
3 自然食レストラン高原の風
（道の駅 さんわ182ステーション）
自然食レストラン高原の風
（道の駅 さんわ182ステーション）

おふくろの味自然食レストラン

野菜など地元産の食材を使い、この土地ならでは
のおふくろの味がバイキング形式で楽しめます。
●ドリンクバー付ランチバイキング1,200円
●モーニングサービス和or洋定食500円
神石高原町坂瀬川5146-2（道の駅さんわ182ステーション内）
定休日／無休（正月休みあり）
営業時間／モーニングサービス8:30～10:30、
ランチ11:00～15:00

☎0847-85-3303

5 神石高原ホテル
高原で味わう旬味を堪能

瀬戸内の魚介類、地元農家が丹精込めて育て
た野菜や新鮮な山菜、名高い広島牛など、神石
高原ならではのお料理にこだわりました。

神石高原町時安5090　
定休日／無休
営業時間／11：30～14：30（ラストオーダー14：00） 
18：00～21：00（ラストオーダー20：30） 

☎0847-85-3000

4 神石 牛バーガー
（道の駅 さんわ182ステーション）

神石高原グルメグランプリ2011:初代大賞

神石高原の自然の中で育った「トマト」と「野
菜」と、上品な和牛でつくったハンバーガーの
絶妙なハーモニーを堪能してください。
●「神石 牛バーガー」380円から

神石高原町坂瀬川5146-2（道の駅さんわ182ステーション内）
営業日／土曜日・日曜日（2012年11月末まで）
営業時間／10:00～17:00

☎090-8061-0068

2 道の駅 さんわ182ステーション
産直市場、ソフトクリームが大人気！

新鮮野菜、お餅、こんにゃくなどの産直市が
大人気！たい焼、たこ焼き、にぎり天や、地元
食材を使ったブレンドソフトクリームも大好
評です。

神石高原町坂瀬川5146-2（道の駅さんわ182ステーション内）
定休日／無休（正月休みあり）
営業時間／産直市7:00～18:00、売店8:00～17:00

☎0847-85-2550

1 ラーメン・中華・丈
道の駅のすぐそば！！

駐車場50台完備の中華料理店。昼定食は、
11時～14時まで、700円よりご用意！
お座敷あります。（要予約）
飲まれる方の送迎も承ります。（要予約）

神石高原町坂瀬川5150-4
定休日／火曜日
営業時間／11:00～21:00

☎0847-85-4183

6 ぬく森
手作りパンと店内からのすてきな眺めを！

山里の景色をながめながら、ランチやティー
タイムを楽しめます。●手作りパンセット
950円●ハヤシライスランチ1,000円●ケー
キセット730円。いずれもドリンク付です。

神石高原町時安1056-4
定休日／毎週 火、水、木曜日(祝日営業)
営業時間／10:00～17:00

☎0847-85-3498

7 cafe 葉乃蔵
自然の中でおいしいcoffeeを…

手作りケーキとコーヒー・紅茶（ケーキセット
800円）で上質な時間、空間でおくつろぎくだ
さい。厳選されたガラス工芸と陶器のギャラ
リーもお楽しみいただけます。

神石高原町時安5139-20
営業日／土曜日のみ
営業時間／11:00～18:00

☎090-3746-7794

37 焼肉館  やまびこ
仙養ヶ原にポツン？と建っているやまびこです

ぜひ名物“ジンギスカン”を食べに来てくださ
い。自家製のタレに漬け込んで臭みもなく、や
わらかくて、食べやすいように工夫していま
す。カロリー控えめなのでたくさん召しあが
れます。（1人前1,000円）　　　　　　　

神石高原町近田835-1
定休日／水曜日　　　営業時間／10：00～19：00

☎0847-82-2111

36 Dog Cafe シモンズ
愛犬と一緒に自然を満喫しながら、お食事を！

神石の恵みを使った料理●神石高原メンチカツ
バーガー（600円）●神石高原メンチカツランチ
（1,000円）などご用意。お土産に神石高原メンチ
カツ、神石こんにゃくコロッケなどの特産品も！

神石高原町上豊松72-8（仙養ヶ原ふれあいの里園内）　
定休日／火曜日
営業時間／平日11：00～17：00 土日祝9：00～18：00

☎0847-89-0049

18 こすもす庵
自家製ピザと挽きたてコーヒーのお店

建物は栗の柱で出来た江戸中期のものと言わ
れています。美味しい空気と自然を楽しみ、ゆっ
くりとくつろげる空間です。リクエストがあれ
ば、ピアノ演奏も。季節のミックスピザ(メイン
写真)は一日限定20枚なのでお早めに！

神石高原町永野3235     営業日／土、日曜日のみ
営業時間／11:00～ ピザがなくなり次第

☎0847-86-0785

19 帝釈峡 スコラ高原
標高500mの爽快リゾート

レストラン帝釈の里では、名物炭焼きの広島牛バーベ
キュー（100人迄対応可） や、しゃも地鶏の塩焼、神石牛
ステーキ（要予約）がおすすめ。ハーブ館おもちゃかぼ
ちゃでは、スコラ高原で採れたハーブでハーブティー
も楽しめます。日帰り入浴、帝釈の湯（400円）も。
神石高原町相渡2167
定休日／レストラン帝釈の里（火曜日） ハーブ館おもちゃ
かぼちゃ（水曜日）       営業時間／10:00～17:00

☎0847-86-0535

そば打ち名人になろう
素人そば打ち強化講座
（帝釈峡スコラ高原）

神石そば同好会が基本から湯がき方までを
徹底指導します。素人そば打ち初段級を体
験できます。

時期／4月上旬～11月下旬（月曜日～木曜日のみ）
人数／8名
※定員8名迄なのでお断わりする場合があります

21 野木弁天堂
珍らしくて美味一番の品

天然鮎・ワカサギを当店独自の調理法で頭か
ら全部食べられます。
●ワカサキそば・うどん 700円（4月より）
●鮎そば・うどん 800円～1,000円 （9月中旬
より）天然ものですので、売切御免！！

神石高原町永野5037-21（神竜湖畔）
定休日／不定休　　営業時間／11:00～16:30

☎0847-86-0012

20 お食事処　紅葉会館
地元食材を使っています！

こんにゃくラーメン（790円）神石の特産、
こんにゃくを使ったラーメンがおすすめ。
食物繊維も多くておいしいと、女性に大人気
です。

神石高原町永野5037-17　
定休日／不定休
営業時間／9：00～20：00

☎0847-86-0002

23 帝釈峡山荘
古民家でのんびり昼夜 各1組様限定

予約制だからできるお好み、予算に応じたお料
理〈松花堂会席（3,000円～）など4名様より〉。
法事・会合など仕出しも承り。オードブルや寿
司盛りなど町内配達いたします。シーズン中は
マス釣りで炭火の焼きたても楽しめます。

庄原市東城町帝釈未渡1819
定休日／不定休（要予約）※お越しの際はお問い合わせください。

☎08477-6-0268

22 こだわり農場
有機農業体験（お土産付き）

農薬、化学肥料を使わない農作業の体験がで
きます。また、有機農産物加工品や、雑穀米・漬
物・もち・えごまドレッシングなど各種販売し
ています。（料金：3,000円〈お土産付き〉）
神石高原町相渡2321-1　　定休日／金曜日・土曜日
時期／6月上旬～11月下旬（要予約〈2日前まで〉）
営業時間／10:00～12:00  13:00～15:00（所要時間：
2時間）　　人数／1名～10名

☎0847-86-0818

三和エリア
神石高原町の南部。道の駅 さん
わ182ステーションや、湯っ蔵
さんわのある地域です。

神石エリア
スコラ高原やキャンプ場、帝釈
峡に近い神石高原町の西より
の地域です。

9 としちゃん亭
みなさんの寄り場所をつくりたい

●中華そば 500円●日替定食 750円
夜はおまかせで、その日の仕入れによってメ
ニューが変わります。宴会も承ります。

神石高原町井関2603-1　　
定休日／月曜日
営業時間／11:30～14:00  17:00～21:00

8 喫茶＆ギャラリー むうみん
有田焼のカップなど販売してます！

モーニングサービス600円や、手づくりとう
ふの定食1,200円。その他、ランチやステー
キ、手作りケーキセットも楽しめます。
夜は宴会・食事会など要予約で承ります。

神石高原町井関2624-14　
定休日／月曜日
営業時間／8：30～夕方（夜は予約のみ）

☎0847-89-3223

17 創作料理 杏弥
築200年の古民家で食を愉しむ

完全予約制。ご予算に応じます。お持ち帰り・
お土産商品、（冷凍）神石こんにゃくコロッケ
（1ヶ150円）が人気です。

神石高原町田頭157
定休日／月曜日
営業時間／ご予約に応じます。

☎0847-88-0715

35 ゴルフ場食堂部
（仙養ヶ原ゴルフクラブ）

緑風は野にあり、高原へいらっしゃい。

名物はジンギスカン鍋（1人前1,100円）で
す。飲物も各種取り揃えております。ゴルフの
お客さまは勿論、一般のお客さまも歓迎！お
食事だけでもお気軽にどうぞ。

神石高原町近田835-10（仙養ヶ原ゴルフクラブ内）
定休日／年中無休 （ただし、雪の場合はご予約ください）
営業時間／8:00～17:00 (ご予約の場合22:00まで)

☎0847-82-2121　

油木・豊松
エリア

仙養ヶ原や、とよまつ紙ヒコー
キ・タワーがある、岡山県側の
地域です。

38 仙養ヶ原ふれあいの里
広島の極上和牛を食べてみんさい！

バーベキューセットはロース（3,000円）とモ
モ（2,500円）の2種類をご用意！地産地消に
こだわった地元野菜とおにぎり付き！大自然
の中での味わいは最高！！
※前日までに要予約

神石高原町上豊松72-8　　定休日／無休
営業時間／8:30～17:30

☎0847-82-2823

おいしい神石高原をたっぷりご紹介！
名物のこんにゃく作りや、農業体験もぜひ！

楽しく遊んで、見て、体験！
自然を満喫して
おなかがすいたら開く地図！

帝釈峡

帝釈の湯

仙養ヶ原

星居山

紙ヒコーキ・タワー

16 たまちゃん
とってもおいしい韓国料理のお店

アツアツでとってもおいしい石焼ビビンバ！
他にも、キムチラーメン・ビビラーメン・チヂミ
（韓国風のお好み焼）などいろいろ。
本場キムチなど韓国の食材も多数おいてます。

神石高原町田頭1465　
定休日／水曜日
営業時間／11：00～20：00 

☎0847-88-0578

特産のこんにゃく作りを体験！
こんにゃく作り（仙養ヶ原ふれあいの里）

地元名産の生芋から作るこんにゃくは絶品！
出来たてを試食できます。その他に、陶芸・
和紙作り・銀細工も体験可能！
期間／4月中旬から11月下旬まで（期間中無休）   
営業時間／8:30～17:30（所要時間：約1～2時間）
※作る工程も予約時に相談応。開始時刻は、10:00、
14:00のどちらかをお選びください。
人数／1名～相談応（15名様以上で団体料金）

39 食事処 かすが
お昼は、800円で、日替ランチ！！

夏には、地元○豊トマトを使用したトマトの期
間限定フルコースを予約限定でご用意してお
ります。

神石高原町上豊松1755-1 豊松プラザ21内
定休日／木曜日
営業時間／11:00～20:00

☎0847-84-2017

40 小槌屋
地元のこんにゃく料理！

地元特産物のこんにゃくを中心に、おいしい
料理を味わっていただけます。料金はお客様
とご相談。お越しの際は、要予約でお願いいた
します。

神石高原町下豊松761-3　
定休日／不定休
営業時間／月～土 10:00～19:00

☎0847-84-2021

神石高原ならではの

創作グルメが
神石高原ならではの

創作グルメが

イベントも満載！
イベントも満載！

もりだくさん！もりだくさん！
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主催：神石高原マルシェ実行委員会　　　

発行：神石高原マルシェ実行委員会　協力：神石高原町観光協会　神石高原商工会
http://marche-jinseki.jimdo.com/

会場：道の駅さんわ182ステーション 芝生広場
　　　 神石高原町坂瀬川5146-2 出店者

募集中！

年5回  奇数月 第4土日開催！！
（3・5・7・9・11月）

※ただし、変更する場合もございます。

！

※このガイドの情報は、平成24年3月のものです。
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車でお越しの場合
・山陽自動車道『福山東IC』より国道182号線を北へ約30km
・中国自動車道『東城IC』より国道182号線を南へ約29km

バスでお越しの場合（中国バスにて）
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