
「たじまわる」とは？

① 但馬内ＪＲ駅と観光地を結ぶ周遊バス！

② 予約不要！乗車券は当日車内で販売！

③ 各コース１日フリー乗車券で 500 円！

④ 車内ガイド付き！

⑤ 列車の発着にあわせたダイヤ！

■ キャンペーン期間中の特別企画
(1)「たじまわる」プレゼントキャンペーン

夢但馬周遊バス「たじまわる」に乗って抽選券を送ると、但馬の素敵なプレゼントが当たります。

※「たじまわる」の運行期間やコースは、専用パンフレットまたはホームページでご確認ください。

①応募方法 夢但馬周遊バス「たじまわる」の乗車券に付いている抽選券をはがきに貼り付け「郵便番

号・住所」「氏名」「生年月日」「性別」「電話番号」等を書いて応募してください。

②応募宛先 〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町 7-11「但馬県民局内」但馬観光協議会

③応募期間 平成 28年 1 月 22日まで ※当日消印有効

④当選発表 当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

⑤賞品 66 名様に但馬の素敵なプレゼントが当たります。

◎ペア宿泊券

【城崎温泉宿泊券１組２名様】 【湯村温泉宿泊券１組２名様】

※有効期間：平成 28 年 4 月～6月（休前日を除く）

◎地元特産品

◎但馬ファンクラブパスポート

但馬エリア内 200 以上の施設で割引等の特典が受けられる但馬ファンクラブ会員パスポート

【10名様】

抽選券

【豊岡市特産品】

かばん屋さんが作った

ペンケース

【10名様】

【朝来市特産品】

幻のねぎ「岩津ねぎ」

【2名様】

【養父市特産品】

朝倉さんしょジェノベ

ーゼ等３品セット

【10名様】

【朝来市特産品】

竹田城跡６枚セット

【10名様】

【新温泉町特産品】

季節の地元特産品を

使った加工品

【10名様】

【香美町特産品】

香住鶴４合瓶

【10名様】

ご応募いただいたお客樣の個人情報（氏名・住所等）は厳重に管理し、賞品の優先、当選者確認連絡および賞品である但馬ファンク

ラブ会員の登録のみに利用します。但馬ファンクラブ会員登録にあたり、同クラブを運営する（公財）但馬ふるさとづくり協会に当選者

の郵便番号・住所、氏名、青年月日、性別、電話番号を提供いたします。当選者の同意を得ることなく、（公財）但馬ふるさとづくり協会

以外の第三者に提供することはありません。



（参考）「夢但馬周遊バスたじまわる」運行コース

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（9月運行）1日 12便（6往復）

JR 和田山駅～ 山城の郷(竹田城跡)～竹田城下町～あさご芸術の森美術館～生野銀山～井筒屋～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～

たじま高原植物園 ～福岡ハチ北口～道の駅ハチ北

○たじまわる 3号（10 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

～城下町出石

○たじまわる 4号（10 月～11月運行）1日 12便（6往復）

JR 和田山駅～山城の郷(竹田城跡)*1～竹田城下町*1～大杉養蚕住宅群～天滝～八木城跡*2～

道の駅ようか但馬蔵*2～養父神社*2 *1：往路のみ *2：復路のみ

○たじまわる 5号（11 月～12月）1日 10 便（5往復）

湯村温泉～但馬牧場公園～湯村温泉～JR 浜坂駅～山陰海岸ジオパーク館～

道の駅あまるべ(余部鉄橋「空の駅」）～JR 香住駅

○「たじまわるプレミアム」（4月～11月まで）城崎温泉駅発、和田山駅発 各１日 1便

JR 城崎温泉駅～JR 豊岡駅～コウノトリの郷公園～城下町出石～養父神社(11 月のみ）

～山城の郷（竹田城跡）～道の駅但馬のまほろば～JR 和田山駅



(2)特急はまかぜ号の臨時運転

9 月 5 連休（9 月 19 日～23 日）の期間中、但馬へのアクセスに便利な「特急はまかぜ号」を臨時運転し

ます。臨時「特急はまかぜ 81 号」なら、定期運行している「特急はまかぜ１号」よりも早い時間に但馬

エリアへ到着しますので、思う存分観光できます。

魅力的な観光地が多い但馬エリアへは、ぜひＪＲ特急でお越しください。

下り はまかぜ 81 号

駅名 大阪 三ノ宮 神戸 明石 姫路 福崎 寺前 生野 竹田

発着時刻 7:49 発 8:12 発 8:16 発 8:29 発 8:58 発 9:17 発 9:28 発 9:42 着 9:57 着

駅名 和田山 八鹿 江原 豊岡 城崎温泉 竹野 香住 浜坂

発着時刻 10:04 着 10:19 着 10:26 着 10:35 着 10:49 着 10:58 着 11:14 着 11:33 着

上り はまかぜ 82 号

駅名 浜坂 香住 竹野 城崎温泉 豊岡 江原 八鹿 和田山 竹田

発着時刻 14:51 発 15:09 発 15:36 発 15:50 発 16:01 発 16:10 発 16:24 発 16:35 発 16:44 発

駅名 生野 寺前 福崎 姫路 明石 神戸 三ノ宮 大阪

発着時刻 16:59 発 17:13 着 17:23 着 17:40 着 18:14 着 18:27 着 18:31 着 18:50 着

(3)観光列車「天空の城 竹田城跡号」

竹田城跡の麓、播但線和田山～寺前間で毎日運行している観光列車「天空の城 竹田城跡号」を９月５連

休の期間は城崎温泉駅発着に変更し、快速列車として城崎温泉駅から竹田駅まで乗換えなしで直通運転を

いたします。この列車は京都発「きのさき３号」から福知山駅で「こうのとり１号」に同じホームで接続

し、和田山駅でも同じホームで乗換えができます。下りの観光列車「天空の城 竹田城跡号」からも和田山

駅で「こうのとり 18号」へ接続します。京都・大阪方面から竹田城跡へお越しの際は、観光列車「天空の

城 竹田城跡号」をご利用ください。

なお、9月 19日は城崎温泉駅で観光列車「天空の城 竹田城跡号」出発式を開催する予定です。詳細は決

まり次第お知らせいたします。

下り 天空の城 竹田城跡号 寺前～江原は発時刻、豊岡・城崎温泉は着時刻

駅名 寺前 長谷 生野 新井 青倉 竹田 和田山 八鹿 江原 豊岡
城崎

温泉

発着時刻 14:05 14:15 14:27 14:36 14:41 14:48 14:58 15:29 15:37 15:53 16:27

上り 天空の城 竹田城跡号 城崎温泉～和田山は発時刻、竹田～寺前着時刻

駅名
城崎

温泉
豊岡 江原 八鹿 和田山 竹田 青倉 新井 生野 長谷 寺前

発着時刻 9:08 9:19 9:35 9:51 10:26 10:33 10:40 10:46 11:03 11:12 11:28



(4)ＪＲ旅連北近畿支部宿泊キャンペーン「北近畿鉄道の旅フォトコンテスト」

「ＪＲ旅連北近畿支部加入のお宿」に宿泊されたお客様を対象に、列車の車窓や駅で撮影された写真を投

稿していただき、優秀作品にはペア宿泊券（3万円相当）をプレゼント。

○撮影対象区間：山陰本線（園部～浜坂）、播但線（寺前～和田山）、舞鶴線（綾部～東舞鶴）、

京都丹後鉄道線

○対 象 者：ＪＲ特急をご利用され「ＪＲグループ協定旅館ホテル連盟北近畿支部」加入のお宿に宿

泊されたお客様

○そ の 他：詳細は北近畿広域観光連盟（まるごと北近畿）ホームページに掲載します（７月中旬掲

載予定）

○対象のお宿

【城崎温泉エリア（日和山海岸、円山川含む）】

三國屋、川口屋本館、小林屋、旅館まつや、森津屋、泉都、つたや旅館、千年の湯 古まん

西村屋本館、つちや旅館、西村屋ホテル招月庭、しののめ荘、錦水、ぎゃらりーの宿 つばきの

川口屋城崎リバーサイドホテル、山本屋、大西屋水翔苑、ホテル金波楼、銀花、

ひだまり

【竹野・香住・湯村温泉エリア】

奥城崎シーサイドホテル、かにの宿 丸世井、三七十館、香りのお宿 庄屋、

朝野家、佳泉郷 井づつや

【天橋立・丹後エリア】

天橋立ホテル、ホテル北野屋、松月、玄妙庵、文珠荘 松露亭、文珠荘、橋立ベイホテル、

昭恋館 よ志のや、佳松苑

(5)キャンペーンの広報展開

①ＪＲ媒体

・広報誌西 Navi（発行部数 42万部）夏号で夢但馬キャンペーン特集

・車内映像WEST ビジョンにおいて、６月 29 日～７月 26 日、たじまわるＣＭを放映

・たじまわるパンフレットをＪＲ西日本の京阪神駅で掲出（３万部）

②県民局・但馬観光協議会媒体

・県民だよりひょうご７月号（但馬版）はじめ、関西夏walker、T2 夏号等、各種雑誌でたじまわるを紹介

・たじまわるパンフレットを阪神間の公共機関等へ配布。（７万部）

(6)その他

昨年のキャンペーン期間に実施し好評を博した「城崎温泉駅浴衣レンタル」や城崎温泉駅・竹田駅での「ウ

ェルカムガイド」なども実施する予定です。詳細は決まり次第お知らせします。



■キャンペーン期間中のイベント・観光素材

(1)豊岡市
◆城崎温泉夏物語 2015（夢花火・夢広場）

○「夢花火」
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。
≪期間≫平成 27年 7 月 24 日（金）～8月 24 日（月）の平日

※8月 13日・14 日は除く。※荒天延期

○「夢広場」
期間中の夜四所神社境内で開催されるイベントです。
縁日やご当地ヒーロー「城崎泉隊オンセンジャー」ショー（日曜のみ。※8月 16日は除く）
など楽しいイベントがいっぱいです。
≪期間≫平成 27 年 7月 24 日（金）～8月 24 日（月） ※8月 4日、24日は除く
≪お問い合わせ≫城崎温泉観光協会 ℡0796-32-3663

◆城崎マリンワールド
日本海が目の前の水族館。イルカ・アシカショーを始め、トドのダイビング、ペンギンの散歩、アザラシの
ロッククライミング、アシカのスイミング、セイウチのランチタイムなどアトラクションがいっぱい。さら

にアジを釣って天ぷらにしたり、イルカにふれたりできる体験オプションもあります。
・営業時間 9：00～17：00（最終入園 16：30まで）
※7/20～8/31 は 9：00～18：00
※夏季、お盆期間は営業時間を変更します。HP でご確認下さい
・定休日：無休
・入園料金：大人 2,470 円、小人（小中学生）1,230 円、幼児（3才以上）620 円

・アクセス：JR 城崎温泉駅からバスで 10 分
・お問い合わせ：℡0796-28-2300
○夢但馬周遊バスたじまわる
7月～9月の土日祝は「たじまわる 2号海コース」が運行。

◆竹野ジオカヌー

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 27 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 3,500 円から（コース及び受入施設により異なります。）
・宿泊付（１泊）16,200 円から（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「たじまわる 2号海コース」運行

◆豊岡 1925
平成 26 年 4 月オープンの国登録有形文化財を活用した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の他宿泊も可能となっています。
・営業時間：カフェ・レストラン（11：30～16：00）、スイーツ販売（11：30～16：00）

※不定休
・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

◆トヨオカ カバン アルチザン アベニュー

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。

・営業時間：11：00～18：00 ※水曜定休日

・お問い合わせ：℡0796-22-1709 ・アクセス：JR豊岡駅から徒歩約 15分



(2)養父市

◆天滝

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。

・アクセス：JR 八鹿駅から全但バス（明延行き→大屋乗換→若杉行き）

約 50 分天滝口下車→登山口まで徒歩約 25 分→天滝まで徒歩 60分

・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

10 月～11 月の土日祝は「たじまわる 4号」が運行。

◆養父神社

但馬國三宮、式内社（名神大）で但馬五社の一つ。「養父の明神さん」と呼ばれ、農業の神として知られて

います。兵庫県有数の名所といわれる紅葉は、朱塗りの橋との競演美が最大の見どころ。橋の下から見上げ

るように視線を向けると、日本ならではの繊細な美と趣きに出会うことが出来ます。

・アクセス：JR 八鹿駅からタクシーで約 10 分

・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

10 月～11 月の土日祝は「たじまわる 4号」が運行。

(3)朝来市

◆天空の城 竹田城跡

国史跡に指定されており、その石垣遺構は完存するものとして全国屈指。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も呼ばれています。9 月 30 日までは毎日「特急はまかぜ号」が竹田駅に臨時停車し

ます。また、観光列車「天空の城 竹田城跡号」も運行しています。

竹田駅から竹田城跡中腹まで便利な「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（高校生以上）500円、中学生以下無料、団体割引有

・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

4 月～11 月までの土日祝は｢たじまわるﾌﾟﾚﾐｱﾑ」､9 月の土日祝は｢たじまわる 1 号」､10 月～11 月の土日

祝は｢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。

○７月 25日（土）、８月 22 日（土）は「天空の城 竹田城跡号」寺前行き（和田山駅～竹田駅間）において

甲冑隊による車内でのおもてなしを行います。

○９月 19日～23日（水）は、たけだ城下町交流館にて、甲冑試着体験や写真撮影会を実施します。

○10 月 11日（日）は、竹田地区秋祭りのため、竹田城跡は登城禁止になります。

○竹田城跡は、12月 10 日（木）までの登城になります。（平成 27 年 6 月 26 日現在）

◆生野銀山

開坑 1200年の歴史を誇る日本を代表する鉱山で、かつては「銀の出る事あたかも土砂の如し」だったとか。

歩いて 40 分の観光坑道は見ごたえ充分。坑内は年中 13 度と涼しいので上着持参がベター。併設のレストラ

ンではご当地グルメ「生野ハヤシライス」が食べられます。

・営業時間：4月～10 月 9：00～17：30（観光坑道受付終了時間 16：50）

11 月 9：00～17：00（観光坑道受付終了時間 16：20）

12 月～2月 9：30～16：30（観光坑道受付終了時間 15：30）

3 月 9：00～17：00（観光坑道受付終了時間 16：20）

・休館日：年末年始 12/29～1/2 定休日 12 月～2月は毎週火曜日（但し火曜日が祝祭日の場合翌日に振替）

・入場料：大人 900円、高校・中学生 600 円、小学生 400 円

・アクセス：JR 生野駅からバスで 8分、生野銀山口下車徒歩 10分

・お問い合わせ：シルバー生野 ℡079-679-2010

○夢但馬周遊バスたじまわる

9月の土日祝は「たじまわる 1号」が運行



(4)香美町

◆余部鉄橋 空の駅

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。

・ご利用時間：8：00～19：00

・お問い合わせ：香美町香住観光協会 ℡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「たじまわる 2号海コース」が運行。11 月～12 月の土日祝は「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 10 分）

◆高野山真言宗 亀井山 大乗寺

円山応挙とその弟子達による 165 面の障壁画や十一面観世音菩薩など３体の仏像、合計 168 点の国指

定の重要文化財があり、客殿の障壁画は計算しつくされた配置により、立体曼荼羅の世界を構成して

います。絵画が地域、建物、空間、宗教と渾然一体になる、応挙絵画の「場」としての思想が完成し

ています。

・内拝料：大人 800 円、小人 500 円（小学生）

・開館時間：9：00～16：00（受付は 15：40 まで）

・アクセス：ＪＲ香住駅からタクシーで 5分

・お問い合わせ：大乗寺 ℡0796-36-0602

○夢但馬周遊バスたじまわる

7月～9月の土日祝は「たじまわる 2号海コース」が運行。

(5)新温泉町

◆湯村温泉

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）

・アクセス：JR 浜坂駅から町民バスで約 25 分、ＪＲ八鹿駅から

全但バスで約 75 分

・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

11 月～12 月の土日祝は「たじまわる 5号」が運行

◆山陰海岸ジオパーク館

山陰海岸ジオパークのエリア全体を紹介する拠点施設。山陰海岸の地層を解説した模型をはじめ、映

像によりジオパークをわかりやすく紹介しています。砂や石を使った実験や砂絵作りなど子供からお

年寄りまで体験的に学習できます。施設の海岸側は一面ガラス張りになっており、2階からは浜坂海岸

の美しく表情豊かな景色が楽しめます。

・開館時間：9：00～17：00（火曜日休館 ※臨時休館あり）

・入館料：無料

・アクセス：JR浜坂駅から徒歩 20分

・お問い合わせ：℡0796-82-5222

○夢但馬周遊バスたじまわる

11月～12月の土日祝は「たじまわる 5号」が運行



■JRがセットになったおトクな商品

（1）おトクなきっぷの紹介

城崎温泉・竹田城跡ぐるりんパス（京阪神・山陽エリアから）

○発売期間 平成 27年 11 月 27日（金）まで

※ご利用開始の１ヶ月前から前日まで発売

○ご利用期間 平成 27年 11 月 30日（月）までの連続する 3日間

○おねだん（お一人様あたり/こども料金は半額）

京都市内 大阪市内 神戸市内 姫路 岡山 福山 広島市内

11,500 円 12,500 円 12,000 円 10,000 円 14,000 円 16,500 円 20,000 円

○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「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）。

・「自由周遊区間」内は、ＪＲ線の特急・普通列車普通車自由席、全但バス路線(城崎温泉駅～城崎マリ

ンワールド、豊岡～コウノトリの郷公園、豊岡～出石)、「夢但馬周遊バス たじまわる」および「天

空バス」が、有効期間内に限り何度でも自由に乗り降りできます。

・城崎温泉竹田自由周遊区間は以下のとおりです。

（2）JR と宿泊がセットになった旅行プラン

・主な旅行会社では、JR と宿泊がセットになった北近畿エリアへの旅行プランを発売しています。

・詳しくは主な旅行会社へお問い合わせください。


