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0101
荒湯
湯村温泉の源泉。98
度の熱湯が湧き出し
ています。湯壺で卵
や野菜・芋を自分で茹
でることができます。
温泉卵でサンドイッチ
をつくって朝食や夜
食にするのもGood!

兵庫県美方郡新温泉町湯1248
湯村温泉観光協会　0796-92-2000

0202 Cafe98℃
荒湯の目の前にオープンした
カフェで、コンセント利用可能
な席あり。窓の外には湯村の
ノスタルジックな景色が広が
る。タイムスリップしたような
不思議な感覚が味わえます。

兵庫県美方郡新温泉町
湯1260
0796-99-2626

0909 ログハウスカナダ湯村から車で約10分のと
ころにあり、大自然の中で
本格的なログライフが楽し
めると人気のスポット。
貸し会議室やコワーキング
スペースの併用が◎

30分

0808上山高原

0303Cafe Bloom

川沿いにひっそりと佇む。新しさと懐かしさが混在
するカフェ。美味しいコーヒーと満足感の高い食事
と、インテリアもすべてにこだわりが感じられます。
地元の方にも、ワーカーの方にも人気です。

兵庫県美方郡新温泉町湯1240
0796-93-9622
cafebloom530
cafebloom530

0404  カドミセ

0505 蕎麦ろあん湯村

ちょっと懐かしさを感じるヤマザキショップ。
荒湯のすぐそばにあるコンビニです。湯壺で
ゆでる卵や野菜が購入可能。酒類やお菓子
や雑貨も置いているので、重宝します。 0606 薬師湯 0707リフレッシュパークゆむらせっかく湯村に滞在するな

ら、宿以外の温泉も巡って
楽しみましょう！ 
薬師湯やリフレッシュパー
クゆむらは荒湯から徒歩で
行けます。

兵庫県美方郡新温泉町湯１６０４
0796-92-1081
894you

大自然の中で遊びまわるも良し。大自然の中で仕事をするも良し。
過ごし方はあなたの自由です。上山高原ふるさと館では、子供が参
加できる体験プログラムもあります。
湯村から車で約30分。家族でワーケーションしたい方におすすめです！

兵庫県美方郡新温泉町石橋757-1
上山高原ふるさと館　0796-99-4600
https://www.ueyamakogen-eco.net

お昼は蕎麦と天ぷらの「ろあん湯
村」、14時から自家焙煎ネルドリップ
珈琲専門店「黄昏ビギン」で非日常
のひとときを。夜はBar timeです。
ワークスペース有。

兵庫県美方郡新温泉町湯1220-2
0796-93-9668

兵庫県美方郡新温泉町湯1233-1
0796-92-0062
kadomise1

兵庫県美方郡
新温泉町湯753
0796-92-2777
http://www.refresh.
co.jp/canada/

兵庫県美方郡新温泉町湯1371
0796-92-2002
yumekousya

湯村～浜坂エリア 1週間滞在シミュレーション！

NEW SPOT
OPEN!

コワーキング
スペース増設
OPEN!

裏面へ

湯村からちょっと足を伸ばして…

262

103

ワーケーション
スポットマップ 兵庫県

鳥取県
京都府

新温泉町

ようこそ、兵庫県美方郡 新温泉町へ。

ここは豊かな自然がつくり出した"温泉"の町。

あなたらしい暮らし方を発見してください。

10分
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山陰・浜坂港で水揚げされた松葉蟹・ズ
ワイガニ・ホタルイカなど海鮮を堪能でき
ます。ワーケーション会場のご利用(要予
約)は、団体の方のみとなります。

兵庫県美方郡新温泉町芦屋853
0796-82-5001

1010  マル海渡辺水産

1111 松籟庵浜坂駅を出たらすぐだからと
ても便利。囲炉裏や和室休
憩所は自由に利用可能。レ
ンタルサイクルもあります。

兵庫県美方郡新温泉町
浜坂２３５１－１
0796-80-1126

兵庫県美方郡
新温泉町浜坂１０８１－１
0796-80-2896

1212 La forchetta 地元の食材を使ったピッツ
アとパスタが美味しい南イ
タリアのシチリア料理店。
美味しい料理と素敵な空
間に、会話も弾みます。

兵庫県美方郡
新温泉町三谷２２４－１
0796-82-5028

1313 海鮮魚市場山米 新鮮な魚介をその場
で焼いてもらえる
サービスが嬉しい！

1414 道の駅山陰海岸ジオパーク浜坂の郷
兵庫県美方郡新温泉町栃谷５７
0796-80-9010

1515Villa東藤田リゾート
兵庫県美方郡新温泉町諸寄683
0796-82-1677

コワーキング
スペース有

ワーケーション
スポットマップ

そば処 春来 てっぺん
兵庫県美方郡新温泉町春来1318
0796-92-2770

山奥で打ち立て
蕎麦の贅沢を

もりけん食堂
兵庫県美方郡新温泉町湯255
0796-92-0273

飲み物がセルフ
の気楽さが良い

レストラン楓
兵庫県美方郡新温泉町湯1371
0796-92-2001

ステーキを食べ
たいならここ！

味さとや 寿し兵
兵庫県美方郡新温泉町湯1317-14
0796-92-1059

地元に愛される
お寿司屋さん

中華菜館 笑来園
兵庫県美方郡新温泉町湯1317-16
0796-92-0486

ラーメンと餃子
が人気！

えびすや食堂
兵庫県美方郡新温泉町湯1317-3
0796-92-0657

値段が手頃な
地元の居酒屋

レストラン ふるさと
兵庫県美方郡新温泉町丹土1033
0796-92-1005

但馬牧場公園の
中のお食事処

兵庫県美方郡新温泉町湯82-1
0120-037-329

おばあ特製の
おはぎに癒される遊月亭（おばあかふぇ）

炭火串焼き ひよっ子屋
兵庫県美方郡新温泉町湯99-3
080-5365-0945

クレープと但馬
牛を手軽に！

といろ
兵庫県美方郡新温泉町湯1288
090-5969-7546

ミシュラン掲載の
大衆食堂

居酒屋 ちどり
兵庫県美方郡新温泉町湯930-2
0796-92-1300

旬の味やお酒が
楽しめます！

「必需品が揃う！お役立ちショップ」

惣菜・生活用品など

 食事処 「湯村温泉でグルメを楽しむならここ！」

丸善商店
兵庫県美方郡新温泉町湯1324－1
0796-92-0283

食料品・日用品
の店

但馬ビーフはまだ
兵庫県美方郡新温泉町湯81
0796-92-0080

DｰRIDE
兵庫県美方郡新温泉町湯69－1
0796-92-1122

スキーショップなの
にお酒もお菓子も

コメリ
兵庫県美方郡新温泉町竹田字田井田89
0796-99-2077

言わずと知れた
ホームセンター

ジャンボ西村
兵庫県美方郡新温泉町井土16-1
0796-92-1024

文房具から家電
まで何でも揃う

ナカケー湯村
兵庫県美方郡新温泉町竹田85
0796-92-2701

但馬生まれの
スーパーマーケット

ゴダイドラッグ 湯村店
兵庫県美方郡新温泉町井土２８
0796-99-2565

食料やお酒も揃
うドラッグストア

手作りコロッケ
がおすすめ

1日目（鳥取～湯村） 2日目（湯村エリア）

羽田空港から鳥取砂丘
コナン空港まで1.5h。
レンタカーで湯村へ移
動。途中「鳥取砂丘」
に立ち寄り。

チェックインまでの時間
「荒湯」を散策して「カ
フェ98℃」でランチ。そ
のまま少し仕事を。コン
セントが使えて便利！

夕飯は「居酒屋ちどり」
に。おすすめの旬の海
鮮料理や但馬鶏に舌鼓
を打つ。

6日目

早朝に浜坂を
出発し、国史
跡「竹田城
跡」へ移動。

雲海に浮かぶ
姿が美しい、
天空の城とも
呼ばれる「竹
田城跡」を観
光。（冬期は
閉山）

翌朝の出発に
備え、豊岡市
で１泊。

7日目

コウノトリ但
馬空港1 0時
発の便に乗る
ため、早めに
移動。

13時には羽田
空港に到着。

6泊7日の温泉
ワーケーショ
ンの余韻を味
わいながら、
翌日に備えて
体を休める。

4日目（浜坂エリア）

浜坂へ移動。街歩き案
内所の「松籟庵」でちょっ
と仕事。無料で利用でき
るスペースあり。

「LaForchetta」で本格イ
タリアンをテイクアウト！ 
天気がいいので、「城山
園地」に登りテザリング
でオンラインランチ会議！

コインランドリーで着替
えを洗濯し、待ち時間は
「喫茶店シャンブル」で
パフェを食べながらメー
ルチェック。

5日目（浜坂エリア）

慌ただしい日が続いたの
で、朝はゆっくりスター
ト。

予約していた「東藤田リ
ゾート」のコワーキング
スペースで集中して仕
事を終わらせ、昼は「マ
ル海渡辺水産」で豪華
に海鮮ランチ！　お土産
にカニを購入して自宅
に郵送。食後はのんび
り海辺の散策。

明日は早起きなので、夜
もゆっくり過ごす。

3日目（湯村エリア）

今日は仕事デー。土産
物店で生卵を買って荒
湯の湯壺で11分、温泉
卵づくり。パンと一緒に
軽めの朝ごはん。

今日は「ログハウスカナ
ダ」に一泊。自然の中で
の仕事は 快適！

外食が続いたので、今
夜は近くのスーパーで夕
飯の食材を調達して軽
めの晩ごはん。部屋で
ゆったり過ごす。

楽しみにしていた「上山高
原」へ。苔生す緑の洞窟
内のシワガラの滝は絶景！

運動の後は「リフレッ
シュパークゆむら」で疲
れた体を癒やす。ちょっと
遅めのランチは隣の「レ
ストラン楓」で但馬牛を
堪能。ヘレが美味しい！！

夕飯まで「Cafe Bloom」
でゆったり仕事。夜はも
う一軒、気になっていた
「もりけん」で地元の人
に混ざり軽く一杯。兵庫県

新温泉町
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