
神河町
情報発信中

峰山高原山麓峰山高原山麓
砥峰高原山麓砥峰高原山麓

自転車下り自転車下り

Facebook Twitter

Instagram YouTube

・・・・・・・お申し込み先・受付場所・・・・・・・

・・・・・・・お問合せ・・・・・・・

実施期間 ： 3月後半～11月30日まで
お申込み ： ご利用日の前日17時までに、電話にて神河町観光
　　　　　協会までお申込みください
料　　金 ： タクシー貸切料金+レンタサイクル

神河町観光協会
（神河町鍛治142-47）

TEL：0790-34-1001

神河町観光協会
（神河町鍛治142-47）
神姫グリーンバス粟賀営業所
（神河町中村39-1）
神河町役場 ひと・まち・みらい課
（神河町寺前64）

TEL：0790-34-1001

TEL：0790-32-1021

TEL：0790-34-0971

●自転車持ち込みの場合は1人１台につき500円引き
●駐車場(無料）あります
●受付の際に身分証明書（免許証など）をご持参ください
●手続きその他取り扱い説明のため、予約出発時間の３０分前
　までにお越しください
●キャンセルされる場合は前日１７時までにご連絡ください
　（キャンセル料不要）
●１７時までに神河町観光協会までお戻りください

4人利用時1人あたり2,300円・3人利用時1人あたり2,700円・
2人利用時1人あたり3,500円  ※お子様も同額

ご予約は前日
17時までに！

9:00~17:00（定休日 水曜日）

お問合せ

自転車下り申し込みについて



自転車下りスタート抜居地蔵

祇園神社

もすの大エノキ

囲炉裏の宿豊楽

地蔵云われ

大榎の云われ

①

②

③

手打ちそば
敏八

※日曜営業（立石酒店）

峰山高原山麓自転車下りコース

いぼとり地蔵（抜居地蔵）
こんこんと湧く泉がいぼとり
に効くとの伝承があります。 祇園神社

御祭神は素戔嗚尊/毎年7月7日に例祭
が行われます。境内には『山の神様』をお
祀りするお社や根本から2本に枝分れす
る珍しい銀杏の木があります。

もすの大エノキ
【歴史文化遺産】長年の風雪
に耐えて大木に成長し「もす
の大エノキ」と呼ばれるよう
になった。樹高11.7ｍ、主幹
胸高周囲328㎝です。

囲炉裏の宿豊楽
よう子さんのタコ焼き

手打ちそば敏八

手打ちそば敏八
民家の一角にあるお蕎麦屋さん。
コシがあって美味しいお蕎麦で
す。

囲炉裏の宿豊楽
渓流を眺めながら囲炉裏を囲み、
炭火焼きや会席料理、各種鍋がい
ただけます。

看板に従って
安全運転！

立ち寄り

見どころ



喫茶林檎の木

立岩神社

加門果樹園

神社の云われ

④

水車公園こっとん亭

水車公園の紹介

Cafe ikoi 寺前駅
神河町
観光交流センター

⑤
余田屋

Cafe Haku
OUCHI CAFE 花華

cafe hanul

加門果樹園
全ての品種のブドウが「兵庫推
奨農産物」に認定されています。
直売しているのでぜひお越しく
ださい。

立岩神社 立岩神社
立岩神社の御祭神は大物主命で、創立年
代は不詳ですが初めは立岩嶽の頂上に
祠を建立し奉祀したと伝えられています。

立岩神社のフジキ
フジキは葉が葉が藤の葉とよく似ていることに由来し境内の最大樹は全国
でも第２位の幹周を持つ非常に貴重な樹木です。

水車公園こっとん亭
水車公園にあるお食
事処。こんにゃくづくり
やそば打ち体験もでき
ます。九一そばも絶品！

喫茶林檎の木

Café ikoi

水車公園こっとん亭

ボリュームたっぷりで
リーズナブルな定食
が魅力。手軽なランチ
にオススメです。

Café ikoi
自家焙煎したこだわ
りの珈琲の他、モーニ
ング・ランチ・スイー
ツが楽しめるカフェ。

喫茶林檎の木

見どころ
峰山高原山麓自転車下りコース

立岩神社から眺める立岩嶽

立ち寄り



川上口 福田寺
高野山真言宗に属する
寺で、本尊は地蔵菩薩。
この川上地区には平家
の落人伝承があり、それ
にまつわる壇の地蔵尊
が寺の境内にある薬師
堂に安置されています。ダム展望台

大河内発電所は純揚水式の発電所で、太田ダム（上部ダム）と長谷ダム
（下部ダム）を設け、その高低差約400ｍを利用して最大128万kwの
発電をおこなっています。

標高776mの八幡山はきれい
な三角形の山で山頂にはいく
つもの巨石が各方向に規則正
しく配置されています。近年で
はピラミッド説も浮上するパ
ワースポット！！ここから手を合わ
すと願い事が叶うとか？！

八幡山パワースポット

割烹さんだお
明石直送の新鮮な魚
や地元産の野菜・豆
腐を使った定食が味
わえます。

ホテルモンテ・ローザ
自然を存分に堪能で
きる高原リゾート。フ
レンチを中心とした、
神河町ならではの食
材を取り入れた料理
が楽しめます。

エルビレッジおおかわち
大河内発電所のPR館。
PR館でゆったり散歩を
楽しんで、花と緑に親し
むうちに水力発電の仕
組みがわかります。

村営ふれあいマーケット川上店
砥峰山麓コースのスタート地点から
すぐ。エネルギー補給をしていこう。

地域密着のコンビニエンスストア。『長
谷ふれあい会館』も併設しています。

村営ふれあいマーケット長谷店

見どころ

立ち寄り

④

自転車下りスタート

ダム展望台

川上口 福田寺

長谷ダム
右岸道路

ダムの紹介

エル・ビレッジの紹介

お寺云われ

①

エル・ビレッジ
おおかわち

村営ふれあい
マーケット
川上店

②

③

栗区観光案内板
（八幡山パワースポット）

ホテル
モンテ・ローザ

割烹さんだお

龍軍の滝村営ふれあい
マーケット長谷店

足尾の滝

長谷区ヒペリカム

神河特産
自然薯

ホテルモンテ・ローザ

栗区観光案内板
龍軍の滝

足尾の滝

割烹さんだお

長谷ダム

砥峰高原山麓自転車下りコース

八幡山の云われ

開花時期（6月中旬頃）開花時期（6月中旬頃）



大河抱き地蔵

抱き地蔵の云われ

⑤

zakka cafe
衣都

割烹 山水

寺前駅
神河町
観光交流センター

余田屋

Cafe haku

OUCHI CAFE 花華
Cafe hanul

Cafe ikoi

喫茶林檎の木

水車公園こっとん亭余田屋
寺前駅前にあるラー
メン店。柚子と塩スー
プの「銀の馬車道ラー
メン」が人気。

zakka caffe衣都

zakka caffe衣都

カーミンの観光案内所

洋服・アクセサリーな
ども販売するカフェ。

割烹 山水
気軽な定食から会席
まで多彩なメニューが
楽しめます。

Café Haku
寺前駅前商店街にあ
るカフェ。ゆず味噌サ
ンドイッチやふわとろ
オムライスがあります。

OUCHI CAFÉ 花華

OUCHI CAFÉ 花華

モーニングやおやつ
セットが楽しめる、可
愛いカフェです。
（写真はモーニング）

Café hanul

Café hanul

ランチや手作りス
イーツが楽しめるカ
フェ。家族揃って入り
やすいお店です。

立ち寄り

砥峰高原山麓自転車下りコース

割烹 山水

余田屋

Café Haku

大河抱き地蔵大河抱き地蔵
抱いて願い事をすれば、願いが
叶うとの伝承があります。
抱いて願い事をすれば、願いが
叶うとの伝承があります。

見どころ



※掲載内容は作成時の情報です。最新情報は各店舗へご確認ください。

峰山高原山麓自転車下りコース

峰山高原山麓峰山高原山麓 砥峰高原山麓砥峰高原山麓自転車下り自転車下り・・ お店紹介お店紹介 ●場所はマップ内でご確認ください●

渓流を眺めながら囲炉裏を囲み、炭火焼きや会席料理、各種鍋がいただけます。

民家の一角にあるお蕎麦屋さん。コシがあって美味しいお蕎麦です。

全ての品種のブドウが「兵庫推奨農産物」に認定されています。直売しているのでぜひお越しください。

砥峰山麓コースのスタート地点からすぐ。エネルギー補給をしていこう。

関西電力PR館にある喫茶店。話題のダムカレーはボリュームたっぷり。

自然を存分に堪能できる高原リゾート。フレンチを中心とした、神河町ならではの食材を取り入れた料理が楽しめます。

明石直送の新鮮な魚や地元産の野菜・豆腐を使った定食が味わえます。

地域の新鮮な野菜が揃う、地域密着のコンビニ。コンビニに「長谷ふれあい会館」も併設しています。

ランチは要予約で野菜たっぷりのスープオムライスなどがあります。

水車公園にあるお食事処。こんにゃくづくりやそば打ち体験もできます。

自家焙煎したこだわりの珈琲の他、モーニング・ランチ・スイーツが楽しめるカフェ。

ボリュームたっぷりでリーズナブルな定食が魅力。手軽なランチにオススメです。

気軽な定食から会席まで多彩なメニューが楽しめます。

寺前駅前にあるラーメン店。柚子と塩スープの「銀の馬車道ラーメン」が人気。

寺前駅前商店街にあるカフェ。ゆず味噌サンドイッチやふわとろオムライスがあります。

ランチや手作りスイーツが楽しめるカフェ。家族揃って入りやすいお店です。

モーニングやおやつセットが楽しめる、可愛いカフェです。

囲炉裏の宿豊楽

手打ちそば敏八（※要予約）

加門果樹園

村営ふれあいマーケット川上店

ホテルモンテ・ローザ

割烹さんだお

村営ふれあいマーケット長谷店

zakka caffe衣都

水車公園こっとん亭

Café ikoi

喫茶林檎の木

割烹 山水

余田屋

Café Haku

café hanul

OUCHI CAFÉ 花華

0790-34-0120

0790-34-1583

0790-34-1044

0790-35-0240

0790-35-0891

0790-35-0777

0790-35-0625

0790-35-0355

0790-35-0330

0790-34-1666

0790-34-1101

0790-34-0150

0790-34-1016

0790-34-0006

080-8312-2712

0790-20-4065

090-8797-9510

無休

水

火

木・日

月火水

月

不定休

火

金

木・日

火

水

月

月・火

火・水

11：00～18：00

11：00～17：00

10：00～18：00

7：00～17：00

7：00～17：00

7：00～16：00

9：00～16：30

9：00～16：00

エルビレッジおおかわち
（喫茶アプリコット）

11：30～15：00
（17：30～21：00）

9：00～17：00
（開園期間7月中旬～10月中旬）

名　称 時　間 定休日 TEL お店紹介

10：00～17：00
（12月～3月は10：30～15：30）

11：30～14：00
（夜は要予約）

11：30～14：00
（18：00～21：00）

水
（臨時休業有り）

9：00～18：00
（冬季9：00～17：00）

11：30～14：00
（17：00～21：00）
11：00～15：00
（17：00～21：00）

11：00～15：00
（夜は要予約）

寺前駅周辺

砥峰高原山麓自転車下りコース


