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ひょうごのまんなか かみかわちょうで おいしい旅を はじめよう！

神河町の　　　　　　　
ほっこりごはんとおやつ
神河町の　　　　　　　
ほっこりごはんとおやつ

KAMIKAWA
gourmet

ぐるめガイド



ひょうごのまんなか かみかわちょうで おいしい旅を はじめよう！

48×69

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。

●住所／神河町上小田332
　　　　☎0790‐34‐0120
●営業時間／11時半～15時（夜17時半～21時）
●定休日／無休

いろりのやど ほうらく

囲炉裏の宿 豊楽
水車公園にあるお食事処。麦とろ御
膳や手打ちそばなど素朴な料理が味
わえます。

●住所／神河町上岩87‐1
　　　　☎0790‐34‐1666
●営業時間／11時～15時(夜は要予約)
●定休日／火曜日

すいしゃこうえん こっとんてい

水車公園 こっとん亭
山際にある隠れ家的なお食事処。囲
炉裏でいただくコース料理は大人気。
完全予約制。
●住所／神河町上岩243
　　　　☎0790‐34‐1678
●営業時間／12時～14時
　　　　　　（夜：17時半～21時）
●定休日／火曜日

いろりていふるさとびより

いろり亭ふるさと日和
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。
夜と土日祝はご予約を。

●住所／神河町長谷1058‐2
　　　　☎0790‐35‐0625
●営業時間／11時半～13時半
●定休日／不定休

かっぽうさんだお

割烹 さんだお
寺前駅から約３分。落ち着いた雰囲
気のお食事処。気軽な定食から会席
まで多彩なメニューが楽しめます。

●住所／神河町寺前258‐1
　　　　☎0790‐34‐1016
●営業時間／11時半～14時（夜17時～21時）
●定休日／火曜日

かっぽう さんすい

割烹 山水

寺前駅前商店街にある割烹。創作和
食など会席やコース料理が人気。完全
予約制。仕出しあり。

●住所／神河町寺前73
　　　　☎0790‐34‐0117
●営業時間／12時～14時（夜17時～21時）
●定休日／水曜日

よしのや

よしのや
寺前駅から約３分の地元の人が集う
小さなお寿司屋さん。蒸し穴子と鉄
火巻が人気。テイクアウトもOK！

●住所／神河町寺前46
　　　　☎0790‐34‐0761
●営業時間／11時半～18時半
●定休日／月曜日

すし りきゅう

寿司 利久
国道312沿いにある割烹。ランチでは、
定番メニューのほか夏場のとろろ定
食や冬場のカキ定食などが人気。

●住所／神河町粟賀町407
　　　　☎0790‐32‐0150
●営業時間／11時半～14時（夜は17時～20時）
●定休日／月曜日

かっぽう つぼた

割烹 つぼた
仕出しの和食店。寿司折りやお弁当
を注文し、神河町を散策してみては。
焼きサバ寿しがオススメ。

●住所／神河町粟賀町414‐7
　　　　☎0790‐32‐0758
●営業時間／予約時相談
●定休日／火曜日

にしはた

にしはた

国登録有形文化財「旧難波酒造」を改
装した創作レストラン。ジビエを使っ
たランチが楽しめます。

●住所／神河町中村161
　　　　☎0790‐31‐2111
●営業時間／10時半～17時
●定休日／土、日曜日

そうさくりょうり しゅんかしゅうとう

創作料理 春夏秋冬
地元で人気のお好み屋さん。気さくな
お母さんがふわとろの生地を丁寧に
焼き上げてくれます。

●住所／神河町吉冨947‐2
　　　　☎0790‐32‐1518
●営業時間／11時～21時
●定休日／水曜日

ほそおか

ほそおか
かやぶき屋根が目印の道の駅。名物
の銀の馬車道定食には一本まるごと
の穴子天ぷらが。

●住所／神河町吉冨88‐10
　　　　☎0790‐32‐2837
●営業時間／9時～18時
●定休日／無休

みちのえき ぎんのばしゃみち かみかわ

道の駅 銀の馬車道・神河
播但道神崎北ランプ下車すぐのお食
事処。いろいろな定食や丼など手軽
なランチが楽しめます。

●住所／神河町猪篠1
　　　　☎0790‐35‐9889
●営業時間／9時～14時
●定休日／月曜日､第4日曜日

ごはんや しあわせのひなた

ごはんや しあわせのひなた

…和食　　　…洋食　　　…めん類　　　…カフェ（ランチあり）　　　…カフェ（カフェのみ）　　　…居酒屋　　　…お土産ほか

かみかわグルメマップKAM I
KAWA
TOWN
gourmet
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車

山際にある隠れ家的なお食事処。囲
炉裏でいただくコース料理は大人気。
完全予約制。
●住所／神河町上岩243
　　　　☎0790‐34‐1678
●営業時間／12時～14時
　　　　　　（夜：17時半～21時）
●定休日／火曜日

いろりていふるさとびより

いろり亭ふるさと日和
地元農産物や園内で収穫した野菜な
どを使ったバイキング。入園料が別途
必要。

●住所／神河町猪篠1868
　　　　☎0790‐32‐2911
●営業時間／11時～15時
●定休日／12月～2月の平日

神姫グリーンバス営業所前にある和
食のお店。温かい家庭料理を感じさ
せる各種定食が楽しめます。

●住所／神河町中村41
　　　　☎0790‐32‐2212
●営業時間／9時～14時・夜17時～21時
●定休日／水曜日

地元の人が通う寿司・割烹。ランチで
は小鉢やうどんが付く寿司定食が人
気。会席は要予約。

●住所／神河町中村224‐28
　　　　☎0790‐32‐1759
●営業時間／11時半～14時
●定休日／水曜日

特産品のゆずやアマゴを使ったメ
ニューが豊富。ニッポン全国鍋グラン
プリに輝いたメニューも。

●住所／神河町根宇野1019‐13
　　　　☎0790‐32‐1307
●営業時間／11時～14時半・17時～20時半
●定休日／第2、第4火曜（6、9、10～12月）

越知川沿いにあるお宿＆お食事処。
夏はアユ料理、冬はボタン鍋などが味
わえます。完全予約制。仕出しあり。

●住所／神河町越知385
　　　　☎0790‐33‐0024
●営業時間／予約時相談
●定休日／不定休

山間にある新田ふるさと村のお食事
処。手打ちそばを中心としたメニュー
をご用意しています。

●住所／神河町新田340‐1
　　　　☎0790‐33‐0870
●営業時間／11時～16時（LO15時半）
●定休日／水曜日

冬季スキーシーズンのみ、センターハ
ウス２階でランチやカフェが楽しめ
ます。

●住所／神河町上小田881‐146
　　　　☎0790‐34‐1900
●営業時間／10時～16時（ナイター日：～20時）
●定休日／スキーシーズンのみ営業

砥峰高原の麓にあるレストラン。ラン
チでは手軽なコース料理や御膳が。
人気のラクレットは要予約。

●住所／神河町長谷987
　　　　☎0790‐35‐0777
●営業時間／11時半～14時（夜17時半～21時）
●定休日／月曜日

タイ家庭料理のお店。グリーンカレー
やムーパットクラパオなど多彩なメ
ニューが人気。モーニングやカフェも。

●住所／神河町柏尾637‐1
　　　　☎0790‐32‐2220
●営業時間／8時～17時半
●定休日／日曜日

手作り薪窯で焼くピッツアが人気の
古民家イタリアレストラン。アンティ
パスト（前菜）やパスタも人気。

●住所／神河町粟賀町297
　　　　☎0790‐32‐0651
●営業時間／11時～15時（LO14時）
●定休日／月～水曜日

昔ながらのオムライスをはじめ、神河
町産の自然薯がトロっとかかった創
作メニューも。

●住所／神河町粟賀町520‐1
　　　　☎0790‐32‐3737
●営業時間／11時～15時半（LO15時）
●定休日／水～金曜日

よーでるのもり

ヨーデルの森
ごはんや こう

ごはんや 香
こざくら

小桜
ぐりーんえこーかさがた

グリーンエコー笠形

なかみち

なかみち
しんでんふるさとむら しょくじどころ せんがみね

新田ふるさと村 食事処 千ケ峰
みねやまこうげんりぞーと

峰山高原リゾート
ホテル内の中庭に面したレストラン
でランチやティータイムが楽しめま
す。ディナーは事前予約。

●住所／神河町上小田881‐146
　　　　☎0790‐34‐1516
●営業時間／10時半～15時（LO14時半）
●定休日／スキーシーズン休業

みねやまこうげんほてる りらくしあ

峰山高原ホテル リラクシア

ほてる もんて ろーざ

ホテル モンテ・ローザ
ふぁー たい

Faa Thai
まきがまぴっつぁ ら みあ かーさ

薪窯ピッツァ La Mia Casa
おむらいす あんど こーひーのおみせ びこーず

オムライス&コーヒーのお店Because

神河町のおいしいお店をご紹介します。 
地元の人が通う小さなお店やリノベーションした古民家カフェ、 
手打ちにこだわるお蕎麦屋さんやかわいいパン屋さんなど 
「こんなお店あったんだ！」を神河町で見つけてみませんか？



繊細ながらしっかりとした蕎麦は、風
味、喉ごしとも抜群。定食や丼なども
充実しています。

●住所／神河町粟賀町581‐1
　　　　☎0790‐32‐0032
●営業時間／11時半～14時半
●定休日／火曜日

京都で３５年愛されたお店を切り盛
りされてきたご主人がふるさとで開
かれた手打ちうどん店。

●住所／神河町猪篠2127
　　　　  090‐3861‐3070
●営業時間／11時～14時（夜17時～18時半）
●定休日／日・月曜日

ご主人が力を込めて打つ、ノド越しの
よい十割蕎麦は数量限定。 奥さまが
揚げる天ぷらとのセットが人気。

●住所／神河町中村80
　　　　☎090‐7839‐0457
●営業時間／11時～14時
●定休日／月～木曜日

越知川沿いにある蕎麦処。風味豊か
な十割蕎麦を味わうため、まず一口
目は名水にくぐらせて。

●住所／神河町岩屋466‐1
　　　　☎0790‐33‐0363
●営業時間／9時～15時
●定休日／水・木・金曜日

自家焙煎したこだわりコーヒーのほ
か、モーニング、ランチ、スイーツが楽
しめるカフェ。くつろげる雰囲気。

●住所／神河町上岩3‐2
　　　　☎0790‐34‐1101
●営業時間／7時～17時
●定休日／金曜日

ボリュームたっぷりでリーズナブルな
定食が魅力。手軽なランチとしてオス
スメです。

●住所／神河町比延35‐2
　　　　☎0790‐34‐0150
●営業時間／7時～17時
●定休日／木・日曜日

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

●住所／神河町寺前31‐3
　　　　☎080‐8312‐2712
●営業時間／7時～16時
●定休日／月曜日

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。

●住所／神河町長谷字新田34‐1
　　　　☎0790‐35‐0891
●営業時間／10時～17時
　　　　　　（12月～3月は10時半～15時半）
●定休日／月、火、水曜日

洋服・アクセサリーなども販売するカ
フェ。野菜たっぷりのスープオムライ
スなどランチは予約注文で。

●住所／神河町長谷1199
　　　　☎0790‐35‐0330
●営業時間／9時～18時（冬期9時～17時）
●定休日／水曜日、臨時休業あり

モーニングとランチでにぎわうお店。
ガッツリ食べたい人のお昼にオスス
メ。

●住所／神河町東柏尾656‐1
　　　　☎0790‐32‐1452
●営業時間／7時～14時（LO13時半）
●定休日／火曜日※金曜日はモーニングのみ

そばしょくじどころ なごみ

そば食事処 和心

コワーキング及び宿泊棟も併設した
サイクルカフェです。美容と健康を意
識したユニークなスープや、本格ドイ
ツパンなどをお楽しみ頂けます。

●住所／神河町寺前207‐3
●営業時間／11時～17時
●定休日／月・火曜日

らどーれ かみかわさいくるかふぇ

RADOHRE 神河サイクルカフェ

てうちうどん じんろく

手打ちうどん 甚六
そばどころ さき

蕎麦処 咲

そばどころ ばくのいえ

そば処 ばくの家
かふぇ いこい

Cafe ikoi
きっさ りんごのき

喫茶 林檎の木

かふぇ はく

Cafe Haku
えるびれっじおおかわち（きっさあぷりこっと）

エルビレッジおおかわち（喫茶アプリコット）
かふぇ いつ

cafe 衣都
かふぇ あんど れすとらん あすなろ

カフェ&レストラン あすなろ

民家の一角にあるお蕎麦屋さん。ご
主人が丁寧に打つは蕎麦はコシが
あって美味。

●住所／神河町南小田919‐1
　　　　☎0790‐34‐1583
●営業時間／11時～18時
●定休日／予約のみ

砥峰高原の前にある蕎麦処。ノドごし
の良い細麺と山菜のてんぷらのトッ
ピングがオススメです。

●住所／神河町川上801
　　　　☎0790‐31‐8100
●営業時間／10時～16時
●定休日／月曜日、冬季、不定休

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。
餃子や唐揚げなどサイドメニューも。

●住所／神河町寺前30‐2
　　　　☎0790‐34‐0006
●営業時間／11時～15時（夜17時～21時）
●定休日／水曜日

てうちそば としや

手打ちそば 敏八
へいけそばどころ こうりゅうあん

平家そば処 交流庵
よでんや

余田屋

中華メニューが豊富なラーメン店。麺
や餃子の皮は手づくり。カラっと揚
がった唐揚げも人気。

●住所／神河町福本557‐4
　　　　☎0790‐32‐2155
●営業時間／11時半～14時半（夜17時～20時半）
●定休日／木曜日

らーめんはちばん

らー麺八番

…和食　　　…洋食　　　…めん類　　　…カフェ（ランチあり）　　　…カフェ（カフェのみ）　　　…居酒屋　　　…お土産ほか

古民家をリノベーションした洋食屋
さん。但馬牛を使ったハンバーグやカ
レーなどが人気。予約がオススメ。

●住所／神河町猪篠2094
　　　　☎0790‐35‐8755
●営業時間／11時～15時（LO14時）
●定休日／木・金・土曜日

こみんかれすとらん あんど かんとりーざっか すてぃっく

古民家レストラン&カントリー雑貨 STICK
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黒岩の滝

至 一宮

峰山高原ホテル
リラクシア

峰山高原リゾート（スキー場）

とのみね
自然交流館

太田の滝

粟賀ゴルフ
倶楽部

桜華園
カーミンの観光案内所

神河町役場

新野水車の里

至 福崎・姫路

至 朝来・和田山

至 

多
可

至 生野

足尾の滝

ホテル
モンテ ローザ

犬見川

市川

猪篠川

越知川

小田原川

エル・ビレッジ
おおかわち

太田池
太田ダム

長谷ダム

大河内高原

越知川名水街道

銀の馬車道

長谷駅

新野駅 福本遺跡

福本藩陣屋跡

ヨーデルの森

南山名水
熊野神水
熊野神社

川の駅越知

笠形神水
グリーンエコー
笠形

扁妙の滝

千ヶ峰
南山名水

大畑の大杉

不動の滝

新田
ふるさと村

法楽寺（播州犬寺）
かんざきピノキオ館

徹心寺

JR播但線

バイカモ

バイカモ 神崎南
ランプ

神崎北
ランプ

播
但
連
絡
道
路

寺前駅

はにおか
運動公園

神河町役場 404
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神姫グリーンバス
銀の馬車道
交流館

播
但
連
絡
道
路

312

道の駅｢銀の馬車道・神河｣

砥峰高原

峰山高原

犬見川ホタル

バイカモ

扁妙の滝

播州犬寺｢法楽寺｣

神河町は兵庫県のほぼ中央にあるハート型のまちです。 
自然豊かな神河町には、映画やドラマのロケ地にもなった関西有数の ススキの大草原・
砥峰高原と1000ｍ級の山々に囲まれた峰山高原があります。また、清流・越知川沿いを
中心に名水や滝が多く点在しています。 
春には桜、夏にはホタル、秋にはススキ、冬には雪など…四季折々の神河町を楽しみなが
ら、おいしいお店を探してみませんか？

神河町ぐるめＭＡ神河町ぐるめＭＡ ＰＰ

…和食　　　…洋食　　　…めん類　　　…カフェ（ランチあり）　　　…カフェ（カフェのみ）　　　…居酒屋　　　…お土産ほか

銀の馬車道交流館

神姫グリーンバス
粟賀営業所

こっとん亭
寺前駅



国道312号沿いにある喫茶店。コー
ヒーなどドリンクのほか軽食のご用
意も。常連さんの集うお店です。

●住所／神河町粟賀町416
　　　　☎0790‐32‐1915
●営業時間／7時～18時
●定休日／水曜日

きっさ なう

喫茶 ナウ
オーナーが営む駄菓子屋さんに隣接
する喫茶店。ドリンクのほか軽食もあ
ります。

●住所／神河町中村181
　　　　☎0790‐32‐1170
●営業時間／9時～20時
●定休日／不定休

山間にある隠れ家的な居酒屋さん。
おいしい料理とおいしいお酒が充実
しています。

●住所／神河町福本858‐6
　　　　☎0790‐32‐2153
●営業時間／17時～23時半
●定休日／不定休

四季折々の生菓子やどら焼きなど和
菓子が並ぶお店。人気のかしわ餅は
売り切れない内に。

●住所／神河町東柏尾671‐11
　　　　☎0790‐32‐0557
●営業時間／8時～18時
●定休日／火曜日

●申込み／㈱神崎フード
●☎0790-31-2655
●販売店／道の駅 銀の馬車道・
　　　　　神河ほか

レトロな古民家カフェ。優しい味の
ケーキやランチが人気。お子さま連れ
も入りやすいお店。

●住所／神河町杉440‐2
　　　　☎0790‐32‐2322
●営業時間／10時～17時
●定休日／火・水・木曜日

三代目が作る和菓子や洋菓子が人気。
仙霊茶のどら焼きやかりんとう饅頭、
ロールケーキは多くのファンも。

●住所／神河町粟賀町580
　　　　☎0790-32-0039
●営業時間／8時半～18時半
●定休日／水曜日

モーニングやおやつセットが楽しめ
る地元の人にも人気の小さなかわい
いカフェです。

●住所／神河町寺前91
　　　　☎090‐8797‐9510
●営業時間／9時～16時
●定休日／火・水曜日

ギャラリーの一角にあるカフェスペー
スでは手作りシフォンケーキがオス
スメ。気軽に立ち寄れるギャラリー。

●住所／神河町山田846‐2
　　　　☎080‐1437‐1925
●営業時間／9時～16時
●定休日／木曜日

道の駅「銀の馬車道・神河」にあるアン
テナショップ。カフェスペースがあり、
手づくり菓子などが並ぶ。

●住所／神河町吉富88‐10
●営業時間／10時～16時（変動あり）
●定休日／火～金曜日

無添加の天然酵母をはじめ厳選され
た材料で一つ一つ丁寧に焼き上げら
れたパンが並びます。

●住所／神河町柏尾701‐1
　　　　☎070‐1849‐5010
●営業時間／9時～19時
●定休日／火・水曜日

きっさ まつば

喫茶 まつば
むかしごはんとおやつのじかん たのしや

昔ごはんとおやつの時間 楽や
おうち かふぇ はなはな

OUCHI CAFE 花華

みちのえき アンテナショップ かまど

道の駅 アンテナショップ かまど
ぎゃらりー あんど きっさやまだ

ぎゃらりー&喫茶やまだ
いざかや さいか

居酒屋 彩華
じゅくせいぱんこうぼう あぼ－でん

熟成パン工房 ABODEN

モーニング、ランチ、お茶、スイー ツと
幅広く使えるお店。店内はゆったりス
ペースで、くつろげる雰囲気です。

●住所／神河町粟賀町577‐1
●営業時間／9時～16時半（LO)
●定休日／火曜日

いこまい かふぇ 

IKOMAI CAFE 

銀の馬車道弁当

焼きたてのパンの香りが漂う店内に
はクリームパンやカレーパンなど20
～30種類のパンが並びます。

●住所／神河町中村58-5
　☎0790‐32‐1948

●営業時間／8時～18時（売り切れ次第終了）
●定休日／水・木曜日

みや - ぱん

miya-pain
りゅうげつどう たまがわ

柳月堂 玉川
かしゅんどころ さい

菓旬処 彩 sai

800円〈税込み〉
●申込み／㈱神崎フード
●☎0790‐31‐2655
●販売店／道の駅 銀の馬車道・
　　　　　神河ほか

神河弁当

●オリジナルお弁当●

1,100円〈税込み〉

ＪＲ寺前駅よこにある観光案内＆お土産販売所
です。この観光案内所には、町内のいろいろな
特産品が並ぶほか、ゆずジュースやコーヒーを飲
むこともできます。

●住所／神河町鍛治142‐47
　　　　☎0790‐34‐1001
●営業時間／9時～17時
●定休日／水曜日

カーミンのかんこうあんないじょ

カーミンの観光案内所

 ゆずシロップ
【根宇野柚子加工グループ】

にんじんジュース
【アグリイノベーション 神河㈱】

仙霊茶
【㈱仙霊】

あまざけ
【播州こうじや】

ゆず太くん
【兵庫西農協】



ひょうごのまんなか かみかわちょうで おいしい旅を はじめよう！

48×69

♥神河町役場 地域振興課
〒６７９‐３１１６ 兵庫県神崎郡神河町寺前６４
TEL.０７９０‐３４‐０９７１ FAX.０７９０‐３４‐０69１
https://www.town.kamikawa.hyogo.jp

♥カーミンの観光案内所
〒６７９‐３１１２ 兵庫県神崎郡神河町鍛治１４２‐４７
TEL.０７９０‐３４‐１００１ FAX.０７９０‐３４‐０７７７
https://www.kamikawa-navi.jp
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山陽姫路東 IC

姫路 JCT

福崎 IC大阪

岡山

神戸

山陽新幹線

中国自動車道 播但連絡道

姫路バイパス

山陽自動車道

播但線

観
光
ス

ポッ
ト

神河町をめぐる神河町をめぐる

鳥取県

京都府

大阪府

兵庫県

岡山県

鳥取駅

城崎温泉駅

和田山駅
福知山駅

谷川駅

長谷駅
寺前駅
新野駅

相生駅
山陽姫路東IC

神崎南ランプ

神崎北ランプ

福崎IC

姫路駅
加古川駅

西明石駅
三ノ宮駅

大阪駅

JR播但線

神河町
播但連絡
有料道路

新名神高速道路
中国自動車道

山陽自動車道

JR神戸線

高原エリア 銀の馬車道エリア 名水街道エリア

峰山高原リゾート
神河町上小田881-146／☎0790-34-1900

リラクシアの森
神河町上小田881-146／☎0790-34-1516

砥峰高原 
神河町川上801／☎0790-31-8100

グリーンエコー笠形
神河町根宇野1019-13／☎0790-32-1307 

新田ふるさと村
神河町新田340-1／☎0790-33-0870 

越知川名水街道自転車下り 
神河町新田～中村／☎0790-32-1021 

農村公園ヨーデルの森 
神河町猪篠1868／☎0790-32-2911 

桜の山桜華園 
神河町東柏尾146／☎0790-32-2299（開園期間中）

新野水車の里 
JR播但線｢新野駅｣西側／☎0790-34-1001 
?

神河町へのアクセス

神河町へのお問合わせ

JR

車

山際にある隠れ家的なお食事処。囲
炉裏でいただくコース料理は大人気。
完全予約制。
●住所／神河町上岩243
　　　　☎0790‐34‐1678
●営業時間／12時～14時
　　　　　　（夜：17時半～21時）
●定休日／火曜日

いろりていふるさとびより

いろり亭ふるさと日和


