
おすすめスポット ＆ フリーきっぷ提示特典

問い合わせ先　本四海峡バス株式会社  本社： TEL 078-393-0100　東浦乗車券発売所： TEL 0799-74-0600

淡路島最大級のお土産品揃えと、7つの島
レストランがありショッピング、食事が充実。
県立淡路島公園にも隣接し散策も楽しめ
る。明石海峡を望む大パノラマも絶景。

淡路ハイウェイオアシス

フライドオニオン付き玉ねぎ
スープ5％OFF（物産館）

淡路ハイウェイオアシスA1・A2駐車場前

乗馬が全く初めての方でも、あわじ花さじきの
中を馬に乗って散歩することができます（約40
分）。馬上から花、緑、海の大パノラマを見れば
癒し効果は抜群！他コースもあり。要予約。

ハーモニーファーム淡路

各コース10％引き

ハーモニーファーム淡路

淡路島産食材宣言店で、地元の北淡たこを
使っただしがとてもおいしいふわふわの明
石焼を提供。淡路玉ねぎと淡路牛のたた
き、生だこ、しらさエビの鉄板焼き等々も。

明石焼「志田」

明石焼20円引き

富島東

丘の上にある客船風の建物です。最上階に
ある展望大浴場からは、播磨灘が見渡せま
す。日帰り・宿泊にかかわらず、どなたでもご
利用いただけます。

かんぽの宿 淡路島

日帰り入浴の割引
大人600円→500円
小学生300円→200円

宿泊もできる観光牧場。バーガーショップ
「safsaf」では淡路牛を使った「大地のバー
ガー」と淡路島牛乳とてんさい糖で作る「ミ
ルクソフト」が人気。

淡路カントリーガーデン

入園料50％OFF

淡路カントリーガーデン

東浦バスターミナルに隣接の道の駅にある
農産物直売所。毎朝、近隣農家が持ち寄る
新鮮な商品を提供しています。淡路島牛乳
を使ったソフトクリームも好評です。

道の駅東浦ターミナルパーク
フローラルアイランド

ソフトクリーム1つサービス

東浦バスターミナル

海を見渡す絶景ミュージアム。自然とアート
が見事に調和した癒しの空間は、パワース
ポットとしても注目されています。

アート山大石可久也美術館

入場料20％ＯＦＦ

阪神・淡路大震災を引き起こした野島断層
を保存。激震に耐えたメモリアルハウスのほ
か、２種類の揺れ体験ができる震災体験館
もあります。

北淡震災記念公園

野島断層保存館
入館料10％OFF

北淡震災記念公園施設前

旧野島小学校を地域活性化のシンボルとし
てリノベーションした施設。１階はマルシェと
カフェで、２階にはイタリアンレストラン、３階
にはバーベキューテラスもあります。

のじまスコーラ

カフェ・リストランテ 利用時
飲食代金10％OFF

蟇の浦

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
ができます。

吹き戻しの里

オリジナル吹き戻し
プレゼント

吹き戻しの里※あわ神あわ姫バスでのアクセス
になります。無料シャトルバスも有

※主に週末のみバスが停車。
平日はあわ神あわ姫バス「河内」下車※あわ神あわ姫バスでのアクセスになります

※各施設の定休日や臨時休業で、特典を受けられないことがあります。また特典の内容は、予告なく変更することもあります。

※あわ神あわ姫バスでのアクセスに
なります 富島東 ※あわ神あわ姫バスでのアクセスに

なります

特典を受けるには、バス旅ひょうご「北淡路1
デイフリーきっぷ」（3種類のいずれか）また
は、花・食巡り1day切符の提示が必要です。
詳しくは各施設でお問い合わせください。

凡例（特典の受け方など）

特典内容
他の割引との併用が

できないこともあります。

最寄りバス停

新鮮な活き穴子だけを使用し、炭火で焼き
上げると言う昔ながらの製法を今も続けて
いる炭焼きあなご専門店。

炭焼きあなご「あさじ」

あなご丼弁当1個お買い上げで
お茶1本プレゼント

水越 ※あわ神あわ姫バスでのアクセスに
なります

※フラワーリングバスの運行がなく、あわ神あわ姫バスを利用
していただく施設もあります。
※フラワーリングバスの運行日（主に週末）にもご注意ください

北淡路のバス旅がもっと楽しくなるお得な特典がいっぱい！ 各施設で、バス旅ひょうご「北淡路1デイフリーきっぷ」
または花・食巡り1day切符を見せるだけ！

便利！

北淡路の「フラワーリングバス」
「あわ神あわ姫バス」に乗り降り自由

北淡路1デイフリーきっぷ
満喫ガイドブック

利用できるバス　
●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」
利用できる高速バス　往路・復路1回ずつ利用できます
●「大磯号」高速舞子～鵜崎・東浦バスターミナル間の各停留所
利用できる電車　「山陽姫路駅・山陽網干駅～舞子公園駅までの片道乗車券」
2枚をセット（購入当日限り有効）
乗車券販売場所　
【姫路・東播磨地区】山陽姫路駅・山陽網干駅・飾磨駅・大塩駅・高砂駅（山陽電車）

北淡路の花みどり施設へバスで行こう！
三宮・高速舞子から高速バス「大磯号」で楽々アクセス

淡路市内でも発売！ 北淡路から神戸への往復にも使えます（山陽電車版除く）

新神戸・三宮・高速舞子～北淡路の往復に
高速バス「大磯号」が使えるフリーきっぷ

高速舞子から高速バス「大磯号」で北淡路を往復
高速舞子（舞子公園）まで山陽電車が使えるフリーきっぷ

北淡路の花みどり施設を

便利に結んで
土日祝に運行！

4/1(日)～
5/27(日)

運行期間

1日乗り放題
おとな500円、小・中学生250円

の
※

※5月3日～6日は運休
土曜・日曜・祝日

あわじ花さじき

県立淡路景観園芸学校

県立淡路島公園

淡路ハイウェイ
オアシス

岩屋ポートターミナル

時計回りと反時計回りにピーク時は約30分おきに運行。 で大磯号と乗り換えれば便利！

新神戸・三宮・高速舞子（舞子公園）から

東浦バスターミナル

淡路夢舞台前
（国営明石海峡公園前）

聖隷淡路病院前
（新世薬局夢舞台前）

淡路ハイウェイオアシスA1・A2駐車場前

国営明石
海峡公園

淡路夢舞台

北淡路へは
高速バス

「大磯号」で！

土日祝は
約40往復
運行！

問い合わせ先　公益社団法人兵庫県バス協会  〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通４-15-８ TEL 078-391-0543（平日9:00 ～ 17:00） FAX 078-331-2495

淡路夢舞台前
（淡路夢舞台前・国営明石海峡公園前）
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4/1(日)～
5/27(日)

運行期間

毎日休まず運行の
「あわ神あわ姫バス」
もご利用ください

の
※

※5月3日～6日は運休

土曜・日曜・祝日

高速舞子→舞子公園駅（山陽電車）は徒歩約10分です

明石港→明石駅（山陽電車・JR）は徒歩約10分です明石港→明石駅（山陽電車・JR）は徒歩約10分です

【乗車券販売場所】
淡路ジェノバライン明石営業所（明石港）

約1時間～1時間30分おきの運行（日曜運休）。
岩屋ポートターミナルから「美湯 松帆の郷」などへのアクセスに利用できます。

※

※バス旅ひょうご「北淡路1デイフリーきっぷ」、花・食巡り１day切符ではご利用になれません。別途運賃が必要です

※

明石駅（山陽電車・JR）→明石港は徒歩約10分です

あわ神あわ姫バス

淡路
ジェノバライン
（高速艇）

高速バス「大磯号」・山陽電車で往復するなら

淡路ジェノバラインが
お得になるきっぷも！！

明石～岩屋で運航中！北淡路エリアを
運行している
その他バス

■ 淡路市岩屋コミュニティバス（らくらく号）

岩屋ポートターミナル～東浦バスターミナル～洲本方面などの路線があります。
■ 淡路交通 一般路線バス

岩屋ポートターミナルや淡路ハイウェイオアシスから各施設まで無料で運行しています。
フラワーリングバスやあわ神あわ姫バスと併せて利用すると便利です。

■ のじまスコーラシャトルバス／ニジゲンノモリ周遊バス

岩屋コミバス

淡路交通

のじまスコーラ

ニジゲンノモリ

舞子公園

北淡路1デイフリーきっぷ山陽電車版の往路は、
山陽電車で舞子公園駅までお越しの上、高速舞
子バス停から高速バス大磯号にご乗車ください。

北淡路1デイフリーきっぷ山陽電車版の復路は、
高速バス大磯号を高速舞子バス停で下車の上、
舞子公園駅から山陽電車にご乗車ください。

花・食巡り1day切符の往路は、明石
港までお越しの上、淡路ジェノバライ
ンにご乗船ください。

花・食巡り1day切符の復路は、岩屋
ポートターミナルまでお戻りの上、淡
路ジェノバラインにご乗船ください。

山陽姫路方面からの直通特急が約15分おきに停車

舞子公園
山陽姫路方面への直通特急が約15分おきに停車

乗継乗継

舞子公園駅（山陽電車）→高速舞子は徒歩約10分です 舞子公園駅（山陽電車）→高速舞子は徒歩約10分です
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舞子公園

北淡路1デイフリーきっぷ山陽電車版の往路は、
山陽電車で舞子公園駅までお越しの上、高速舞
子バス停から高速バス大磯号にご乗車ください。

北淡路1デイフリーきっぷ山陽電車版の復路は、
高速バス大磯号を高速舞子バス停で下車の上、
舞子公園駅から山陽電車にご乗車ください。

花・食巡り1day切符の往路は、明石
港までお越しの上、淡路ジェノバライ
ンにご乗船ください。

花・食巡り1day切符の復路は、岩屋
ポートターミナルまでお戻りの上、淡
路ジェノバラインにご乗船ください。

山陽姫路方面からの直通特急が約15分おきに停車

舞子公園
山陽姫路方面への直通特急が約15分おきに停車
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★は、あわ神あわ姫バス「観光施設周遊回り」です。バス停6→5を「北淡震災記念公園施設前」「淡路警察署富島交番前」「吹き戻しの里」経由の大回りで運行します

↓
大回り
↓

↓
大回り
↓

↓
大回り
↓

↓
大回り
↓

↓
大回り
↓

明石駅（山陽電車・JR）→明石港は徒歩約10分です

高速舞子→舞子公園駅（山陽電車）は徒歩約10分です
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