
～出会い・感動～

「夢但馬キャンペーン」

期間 平成 26年 7月～9月

ＪＲ駅からキャンペーンエリアの観光地・宿泊地をめぐる 1日 500 円

（小人 250 円）のガイドつき周遊バスで、但馬の観光に大変便利です。

○たじまわる 1号（7月～10月運行）1日 12便（6往復）

ＪＲ和田山駅～ 山城の郷(竹田城跡)～竹田まちなか観光駐車場～あさご芸術の森美術館～

生野銀山～朝来市役所生野支所～ＪＲ生野駅

○たじまわる 2号（海コース）（7月～9月運行）1日 10便（5往復）

ＪＲ城崎温泉駅～城崎マリンワールド～竹野浜海水浴場～切浜海水浴場～ジオパークと

海の文化館～大乗寺～ＪＲ香住駅～道の駅あまるべ(余部鉄橋「空の駅」）

○たじまわる 2号（山コース）（10月運行）1日 8便（4往復）

ＪＲ城崎温泉駅～ＪＲ豊岡駅～神鍋高原～道の駅村岡ファームガーデン～猿尾滝～木の殿堂

～但馬高原植物園～全但バス福岡ハチ北口～道の駅ハチ北

○たじまわる 3号（7月～9月、11月運行）1日 12便（6往復）

ＪＲ城崎温泉駅～ＪＲ豊岡駅～玄武洞公園～コウノトリの郷公園～全但バス出石営業所

○たじまわる 4号（8月運行）1日 12便（6往復）

ＪＲ和田山駅～山城の郷(竹田城跡)*1～竹田まちなか観光駐車場*1～道の駅ようか但馬蔵*2

～あゆ公園～おおやアート村 BIG LABO～木彫展示館～天滝 *1：往路のみ *2：復路のみ

○たじまわる 5号（7月～8月）1日 10便（5往復）

全但バス湯村温泉～但馬牧場公園～全但バス湯村温泉～ＪＲ浜坂駅～山陰海岸ジオパー

ク館～余部鉄橋「空の駅」（道の駅あまるべ）～ＪＲ香住駅

※後述の「たじまフリーきっぷ」や、旅行会社で販売する「たじまフリーパス」「全但バスフリー

乗車券」でもご乗車いただけます。

「夢但馬周遊バスたじまわる」のコース・時間など詳しくは、「たじまわる」ホームページを

ご覧ください。 http://tajima-tabi.net/tajimawaru/

「夢但馬周遊バスたじまわる」の運行（土日祝のみ）



城崎温泉といえば浴衣を着て外湯めぐりと町歩き。夏の夜は夢花火や縁日のほか若旦那BAR
など夜の城崎も楽しんでいただけます。また城崎マリンワールドではご家族で楽しめる企画を
ご用意いたしました。

◆城崎温泉夏物語 2014（夢花火・夢広場）
「夢花火」は期間中の平日午後 9時から開催される花火大会です。
温泉街から見る花火は情緒抜群です。花火打ち上げ中は、北柳通り
が歩行者天国として開放されます。
「夢広場」は期間中の平日夜四所神社境内で縁日（菓子販売、スーパ
ーボールすくい等）が開催され、特定日には城崎温泉隊オンセンジャ

ーショーもあります。
・期 間：平成 26 年 7月 21 日（月）～8月 24 日（日）

※8/13～8/15 は除く
・お問い合わせ：城崎温泉観光協会 ℡0796-32-3663

◆若旦那 BAR（8 月の平日に予定）

城崎温泉の柳並木に旅館の若旦那が Bar を開店します。若旦那自身が
バーテンダーとなり、お客様をおもてなし。ライトアップされた柳並木を
眺めながら地ビール、地酒、そして若旦那トークをお楽しみください。

・期 間：未定
・お問い合わせ：城崎温泉旅館協同組合 ℡0796-32-4141

◆手ぶら観光
城崎温泉（旅館組合加盟施設約 70 施設）に宿泊されるお客様の手荷物を城
崎温泉駅前「お宿案内処」にてお預かりします。お預かりした荷物は宿泊
される旅館・ホテルへお届けしますので、お客様は手ぶらで温泉街の散策
や、お食事・お買い物を楽しまれた後、そのままチェックインしていただ
けます。

・お預かり箇所:城崎温泉旅館協同組合（お宿案内処）（JR 城崎温泉駅前）
・対 象 施 設:城崎温泉旅館協同組合加盟施設（約 70 施設）
※お取り扱いできない施設もございます。詳しくはお尋ねください。

・そ の 他：有料です。当サービスは 9:00～17:00 でご提供していますのでご注意
下さい。
チェックイン前…手荷物１個あたり 50円

チェックアウト後（日帰り）…手荷物１個あたり 300 円
・お問い合わせ:城崎温泉旅館協同組合 ℡0796-32-4141（9:00～18:00無休）

日和山海岸にある体験型の水族館。毎年変わるイルカ・アシカシ
ョーをはじめ、トドのダイビング、セイウチのランチタイム、ペン
ギンの散歩、ダイブアドベンチャーなどのアトラクションが多彩。
体験オプションとして、ドルフィンタッチ・ドルフィントレーナー、

バックヤードツアー、アジ釣りなどが楽しめます。期間中、帰りの
JR 券をご提示いただくと、オリジナルグッズプレゼント（帰りの JR
きっぷを提示しお申し出ください）
・営業時間：9：00～17：00（最終入場 16：30まで）

※7/20～8/31 は 9：00～18：00（お盆期間は営業時間を変更します）
・入場料金：大人 2,470 円、小中学生 1,230 円、幼児（3歳以上）620 円

・お問い合わせ：城崎マリンワールド ℡0796-28-2300
・ア ク セ ス：JR 城崎温泉駅から全但バス日和山行き約 10 分。日和山バス停下車。
○夢但馬周遊バスたじまわる
7月～9月の土日祝は「夢但馬周遊バスたじまわる 2号海コース」が運行。

城崎温泉（豊岡市）

主な観光素材

城崎マリンワールド（豊岡市）



◆城崎マリンワールド 夏の主なオプションメニュー
≪キッズフェスタ≫

園内あちこちで、通常のアトラクションでは味わえないマリンワールドの生きものたち
との臨場感あふれるイベント。

★期間：7/20～8/31（8/13～16 除く）
≪セイウチガイドとひげにふれるツアー≫

巨漢が接近、驚愕の 10ｃｍ！この威圧感に負けずに、ひげ
にふれる勇気をもつことがカギ！
★期間：9/1～11/30の日祝日
★時間：12：10 から約 15 分

★条件：定員 15 名 ※3才以上、8才以下は保護者同伴
★予約：当日先着順
★料金：500円 （入場料とは別途）

≪飼育員に聞いてみたい（飼育員ライブ）≫
思わず聞いてみたくなるようなオドロキをご用意！

★期間：9/1～30 の日祝日

★時間：12：30 から約 20 分

山陰海岸ジオパーク竹野海岸エリアをシーカヤックで巡る冒険ツー
リング。波の音、風の音、潮の香り、陽の光、岩肌の冷たさなど五感

を使って地球の鼓動を体感できます。
・期 間：平成 26年 4 月～10 月
・所要時間：60 分～150 分
・その他：要予約、対象年齢：小学校 4年生以上
・日帰り 3,200 円～6,500 円（コース及び受入施設により異なります。）
・宿泊付（１泊）8,200 円～30,000 円（コース及び受入施設により異なります。）

・お問い合わせ：たけのスタイル推進協議会（竹野北前館内）℡0796-47-2020
・アクセス：JR 竹野駅から全但バス（竹野行き）竹野下車徒歩 5分、又はタクシー10 分。
○夢但馬周遊バスたじまわる
7月～9月の土日祝は「夢但馬周遊バスたじまわる 2号海コース」運行

山陰海岸ジオパークを代表するスポット。自然がつくり出した芸術ともい

うべき、見事な桂状の節理（岩石の割れ目）で知られる玄武洞は、約 160
万年前の噴火によって流れ出たマグマが冷え固まった際に形成されまし
た。世界で初めて地球磁場が反転していた時代のあったことが発見された
場所です。予約不要、ガイド料無料で案内を聞くことができます。
≪DISCOVER WEST ハイキング 地元ガイドとまち歩き
山陰海岸ジオパーク「自然遺産 玄武洞公園を探訪」※予約不要≫

・コ ー ス：玄武洞公園案内所（集合：休憩棟）→青龍洞→玄武洞→白虎
洞→南朱雀洞→北朱雀洞→玄武洞公園案内所

・期 間：平成 26年 4 月～平成 26年 9 月の毎週土・日曜日
※大雨、降積雪等により中止となる場合がございます

・集合時間：①9:40発、②10:50 発
・距 離：約 1.0km（所要時間約 40分）

・お問い合わせ：豊岡観光協会 ℡0796-22-8111
・アクセス：城崎温泉駅からレンタサイクルで 15 分
○夢但馬周遊バスたじまわる
7月～9月、11 月の土日祝は「夢但馬周遊バスたじまわる 3号」が運行。

竹野ジオカヌー（豊岡市）

玄武洞公園（豊岡市）



平成 26 年 4 月オープンのお菓子をテーマとした新施設。カフェ・レストランやスイーツシ

ョップ、カクテルや地ビールなどを提供するＢＡＲも整備されています

・営業時間：カフェ・レストラン（7：30～21：00）、スイーツ販売（10：00～21：00）

ＢＡＲ（17：00～24：00）

・定 休 日：なし

・お問い合わせ：℡0796-26-1925

・アクセス：JR 豊岡駅から徒歩 10 分または全但バス八鹿方面又は出石方面行き「市役所前」

下車すぐ

平成 26 年 4 月にオープンしたカバンの専門店で、ものづくり愛好家のための鞄パーツも販

売しています。また鞄職人育成専門校も開校され、学生たちの様子を見学できます。小物作成

体験も可能。

・営業時間：11：00～18：00

・定 休 日：水曜日

・小物作成体験：3,000 円から

・お問い合わせ：℡0796-22-1709

・アクセス：JR 豊岡駅から徒歩約 15分

◆豊岡産鞄（アトリエ NUU）

NUU オリジナル型の中からお好きな色の組み合わせで自由に

オーダーできるお誂え鞄。お客様自身でお誂えいただく「マ

イカラーカードケース」や「マイカラーキーケース」もご用

意しました。自分だけのオリジナルをお作りください。

・期 間：平成 26年 4 月～平成 27年 3 月

・定 休 日：火・水曜日・お盆・年末年始

・営業時間：10:00～18:00

・お問い合わせ：アトリエ「NUU」℡0796-22-7732

・アクセス：ＪＲ豊岡駅より徒歩約 15分

◆豊岡鞄（バッグワークス）

兵庫県鞄工業組合の正式認定を受けた「豊岡鞄」ブランドの製品

です。3種類の革アクセサリー体験ができます。自分だけのオリ

ジナル革アクセサリーをお作りください。

・平日限定：要予約（事前に電話で訪問日時等を予約）

・期 間：平成 26年 4 月～平成 27年 3 月

・定 休 日：不定休（電話でご確認ください。）

・営業時間：9:00～17:00

・お問い合わせ：バッグワークス ℡0796-29-3344

・アクセス：ＪＲ豊岡駅より全但バス八鹿行き約 20 分「鞄団地」下車すぐ

まさに天からふってくるかのように水が流れ落ちる姿は圧巻。県下一の落

差 98 メートルを誇り、「日本の滝 100選」に選ばれています。天滝までの渓

谷には夫婦滝、鼓ヶ滝、糸滝など多くの滝群があり、「森林浴の森日本 100

選」にも選定されています。たじまわるバス停からは片道 1時間程度の登山

コースのため、歩きやすい靴でお越しください。

・お問い合わせ：やぶ市観光案内所 ℡079-663-1515

○夢但馬周遊バスたじまわる

8月の土日祝は「夢但馬周遊バスたじまわる 4号」が運行。

天滝（養父市）

豊岡 1925（豊岡市）

お誂え（豊岡市）

トヨオカ カバン アルチザン アベニュー（豊岡市）



全国屈指の山城遺跡。雲海に浮かぶその姿から天空の城、日本の

マチュピチュと呼ばれています。

土日祝は「特急はまかぜ 1.3.4.6 号」が竹田駅に臨時停車します。

更に土日祝は和田山駅から、竹田城跡を配したラッピング列車「天

空の城 竹田城跡号」（臨時普通列車寺前行き）を運行。

また土日祝には竹田駅から竹田城跡まで便利な「天空バス」も

運行されます。（一部竹田城跡のラッピングバス運行）

・観覧料金：大人 300 円、中学生以下無料

・竹田城跡のお問い合わせ：情報館 天空の城 ℡079-674-2120

○夢但馬周遊バスたじまわる

7月～10 月の土日祝は「夢但馬周遊バスたじまわる 1号」、8月

の土日祝は「夢但馬周遊バスたじまわる 4 号」も運行（山城の郷下車徒歩約 40 分、天空

バス(別途料金必要)を利用すれば徒歩 20 分）。

※天空バスの情報は、http://www.zentanbus.co.jp/をご覧ください。

山陰海岸の絶景が楽しめる地上 40 メートルの展望施設。明治

45年の完成から約100年間ＪＲ山陰本線を見守り続けてきた余

部鉄橋。平成 22 年に新しくコンクリート橋に架け替えられま

したが、餘部駅側の 3 本の橋脚は現地保存され、「空の駅」展

望施設として生まれ変わりました。展望施設ではベンチが設置

され日本海の絶景が楽しめます。また、かつてのマクラギやレ

ールなどを見ることができ、地上 40 メートルの浮遊感や日本

海の美しい眺めをお楽しみください。

※余部橋梁では、特急はまかぜ１号は列車の速度を落として運転します。（7/19～9/28 ま

での土日祝 予定）

・ご利用時 間：8：00～20：00

・お問い合わせ：香住観光協会 ℡0796-36-1234

・アクセス：ＪＲ餘部駅下車すぐ

○夢但馬周遊バスたじまわる

7 月～9 月の土日祝は「夢但馬周遊バスたじまわる 2 号海コース」が運行。7 月～8月

の土日祝は「夢但馬周遊バスたじまわる 5 号」も運行（ともに「道の駅あまるべ」下

車徒歩約 20分）

温泉街の中心でもうもうと湯けむりをあげる「荒湯」。源泉は

98 度の高熱温泉です。毎分 470 リットルのお湯が湧き出ていて、

湯つぼでは玉子や野菜を湯掻くことができます。また、春来川沿

いの足湯は天然かけ流しで疲れた足を癒してくれます。湯村温泉

の温泉街の中に隠れたハートを5つ見つけると素敵な記念品をプ

レゼントする「隠れハートを探せ」も実施中です。（携帯やスマ

ホ等で写真を写し、湯村温泉観光協会にお申し出ください）

・お問い合わせ：湯村温泉観光協会 ℡0796-92-2000

○夢但馬周遊バスたじまわる

7月～8月の土日祝は「夢但馬周遊バスたじまわる 5号」が運行

夢但馬 2014 登録イベント等については、夢但馬 2014 ホームページを検索して下さい。

（平成 26 年 5 月 16 日現在、314 事業を登録）http://www.tajima.or.jp/yumetajima/

天空の城 竹田城跡（朝来市）

余部鉄橋 空の駅（香美町）

湯村温泉（新温泉町）

その他イベント等の情報



キャンペーンのオープンに合わせ大阪ステーションシティの「時空の広場」においてオ

ープニングイベントを実施します。

・日時：平成 26年 7月 5日（土）・6日（日）11：00～18：00（未定）

・場所：大阪ステーションシティ 5階「時空の広場」

・内容：7月 5日(土)～6日(日)

オープニングセレモニー、各市町等観光紹介、ポスター展示、物産販売、

但馬のキャラ集合等

7月 7日(月)～9日(水)

ポスター展示 等

出石出身の書家・川尾朋子氏による 城崎温泉ゆかたまつり

書道パフォーマンス（7月 5日） ミスゆかたコンテスト予選（7月 6日）

天空の城の写真家・吉田利栄（朝来市

出身）によるトーク「竹田城跡と写真

と私(仮題)」（7月 5日）

夢但馬キャンペーンオープニングイベント

プロモーション

キャンペーン期間に合わせて、ホテルグランヴィア大阪で、「夢但馬を楽しもう！夏まつり

2014」を開催いたします。

・日 時：平成 26年 8 月 18日（月）・19 日（火） 18：30～20：30

・場 所：ホテルグランヴィア大阪（ＪＲ大阪駅直結）

・内 容：ホテル恒例イベントの「夏まつり」。

「夢但馬を楽しもう」をテーマに、但馬牛や「コウノトリの舞」ブランド

の野菜などの但馬食材をご用意。また出石そばや朝来市の B級グルメ「元気

丼」などご当地メニューをホテルシェフがアレンジ。

冷えたビールと但馬の魅力いっぱいで、大人が楽しむ夏まつり。

※チケットは、お一人様 6,000 円（前売り制）です。

ＰＲキャラバンの実施



キャンペーンにあわせて、京阪神・岡山・広島方面から但馬エリアへのフリータイプきっぷ「たじま

フリーきっぷ」を新たに発売します。「夢但馬周遊バス『たじまわる』」「全但バス路線(高速バス路線、

一部コミュニティバスを除く)バス全線」「天空バス」も乗り放題。こどもは一律 3,000 円とファミリー

旅行にもおすすめ。但馬エリアの観光に大変便利でおトクなきっぷです。

≪たじまフリーきっぷ≫

１．発売期間 平成 26 年６月１日（日）から平成 26 年９月 27 日（土）
※ご利用開始日の１ヶ月前から前日まで発売

２．ご利用期間 平成 26 年７月１日（火）から平成 26 年９月 30 日（火）までの連続する３日間
※平成 26年９月 28日ご利用開始分まで発売

３．発売区間および発売額

発駅 京都市内･大阪市内･神戸市内･岡山 福山 広島市内

おとな（１人あたり） 8,500 円 11,000 円 14,000 円

こども（１人あたり） 3,000 円

４．商品内容 ・２名様以上が同一行程でご旅行される場合に発売します。

・発駅から「たじま自由周遊区間」までの往復は特急列車の普通車指定席が利用できま

す（岡山・福山・広島市内発は姫路駅まで新幹線の普通車指定席も利用できます）。

・「たじま自由周遊区間」内は、特急列車および普通列車の普通車自由席および「全但

バス路線(高速バス路線、一部コミュニティバスを除く)バス全線」「夢但馬周遊バス

『たじまわる』」「天空バス」に、有効期間内に限り何度でも自由に乗り降りできます。

・岡山・福山・広島市内発に限り、姫路駅で途中下車ができます。

５．発売箇所 電話予約、出発地の主な駅のみどりの窓口及び旅行会社
※その他詳細な商品内容については、主な駅に設置しているパンフレットやホームページをご覧ください。

主な旅行会社では、ＪＲと宿泊がセットになった但馬エ

リアへの旅行プランを発売します。

また、ＪＲと宿泊がセットになった旅行プラン限定のオ

プションとして、キャンペーンエリアの周遊に便利な「た

じまフリーパス」と「全但バスフリー乗車券」も設定しま

す。（設定のない旅行会社もあります。）

詳しくは主な旅行会社へお問い合わせください。

往復のＪＲと但馬のグルメがセットになった、ＪＲで

行く日帰りプラン「駅長おすすめ 駅プラン」を京阪神

エリアで発売します。「城崎温泉でそぞろ歩きを楽しもう」

「但馬の小京都 城下町出石でまち歩き」「天空の城 竹田

城跡散策」のプランがあります。
※その他詳細な商品内容については、主な駅に設置している

パンフレットやホームページをご覧ください。

おトクなきっぷ

ＪＲと宿泊がセットになった旅行プラン

駅長おすすめ 駅プラン

※掲載のパンフレットは京阪神地区発の旅行プランです。

※パンフレットイメージ




