篠山城下町はぶらりと歩き回って初めて出会う魅力があちこちに散らばるまちです。
知らないうちに通り過ぎないように、
わたしたちが太鼓判を押すお店・風景・逸品などを厳選してご紹介します。

もっと知る

マップで紹介しているお店やスポットを
Instagramの公式アカウントでも紹介。

×

まずはフォロー！

▶

気になるお店や
スポットをチェック！
マップで紹介している
お店やスポットを
Instagramの公式アカウントでも
紹介しています！

▶

このマップで場所を確認して、
出発！
後ろのページに載せている
スポットごとのQRコードから
それぞれの投稿にアクセスできます

ー1日目ー
15:00 チェックイン後、お部屋で一息
16:00 篠山城跡・お壕周辺を散策 (景)
ことりで中国岩茶をたのしむ (景)
18:00 ディナータイム
20:00 ゆったりバスタイム。おやすみなさい。
ー2日目ー
7:30 体を目覚めさせるお散歩へ～武家屋敷～篠山城跡天守台 (景)
8:30 朝食
11:00 チェックアウト後まずお土産などお買い物に (品)
13:00 「篠山」を味わう山里料理をまえ川で (景)
14:00 趣あるまちなみを歩き、ハクトヤでこだわりの雑貨や
あめやでお気に入りの丹波焼に出会う (悠)

ー1日目ー
15:00 チェックイン後、お部屋で一息
16:00 ハクトヤやあめやでお買い物も楽しみながら散策 (悠)
18:00 ディナータイム
20:00 ゆったりバスタイム。おやすみなさい。
ー2日目ー
7:30 体を目覚めさせるお散歩へ～南濠端～篠山城跡天守台 (景)
8:30 朝食
11:00 まけきらい稲荷でお参り、リフレッシュ (悠)
12:00チェックアウト後、ランチは花格子のお蕎麦で。 (悠)
13:00 地元の名産品などお土産を求めて散策 (品)
14:30 ブレスアンドロイで一休み (品)
※城下町内のお店は17時頃に閉まるところが多いためお気を付け下さい

ー1日目ー
15:00 チェックイン後、お部屋の黒豆茶で一息
客室の歴史ある梁や土壁、意匠をじっくり愉しんで。
＊お時間があればお部屋で愉しむお酒やお菓子を買いに
品のエリアに行くのもおすすめ (品)※17時まで
18:00 ディナータイム
20:00 ディナーの余韻に浸りながら、お部屋でもう 1杯。
＊おつまみ・ドリンクのご注文も可能です
21:00 ゆったりバスタイム。おやすみなさい。
ー2日目ー
7:30 体を目覚めさせるお散歩へ～武家屋敷～篠山城跡天守台 (景)
8:30 朝食
9:30 朝風呂や朝読書で、のんびり過ごす朝を。
12:00 チェックアウト後、趣あるまちなみを歩き、
ハクトヤやあめやでお気に入りの器を探す (悠)
13:00 「篠山」を味わう山里料理をまえ川で (景)
14:00 お土産にさくっと栗羊羹やお酒を買う (品)

お部屋でのお愉しみ
ご希望の方は21時までにフロントまでご連絡ください
・ボトルワイン、おつまみの盛り合わせ
・酒粕を使用した入浴剤、バスソルト
・昔懐かしいおもちゃ（紙風船やルービックキューブなど）
・トランプ、UNO ※無料
・本や雑誌の貸し出し ※無料

…市営駐車場
1時間未満ー無料
2時間未満ー200円
2時間以上ー400円

ONAE棟:101～105
NOZI棟:301・302
SYOUZI-AN棟:601

SAWASIRO棟:201～203
SION棟:501
YOMENA棟:701

NOKON棟:801・802 KAWARANO棟:901～903
YAMAZINO棟:1001～1003

SYOUZI-AN棟

SAWASIRO棟

二階町

のエリア
地元の食材・地酒・老舗の和菓子など
篠山の逸品のお買い物におすすめ。

ONAE棟
（フロント・ダイニング）

王地山
武家屋敷群

篠山城跡

SION棟

NOKON棟

YOMENA棟 YAMAZINO棟

河原町妻入商家群

のエリア

KAWARANO棟

NOZI棟

重要伝統的建造物群保存地区指定。
歴史が息づく特別な景色を味わって。

のエリア
ONAE周辺から河原町までは徒歩で片道約 20～30分かかります

商家がならび趣あふれる通り。
悠久のときに思いを馳せながら歩いて。

ーズ
＼ク ロ

／

アップ

ブレスアンドロイ

お菓子・地酒・工芸品など
丹波篠山で大切に
受け継がれる「逸品」に
出会えるエリア。
お土産はもちろん、
お部屋で嗜むのもおすすめです。

天然水で作る丹波篠山伝
統の「丹波茶」や、地元の
旬の食材を使った和菓子
を販売。

☎079-506-9195
9:00~18:00
㊡火曜

二階町青山通りには
ランチのお店も多く並びます！
蕎麦、イタリアン、定食も。

葡萄屋晴治郎

諏訪園

BREATH＆ROY
伝統工芸を活かした粋な品が
揃う。マスターとの会話も楽し
い。中庭を眺めながら一服も。

ぶどうやはるじろう

すわえん

こだわりのお酒ばかりが揃えら
れ、地酒はもちろん珍しい日本の
お酒、海外の無農薬ワインも。お
酒好きの方必見！
☎079-506-4639
10:00～18:00
㊡火～木曜

☎079-552-6308
9:00〜17:30
㊡水曜

オフ ザ レコード

SYOUZI-AN棟
歴史美術館
SAWASIRO
棟
大正ロマン館

観光案内所
ONAE棟

大福堂

★

かせいどう

にしまちブリキがんぐせいさくじょ

鹿生堂

★ 西町ブリキ玩具製作所

創業100年近い老舗和菓子
屋の看板商品「純栗蒸羊羹」
は、お土産にイチオシ！贅沢
で上品な味わいです。
☎079-552-0314
9:00~17:00
㊡木曜

市島製パン研究所監修のこだわり
詰まったバーガーショップ。かつて
和菓子屋さんの築100年を超す古
民家が改修され、
当時使用されていた型や器具が飾
られるおしゃれ空間。
☎050-8881-5180
朝 8:30~11:00
昼 11:00~15:00
(L.O. 14:30)
㊡水・木曜

市役所

↓
武家屋敷群

OFF the record

↓
篠山城跡
コーヒーまめ まこと

ほうめいしゅぞう

珈琲豆 誠

鳳鳴酒造 ほろ酔い城下蔵

レトロで懐かしいブリキ玩具と、珍しいブ
リキ製造機に出逢える。大人も子供心を
くすぐられる空間。
土日はブリキミニカー作り体験も！

オーナー自ら厳選した
珈琲豆の販売や焙煎体験も行ってお
ります。焙煎したての香り豊かな珈琲
を是非！

☎079-552-1322
9:00~17:00
㊡不定休

☎079-556-5320
10:00~17:00
㊡火曜日

よ

じょうかぐら

創業約200年！丹波杜氏の伝統を受け継ぎ、
昔ながらの力強い本格的な味が特徴。試飲・購入
だけでなく酒造見学もできます。丹波篠山産の栗
や黒豆を使ったリキュールも販売。
☎079-552-6338
9:30～17:00
㊡火曜

箱鮨 澤藤

ー

＼ク ロ

何気ない情景が美しいエリア。
特に朝は、澄みわたる空気の中で
静かなまちにとけこむように
お散歩をお楽しみください。

ONAE棟
↑

やまざりょうり

まえかわ

山里料理 まえ川

素材にこだわり、肉厚な鯖など季節
の魚を使用した箱鮨が人気！
地元でも愛されるお店。

豊かな里山でとれる食材を愉しむならこ
こがイチオシ！創作和食を丹波焼の器
とともに堪能できます。

☎ 079-552-0188
10:30~16:00
㊡木曜※金曜日もお休
みの場合あり

☎090-2065-4595
昼11:30～14:00
夜 17:30～20:00(L.O.)
㊡月曜

ランチは
こだわりのお店で
丹波篠山を味わう

はこずし さわとう

プ／
ズアッ

二階町
↑

＼朝日はココ！／

ぶけやしきぐん

武家屋敷群-西

ささやまじょうせき てんしゅだい

篠山城跡 天守台

篠山城跡

立町

迫力満点！茅葺屋根の武家
屋敷が今も残る場所。
武家屋敷資料館をはじめ、篠
山藩の歴史や武士のくらしを
のぞくことができます。

見渡すと険しい山々が広が
る。おすすめの時間は朝
方。山から差し込む朝日に
思わずため息が出てしまう
ほど。

NOKON棟

→河原町妻入商家群

＼夕陽はココ！／

＼ここで一服 中国岩茶カフェ／
がんちゃぼう

たんば

岩茶房 丹波ことり
体に良い中国岩茶専門のカフェ。丹波
焼の茶器で愉しむ。
☎079-556-5630
11:00～17:00 ㊡水・木曜

ぶけやしきぐん

武家屋敷群-南
お濠と石垣をバックに荘厳な篠山城跡の姿が見られ
る場所。力強く凛々しい石垣の姿を堪能できるのはこ
こ！お壕の眺めも清々しく、朝のお散歩におすすめ。

きたほりばた

北濠端から西を見る
城下町の中で大きく視界が開けるこ
のスポット。山間に落ちていく夕陽が
お壕の水面に反射し、美しいリフレク
ションを演出します。

ーズ
＼ク ロ

／

アップ

歴史情緒あふれる河原町妻入商家群。
そのまちなみは過ぎ行く時間と共に色を変えます。
立杭焼をはじめとする器、染物などこだわりの
生活雑貨を揃えるお店にも足を運んで。

まけきらい稲荷
必勝祈願をするならここ！
「第二の伏見稲荷」は
篠山のパワースポットで負け知らず！
赤い鳥居は写真映えもばっちり。

立町
↑

かわらまちつまいりしょうかぐん
おだがきしょうてん

河原町妻入商家群

まめどう

SION棟

通り全体が重要伝統的建造物群保
存地区に登録されているスポット。
夕方のお散歩がオススメ！
商家の屋根越しに差し込む夕日がと
ても綺麗に映えます。

小田垣商店 豆堂
享保十九年（1734年）から黒豆・大
豆を販売。重要文化財に指定され
る店舗を今年4月にリニューアル
オープン！その立派な造りをぜひご
覧いただきたい。お土産販売の他、
黒豆・丹波栗を使ったスイーツを石
庭を眺めながら楽しめるカフェも。

YOMENA棟

YAMAZINO棟

篠山城跡←
KAWARANO棟

NOZI棟

☎079-552-0011
ショップ 9:30～17:30
カフェ 10:00 ～16:00(15:30 LO)
㊡木曜
たんばそばきり

じょてつあん

はなごうし

丹波そば切り 花格子
河原町でのランチならここ！人気の十
割蕎麦は休日行列ができることも。
■火曜～土曜
昼 11:30～14:30(L.O.)
夜 17:30～20:30(L.O.)
■日曜 11:30～14:30(L.O.)
㊡月曜 ☎079-552-2808

器と食器のお店
ハクトヤ
とっておきのお気に入りに出会える！世
界各国の雑貨、日本各地の器が所せま
しと並びます。
☎079-552-7522
11:00～18:00
㊡木曜 休業期間：2月

民芸の店 あめや
ハクトヤさんのすぐ向かい。立杭
焼のみ売られているお店。お茶
碗、湯呑、小皿、箸豆など品数が
多く、嬉しい値段の物ばかり。
☎079-552-4638

條鐵庵
アメリカンスタイルのお肉料理、
本格的なカクテルやウイスキーが
楽しめるオシャレなお店。
お気に入りの一杯と出会えるはず！
☎090-3377-7735
昼11:30～14:30
夜17:00～22:00
㊡月曜

