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●お問い合わせ

　 美湯 松帆の郷
淡路市岩屋3570-77 0799-73-2333 700円

　 アクアイグニス淡路島
淡路市夢舞台2-28 0799-73-6602 

900円（平日）
1,100円（土日祝）

　 東浦花の湯
淡路市久留麻2743 0799-74-0101 730円

　 パルシェ香りの湯
淡路市尾崎3025-1 0799-85-1126 730円

　 五色温泉 ゆ～ゆ～ファイブ
洲本市五色町都志1087 0799-33-1601 700円

　 洲本温泉 うるおいの湯（足湯） 
洲本市山手2丁目1-806 0799-22-3158 無料

　 サンライズ淡路 
南あわじ市広田広田1466-1 0799-45-1411 600円

　 南あわじクア施設 さんゆ～館 
南あわじ市神代社家2332 0799-43-3939 630円

　 南あわじリフレッシュ交流ハウス ゆーぷる
南あわじ市北阿万筒井1509-1 0799-50-5126 630円

　 潮崎温泉 足湯うずのゆ
南あわじ市福良甲1528-7地先 0799-52-2336 無料

※各施設の入浴料金はすべて大人料金です。

※営業時間、定休日などが変更となる場合がございます。詳細は各施設にお問い合わせ下さい。

　産直赤い屋根
淡路市中田4139-4 0799-62-7245 無

　JA淡路日の出農産物直売所 御食菜采館
洲本市本町2-3-19 0799-23-1129 水曜

　あわじ島まるごと 美菜恋来屋
南あわじ市八木養宜上1408 0799-43-3751 火曜

道 の 駅

産地直送

　道の駅あわじ
淡路市岩屋1873-1 0799-72-0001 年中無休

　道の駅東浦ターミナルパーク
淡路市浦648 0799-74-2707（やま高） 年中無休
 0799-75-2268（ゆめの浜）

　道の駅うずしお
南あわじ市福良丙947-22 0799-52-1157 水曜・木曜（祝日の場合営業）

　道の駅福良
南あわじ市福良甲1528-4 0799-52-2336 年中無休（施設により異なる）

　
　
雨
の
日
で
も
楽し
める

　
雨の
日を
満喫

あわじナビ http://www.awajishima-kanko.jp
岩屋観光案内所  20799-72-3420
南あわじ観光案内所  20799-52-2336

洲本観光案内所  20799-25-5820
淡路SA観光案内所  20799-72-0168

一般社団法人

グルメガイド

おいしさの秘密は
こちらから

淡路島の“最新の美味しい情報”が満載！
グルメガイドが誕生しました。

ポータルサイトOPEN！

みけつさいさいかん

みなこいこいや

淡路島の生しらす

淡路島牛丼 生サワラ丼 島スイーツ

淡路島ぬーどる
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淡路市岩屋大林2674-3　 0799-72-0220　
入館無料　 売店無休　 レストラン店舗ごとに設定

淡路ハイウェイオアシス
花と緑のアトリウムを中心にレストラン、売店などの
施設を備えています。

淡路市尾崎3025-1　 0799-85-1162　
入場無料　 不定休　 10：00～17：00

パルシェ香りの館
さまざまな香りを学び、体験できる「香りのテーマパーク」で、香水
やキャンドル、お香、ハーブ石けんなどの手作り体験が人気です。
他にもハーブ園、大温室、天然温泉も楽しめます。

ウェルネスパーク五色

淡路市中田4155-1 　 0799-60-2248
入場無料　 年中無休　 9：00～17：00（年末年始・変更あり） 

たこせんべいの里
たこ・えび・いかをベースとしたオリジナルせんべいを販
売しております。試食はもちろん花と緑に彩られた休憩コ
ーナーでは、コーヒーやお茶の無料サービスがあります。

南あわじ市松帆脇田105‐2　 0799-36-2303
体験料2,200円（税別）～（送料別） 　 木曜　 10：00～16：00

安冨白土瓦
淡路瓦粘土の土遊びを通じて、ここでしか出来ない
体験をお楽しみ下さい。併設された“かわらや”では
淡路島の新名物「かわら焼」が食べられます。

南あわじ市松帆西路1137-1　 0799-36-2314
大人300円  大学・高校生200円  小・中学生100円　 月曜　 9：00～17：00

南あわじ市滝川記念美術館 玉青館
日本南画界の第一人者、直原玉青画伯の絵画をコ
レクションする現代南画の美術館です。
2015年に奇跡的に発掘された、国生み神話の謎に
迫る松帆銅鐸を全7点展示しています。

南あわじ市津井1764　 0799-38-0362
2,500円（瓦5枚）　 不定休　 9：00～16：00

カラテカワラ（瓦割り体験）
誰でも空手家気分になりきって、瓦割り体験ができます。
割れやすいように特別に作ってあるので、女性や子供
でも割ることができます。

南あわじ市八木養宜上1401　 0799-43-2626
大人1,000円　4歳～中学生200円　 不定休　 9：30～17：00

淡路ファームパーク イングランドの丘
イギリス湖水地方をテーマにした自然いっぱいの農
業公園。パン＆バター作り、クラフト体験メニューが有
るほか、コアラ館、植物館も楽しめます。

南あわじ市八木養宜上1　 0799-42-2066
入場無料（各種体験は有料）　 不定休　 9：00～17：00

淡路島牧場
乳搾り体験、バター作り体験のほか子牛にミルクを飲ま
せる体験もできます。

南あわじ市福良甲1528-1地先　 0799-52-0260
大人1,800円　中高生1,300円、小学生1,000円、幼児300円
水曜定休・臨時休演あり（要問合わせ）　
定時公演1日4回 10：00/11：10/13：30/15：00

淡路人形座
情感溢れる浄瑠璃と、重厚な太棹三味線、哀歓の人間模様の
素晴らしい舞台をご覧いただけます。

南あわじ市福良丙936-3　 0799-52-2888
大人￥500 中高生￥200 小学生￥100 火曜（祝日の場合営業） 9：00～16：30

うずの丘 大鳴門橋記念館
●うずしお科学館
壁面スクリーンと巨大球体スクリーンに映し出された映
像でうずしおの仕組みを視覚的に学ぶことができます。

●ショップうずの丘味市場
300品以上の淡路島のおいしいもの、かわいいものなど
とっておきのおみやげがみつかります。

淡路市塩田新島8-5　 0799-62-1192
大人1,400円　3歳～小学生700円　 不定休 
3月～9月    9:30（平日10：00）～17：30
　10月～2月  9:30（平日10：00）～17：00

淡路ワールドパークONOKORO
屋外型アトラクションのほか、VRシューティングなど室内型アトラ
クションも充実しており、クラフト体験教室のメニューも豊富です。

洲本市塩屋1-1-8  火曜（祝日の場合翌平日休館）
レストラン 0799-25-1500 10：00～20：00
交流ゾーン 0799-24-0550 10：00～18：00

S BRICK（エスブリック）
チーズ工房併設のピザレストラン、子どもたちが自由に遊び、
大人たちが交流を深めるエリアなどを備える複合施設です。

洲本市山手1-1-27　 0799-24-3331　
一般500円、高校生・大学生300円、小学生・中学生150円
月曜（祝日の場合翌平日休館）、年末年始（12/28～1/4）
9:00～17:00（入館は16：30まで）

洲本市立淡路文化史料館
淡路島の歴史と文化を一堂に集めた淡路島の代表的な博物館で
す。淡路人形浄瑠璃や全国的にも著名な珉平焼など、島の人と風
土が生みだした美術工芸品や文芸作品などの展示が見られます。

淡路市多賀1255-1 　 0799-85-1301
工場見学無料、お香づくり500円　
年末年始・その他臨時休業有　 10：00～16：00

薫寿堂
淡路島はお香、お線香の生産高が日本一です。製造工程
を見学できるほか、お香づくり教室ではオリジナルインセンス
づくりに挑戦できます。※工場見学、各種体験は要問合せ。

淡路市夢舞台4　 0799-74-1200
大人750円、高校生以下は無料（※特別展開催は変更となります）
7月・11月の第2木曜　 10：00～18：00

兵庫県立淡路夢舞台公苑温室「あわじグリーン館」
高さ20ｍの大空間に、圧倒されるほどのダイナミックな植物や希少
な植物が集められ、子供も大人も夢中になれる温室です。

淡路市久留麻2485番地の1　 0799-74-2005　
入場無料　 年末年始　
10：00～16：00  ※10名様以上要予約

千年一酒造
酒蔵見学ができ、古い酒造りの道具が並べられたミニギ
ャラリーでは、利き酒ができます。

淡路市河内333-1 0799-74-3560
高校生以上800円、3歳以上中学生以下400円 
1月1日 10：00～11：30 13：00～15：30入場受付

吹き戻しの里
昔なつかしい玩具、吹き戻しの工場見学と、吹
き戻しの製作体験ができます。

淡路市浦668-1 0799-75-2585
webにて要確認（https://www.awajishitougeikan.com/price.html） 
月曜（祝日の場合翌日） 10：00～16：00受付

淡路市立陶芸館
粘土作りや電動ロクロなど陶芸家気分を満喫できます。

淡路市浦668-2 0799-75-2011
大人620円、中高生310円、小学生210円 
月曜（祝日の場合翌日） 10：00～18：00

淡路市立中浜稔猫美術館
猫墨絵の第一人者・中浜稔画伯（淡路市出身）が描き出
した作品を一堂に展示する猫・ねこ・ネコの美術館です。

淡路市野島蟇浦985-1　 0799-70-9037
大人2,300円　中高生1,500円　4～12歳800円 
火曜　 平日11：00～19：00　土日祝10：00～19：00

HELLO KITTY SMILE
4つのレストラン・カフェに2つのショップ、プレイングルー
ムで1日中お子様と一緒に遊べます。

淡路市野島平林177-5　 0799-70-9022
入場のみ大人1,000円　子供500円
　LUNCH 大人6,400円 ４～12歳2,900円 平日料金　 水曜

HELLO KITTY SHOW BOX／HELLO KITTY APPLE HOUSE
ショーボックスでは、ハローキティのグリーティングショ
ーや楽しいパフォーマンスをヴィーガン料理を召し上が
りながら楽しめ、2022年4月にオープンした世界最大
のハローキティのりんごのおうちでは、360°シアターや
驚きの展望台でかわいいハローキティを体感できます。

淡路市小倉177　 0799-82-3020
大人730円、中高生310円、小学生260円  12月下旬   9：00～17：00

北淡震災記念公園
兵庫県南部地震で現れた野島断層を震災当時のま
ま、140ｍを建物で覆い保存している。断層が横切る
民家の公開や震度7の揺れも体験できる。

●高田屋顕彰館・歴史文化資料館
一介の船乗りから日露両国の紛争を調停した高田屋嘉
兵衛の生涯を大画面映像や各種資料を通じて紹介。北
前船・辰悦丸を復元（1/2サイズ）した模型の展示もある。
洲本市五色町都志1087　 0799-33-0354　
入館料　大人500円  高校・大学生300円  小中学生200円　
毎週火曜（祝日の場合翌平日休館）　 10：00～17：00
●夢工房
特産の瓦粘土を使った陶芸をはじめ多彩な体験
メニューが用意されており、うどん打ち、そば打ち
体験は初心者でも美味しく作れると好評です。
0799-33-1540　 第２木曜

●営業時間、定休日などが変更となる場合がございます。詳細は各施設にお問い合わせ下さい。

体験メニューの
詳細については

⬇
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