくは

兵庫県農政環境部農政企画局消費流通課

Tel.078-341-3486

ひょうごのうまし
http://hyogo-umashi.com/

検索

撮 影：ほっとちゃん P R 隊

兵庫

主催：

認

証 食 品を扱
お店
う

兵庫県認証食品
マスコット
ほっとちゃん

県

● JAあかしフレッシュ・モア（3店舗）

110 店
紹介

神戸・阪神

安全・安心で個性・特長のある兵庫県認証食品を扱うお店は県下でもどんどん増えています。

5

はっぱや神戸野菜ごはん
兵庫県産の野菜を美味しく食べていただくレスト
ランです。地元の兵庫県認証食品の野菜や有機
野菜を中心とした直売所に併設のレストランな
ので、毎朝届く、新鮮で安全な美味しい野菜を使
用しています。小さいお子様連れのお客様や安全
な食をお求めの方にご好評頂いております。

その中から ひょうごの五国 にわたるお店をピックアップ。あなたの食べたい食材は何ですか？

神戸市北区山田町小部字大脇山17-1
北鈴プラザ2F
最寄りのバス停・駅／北鈴蘭台駅（神戸電鉄有馬線）
☎078-594-8841 P有100台
営業時間／レストラン・ランチ11:00〜14:30（L.O.）、
カフェ14:00〜18:00、直売所10:00〜18:00
休／なし
（年末年始除く）

ひょうごの味覚を求めてお近くのお店を探してぜひ訪ねてみましょう！

Kobe / Hanshin

安全・安心！ ひょうごのうまいもん

1

2種のブランド

兵庫県は、兵庫県産の農林水産物及びこれらを主原料として県内で
製造された加工食品の本来の美味しさをPRし、食に対する安心感の
醸成を図るため、
「ひょうご食品認証制度」を定め、安全・安心で個性・
特長がある食品を「兵庫県認証食品」として認証しています。

兵庫県認証食品は、具体的な認証審査の基準によって「ひょうご推奨
ブランド」と「ひょうご安心ブランド」の2種類のブランドがあります。
購入される際の目印にしてください。

ひょうご推奨ブランド

ひょうご安心ブランド

楽農レストラン育みの里 かんでかんで

6

丘の上のビアレストラン

「地産地消」
「 食育」
「 食農」活動の一環として
(株)トーホーが運営する自然派ブッフェレストラ
ン。
自社農園、地元の契約農家さんより毎日届く
新鮮な旬の野菜をふんだんに使用した料理の
数々を味わってみてください。

地産地消をテーマに兵庫県の食材を使用し、県
内の食材の良さとビールをテーマに運営してお
ります。

神戸市北区赤松台2丁目1-1 キリンビール神戸工場内3F
最寄りのバス停・駅／キリンビール神戸工場前（神姫バス）
☎078-984-2106 P有80台
営業時間／ランチ11:00〜16:00(L.O.15:00)、ディナー
17:00〜21:30(L.O.19:45)、(１〜２月)ランチ11:00〜
19:00(L.O.18:00)、ディナーなし
休／キリンビール神戸工場に準ずる

神戸市西区神出町小束野30-17
最寄りのバス停・駅／老ノ口
（神姫バス）
☎078-964-3008 P有120台
営業時間／11:00〜16:00
休／年末年始

炭火焼ひろひろ

7

一品小料理 こぶし

毎日、朝引きの播州百日どりを仕入れています。
【2号店OPEN!】
明石市大明石町1丁目7-19
☎078-918-2917

有馬で、
できるだけ兵庫県産の食材を使い、料
理をしています。

Tajima

2

Harima

兵庫県認証食品とは？

兵庫県マスコット
はばタン

Kobe / Hanshin

県内で味わう 兵庫県認証食品の店

兵庫県認証食品マスコット
ほっとちゃん

●安全性の確保

食品衛生法等の法令基準が遵守されていること。
※申請段階及び出荷・小売段階で県が検査を実施して確認。

●安心感の醸成

生産者が生産履歴を開示する仕組みを整備していること。

●残留農薬が国基準の1/10以下

畜産物

●抗生物質等の使用削減又は残留
防止取組方針を定めている
●残留抗生物質等が国基準の1/10以下

水産物

［養殖魚類］●残留水産用医薬品等が
国基準の1/10以下
［養殖かき］●生菌数が国基準の1/10以下

加工
食品

●HACCPの概念を取り入れた
製造所で製造
●食品添加物を極力使用しない

3

ご登録は
コチラから！

神戸市西区神出町田井1270-3
最寄りのバス停・駅／西神中央駅（神戸市
営地下鉄西神・山手線）
☎078-940-8383 P有5台
営業時間／月・火・木・金・土10:30〜18:30（L.O.）、
日・祝日7:30〜16:30（L.O.） 休／毎週水曜日

キッチン

ピッツァ

ベジタブル

神戸市北区大沢町上大沢2150
フルーツフラワーパーク内
最寄りのバス停・駅／フルーツパーク
（神姫バス）
☎078-224-5229 P有（フルーツフラワーパーク駐車場）
営業時間／平日11:00〜20:00（L.O.19:00）、
土日祝10:00〜21:00（L.O.20:00）
休／不定休

9

ゲイロード マリンピア神戸店
神戸の老舗インド料理レストラン。関西初の
「タンドリーチキン」
を提供して47年。35種類の
手作りカレーと窯で焼き上げる炭火料理が楽し
めます。

神戸市垂水区海岸通12-2-909
マリンピア神戸２F
最寄りのバス停・駅／垂水駅（山陽本線）
☎078-708-4359 P有
営業時間／11:00〜21:00
休／なし

GOURMET GUIDE 2020

Osaka

GOURMET GUIDE 2020

ヤミー

兵庫県産の食材を使った美味しい（yummy）料理を御提供し
ます。毎日食数限定の厚切り豚カツカレーもしっとりとやわら
かくて大人気!!人気のタコライスもオーナーがスパイス調合!!
定休日の翌日には、オーナーが釣ってきた新鮮なお魚が食べ
られる日も♪ティータイムには美味しいシフォンケーキセット
でおくつろぎください。Instagramで毎日の日替わりランチ・各
種情報を配信中!!インスタグラムは→@175yummyyummy

兵庫県認証食品でつながる和

1

ヤミー

yummy yummy きりん食堂

デイズ

Days Kitchen Pizza&Vegetable
神戸市の豊かな農産物や酪農を楽しんでもらい
たい。農家さんや酪農家さんのこだわりをお客
様のテーブルへ。
どんなお客様にも心地よく過
ごしていただけるよう、
日常を豊かにするお店創
りを心がけております。

神戸市西区北別府5-28-4
ハイツサンフレアー101
最寄りのバス停・駅／伊川谷インター前（神姫バス）
☎078-974-3017 P有2台
営業時間／11:30〜14:00、17:30〜19:30（L.O.）
休／不定休

兵庫県では、食を通じた健康づくりに取り組む「ひょうご“食の健康”運動」を展開し
ています。
「塩分控えめ」
「野菜たっぷり」といった健康メニューの提供や栄養成分
表示の実施などを行う飲食店やお弁当・そう菜などの中食を販売するお店を「食の
健康協力店」として登録しています。

ご登録は
コチラから！

8
地元の新鮮な野菜をふんだんに使い、旬の魚や
黒毛和牛〈淡路椚座牛（くぬぎざぎゅう）〉
のサー
ロインステーキを使用したコース料理が人気の、
気軽に利用できるフレンチレストランです。

4

友だち登録は
コチラから！

フェールアンヌー

神戸市北区有馬町483-2
最寄りのバス停・駅／有馬温泉駅（神戸電鉄
有馬線）
☎078-904-4411 P有5台
営業時間／17:30〜1:00
休／水曜日

Awaji

食の健康協力店
について

農産物

神戸市西区伊川谷町有瀬1057-3
最寄りのバス停・駅／石塚（神姫バス）
☎078-976-8976 P有4台
営業時間／17:30〜23:30
（L.O.23:00）
休／木曜日

Tanba

生産方法、品質等の個性や特長があること。
次のア〜ウの何れかを確認できること。
ア 生産方法に関する個性・特長がある。
イ 味その他の品質に関する個性・特長がある。
ウ 県民から高い信頼を得られる個性・特長がある。

出荷記録などの整備

●個性・特長

●化学肥料・農薬を5割以上低減

2

アーエービー

AeB

兵庫県認証食品

希少部位なども使い、イタリア郷土料理に落と
し込む、当店らしいお料理をご提供させていた
だいております。

アジンド

フカ

「神戸プレジール」

全国農業協同組合連合会兵庫県本部

神戸市北区淡河で穫れたお米を生産者から仕入れた美味しいご
飯を使用。オーナーが淡河で作った野菜を使って、いろいろな料理
をしています。神戸中央市場から毎日仕入れた魚を使っています。
また、神戸牛・神戸豚を使った肉料理等、からだにやさしいものを
提供しています。冬場は、ふぐ鍋やクエ鍋などいろいろな鍋物・カニ
料理、夏場は、ハモ料理・ハモ鍋等を提供させていただきます。
神戸市須磨区妙法寺字地子田1038-9
最寄りのバス停・駅／機動隊前（神戸市バス）
☎078-741-9888 P有6台
営 業 時 間 ／ 1 1 : 3 0 〜 1 4 : 0 0 、1 7 : 0 0 〜 2 3 : 0 0
（L.O.22:30）※日曜日は昼の営業は休み（夜は営業）
※祝日は昼も夜も通常通り営業しています。
休／水曜日

コウベギュウ

ゲンキチ

神戸牛 源吉

16
神戸牛の中の1%以下に相当する至高の神戸牛
を取り扱う夢のレストラン。貴方のVIPのおもて
なしの為の空間をご用意しました。

6年連続ミシュランガイド1つ星の鉄板焼店。
30ヵ月以上飼いこまれた神戸牛の雌牛を中心
にしっとりと熟成した神戸ビーフを鉄板で焼き
上げます。
また明石の鯛やタコなど季節にあわ
せた瀬戸内海の魚介もお楽しみ下さい。

神戸市中央区下山手通2-11-5 ホテル ザ・ビー神戸1F
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-571-0141 Pなし
営業時間／ランチ11：30〜15：00(LO14:00)、
ディナー17：00〜22：30(LO21：00)
休／月曜日
（祝日の場合は営業）

神戸市中央区北長狭通1-9-3
レインボープラザビル8F
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-333-7080 Pなし
営業時間／平日17:30〜23:00（L.O.21:30）、
土日祝17:00〜23:00（L.O.21:30）
休／不定休

ヒガシモンテン

21

セツゲッカ

雪月花 離れ

農業高校レストラン 三宮店

22

ニシムラヤ

ワミシュンサイ

西村屋 和味旬彩

神戸市中央区中山手通2-4-1 1F
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-325-3180 Pなし
営業時間／11:00〜22:00
休／なし

神戸市中央区下山手通2-16-16 Aビル
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-321-3770 Pなし
営 業 時 間 ／ 1 1 : 0 0 〜 1 3 : 3 0 、1 7 : 0 0 〜
24:00（L.O.23:00）
休／不定休

神戸市中央区磯上通7-1-20
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-232-3663 Pなし
営業時間／11:30〜21:30
休／水曜日

和創作キッチン わさら
毎朝届く農家直送の朝採り野菜、季節で変わる
日本酒や他にない焼酎のラインナップ、卸セン
ター直送の黒毛和牛など、素材と料理人の腕に
自信あり！

神戸市中央区中山手通1-9-5
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-391-1141 Pなし
営業時間／17:00〜22:00
休／不定休

神戸市中央区小野柄通5-1-14
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-242-2888
Pなし
（近くにコインパーキング有、30分100円）
営 業 時 間 ／ 1 1 : 3 0 〜 1 4 : 0 0 、1 7 : 3 0 〜
23:00 休／日曜日・祝日
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神戸市中央区北長狭通1-31-19
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）、
神戸三宮駅（阪急・阪神）
☎078-391-0363 Pなし
営業時間／月〜土11:30〜22:30、
日・祝
11:30〜22:00 休／なし

神戸イタリアン&ワイン クレイド

ゴコク

ひょうご五国ワールド 神戸三宮横丁
兵庫を代表するブランド
「神戸牛」、
日本海や明
石海峡から届く鮮魚、灘五郷など県内各地の風
土を醸す日本酒。
ブランド食材からソウルフード
までメニュー約150種類、日本酒約60種類の
“旨い”が集まる。

神戸市中央区北長狭通2-1-6
三宮三陽ビル2F
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-321-4510 Pなし
営業時間／平日16:00〜24:00(L.O.23:30)、
土曜12:00〜24:00(L.O.23:30)、
日祝12:00
〜23:00(L.O.22:30) 休／なし

28

カザミドリ

オムビーフシチューカレーのお店

風見鶏のタマゴ

神戸・兵庫の地元の新鮮で安心で美味しい食材を
たっぷり使った地産地消イタリアンとソムリエのお
すすめワインが自慢のお店。六甲牛のお月見ロース
トビーフやTKGチャンピオン オクノ玉子と生ハムの
カルボナーラクラシコが大人気！大人の女子会や
デートにピッタリの落ち着いた雰囲気のお店です。

神戸牛と国産黒毛和牛の大きなお肉がゴロゴ
ロ、いっぱいのビーフシチューカレー。神戸牛
スネ肉、
スジ肉をハーブで作った自家製スープで
煮込み、有機栽培100％の淡路島タマネギを
加え、ふわふわトロトロたまごのトッピングで
大満足!!クセになるかも??

神戸市中央区磯上通8-1-23
神戸阪急ウイング館3F
最寄りのバス停・駅／三宮・花時計前駅（神戸
市営地下鉄海岸線）
☎078-261-0597 P神戸阪急契約駐車場
営業時間／11:00〜22:00
（L.O.21:00）
休／無休

神戸市中央区北野町3-10-20
神戸市北野観光案内所2F
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-251-5119 Pなし
営業時間／10:00〜15:30
休／水曜日
（祝日の場合は営業）
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Osaka

神戸牛からそばめしまで、兵庫県で食べてみた
いお料理をリーズナブルな価格で。
シェアOKの
コース料理が大人気。肉も野菜もお米もほとん
どが兵庫県産を使用。

フタバ

双葉寿司 神戸店
大衆的な雰囲気と価格で、旬の魚や四季折々の
逸品を提供しています。長いカウンターが特徴
で、三宮駅から徒歩5分と、立地も非常に便利！

27
四季を彩るなごみの和食。至福のかにづくし会
席や、
自然の恵みを織り込んだ心と体に優しい
日本料理をご提供します。

18

神戸市中央区北長狭通２-９-２
ル・ガエーブブルーB１F
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-333-0893 Pなし
営業時間／17:00〜24:00
休／第1・3火曜日

神戸市中央区中山手通1-25-6
ラ・ドルレイ神戸三宮ビル8F
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-222-0029 Pなし
営業時間／平日17:30〜23:00（L.O.21:30）、
土日祝17:00〜23:00（L.O.21:30）
休／不定休

高校生たちが作る食材を中心に学校の卒業生
たちの畑から仕入れた地元食材をふんだんに
使ったお料理をご提供いたします。

フジ

CACHETTE
神戸のブランド豚「神戸ポーク」
を様々な創作料理
で提供させていただいています。産直野菜を使った
野菜だけで握った野菜寿司は、いろいろな歯ごた
えと香り、彩り鮮やかな見た目で大人気です。但馬
直送の山菜や野菜と神戸ポークを使用し、神戸は
牛だけではないところを三宮から発信しています。

26

トアロードに面した100席ある大型カフェ。地
元神戸・淡路島の食材をふんだんに使用した、
食べて美味しい安全･安心なお料理をご用意し
ています。天井の高い開放感のある店内で、
ご
ゆっくりお愉しみください。

鉄板焼神戸Fuji

カシェット

神戸豚と産直野菜バル

ミシュランガイド兵庫2016特別版で1つ星の
鉄板焼店。神戸でも珍しいドライエイジングと
言う手法で熟成させた神戸牛サーロインステー
キは至高の一皿。マリアージュされるワインも
80種以上ご用意致しております。

神戸市中央区下山手通1-3-24
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-391-0123 P有（近隣に有料駐車場）
営業時間／11:00〜15:30（L.O.15:00）、
17:00〜24:00
（L.O.23:00）
休／不定休
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25

Awaji

3

セツゲッカ

雪月花 本店

神戸市中央区北長狭通1-6-1
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-322-0830 Pなし
営業時間／11:30〜16:00（L.O.15:00）、
17:00〜23:00
（L.O.22:30）
休／不定休

Tanba

14

ザ・プレイス・コウベ

20

最高級A5ランク神戸牛を一頭買いする吉祥グ
ループの神戸牛焼肉専門店。最高級をリーズナ
ブルにご提供いたします。神戸牛の「甘さ」
を感
じてください！神戸三宮の駅から徒歩５分すぐ！

神戸市中央区中山手通1-4-23
レインボービル1F
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-333-9110 Pなし
営業時間／ランチ11:00〜15:00（L.O.14:30）、
ディナー17:00〜22:00（L.O.21:30）
休／不定休

13

リュウ

神戸牛ステーキ・しゃぶしゃぶ・すき焼きなど、
お手軽価格で最上級の神戸牛料理が楽しめる
神戸牛専門店。
カジュアルな和空間でお楽しみ
ください。

神戸市中央区加納町4-8-19
パルファンビル2F
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-333-5029 Pなし
営業時間／平日・土日祝17:30〜23:00
（L.O.21:30） 休／不定休

神戸ビーフ・但馬牛・野菜等、生産者が丹精込めて
育てた農畜産物をステーキ・せいろ蒸し・しゃぶしゃ
ぶ・四季の鍋と、素材を活かしたお料理でご提供。
※せいろ蒸し・しゃぶしゃぶ・四季の鍋は「前日まで
の要予約」（ステーキは当日でも対応可能です）

神戸たん龍 東門店

ヤザワ

Tajima

12

コウベギュウ

神戸牛八坐和 阪急三宮店

神戸でも少ない生の神戸ビーフを提供する肉割
烹店。牛刺し、
たたきなどの向付と共に特製の炉
窯で備長炭で焼かれた神戸ビーフは他店では
味わえない究極のステーキです。

約1200年以上前から但馬地方で血統が守
られてきた但馬牛は、世界に誇るブランド和
牛です。脂肪が筋肉の中に細かく入り込んだ
霜降り肉は甘みがあり、あっさりしているの
が特長です。但馬牛の子牛は県内各地で肥
育され、
「神戸ビーフ」
「但馬牛」のほか、
「加
古川和牛」
「 丹波篠山牛」
「 淡路ビーフ」など
の地域ブランドで出荷されています。
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24

Harima

味ん人 冨家

セツゲッカ

雪月花 炭火焼

但馬牛・神戸ビーフ

神戸市垂水区天ノ下町1-1-160
ウエステ垂水1F
最寄りのバス停・駅／垂水駅（山陽本線）
☎078-707-3270 Pなし
営業時間／11:00〜15:00（L.O.14:30）、
17:00〜21:00 休／日曜日

11

19

Kobe / Hanshin

10

4

ギョーザ専門店イチロー

33

神戸ポークを使用しているため、臭みがなく、肉
の旨味だけを伝えられます。
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神戸市中央区三宮町1-10-1
神戸交通センタービル9F
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-332-2831 Pなし
営業時間／11:00〜15:00、17:00〜23:00
休／年末年始（12/31〜1/1）
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『Farm to Table』
のコンセプトの下、地元兵庫
の食材を使った料理を提供しています。兵庫の
地産地消食材を使用した店舗が神戸エリアに
他5店舗営業中!
詳しくは
【マザームーンカフェ】
と検索。

39

ロクメイサリュウ

イリフネ

鹿鳴茶流 入舩

43

セイコ

中国料理 青虎

洋食の良さや楽しみはスグには出来ないソース作りに
あります。牛筋肉・牛骨・鶏ガラ・香味野菜などでフォ
ンドボーづくりから始まり何日もかけてエスパニョー
ルソースを作り、それをベースにデミグラスソースが完
成し、昭和6年創業の伝統の味となります。
このソース
は、神戸ポークをさらに美味しく堪能させてくれます。

神戸初の鹿肉料理専門店。
ニホンジカまるごと
1頭有効活用として、靴やバッグ、衣料品等に革
をも活用するアパレル会社が運営。神戸元町と
いう繁華街にあり、気軽にリーズナブルにジビエ
をいただけます。
詳しくは→http://rokumeisaryu.com/

あっさり味、食材は地元産のものを中心に使用
しています。

神戸市中央区北長狭通4-3-13
兵庫県私学会館1F
最寄りのバス停・駅／元町駅（東海道本線）
☎078-332-0878
P有10台（兵庫県私学会館共有）
営業時間／10：00〜20：30(L.O.20：00)、
ランチタイム禁煙 休／なし 総席数／44席

神戸市中央区元町通1丁目9-8-１F
最寄りのバス停・駅／元町駅（東海道本線）
☎078-321-0295 Pなし
営業時間／11：30〜15：00、17：00〜
23：30、金・土は24：00迄
休／水曜日

神戸市灘区琵琶町1-10-9
最寄りのバス停・駅／六甲道駅（東海道本線）
☎078-854-0485 Pなし
営業時間／11:30〜22:00
休／不定休

おやじの台所 えん

40

キシュウヤ

神戸牛ステーキ 紀州屋

レニージョエル

44

ソシュウエン

ザ・ガーデン・プレイス蘇州園

神戸旧居留地ならではの雰囲気と地元食材を
ふんだんに使った和洋折衷のお料理をお楽しみ
ください。貸切りのご宴会も対応可能です。

グリルコース（ディナー） 6,050円（税・サ込）
兵庫県産の旬の食材を使用したおすすめコース料理です。
神戸牛ロース、神戸牛イチボ、椚座（クヌギザ）牛もも肉な
ど兵庫にこだわりシェフの目で選び抜いた食材を、炭火で
じっくりと丁寧に焼き上げます。素材の持ち味を存分にい
かしたお料理を心地良い空間にて是非お愉しみください。

神戸市中央区海岸通3番シップ 神戸海岸ビル3F
最寄りのバス停・駅／元町駅（東海道本線）、
旧居留地・大丸前駅（神戸市営地下鉄海岸線）
☎078-331-0161 Pなし
営業時間／11:30〜15:30（L.O.14:30）、
17:00〜22:00
（L.O.21:00）
休／月・火曜日
（貸切りの場合はオープン）
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神戸ブランド亭 モザイク店

神戸市東灘区住吉山手4-7-28
最寄りのバス停・駅／御影駅（阪急神戸線）
☎078-851-3182 P有18台
営業時間／11:00〜14:00（L.O.）、18:00
〜21:00
（L.O）
休／火曜日

45

コウベシュシンカン

クラ

神戸酒心館 蔵の料亭 さかばやし

米、野菜、鶏、牛肉、魚貝など兵庫県産にこだ
わった食材を使用しています。紀州備長炭で焼
き上げた料理をお楽しみください。

神戸牛、神戸ポークのステーキをはじめ、地元
産の食材をメインとしたシェフ自慢の創作料理
をご用意しております。店内は落ち着いた雰囲
気で、夜は美しいイルミネーションも望めます。
ゆったりとした時をお楽しみください。

酒米のふるさと六甲の里山をイメージした風景
のなかにひっそりと佇む木造酒蔵。地元の旬菜
をはじめ、
こだわりの自家製豆腐や蕎麦とともに
蔵でしか味わえない無濾過生原酒をどうぞ。
ゆったりとお寛ぎいただける空間で極上の一杯
をお楽しみください。

神戸市中央区二宮町3-5-13
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-222-5373
Pなし
（隣に有料駐車場有）
営業時間／10:00〜16:00
休／日曜日

神戸市中央区下山手通3-15-8
最寄りのバス停・駅／元町駅（東海道本線）
☎078-333-3158 P有（提携駐車場）
営 業 時 間 ／ 1 1 : 3 0 〜 1 4 : 3 0 、1 7 : 0 0 〜
22:00
（L.O.21:00）
休／不定休

神戸市中央区東川崎町1-6-1
umie MOSAIC 2F
最寄りのバス停・駅／神戸駅（東海道本線）
☎078-360-1516 P有（施設内2617台）
営業時間／11:00〜22:00
休／なし

神戸市東灘区御影塚町1-8-17
最寄りのバス停・駅／石屋川駅（阪神電鉄本線）
☎078-841-2612 P有60台
営業時間／11:30〜14:30（L.O.14:00）、
17:30〜22:00
（L.O.21:00）
休／なし

日本酒
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ロクダン

炭やきすてーきしゃぶしゃぶ六段

42

ミヤビ

神戸ステーキ 雅 MIYABI

46

カフェ

レストラン

ホテルヴィスキオ尼崎 café&restaurant

ウエストリバー

厳選した備長炭で焼き上げる神戸ビーフ。神戸
老舗の味は、醤油味、にんにく味噌味の自家製
ダレによってより一層旨みが増します。ヒレス
テーキ、
しゃぶしゃぶ、
すき焼き、神戸ポークしゃ
ぶしゃぶ、冬にはぼたん鍋も人気。

2001年オープン。お客様の前で豪快に焼き上
げる本格ステーキハウス。
ステーキはもちろんビ
フカツやカレーも大人気です。

選べるメイン料理＆ランチブッフェ
（90分制）
充実のブッフェコーナーではウエストリバー人
気の
「黒カレー」
をはじめ、
サラダコーナー、
スー
プ、
ピッツァ、
パスタ、
ソフトドリンクなど多数ご用
意しております。
シェフこだわりのメイン料理は
嬉しい週替わり。何度来てもお楽しみ頂けます。

神戸市中央区元町通3丁目8-4
最寄りのバス停・駅／元町駅（東海道本線）
☎078-331-2108 Pなし
営 業 時 間 ／ 1 1 : 3 0 〜 1 4 : 3 0 、1 7 : 0 0 〜
21:00
休／水曜日

神戸市灘区友田町3-3-7 宮脇ビル1F
最寄りのバス停・駅／六甲道駅（東海道本線）
☎078-843-7788 Pなし
営業時間／11:30〜13:30（L.O.）、17:30
〜20:00
（L.O.）
休／水曜日

尼崎市潮江1-4-1
最寄りのバス停・駅／尼崎駅（東海道本線）
☎06-6491-0603（受付時間10：00〜19：00）
P有（契約駐車場）
営業時間／ランチ11:00〜14:00(L.O.)
休／なし
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Osaka

全国有数の酒造メーカーを抱える兵庫
県は、
「山田錦」をはじめとする好適米、
「宮水」
などの好適水、但馬･丹波の腕の
良い杜氏と、酒造りに必要な全ての要素
を備えています。特に酒米の王者と呼ば
れ、兵庫県が全国1位の生産量を誇る
「山田錦」
は県内の酒造会社だけでなく、
全国の酒造会社に出荷されています。

37

Awaji

黒毛和牛ハンバーグ定食は淡路玉ねぎをたっ
ぷり使い、黒こしょうをピリリと効かせた優しい
味わい。
デミグラスソースは鶏がらスープと淡路
玉ねぎや人参の甘みを生かし、兵庫県の谷口味
噌を使ったこだわりのお味噌汁等、全て店内で
手作りしています。

兵庫県認証食品

5

兵庫県では消費地に近い神戸・阪神間
での生産が盛んとなっています。
ビニー
ルハウスなどの施設内で、
ほうれんそう、
こまつな、
ちんげんさい、みずな、
しゅん
ぎくなどが年間を通じて栽培されてお
り、市場を通じて店頭に並びます。食卓
を鮮やかに彩る常備菜として是非ご利
用ください。

神戸市中央区元町通2-4-14
最寄りのバス停・駅／元町駅（東海道本線）
☎078-332-1122 Pなし
営業時間／11:00〜15:30（L.O.15:00）、
17:00〜21:30
（L.O.21:00）
休／不定休

神戸市中央区下山手通5丁目1-1 1F-A
最寄りのバス停・駅／元町駅（東海道本線）
☎078-371-2378 Pなし
営業時間／17:00〜22:00
休／土・日曜日・祝日

36

葉物野菜

Tanba

洋食 ブルージュ

欧風料理 ハナワグリル

兵庫県認証食品

和の職人が最高級神戸牛と瀬戸内海の旬の海
鮮で、最高のひとときを演出します。大切な人の
おもてなし、接待や、顔合わせ等にも最適。元町
駅から徒歩5分すぐ!!

日本海の幸「ニギス」、
ジューシーな
「ひょうご雪
姫ポーク」
をあてに一杯いかがですか。
おやじさ
ん自ら栽培した新鮮野菜もいただけます！

神戸市中央区三宮町2-6-9
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-334-1999 Pなし
営業時間／11:00〜22:00
休／なし

32

キッショウキチ

Tajima

マザームーンカフェ 三宮本店

コウベギュウ

神戸牛 吉祥吉 本店

神戸市中央区下山手通4-14-10
最寄りのバス停・駅／県庁前駅（神戸市営
地下鉄西神・山手線）
☎078-599-7359 Pなし
営業時間／ランチ11:30〜15:00（L.O.14:00）、
ディナー18:00〜22:30（L.O.21:30）
休／日曜日

昼は地元食材にこだわった地産地食バイキン
グ。夜は神戸牛、淡路鶏、近郊野菜を神戸の夜
景を見ながらお召し上がりいただけます。
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38

Harima

農家 うたげ。

dining 武田

昼は神戸ポークのトンカツランチ、
その他、生姜
焼き、
ハンバーグ、
ミンチカツ、海老カツ、海老椎
茸があります。夜は神戸ポークの串カツ、
しゃぶ
しゃぶ、ステーキ、宴会コースなどもあります。
15名様から貸し切りできます。

神戸市中央区三宮町1-8-1
サンプラザB１F
最寄りのバス停・駅／三ノ宮駅（東海道本線）
☎078-334-1660 Pなし
営業時間／11:30〜21:00
休／水曜日

30

ダイニング

神戸ポークトンカツとしゃぶしゃぶのお店

Kobe / Hanshin

29

6

Harima

現在、
「ひょうご雪姫ポーク」
「 神戸ポーク高
尾牧場」｢ゴールデンボアポーク｣｢三田ポー
ク｣｢姫路グルメポーク･桃色吐息｣の５つの
ブランドが認証を取得しています（2018年
12月時点）。それぞれがエコフィード
（食品残
さなどの未利用資源を活用した飼料）や特殊
飼料を給与したり、品種にこだわる等、安全・
安心で特長ある豚肉を生産しています。

兵庫県マスコット
はばタン

コウヅキ

ふれあいの里上月 特産物直売所

51

タジマギュウ

但馬牛レストラン トッポ・ジージョ

52

ハガ

道の駅 みなみ波賀

レイ

61

57

県内産、特に播磨地域の食材を使用した料理を
提供することにこだわった、昼は洋食屋、夜は洋
食バルのお店です。木の温もりに包まれた空間
でお楽しみください。

姫路市忍町12
最寄りのバス停・駅／姫路駅（山陽本線）
☎079-227-6361 Pなし
営業時間／11:00〜23:00、日曜日のみ
11:00〜22:00
休／水曜日

姫路市飾磨区恵美酒309-3
最寄りのバス停・駅／亀山駅（山陽電鉄本線）
☎079-233-0404 P有10台
営業時間／11:30〜15:00(L.O.14:00）、
18:00〜23:00
（L.O.22:00）
休／火曜日

ヴァン

ムッシュ田中の料理とワインの店

ヴァン

Vin Vin
オーナーシェフがシニアソムリエですので、
ワイ
ンに合わせたお料理のソースで提供させていた
だいております。
すべてにおいてこだわっており
ます。

佐用郡佐用町船越232-1
交通手段／佐用インターより車で30分
☎0790-77-0766 P有
営業時間／9：00〜17：00（4月〜8月）、
9：00〜16：00
（9月〜3月）
休／月曜日
（祝日の場合は翌日が休館）

宍粟市波賀町安賀8-1
最寄りのバス停・駅／今市橋（神姫バス）
☎0790-75-3999 P有
営業時間／11:00〜19:00、土日祝のみ
モーニング9:00〜10:45
休／第2・4水曜日、年末年始

姫路市立町71 清和立町ビル２F
最寄りのバス停・駅／姫路駅（山陽本線）
☎079-284-3939 P近隣にコインパーキング有
営業時間／12:00〜13:30（L.O.)、18:00
〜21:00
（L.O.）
休／日曜日
（月曜もたまに休みあり）問い合
わせください

トトナヤ

53

ヴァーミリオン

54

姫路市忍町84
最寄りのバス停・駅／姫路駅（山陽本線）
☎079-283-5557 Pなし
営業時間／18:00〜2:00
休／月・火曜日
（祝前日営業）

姫路市立町26 第2八木ビル2F
最寄りのバス停・駅／姫路駅（山陽本線）
☎079-283-3148 Pなし
営業時間／18:00〜22:00
休／日曜日
（ご予約のみ営業）

センヒメ チャヤ

千姫茶屋

59

たつの市揖西町土師字東山９７４-２２
最寄りのバス停・駅／竜野駅（山陽本線）
☎0791-66-2605 P有120台
営業時間／7:00〜21:00（L.O.20:30）
休／なし

姫路市本町68 イーグレひめじ1F
最寄りのバス停・駅／姫路駅（山陽本線）
☎079-288-4567 P有255台
営業時間／11:00〜15:00
休／年末（12/31）

ルーム

オン

姫路市夢前町芦田198
最寄りのバス停・駅／芦田橋（神姫バス）
☎079-335-0533 P有8台
営業時間／11:00〜17:00
休／火・水・土曜日

ザ

ニューサンピア姫路ゆめさき（レストラン夢の華）
香り高い夢そばに季節の天ぷらの盛り合わせ、
おにぎり、茶わん蒸し、デザートまで付いた
「夢そば天婦羅」。ざるそばか温かいおそばを
選べるので一年を通し人気があります。

姫路市夢前町置本432-56
最寄りのバス停・駅／清水橋（神姫バス）
☎079-335-5551 P有200台
営業時間／ランチ平日11:30〜14:00（L.O.13:30）、
ランチ土日11:30〜14:30（L.O.14:00）、ディナー
17:30〜20:30（L.O.20:00）
休／なし

ハリマ

DINING ROOM ON THE HARIMA（セトレハイランドヴィラ姫路）
料理長が生産地に足を運び、生産者との交流の
中で感じた思いやストーリーを伝えるレストラ
ン。播磨平野を見渡すホテルにて、播磨の食材
をふんだんに使用したコース料理をお楽しみい
ただけます。

姫路市広嶺山224-26
最寄りのバス停・駅／姫路駅（山陽本線）
から
送迎有り
☎079-284-3010 P有40台
営 業 時 間 ／ランチ1 1 : 3 0 〜 1 5 : 0 0（ 最 終 入 店
13:30）、ディナー17:30〜22:00（最終入店19:00）
休／火・水曜日

兵庫県認証食品

いちじく

果実は生食するほかに、
パンやケーキに
練りこんだり、
ジャムにしたり、スープや
ソースの材料として、実は様々な用途が
あります。
とろりと柔らかな食感に上品
な甘さがあり、
もぎたてがとりわけ美味
しい
「果実の貴婦人」
だけに、
お早めにお
召し上がりくださいね。

GOURMET GUIDE 2020

Osaka

姫路城の目の前で、兵庫県産の地酒と揖保乃
糸、しらす丼、姫路おでん、穴子丼など地元メ
ニューを多数そろえております。

ダイニング

夢前町産のお米と野菜を使ったエスニック料理
が人気。
ごはんのsetは、
おかず8種にスープ・ご
はん・ドリンクつき。夢前町産の米粉を使って焼
くバゲットサンド
「バインミー」
のsetはお子様に
も人気。
テイクアウトOK。

63
海外をはじめ遠方からのお客様をおもてなしす
るため、食材から日本酒に至るまで、
すべて兵庫
県産にこだわってお料理を献立し、提供してお
ります。

毎日玄米を精米し、あつあつ炊きたてのおいし
いご飯をご提供しています。
ゆったりとお食事で
きるレストランコーナーでぜひお召し上がりくだ
さい。

GOURMET GUIDE 2020

おもてなし きこう

オーセンティックな空間に一枚板のカウンター
です。豊富なお酒をとりそろえています。

イツモ

itsumo

Awaji

タツノニシ

山陽自動車道・龍野西SA下り線 レストラン

58

62

Tanba

播磨の奥座敷「宍粟市波賀町」
で、
自然薯料理
を食べていただける道の駅です。
自社製の
「生芋
こんにゃく」
や
「ゆずみそ」等も味わっていただけ
ます。

道の駅みつ 魚菜屋

サンサーラ

キッチンSANSARA

夢前産卵「夢美人」
や兵庫県産小麦粉「宝笠異
人館」等こだわりの素材を選び、独自の仕込み
方法やメレンゲの温度などの製造工程を徹底
し、
フワフワながらプルプルの食感を創り出して
おります。味・香り・食感を是非感じてお召し上
がりください。

ひまわり油はクセがなく、
さわやかな風味でサ
ラッとしていますが、
うまみ成分も十分にあり、
あっさりしているので、素材の味を生かせます。
杵つき餅を100％ひまわり油で揚げた
「ちから
うどん」
などは、製造元だから出来るひまわり油
を贅沢に使った当店だけで味わえる逸品です。

たつの市御津町室津896-23
最寄りのバス停・駅／七曲り東口
（神姫バス）
☎079-322-8500
P有（大型車6台、普通車100台）
営業時間／9:00〜19:00（1〜3月18：00
まで)※レストランL.O.17：00
休／水曜日
（1〜3月はなし）

7

カフェ

café Rei

宍粟市山崎町春安32
最寄りのバス停・駅／八幡下（神姫バス）
☎0790-62-1889 P有
営業時間／11:00〜14:30、16:30〜20:30
（L.O.）、
日・祝日11:00〜20:30（L.O.）
休／月曜日
（祝日の場合は翌日休み）

瀬戸内を望むオーシャンビューレストランで頂く旬の
鮮魚や地野菜をふんだんに使用したお膳やどんぶり
が人気！ 名物焼き穴子や自慢の牡蠣も見逃せない！
そのほか、炭火焼き海鮮BBQやファーストフードで
は、
ご当地グルメが楽しめる。道の駅みつで旬を満喫！
「なぎさ膳」 1，680円
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姫路市本町68
最寄りのバス停・駅／姫路駅（山陽本線）
☎079-289-4131 Pなし
営業時間／10:00〜16:30(L.O.16:00)
※お食事提供時間は11:00〜15:00
休／年末(12/29・30)

Tajima

49

ナンコウ

南光ひまわり館

「いろどり活水軒官兵衛弁当」
（数量限定）は姫
路市夢前町で収穫された「夢そば」
を使用した
メニュー。認証食品「夢そば」
を外国や他県のお
客様にご提供します。
（セットの内容は変更にな
ることがあります）

姫路市駅前町306
最寄りのバス停・駅／姫路駅（山陽本線）
☎079-225-7875 Pなし
営 業 時 間 ／ 1 1 : 3 0 〜 1 5 : 0 0 、1 7 : 0 0 〜
23:00(L.O.22:00)
休／元旦

但馬牛を専門とするレストランです。
シェフがつ
きっきりで2時間半かけて焼き上げるロースト
ビーフは絶品。
ステーキ、
ハンバーグなど人気の
商品多数ございます。

佐用郡佐用町上月529-4
最寄りのバス停・駅／上月駅（姫新線）
☎0790-86-8005 P有
営業時間／9：00〜17：00
休／火曜日、年末年始(12/31〜１/4)

カッスイケン

レストラン活水軒（好古園内）

名物骨付鶏食べ比べがオススメです。
また、播
州名物姫路の味、
ひね鶏ポン酢や播州百日どり
の釜飯など、逸品ぞろい！

ひょうご雪姫ポーク・神戸ポーク

地元の野菜を使い、
自社自慢の
「もち大豆みそ」
で煮込んだ
「みそ煮込みうどん」。
あっさりとまろ
やかでありながらしっかりとコクがあり、
また佐
用に足を運びたくなる味です。
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60

Harima

47

トリイチ

鶏一 姫路総本店

Kobe / Hanshin

播磨

兵庫県認証食品

55

8

ユメカイドウ

68

コウアン

焼肉茶屋 功庵

地元でとれた蕎麦を石臼ひきにしてもらい、毎
朝手打ちして提供しています。
その他、蕎麦打ち
体験も行っています。
自分で打ってそれを食べる
までの体験です。

加古川和牛を食べるなら、ここ功庵。肉卸会社直営だか
らできる美味しいお肉をくつろぎのスペースでお楽しみ
下さい。大小宴会や接待などにもご利用いただけます。
※加古川和牛は生後９ヶ月の但馬牛を厳選し、約2年
間加古川市内の肥育農家で育てられたもののみが加古
川和牛となります。

姫路市夢前町神種1281-2
最寄りのバス停・駅／前之庄（神姫バス）
☎079-336-1585 P有250台
営業時間／11:00〜15:00
（L.O.14:00)
休／毎週月曜日
（祝日の場合、翌日）、年末年始

加古川市八幡町船町20
最寄りのバス停・駅／厄神駅（加古川線）
☎079-430-5129 P有
営業時間／11:00〜13:30、17:00〜21:30
休／水曜日

ファーム

夢街道farm67

69

ラベンダーパーク多可

「ごはん亭」

ソフトクリーム：兵庫県産のこだわった大豆で加
工された超微粒のきな粉をブレンドしたソフト
クリームです。

姫路市夢前町宮置437-1
最寄りのバス停・駅／庄上（神姫バス）
☎079-337-2100 P有
営業時間／9:30〜17:00
（カフェは10:00〜16:00）
休／毎週月曜日(祝日の場合は翌日）、年末年始

もちむぎのやかた

70

ラベンダーパーク多可

サト

西脇市上戸田166-1
最寄りのバス停・駅／比延駅（加古川線）
☎0795-23-4399 P有15台
営業時間／11:00〜14:00（L.O.）、17:00
〜19:00
（L.O.）
休／月・火曜日

明石市大久保町松陰1126-50
最寄りのバス停・駅／大久保駅（山陽本線）
☎078-935-3333
P有〈上り線100台、下り線134台〉
（下り線
レストランは上り線からも利用可能）
営業時間／11:00〜21:00 休／なし

74

NPO法人 ぷらっと きすみの
地元産のそばを使った安全・安心なそばを提供
致します。
（香の十割、
のどごしの二・八を手打ち）

ユメクラ

おむすびキッチン夢蔵

小野市下来住町484-2
最寄りのバス停・駅／小野町駅（加古川線）
☎0794-62-5116 P有10台
営業時間／平日10:00〜14:00、土日祝
10:00〜16:00
休／水曜日
（除祝日）
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カワフク

多可郡多可町中区天田340-1
最寄りのバス停・駅／まちの駅たか（のぎくバス）
☎0795-32-4477 P有15台
営業時間／9:30〜17:00

小野市上本町23
最寄りのバス停・駅／小野駅（神戸電鉄粟生線）
☎0794-62-2068 P有15台
営業時間／11:30〜13:30、17:00〜22:00
休／不定休

GOURMET GUIDE 2020

カサイ

中国自動車道・加西SA下り線 レストラン

おいしい播州百日どりがご賞味できますよ!!

認証食品の但馬牛や淡路島産玉ねぎなど、地
元食材を使ったメニューが充実しています。

多可郡多可町加美区大袋235-9
最寄りのバス停・駅／丹治（神姫バス）
☎0795-36-1251 P有20台
営業時間／16:00〜21:30
休／水曜日

加西市畑町字松尾谷2276-7
最寄りのバス停・駅／北条町駅（北条鉄道
北条線）
☎0790-42-4003 P有115台
営業時間／10:00〜20：00
休／なし

Osaka

兵庫県は西日本有数の米どころであり、
県内ではコシヒカリ、
ヒノヒカリ、キヌヒ
カリ、きぬむすめなどが栽培されていま
す。
また、豊岡市近郊では「コウノトリ育
む農法」
として、農薬や化学肥料の使用
を減らして、
コウノトリのエサとなる生物
を育む農法による栽培が確立されてい
ます。
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Awaji

神崎郡市川町下瀬加1027
最寄りのバス停・駅／甘地駅（播但線）
☎0790-24-8456 P／有15台
営 業 時 間 ／ 1 1 : 0 0 〜 1 5 : 0 0 、1 8 : 0 0 〜
21:00
（金・土）
休／月・火・水曜日

焼鳥の一休さん

そうな
おいし
！
っぱい
い
が
お店

川福
播州百日どりのとりすきは、意外と初めての方が
多く、好評です。四季折々の野菜が入ってますの
で、一年中召し上がっていただけます。

コシヒカリ・ヒノヒカリ

9

多可郡多可町加美区轟799-127
最寄りのバス停・駅／轟（神姫バス）
☎0795-36-1616 P有90台
営業時間／10:00〜16:00
（L.O.15:30）
休／水曜日
（5月中旬〜7月中旬は無休）

旬の食材と地元のお米を使ったおむすびや山田
錦うどん、焼きドーナツ、鹿丼、鹿バーガー等を
提供しています。

兵庫県認証食品

第二神明道路・明石SA下り線 レストラン
蛸、鯛、
しらす、海苔を使った丼が人気です。

地元食材にこだわった搗きたて・焼き立て・つく
りたてを提供する家庭料理の店。

72

78

西脇近辺のおいしい食材を使った体にやさしい
イタリア料理です。
お肉料理は単品又はセットで
食べられます。

多可郡多可町加美区轟799-127
最寄りのバス停・駅／轟（神姫バス）
☎0795-36-1616 P有90台
営業時間／10:00〜16:30
（L.O.16:00）
休／水曜日
（5月中旬〜7月中旬は無休）

71

トラットリア オンベリーコ

加東市社1211-1
最寄りのバス停・駅／社町駅（加古川線）
☎0795-42-8824 P有9台
営業時間／7:30〜19:30
休／月曜日
（祝日は営業、火曜日は振替休日）

Tanba

セカ

いろり 勢賀の郷

イタリア料理

当店おすすめの
「チキンカツホットサンド」
は、播
州百日どりのささみのフライと新鮮野菜のサン
ド。サクサクに焼きあげた女性にうれしいヘル
シーメニューです。
テイクアウトも出来ます。

神崎郡福崎町西田原1022-4
最寄りのバス停・駅／田尻（神姫バス）
☎0790-22-0569 P有
営業時間／11：00〜17：00
（売店は9：00〜17：00）
休／月曜日(祝日の場合は翌日）

67

ミネラルが豊富で「海のミルク」
といわれる
ほど栄養価が高い。グリコーゲンのほか、
必須アミノ酸をすべて含み、タンパク質や
カルシウム、亜鉛などのミネラル類をはじ
め、
さまざまな栄養素が多量に含まれてい
るため、うま味成分もたっぷり。西播磨の
「マガキ」は昭和50年代頃から本格的に生
産され、生産地域も広がりつつあります。

播州百日どりの親子丼
播州地たまごと、だしのきいた播州百日どりが
地元コシヒカリに絡み食欲をそそる一品。

「喫茶ラベンダー」

播州福崎特産のもち麦を使用した、麺、
カステ
ラ、
お茶、精麦、
お菓子なども販売しております。
インターネットは
「もちむぎ」
で検索

兵庫県産の小麦（ミナミノカオリ）
をパン生地に
使用し、
カスタードクリームに県産牛乳と県産
の卵を使用しました。

西播磨のかき

73

ヤシロ

アイガー 社本店

Tajima

66

兵庫県認証食品

77

Harima

65

ユメコウボウ

「夢工房」

夢さき夢のさと 農家レストラン

Kobe / Hanshin

64

GOURMET GUIDE 2020

10

Tajima
カン

豊岡市元町10-18 豊岡劇場内
最寄りのバス停・駅／豊岡駅（山陰本線）
☎0796-34-6257 P有20台
営業時間／ランチ11:30〜15:30、
ディナー
17:30〜20:30（L.O.20:00）
休／水曜日、不定休

兵庫県マスコット
はばタン

イチ

KAN-ICHI

84

トノ

殿さんそば

カフェ

ド

ニシキ

88

丹波市柏原町柏原46 センタープール1F
最寄りのバス停・駅／柏原駅（福知山線）
☎0795-78-9460 P有1台
営業時間／10:00〜19:00
休／日曜日、第２・４月曜日

特産館ささやま

養父市上箇153-1 Yタウン内
最寄りのバス停・駅／養父駅（山陰本線）
☎079-664-1239 P有50台以上
営 業 時 間 ／ 1 1 : 0 0 〜 2 1 : 0 0（ 平日のみ
15:30〜17:30の間CLOSE）
休／毎週月曜日
（祝日の場合は営業、翌日休）

豊岡市野田96
最寄りのバス停・駅／豊岡駅（山陰本線）
☎0796-34-6246 P有30台
営業時間／16:30〜23:30
休／不定休

丹波篠山市黒岡70-1
最寄りのバス停・駅／歴史資料館前（神姫バス）
☎079-552-3388 P有
営業時間／平日11:00〜16:30（L.O.16:00）、
土日祝11:00〜17:00（L.O.16:30）
休／毎週水曜日

86

チャ

道の駅但馬のまほろば

アン

スローフードレストラン茶すり庵

89

養父市八鹿町高柳259-1
最寄りのバス停・駅／但馬農高前（全但バス）
☎079-662-0008 P有10台
営 業 時 間 ／ 1 1 : 0 0 〜 1 8 : 0 0 、1 8 : 0 0 〜
21:00
（金・土のみ、他は要予約)
休／月曜（祝日は翌平日にふりかえ）

朝来市山東町大月92-6
最寄りのバス停・駅／梁瀬駅（山陰本線）
☎０７９-６７６-５１２１ P有20〜100台
営業時間／11:00〜20:00
（L.O.19:30）
休／なし

丹波篠山市網掛81
最寄りのバス停・駅／篠山口駅（福知山線）
☎079-590-1261 P／有30台
営業時間／11:00〜15:00
（L.O.14:30）
休／火曜日
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ベニズワイガニ

「松葉ガニ」
として有名なズワイガニより
さらに深海に生息し、筋肉の繊維が細
く、柔らかい身は甘みがあってとても美
味しいカニです。名前のとおり加熱する
と全体が鮮やかな紅色になります。近畿
では唯一、香住漁港のみで水揚げされ、
地元では
「香住ガニ」
としてブランド化さ
れています。

ムジカ

無鹿リゾート

淡路
Awaji
93

ホテルアナガ

兵庫県マスコット
はばタン

カドー・ドゥ・ラ・メール

高タンパク低脂肪「鹿肉」は脂肪が少なく内臓に負担をか
けにくい消化の良い食べ物です。いいことづくめの「鹿肉」
を、こだわりの調理法でおいしく、食べやすく提供していま
す。野菜ソムリエである店主が厳選した丹波の野菜を組み
合わせ季節のこだわりメニューをご用意しております。
詳しくは→http://hayama.main.jp/musica/

地元素材を使った淡路島ならではのフレンチ
を、空と海の眺めとともに。

丹波市春日町下三井庄1017-1
最寄りのバス停・駅／黒井駅（福知山線）
☎0795-88-5252 P有20台
営業時間／11:30〜14:30、18:00〜21:30
休／水曜日

南あわじ市阿那賀1109 ホテルアナガ1F
交通手段／神戸淡路鳴門自動車道 淡路島
南インターより車で7分
☎0799-39-1111 P有45台
営業時間／11：30〜14：00(L.O.)、17：30
〜21：00(L.O.)

GOURMET GUIDE 2020

Osaka

豊岡市城崎町湯島219 小宿縁2F
最寄りのバス停・駅／城崎温泉駅（山陰本線）
☎0796-32-4870 Pなし
営業時間／ランチ11:30〜14:30（L.O.14:00）、
ディナー18:00〜21:00（L.O.20:30）
休／水曜日

兵庫県認証食品

丹波地域を発祥とする大粒球形の黒大豆で、
成熟すると表面にろう状の粉がふきます。丹
波地域は山間の盆地で、夏場昼夜の寒暖差
が大きく、霧が多く発生する地域で､夕立など
での雨量も適度にあることから、その風土と
肥えた土壌により良質の丹波黒が育ちます。
丹波黒は黒大豆の中でも特に美味といわれ、
兵庫県が日本一の産地となっています。

Awaji

丹波篠山の農産物や郷土料理の美味しさを味
わっていただきたいと地元山の芋卸問屋がオー
プンした古民家レストラン。四季折々の郷土料
理を味わっていただけます。

90

丹波黒大豆

ヤ

特産品の岩津ねぎや但馬牛をつかった料理を
お召し上がりいただけます。

ミクニ

兵庫県認証食品

りょうり舎やまゆ

誰もが安心してくつろげるお店をコンセプトに、
地元の安全安心な食材を直接農家さんから仕
入れたり、空間の提供にも気をつかっています。
ランチでは特に地元の無農薬野菜などを使った
パスタやピザ、
日替りランチが人気。
カフェタイ
ムではパンケーキなどが人気です。

いろりダイニング三國

ホノン

パンの蔵 穂音

丹波篠山市西木之部字江の田の坪
最寄りのバス停・駅／丹波大山駅（福知山線）
☎079-593-1291 P有78台
営業時間／11:00〜21:00
休／なし

丹波篠山の特産品を使った郷土料理をお楽し
みいただけます。

マンマ

92

菓子パン全てにカンナンファームの鶏卵「やま
ぶき」
をたっぷり使っています。
コクが違います。

地元の新鮮食材を炭火で焼いてご提供。兵庫県
の地酒や全国から選りすぐった銘酒など、
ドリン
クも豊富です。
お一人様から団体様まで幅広い
お客様にご利用いただいております。

Café de Manma

丹波市柏原町母坪335-1
コモーレ内ミストフェリーズ
最寄りのバス停・駅／石生駅（福知山線）
☎0795-73-1245 P有（大型駐車場800台）
営業時間／10:00〜20：00
休／第3木曜日

但馬牛ハンバーグ、出石の皿そばなど但馬、丹
波の恵みを存分に味わっていただけるレストラ
ンです。

フルーティで爽やかな味わいが特徴的な養父市
特産の朝倉山椒と、地元産の新鮮な食材を使用
した料理・デザートを多数ご用意しております。
また、お土産やプレゼントにも喜ばれる焼き菓
子セット等、各種販売もございます。
ぜひご賞味
ください。

プレミアム但馬牛の「但馬玄」とは、上田牧場で但馬牛本来
の味を追求し育てられた究極の但馬牛。ゴマ・ヒエ・アワなど
の天然素材のエサと、最高の飼育環境でストレスなく育つこ
とで、肉質はやわらかく、旨味が深く、脂がアッサリ、美容や
健康にも良い牛肉です。生産者の徹底したこだわりが作り出
した芸術品。極上の但馬牛がいつでも食べられるお店!

11

炭火家らんたん

丹波乳業の生乳をじっくり加熱、
ミルクの風味
を凝縮しゆっくり空気ができるだけ入らないよ
うにオーバーランさせた深みと味わいのある
ずっしりとしたアイスミルクです。

舞鶴若狭自動車道・西紀SA上り線 レストラン

豊岡市日高町殿810
最寄りのバス停・駅／江原駅（山陰本線）
☎0796-44-1888 P有20台
営業時間／11:00〜17:00
休／火曜日
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byミストフェリーズ

Tanba

82

ピアット

リアン

Tajima

81

ヴェルデ

ミ

美の里庵

兵庫県マスコット
はばタン

安心の無農薬栽培そば。兵庫県認証の「ひょう
ご安心ブランド」、豊岡市認定の農産物ブランド
「コウノトリの舞」に認定されたそば粉を使用し
ております。
こだわりの旨さ、そば粉100%の手
打ちそば。

美方郡香美町香住区七日市308
最寄りのバス停・駅／香住駅（山陰本線）
☎0796-39-1147 P有30台
営業時間／9:00〜17:00
※レストラン11：00〜14：30（L.O.14:00）
休／水曜日

イタリアン＆ケーキ Verde Piatto

Tanba
87

仲買人の主人が仕入れる魚を香住の潮風、天日
で干しあげる干物屋。併設するレストランでは魚
介類を使ったメニューが食べられます。

80

丹波

柔らかい肉質とジューシーな味わいの当店大人
気メニュー、但馬牛あいびきハンバーグ!!ガー
リックオニオンソースが食欲をそそること間違
いなしです。
ぜひ一度ご賞味ください。

91

Harima

79

トヨゲキテン

ビアドリット 豊劇店

Kobe / Hanshin

但馬

83

12

アナガ

ホテルアナガ

日本料理 鮨 阿那賀

兵庫県認証食品

魚介や淡路ビーフ、島の素材を使った季節の創
作料理と鮨をしっとりとした落ち着いた空間で。

兵庫県は、北海道、佐賀に次ぐたまねぎ
の産地で、他産地に比べ甘く柔らかいの
が特長です。3月下旬から出荷される早
生品種（新たまねぎ）は甘さとみずみず
しさを味わうためにサラダ等の生食がお
すすめです。6月から出荷される晩生品
種は加熱することで甘さがさらに増しま
すので、煮込み料理にお使いください。

99

ママン

104

洲本市小路谷1053-17
最寄りのバス停・駅／洲本バスセンターから
送迎有
☎0799-26-0111 P有90台
営業時間／24時間営業
休／火曜日

淡路市志筑3266-1
最寄りのバス停・駅／志筑（淡路交通）
☎0799-62-4144 P有10台
営業時間／9：00〜19：30
休／火・水曜日
（祝日は翌日）

シンイタンリュウ

真異端流カレーるつぼや

109

ツヅミ

淡路島 鼓や

淡路島の真ん中、洲本市にあるカレー&スパイ
ス専門店です。淡路産無農薬野菜をふんだんに
使用したカレーを提供しております。
スパイスバ
イキングやバラエティー 豊 かな 週 替 わりメ
ニュー等、常にお客様にワクワクを提供し続ける
エンターテイメント型飲食店です。

出来る限り淡路島産のものを使い、淡路島の食
材の豊かさ、
おいしさを皆様に知って頂けるよう
心掛けています。
詳しくは→http://tudumiya.jp

南あわじ市倭文長田224
最寄りのバス停・駅／長田
（淡路交通）
☎0799-53-6170 P有20台
営業時間／10：00〜18：00（L.O.17:30）
休／木曜日、第2・4金曜日

南あわじ市福良甲1529-4
最寄りのバス停・駅／福良
（淡路交通）
☎0799-52-0020 P有6台
営業時間／月・火・水・木8:15〜14:30、金・
土・日8:15〜19:30（14:30〜17:30準備中）
休／第３水曜日

洲本市本町4丁目2-23
最寄りのバス停・駅／築地町（淡路交通）
☎0799-20-5761
Pなし
（近隣に契約駐車場有・玉尾）
営業時間／18:00〜23:30
（L.O.)
休／月曜日

淡路市多賀1119-52
交通手段／神戸淡路鳴門自動車道 津名一宮
インターより車で7分
☎0799-85-0167 P有12台
営業時間／12：00〜14：00、17：00〜20：00
休／木曜日(水曜日不定休)

ハマリキュウ

あわじ浜離宮
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松葉寿司

105
恵まれた旬の食材を使った、四季折々のお料理
をお楽しみ下さい。春から夏にかけて美味しい
「淡路島サクラマスのウニしゃぶコース」
で淡路
島を堪能してください。

ミケツクニ

淡路ごちそう館 御食国
海の幸・山の幸を生かした淡路島グルメ。淡路
島観光にぴったりのお料理をお楽しみください。

南あわじ市福良甲512-178
交通手段／神戸淡路鳴門自動車道 淡路島
南インターより車で15分
☎0799-52-0019 P有6台
営業時間／11：30〜14：00、17：00〜
21:00 休／不定休

洲本市塩屋1-1-8
交通手段／神戸淡路鳴門自動車道 洲本インター
より車で15分
☎0799-26-1133
P有（洲本バスセンター前駐車場をご利用ください）
営業時間／11:30〜14:30（L.O.)、17:00
〜20:00
（L.O.) 休／水曜日

102

ワノタクミ

ノ

和匠 よし乃

淡路島3年とらふぐ

独特の旨みと食感でカニと並び「冬の味覚
王」
と呼ばれるふぐ。一般的に養殖のふぐは2
年目で出荷されますが、さらに1年間長く育て
られた「淡路島3年とらふぐ」は、2年目の2倍
近くに成長し、白子も大きくなります。てっさ
(刺身)、てっちり(鍋)、唐揚げなどの味覚は絶
品。3年間丹精込めて大切に育てられた「淡路
島3年とらふぐ」をぜひ味わってください。

淡路市志筑1883-2
最寄りのバス停・駅／八幡前（淡路交通）
☎0799-62-1353 P有5台
営業時間／11：00〜17：00
休／月・火・水曜日
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レストラン ベルレーヌ
地産地消にこだわり、四季折々の淡路島産食材
を活かしたメニュー作りを心掛けております。
「ランチブッフェ」 大人1,800円
（税込）
※写真はイメージです。

淡路市尾崎3025番地1
淡路島／パルシェ香りの館内
交通手段／神戸淡路鳴門自動車道 北淡インター
より車で15分
☎0799-85-1162 P有200台
営業時間／11：30〜14:30、17：00〜予約制
休／火曜日
（火曜日が祝日の場合は営業）
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タイコウ

レストラン 大公

大阪
Awaji

淡路島産養殖3年とらふぐは、2年とらふぐより大
きく、
身のしまりがちがい、天然に近いフグです。

兵庫県認証食品

神戸で自然志向の生活を続けてきた建築家の主
人が祖父母の住んでいた民家を改装し、陶芸を教
えてきた妻が、
自ら作成した器で、中医学理論を基
礎から学んで考案したオリジナル薬膳ごはんや
ケーキでおもてなし。
アンティークな建具や古道具
のディスプレイでどこか懐かしい雰囲気のカフェ。

南あわじ市広田広田528-1
交通手段／神戸淡路鳴門自動車道 洲本インター
より車で5分
☎0799-45-1019 P有50台
営業時間／平日11:00〜14:00、17:00〜
20:30、土日祝11:00〜20:30
休／年末年始（12/29〜31・1/1）
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淡路島かわらや

カフェ

Osaka
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ザフラン

Zaffran スパイスバル

島外のお客様に対しては、特に10割近い淡路
島産にこだわったメニュー構成。淡路産魚介、海
鮮、淡路ビーフ、
たまねぎなどを最大限に使った
料理の数々です。

淡路ビーフは柔らかく口に入れると、
とろける美
味しさ!是非ご賞味ください。

独自ブレンドしたスパイスだけで仕上げるカ
レーをはじめ、
タンドリー窯で焼き上げる手作り
料理が楽しめます。
グルテン・フリー。

南あわじ市松帆脇田甲105-2
交通手段／神戸淡路鳴門自動車道 西淡三原
インターより車で10分
☎0799-36-2303 P有50台、大型バス3台
営業時間／11:00〜16:00（16:00以降完全
予約制） 休／木曜日

洲本市大野694-3
交通手段／洲本インターより直進500m
☎0799-24-3421 P有10台
営業時間／11:30〜13:30（完全予約制）、
17：00〜22：00（L.O.21：30）
休／月曜日
（月2回不定休有）

淡路市志筑2821-1
最寄りのバス停・駅／志筑（淡路交通）
☎0799-62-0639 P有30台
営業時間／月〜土11:00〜21:00(L.O.20：30)、
日11:00〜20:30(L.O.20：00)
休／不定休

大阪市北区茶屋町6-25
最寄りのバス停・駅／梅田駅（阪急神戸線）
☎06-6372-2812 Pなし
営業時間／11:00〜22:00
休／なし

GOURMET GUIDE 2020

Osaka

日本でたった一軒のかわら焼専門店。瓦で焼く
ことで淡路島の食材の旨みを逃がさずジュー
シーに焼き上がります。淡路瓦 淡路島ポーク
淡路たまねぎの夢の３点セットをお楽しみくだ
さい。

GOURMET GUIDE 2020

Tanba

ブンジ

料亭 文治

クン

KUNCAFE

Tajima

13

淡路島で収穫された季節のフルーツ、野菜等を
使いケーキ作りをしています。
自家栽培で小麦、
さつま芋も栽 培 、クッキー 、スイートポテト、
ショートケーキ等製造販売をしております。

肉質は柔らかく臭みのない極上の食感で、脂身
は軽く甘みが有りしつこさはありません。
ぜひ一
度は味わって戴きたく思います。
ご満足戴ける
一品をお勧めします。

南あわじ市松帆古津路970番地81
交通手段／神戸淡路鳴門自動車道 西淡三原
インターより車で5分
☎0799-36-3111 P有40台
営業時間／宿泊のみ
休／不定休
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淡路たかたのケーキ

淡路島産の卵と牛乳をたっぷり使った外カリ内
フワのワッフルです。淡路島産のプレミアムたま
ねぎを煮込んでペースト状にしたものを一食に
つき1個のたまねぎを使い、7種のフルーツ、
スパ
イス等を使った本格カレーもあります。

淡路牛や旬の魚介、直接農家さんから仕入れる
新鮮野菜など、島の恵みを存分にお楽しみくだ
さい。
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108
毎朝のご朝食バイキングで淡路米と共に北坂養鶏
場の生卵をご提供し、おいしい卵かけごはんが召
し上がれます。11月〜3月は淡路島3年とらふぐの
大きな身をフルコースで、白子は油みそのクリーム
仕立てでご堪能ください。
その他食材や地酒、土産
品まで100%淡路島産に向け取り組んでいます。

Harima
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ふくカフェ

淡路島観光ホテル

淡路島たまねぎ

南あわじ市阿那賀1109 ホテルアナガB1F
交通手段／神戸淡路鳴門自動車道 淡路島
南インターより車で7分
☎0799-39-1111 P有45台
営業時間／11：30〜14：00(L.O.)、17：30
〜21：00(L.O.)
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Kobe / Hanshin
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