
商品番号 : 0257622

以下のコンビニで販売

1 レストハウス・ビジネス旅館　栄

2 ホテルエリアワン和田山

3 ビジネスイン　アサゴ

4 ビジネスホテル てつや

5 ビジネスホテル好日

6 道の宿すてーしょん但馬

7 いずみ旅館

8 有斐軒

9 群鶴亭

10 和田山ホテル

11 竹田町屋　寺子屋はな亭

12 竹田城 城下町 ホテルEN

13 GUEST HOUSE TENKU

14 福苗ハウス

15 竹田城下まち　朱々

16 やまびこ山荘

17 スカイビラさのう

18 農家民宿　まるつね

19 せせらぎ荘

20 ペンション石田

21 多々良木フォレストリゾートCoCoDe

22
サンイーストヴィラ

（山東カントリークラブ直営宿泊施設）

23 畑のおやど

兵庫県民
限定

お問い合わせは　

株式会社 JTB 姫路支店　TEL ０７９-２８９-２１２０　FAX ０７９-２８１-５５４５　Email t_yokoyama939@jtb.com 朝来ふるさと旅行券

竹田城跡竹田城跡

神子畑選鉱場跡

生野銀山 

兵庫県 朝
あ さ ご

来市
販売期間

使用期間

２０２１年

10/4（月）▶３/２１（月）（祝）

２０２2年

２０２１年

10/8（金）▶３/２１（月）（祝）

２０２2年

売り切れた時点で終了します

ふ
る
さ
と

旅
行
券

朝来市内の下記
23の宿泊施設で
ご利用いただけます

●新型コロナウイルスワクチン

の２回接種完了の方。

●ワクチン接種をされていない

方でも、PCR 検査陰性証明等

をもらわれた方又は、同居して

いる４人以下の少人数旅行者。

※今後の感染状況や国・県の行
動制限緩和に関する検討状況に
あわせて変更する場合があります。

兵庫県実施の
「県民向けの県内旅行
・宿泊代金割引」との
併用も可能です。

1,000円
 で購入できます 販売枚数 10,000 枚

おひとり1泊あたり5枚

（10,000円）まで利用可能！

最大3連泊まで

2,000円

の旅行券が

宿泊に使える

ココ
 ↓

写真提供：朝来市観光交流課



1 レストハウス・ビジネス旅館  栄 079-672-2819 朝来市和田山町土田621-1
落ち着いた和の雰囲気が感じられる旅館。
全国シルバースター登録認定の宿。

2 ホテルエリアワン和田山 079-672-1333 朝来市和田山町玉置767
広々としたお部屋でゆったりと寛いでいただけます。
また朝食は但馬エリア周辺の食材を使用しています。

3 ビジネスイン  アサゴ 079-672-5814 朝来市和田山町法興寺51-1
和田山インターから1km、イオンや和田山工業団地のすぐそば。
「天空の城」竹田城も望むことができます。

4 ビジネスホテル  てつや 079-672-3335 朝来市和田山町寺谷690-8
和田山駅から徒歩3分、市役所や県和田山庁舎はホテルの裏。
人気の竹田城の麓まで車で15分。

5 ビジネスホテル好日 079-672-5800 朝来市和田山町平野160-1
お客様の立場に立ったサービスを心がけています。
お客様評価の高いアットホームなホテルです。

6 道の宿すてーしょん但馬 079-672-0218 朝来市和田山町平野98
竹田城へは車で約20分。居酒屋、宴会場、大浴場も備えた
ビジネスホテル。全室Wi-Fi完備。

7 いずみ旅館 079-672-2412 朝来市和田山町寺谷712-10
おひとりさまから団体までご利用いただけます。
人気の竹田城まではお送りさせていただきます。

8 有斐軒 079-672-2059 朝来市和田山町和田山31
和田山駅から近い木造の旅館。
おもてなしの心と食事への気遣いを大切にしています。

9 群鶴亭 079-672-2023 朝来市和田山町和田山283
江戸後期創業の由緒ある旅館。
古き良き伝統と心温まるおもてなしをお客様に提供します。

10 和田山ホテル 079-672-3737 朝来市和田山町東谷213-39
和田山駅に近く、電車利用の方に便利です。
館内のレストランでは季節のお料理をご賞味いただけます。

11 竹田町屋 寺子屋はな亭 079-674-1255 朝来市和田山町竹田250-1
1日3組限定の築120年の町家を改装した一棟貸しの宿。
信楽焼の風呂を備えています。

12 竹田城 城下町 ホテルEN 0120-210-289 朝来市和田山町竹田363
400年の歴史を持つ老舗酒造場を13室のホテルにリノベーション。
発酵蔵はそのままフレンチレストランになっています。

13 GUEST HOUSE TENKU 079-666-8836 朝来市和田山町竹田220
竹田城の麓、城下町風情の寺町通りのすぐ側に立地。
初めてゲストハウスを利用される方や女性にもご満足。

14 福苗ハウス 090-4496-8499 朝来市和田山町竹田203-2
竹田駅から徒歩2分、「天空の城」竹田城が見える宿。
自然に囲まれているので静かにゆっくり過ごすことができます。

15 竹田城下まち  朱々 079-670-6710 朝来市和田山町竹田２６４-１
1日3組限定の一棟貸しの新築の宿。
1階は和室、2階はベッドルームのメゾネットタイプ。

16 やまびこ山荘 079-679-2908 朝来市生野町黒川505
“美人の湯”として評判の黒川温泉。日常の喧騒を離れ、旬の料理と
極上の温泉、あたたかいおもてなしをお楽しみください。

17 スカイビラさのう 079-677-1855 朝来市佐嚢66-1
パラグライダーのメッカとして、宿泊棟以外にもログハウスや
キャンプ場、スポーツ広場などが整備されています。

18 農家民宿  まるつね 080-3804-9622 朝来市生野町黒川322
一棟貸しの古民家で安心してお泊りいただけます。
運が良ければオオサンショウウオに出会えるかも？

19 せせらぎ荘 090-8799-1044 朝来市生野町黒川15-1
山の中にひっそりと佇む、築100年以上のかやぶき屋根の古民家。
1日1組限定の一棟貸しで、使い方は自由です。

20 ペンション石田 079-677-0583 朝来市佐嚢1077-5
自然の中、静かで落ち着けるペンション。素泊まり専用ですが
キッチンがあるので、食材を持ち込んでの調理ができます。

21 多々良木フォレストリゾートCoCoDe 079-678-1184 朝来市多々良木７２７-２
ドームハウスに泊まって自然を満喫できる施設。美術館や公園、
水遊びのできる川などここでしか味わえない時間が過ごせます。

22 サンイーストヴィラ
（山東カントリークラブ直営宿泊施設）

079-676-2258 朝来市山東町大月1-1
竹田城跡まで車で10分。観光・合宿・ビジネスなどにご利用ください。
ゴルフ場内の施設ですので、ゴルフ好きにぴったり。

23 畑のおやど 090-9055-8778 朝来市多々良木1277
本年3月オープンのグランピングや畑（あぐり体験）が楽しめる宿。
1日1組限定、一棟貸しで安心してお泊りいただけます。

 ご注意

●兵庫県に在住の方限定で、さらに以下の条件にあてはまる方。

●新型コロナウイルスワクチンの２回接種完了の方。

●ワクチン接種をされていない方でも、PCR 検査陰性証明等をもらわれた方又は、

同居している４人以下の少人数旅行者。

※今後の感染状況や国・県の行動制限緩和に関する検討状況にあわせて変更する

場合があります。

●「兵庫県朝来市ふるさと旅行券」は宿泊代の補助券としてご利用いただけます。ただし、

宿泊施設で宿泊代と同時に精算した場合に限り使用可能です。旅行代理店でのご予約

商品や事前クレジットカード精算の宿泊プランにはご利用いただくことができません。

●お1人様1泊あたり5枚（券面額10,000円）までご利用可能です。（3連泊まで利用可能）

●宿泊代が 2,000 円未満の場合は利用できません。

●現金とのお引換や釣り銭は支払われません。

●ご購入後の返金、払い戻しはできません。

●有効期限が過ぎた場合、いかなる理由でも本券は無効となります。

●本券が使用できない宿泊施設や宿泊プランもございますのでご注意ください。

●販売は先着順となります。販売総数に達した時点で予告なく販売を終了いたします。

●本券は転売目的での購入は禁止します。

この旅行券は現地での精算の場合のみご利用いただけます。事前決済の場合はご利用いただけませんのでご注意ください。

尼崎 宝塚
特急こうのとり　

約15分

特急こうのとり　

約1時間40分

浜坂 城崎温泉
特急はまかぜ　

約50分

特急こうのとり　

約40分

神戸柳原 IC
阪神高速・山陽道・播但道

約1時間40分

西宮北 IC
中国道・舞鶴道・豊岡道

約1時間

姫路花田 IC
播但道

約50分

神戸 姫路
特急はまかぜ　

約40分

特急はまかぜ　

約1時間
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操作は
カンタン！

受付票を
レジへ！

コンビニ店内の端末で検索。トップコンビニ店内の端末で検索。トップ
ページのレジャーチケットをタッチ！ページのレジャーチケットをタッチ！ 発券手数料は無料です

端末から出た受付票（申込券）をレジ端末から出た受付票（申込券）をレジ
に持っていき料金を支払うだけ。に持っていき料金を支払うだけ。

0257622
7 桁の数字を入力するだけ

宿泊予約は、インターネット予約や電話予約の際に「施設への直接支払いプラン」でお申し込みください。
兵庫県実施の「県民向けの県内旅行・宿泊代金割引」との併用も可能です。

ふるさと
旅行券

購入方法

商品番号入力なら
さらにラクラク！

和田山

姫路

神戸

尼崎

宝塚

城崎温泉

浜坂

加古川

花田 IC花田 IC

西宮北 IC西宮北 IC

福崎 IC

和
田
山
IC中国道

山陽道

播
但
道

舞
鶴
道

豊
岡
道


