北淡路エリアのバスが

北淡路バス乗り放題きっぷ

国営明石海峡公園のチューリップとネモフィラ

● 北淡路バス乗り放題きっぷ

北淡路エリアのバス

に

＊1

新神戸・三宮から高速バス「大磯号」の往復乗車をセット
北淡路エリアで乗り放題になるバス

おとな

■ コミュニティバス：
淡路市「あわ神あわ姫バス」
「フラワーリングバス」
※フラワーリングバスは、
3月20日〜11月4日の土曜・日曜・祝日およびその期間の振替休日のみ運行します

発売窓口

北淡路エリア⇔新神戸・神戸三宮で乗車できる高速バス

2，
000円

こども

1，
000円

【神戸地区】
三宮バスターミナル（ミント神戸）内JRバスチケットカウンター
【北淡路地区】東浦乗車券発売所

■ 高速バス「大磯号」
：
新神戸・神戸三宮バスターミナル〜鵜崎・東浦バスターミナル間の各停留所
※高速バスの乗車は、
行きと帰りの合わせて２回に限ります

＊1 北淡路バス乗り放題きっぷは、
北淡路エリアから新神戸・三宮方面へのお出かけにもご利用いただけます

北淡路と但馬、西播磨、丹波篠山の兵庫県内4エリアで

バス乗り放題きっぷ

好評発売中！

バス乗り放題きっぷは、年間を通してお買い求めになれます／発売エリアやご乗車になれるバスなどの利用条件および発売価格は変更になることがあります／やむを得ず発売を中止することがあります

公益社団法人兵庫県バス協会 〒650 - 0011 神戸市中央区下山手通 4 -15 - 8 TEL. 078 - 391 - 0543 FAX. 078 - 331 - 2495

バス旅ひょうご

あわじクラフトサーカス

バスマップ

北淡路エリア

岩屋ポートターミナル

道の駅あわじ

【新神戸・神戸三宮から】

高速バス「大磯号」

淡路 IC

日本の夕陽百選にも選ばれている
オーシャンビューのレストランがあ
るほか、アーティストやクリエイ
ターによるクラフト雑貨、ハンドメ
イド作品や、
セレクト雑貨のショッ
ピングも楽しめる淡路島で注目の
スポットです。

淡路ハイウェイオアシス
A1・A2 駐車場

平林

グリナリウム
淡路島

県立淡路島公園

のじまスコーラ

淡路市夢舞台
サスティナブル・パーク
新世薬局夢舞台前・
聖隷淡路病院前

国営明石海峡
公園淡路口前

淡路カントリー
ガーデン
蟇の浦

あわじ花さじき

北淡震災
記念公園
施設前

ハーモニー
ファーム淡路

検索

大磯号

県立淡路
景観園芸学校

平林

淡路ハイウェイオアシス

高速バス「大磯号」も
停車するバス停

レストランエリアは、淡路島の海の
幸やご当地名物が味わえる食の
スポット。ここ限定の名物土産も
外せません。野外の広場やデッキ
からは神戸や明石海峡を展望で
き、淡路島の緑と海の絶景が堪能
できます。
淡路ハイウェイオアシス
A1・A2 駐車場

主なバス停

淡路夢舞台前
国営明石海峡公園
県立淡路島公園

ニジゲンノモリ

県立淡路景観園芸学校

東浦バスターミナル

本四仁井
吹き戻しの里
北淡 IC

旧野島小学校が地域活性化のシ
ンボルとしてリノベーション。
「農・
食・学・芸」
をキーワードに据えた
産直市や焼きたてベーカリー、
カ
フェ、
レストランのほか、広い敷地
を利用してイベントの開催も。

フラワーリングバス
時計回り・反時計回りで運行

あわ神あわ姫バス
東回り（時計回りで運行）
西回り（反時計回りで運行）

検索

フラワーリングバス

あわ神あわ姫バス

検索

フラワーリングバスは、3月20日〜11月4日の土曜・日曜・祝日および
その期間の振替休日のみ運行します

蟇の浦

公園内には、マンガやアニメなど
の2次元コンテンツをモチーフに
した体験型エンターテイメント施
設「ニジゲンノモリ」がオープンし
ているほか、淡路島の花と緑を無
料で楽しめるエリアも広がります。
県立淡路島公園

「景観園芸」について学べる日本
では珍しい教育機関です。校内に
は、自由に見学できる庭園「アル
ファ・ガーデン」
があるほか、
カフェ
テリア
「風の詩」
では、食事やお茶
を楽しむこともできます
県立淡路景観園芸学校

HELLO KITTY SMILE

オーシャンテラス

淡路カントリーガーデン

あわじ花さじき

ハーモニーファーム淡路

世界の人々にSMILEをお届けし
ようという創作オリエンタルレスト
ラン。世界中で愛され続けている
ハローキティの夢の世界を、
レスト
ランのほか、
シアターなどでも楽し
むことができます。

淡路牛の最高ブランド
「淡路ビー
フ」など淡路島産の食材を使った
料理が堪能できるグリルレストラ
ンです。淡路島の美しい海やサン
セットを眺めながら、ぜいたくなひ
とときを過ごすことができます。

やさしくて仲良しな動物がたくさ
ん 。レストランやカフェ、ギャラ
リー、体験イベントなどで一日中楽
しむことができる施設です。
コテー
ジに泊まれば、淡路島の大自然を
さらに満喫できます。

明石海峡・大阪湾を背景に、四季
折々の花が咲き誇る公園です。入
園は無料。思わず写真を撮りたく
なるスポットがたくさんあるので、
お気に入りの場所を探して園内を
散策してみましょう。

初心者も楽しめる乗馬クラブ。引
き馬による乗馬散歩や体験レッス
ン、近くの
「あわじ花さじき」
まで散
歩できるハーモニートライなどの
プログラムを用意しています。
引き
馬は3歳から。
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蟇の浦

蟇の浦

淡路カントリーガーデン

北淡震災記念公園

吹き戻しの里

淡路夢舞台

阪神・淡路大震災をもたらした兵
庫県南部地震（1995年）
で出現し
た野島断層の保存館では、地震の
すさまじさと脅威を感じてもらお
うと、断層をありのままに保存して
います。

口にくわえてヒューッと吹くと、
ス
ルスル伸びる。吹くのをやめると
先がクルクル戻ってくる。
そんなお
もちゃ
「吹き戻し」の製作体験がで
きるほか、
さまざまな吹き戻しの販
売も行っています。

大阪湾を望む高台にある複合文
化リゾート施設。敷地内には、国際
会議場やリゾートホテルもありま
す。庭園内の斜面を利用して階段
状に構成された
「百段苑」は、
イン
スタ映えスポットとして有名です。

北淡震災記念公園施設前

淡路夢舞台前
国営明石海峡公園

吹き戻しの里

あわじ花さじき

ハーモニーファーム淡路

奇跡の星の植物館

「自然と人間の共生」をテーマに
3000種に及ぶ珍しい植物の形や
色、香りなどを学べる施設です。季
節ごとのフラワーショーのほか、大
型連休やクリスマスには、音楽イ
ベントや体験教室などの開催も。
淡路夢舞台前
国営明石海峡公園

国営明石海峡公園

海に面して明石海峡大橋を望む
高台にあって、季節ごとの花々が
咲き誇るさまざまなタイプの庭園
やテラスを散策できます。
国営明石海峡公園淡路口前
淡路夢舞台前
国営明石海峡公園

北淡路バス乗り放題きっぷの提示で 特典提供施設・ショップ 淡路ハイウェイオアシス●ニジゲンノモリ●淡路カントリーガーデン●ハーモニーファーム淡路●のじまスコーラ●HELLO KITTY SMILE
オーシャンテラス●北淡震災記念公園●かんぽの宿 淡路島●明石焼 志田●あわ路飯店真心（マミー）●炭焼きあなご「あさじ」
特典の詳細は「バス旅ひょうご」
特典を受けることができます！
吹き戻しの里●アート山 大石可久也美術館●淡海荘●美湯松帆の郷●千年一酒造●フローラルアイランド●Café T
ホームページで！

但馬・西播磨・丹波篠山・北淡路の兵庫県内4エリアで

バス乗り放題きっぷ

好評発売中！○くわしくは

バス旅ひょうご

検索

バス乗り放題きっぷは、年間を通してお買い求めになれます／発売エリアやご乗車になれるバスなどの利用条件および発売価格は変更になることがあります／やむを得ず発売を中止することがあります

北淡路バス乗り放題きっぷに関するお問い合わせ : 本四海峡バス株式会社

本社 TEL. 078 - 391 - 0100 ／ 東浦乗車券発売所 TEL. 0799-74-0600

