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加西市観光まちづくり協会
TEL 0790－42－8715 かさい観光ナビ

かさいさんおすすめ
北条の宿お散歩コース

お散歩エリア

3.7km
2.5km

ローカル列車で
のんびりおでかけ♪

図書館
コープこうべ

インド・ネパール
ダイニングカフェ
ムナール
CAFE&REST
カフェ・えん14
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三ノ宮・大阪への
直行便があります！

レンタサイクル
あります！

丸山総合公園

四ツ目

エル・ファーロ

喫茶
ティンカーベル

MAPぶら らぶ
加西北条
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（かさいのかさいさん）
100m

かさいさんも、北条をぶらぶら歩いて、
今と昔を探しながら町歩きを楽しんでいます。

加西の北条地区は、1300年以上前に
建てられた住吉神社や酒見寺の門前
町、市場町として栄えました。そして、
在郷町として発展した町並みが残り、
今でも町を歩けば歴史と文化を感じ
られる素敵なところです。
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お食事の店 ぐいぐい
夜は新鮮なお刺身や手作
り料理がおいしい居酒屋
さん。ランチタイムにはメ
イン・お造り・小鉢がお得
な日替わり定食を楽しめ
ます。新鮮な魚を取り揃え
てお待ちしております。

11：30～14：00
17：00～21：00

加西市北条町北条728 0790-42-3200

有水曜・第2木曜

菓遊館
安心で安全な商品をお届
けするため、地元農家さん
と契約し、生産者と共に歩
む地域に密着した商品作
りをしております。

9：00～18：30

加西市北条町北条367-1 0790-43-0725

有火曜（祝日の場合は営業）

四ツ目
四季折々の食材を使った
会席料理や鍋料理、一品料
理などをお座敷でゆっく
りとお召し上がりいただ
けます。お気軽にお問い合
わせください。

11：30～13：30
17：00～21：00

加西市北条町北条906 0790-42-0004

有日曜

エル・ファーロ
障がいをもつ人が、地域
の多くの人に支えられな
がらパンやクッキーなど
を、ひとつひとつ丁寧に作
り上げています。カフェス
ペースもありますので、地域
の交流の場として誰でも
気軽にくつろいでいただ
けます。

9：00～16：00

加西市北条町北条913 0790-43-3334

有

喫茶 ティンカーベル
あったかい雰囲気で、ボ
リュームあるメニューを
お楽しみください。アルカ
リイオン水の美味しい珈
琲が自慢です。

7：00～16：00

加西市北条町栗田2-2 0790-42-6124

有不定休

CAFE&REST カフェ・えん
おふくろの味と温かい心
でおもてなし。家庭的な雰
囲気の中ゆったりおくつ
ろぎください。北条町駅の
目の前なので列車の待ち
時間にも是非！！

7：30～18：00

加西市北条町北条28-1
アスティアかさい1F 0790-43-0601

有水曜

インド・ネパールダイニングカフェ ムナール
カレーはなんと25種類以
上。中でもおすすめは「チ
キンアダラギ」辛さもオー
ダーできて初めての方も
安心。自慢のタンドールは
本場のシェフでしか出せ
ない味。ごゆっくりお楽し
みください。

11：00～15：00
17：00～21：30

加西市北条町北条28-1
アスティアかさい1F 0790-42-6706

有第1・3木曜

お好み焼 とよだ
野菜たっぷりのお好み焼
き！使い込んだ鉄板で焼
くカリふわっのお好み焼
きはどれも絶品です。こだ
わりのマヨネーズと一緒
に是非、ご賞味ください!

11：00～21：00

加西市北条町北条330 0790-42-2217

有火曜

やきとり 鳥よし
炭、鶏肉、オリジナル塩、自
慢の熟成たれなど素材の
一つ一つが鳥よしのこだ
わり。20名程の団体予約
OKです。是非お立ち寄りく
ださい!

17：00～24：00

加西市北条町北条59-3 0790-43-0137

無第1・2・3水曜

創作キッチン 紡
ファミリーや女性同士で
も入りやすいカジュアル
な居酒屋です。貸切り宴会
や、時間外営業のご予約も
ご相談ください。

17：00～23：00

加西市北条町北条128-1 0790-35-8999

有水曜

サンモーリス
看板メニューの天使のス
ティックは、一口食べると
口の中にチーズの味が広
がる１番人気商品です。半
熟チーズも人気商品です。

9：00～19：30

加西市北条町横尾339-3 0790-42-6557

有水曜

加西創作 イタリアン  gottuo
25名様までの貸切、各種
パーティは大変好評いた
だいております。予算に応
じたコース料理も承って
おりますので女子会、歓送
迎会などに、是非イタリア
ンをどうぞ。

11：00～14：00/17：30～22：00
※L.O.昼13：30 夜21：30

加西市北条町横尾307-2
西門ビル1F 0790-42-5210

有水曜

えぇもん王国
北播磨の新鮮野菜を使った
ランチバイキングは1品1品
スタッフが真心込めてお作
りしています。また、季節限定
のイチゴを使ったパフェは
雑誌やテレビでも紹介され
るほどのボリュームで1度食
べていただきたい1品。キッ
ズコーナーも完備している
ので小さなお子様連れでも
安心してご利用頂けます。

8：30～17：00
（18：00～22：00予約のみ）

加西市北条町横尾473-1 0790-42-1982

有無

フレッシュベーカリー グリム
グリムではより安心安全
で小麦の味を感じていた
だけるように、すべてのパ
ンに国産小麦を使ってい
ます。焼きたて、揚げたて、
作りたてにこだわった約
100種類のおいしいパンを
揃えて皆様のご来店をお
待ちしております。

7:00～18:00（平日）
6:30～18:00（土・日・祝日）

加西市北条町横尾463-1  0790-43-0811

有水曜

こころづ串
鶏がメインの揚げ物、焼き
物、鍋、その他一品ありま
すよ！おひとりでもお気
軽にきていただけるお店
です。寒い季節には、温かい
おでんやお鍋がおすすめ
です。

17：00～23：30

加西市北条町古坂1-10 0790-42-2003

有月曜

らぴゅた
落ち着いた雰囲気のアッ
トホームなお店です。昼は
日替わり定食が人気です。
夜は居酒屋（要予約）と
様々な味をお楽しみいた
だけます。ぜひ、一度お試
しください。

11：30～21：00

加西市北条町横尾1019-1 0790-42-5408

有日曜

喫茶・食事 花みずき
当店は女性のお客様が多
く、アットホームで暖かい
雰囲気のお店です。
メニューではモーニング
と日替わりランチが特に
好評でリピーターのお客
様が多いのが特徴です。

8：00～17：00

加西市北条町横尾1021 0790-43-1250

有水曜・日曜午後

アンプリエ mishima
いつも新鮮な材料にこだ
わり、地元の皆様に喜んで
いただけるお菓子作りを
心がけています。時には斬
新な、時に欲張りなレシピ
が次々と登場しています。
スタンダードなスイーツ
から、遊び心いっぱいのス
イーツまで、多彩な味をお
楽しみください。

10：00～19：30
（カフェスペース 12：00～17：00）　

加西市北条町横尾1022-2 0790-43-8510

酒楽
平日の予約は2,000円から、
土日の予約は3,000円から
承っております。10名様か
ら送迎いたします。忘年会や
歓送迎会など様々な宴会に
もご利用頂けます。土・日・祝
日は法事、宴席のため電話で
確認の上お越しください。平
日のお昼のみ日替わりをご
用意しております。

11：30～14：00
17：00～21：00

加西市北条町古坂1320 0790-43-1742

有水曜
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営業時間住所

焼鳥・居酒屋 和食・洋食 カフェ・喫茶 パン スイーツ

電話番号 駐車場定休日加西北条ぶらぶら

大人 200円/小人 100円￥

五百羅漢

「親が見たけりゃ北条の西の五百羅漢の堂に御座れ」と

うたわれ、素朴で表情豊かなその姿は必ずや親や子に

似た顔があると言われています。17世紀前半に酒見寺

の再興に伴う寺内整備や信仰・供養のために造立された

と考えられています。兵庫県指定重要文化財

お好み焼き鉄板焼き じゅうじゅう
各種一品が多数あり、アッ
トホームなお店です。おす
すめは、スマイルチーズ、
すじ玉。ご来店をお待ちし
ております。

加西市北条町古坂7-27 0790-43-0305
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MAP→D-3 MAP→F-2

MAP→C-4 
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9:00～17:00

加西市北条町北条1293 0790-43-0580

住吉神社

養老元年（717年）山酒人が神殿を造り、住吉の神を祀った

のが当神社の始まりと伝えられています。三棟が横並び

になっている本殿は、国の登録有形文化財です。約850

年前、日照りが続いた折、勅願により雨乞いが行われ

たとされる「勅使塚」が境内にあります。また、播磨三大

祭りのひとつ「北条節句祭り」が4月に行われます。

MAP→A-2

加西市北条町北条1318

酒見寺

天平１７年（745年）に行基がこの地を訪れ、酒見明神の

神託により伽藍を建立したことが始まりとされる古刹。

寛文２年（1662年）に建立された国指定重要文化財

の多宝塔は極彩色の装飾模様や木組が美しく、屋根

の上重が桧皮葺き、下重が瓦葺きの珍しい様式です。

MAP→A-2

加西市北条町北条1319

北条の宿

住吉神社と酒見寺の門前町として栄えた北条の宿。

江戸時代には山陰と山陽を結ぶ交通の要衝でもあり、

流通の拠点として繁栄した名残に現在も建物に卯建

（うだつ）や虫籠窓（むしこまど）などを見ることができ、

散策の道として楽しめます。

MAP→B-3

0790-42-8823 （加西市観光案内所）

0790-42-8823 
（加西市観光案内所）

0790-42-8823 （加西市観光案内所）

MAP 加西市観光スポット

※裏面掲載店はふーど記協力店舗
休

横尾街道

所々で穏やかに曲がる特徴があり、漆喰壁の家、千本

格子、卯建（うだつ）など往年の佇まいが今も色濃く残る

街道です。国登録有形文化財、兵庫県景観形成重要

建造物である高井家住宅、水田家住宅があります。

水田家住宅は、カフェ「横尾歴史街道町かど亭」として

も活用されています。

MAP→D-1～D-2

10:00～15:00 カフェ　火・水曜のみ営業

加西市北条町横尾121 0790-43-0262

年中無休（年末年始を除く）

加西市観光案内所

北条鉄道 北条町駅待合室内に加西市観光案内所が

あります。加西市観光案内所では、ボランティアガイド

の受付をはじめ、市内の観光名所の案内やイベント

情報、道案内のほか、各種パンフレット等も用意してい

ます。レンタサイクルも利用できます。

MAP→C-4

8:30～17:30

加西市北条町北条28-2 0790-42-8823

まちなか春陽堂

築２００年以上の歴史を持つ漆喰の格子窓が残るハンコ

屋さんを改修した空間で、地域の人や子どもたちが集

い、世代を越えた交流ができる場です。

MAP→B-3

10:00～17:00

加西市北条町北条1090-3

休 不定休

O Cha no Ma

地域で愛されたおまんじゅう屋さんを改装し、カワイイ

空間に生まれ変わりました。お店のPRや起業をめざす人が

日替わりでオーナーになっています。

開店日はSNSより確認してください。

MAP→B-3

加西市北条町北条1098-9

O Cha no Ma -おちゃのま-

HP/https://machinakashunyoudo.wixsite.com/kasai

運営団体/北条の宿まちなか活性化委員会

ソーシャルキッチン・カフェ
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