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報道機関各位 

 

Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓｅ vol.2013-01 
 
「スマホde山田錦の郷めぐりスタンプラリー」及び「＝山田錦の銘酒で乾杯！＝ 

貸切列車＆貸切バスで「山田錦まつり」へＧＯ！！」の開催について 
 

神戸電鉄粟生線活性化協議会では、利用者数の減少が続く粟生線の利用促進及び沿線の活性化を

目的として、粟生線の利用啓発イベント、地域住民などへのモビリティ・マネジメントなど、さま

ざまな取組を行っています。 

このたび、地域の団体や店舗と協働し、日本を代表する酒米「山田錦」を育む粟生線沿線「山田

錦の郷」を広く沿線内外にＰＲするとともに、粟生線の利用促進の一環として次のイベントを開催

します。 

この機会に、ぜひ粟生線を利用して、山田錦の郷めぐりをお楽しみください。 

 

■スマホde山田錦の郷めぐりスタンプラリー 
粟生線の駅周辺にある酒米「山田錦」にちなんだスポットをラリーポイントとし、スマートフォ

ンなどの携帯端末からアクセスできる「スタンプラリー回遊システム」で、山田錦の郷めぐりをよ

り便利に、手軽に楽しんでいただくスタンプラリーを開催します。 

ラリーの参加者は協賛店（ポイント⑤及び⑥）で優待・割引の特典が受けられるほか、所定のラ

リーを完了された方には素敵な賞品をプレゼントします。また、山田錦にちなんだ賞品の抽選に応

募いただけます。 

 

【開催期間】平成２９年３月１１日（土）～ ５月３１日（水） 

 

【参加方法】 

参加者御自身がお持ちのスマートフォンなどの携帯端末から、神戸電鉄粟生線活性化協議会のホ

ームページ上の「スマホde山田錦の郷めぐりスタンプラリー」にアクセスし、御参加ください。 

携帯端末に表示されるスタンプ台紙画面に、ラリーポイントに備え付けの電子スタンプをかざす

ことでスタンプが押されます。 

所定のスタンプを集めることでラリーの完了画面が表示され、プレゼントの受取や賞品の抽選に

応募が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子スタンプの 
イメージ スタンプ押印のイメージ 

 

資料－2 



2 

 

【ラリーポイント】 

■＝駅チカ回遊＝ 山田錦のまちあるきコース 

恵比須駅～三木上の丸駅周辺の６か所をラリーポイントとするコースです。 

ポイント① 恵比須駅 

ポイント② 三木上の丸駅 

ポイント③ 稲見酒造（葵鶴） 

ポイント④ 三木城跡 

ポイント⑤ 旧玉置家住宅 

（協賛店：ふれあい夢工房） 

ポイント⑥ 協賛店（次のうちいずれか１か所） 

「ピストリーナ マツヤマ」「御菓子司 一心堂」「あまぐり・ジェラート 万寿庵」 

「ＭＩＫＩ夢ステーション（三木鉄道記念公園内）」 

 

※各ラリーポイントに備え付けの電子スタンプを押してください。 

※ラリーの参加者は、協賛店（上記のポイント⑤及び⑥）で優待・割引が受けられます。 

※協賛店での優待・割引は、スタンプを押印する時に合わせ、特典に該当するお買い物をされた

場合に、スマホ画面の提示で受けられます。ただし、既に他店で押印を済まされている場合は

特典は受けられません。 

 

【賞品】 

上記６か所のラリーポイントを全て完了された方には、もれなく次の賞品をプレゼントします。 

 

賞品：一合升とグラスセット 

受取場所：（一社）三木市観光協会 

三木市本町２丁目２－１０ 

電話：０７９４－８３－８４００ 

※賞品の受取は、お一人１回限りです。 

 

■＝もっと回遊＝ 山田錦の田園満喫コース 

粟生線沿線から少し遠方の２ポイントです。 

ポイント① 山田錦の館 

ポイント② 黒滝（山田錦の館から７００ｍ。道中に山田錦の田んぼが見られます。） 

 

「＝駅チカ回遊＝ 山田錦のまちあるきコース」と「＝もっと回遊＝ 山田錦の田園満喫コース」

の２コースを完了した方には、応募の上、抽選で豪華賞品をプレゼントします。 

 

                           ※各ポイントでの電子スタンプの備

え付けの場所は、別途、協議会ホ

ームページ等でお知らせします。 

 

 

 
黒滝 山田錦の館 

旧玉置家住宅 稲見酒造（葵鶴） 
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（参考）路線バスの時刻 

【平日】三木方面 → 吉川方面 

神姫バス １６系統（三木営業所 → 吉川庁舎前） 

上の丸 7:50 9:40 17:50 

吉川庁舎前 8:26 10:14 18:30 

 

神姫バス １１７系統（北播磨総合医療センター → 吉川庁舎前） 

上の丸 12:00 12:50 14:50 15:50 

吉川庁舎前 12:42 13:36 15:32 16:36 

 

神姫バス 神姫ゾーンバス ５０系統（三木営業所 → 健康福祉センター（よかたん）） 

※木曜日のみ運行 

上の丸 8:37 11:07 

健康福祉 

センター 

（よかたん） 

9:57 12:27 

 

 

【平日】吉川方面 → 三木方面 

神姫バス １６系統（吉川庁舎前 → 三木営業所） 

吉川庁舎前 10:24 15:50 18:40 

上の丸 11:00 16:26 19:16 

 

神姫バス １１７系統（吉川庁舎前 → 北播磨総合医療センター） 

吉川庁舎前 8:34 12:49 

上の丸 9:17 13:32 

 

神姫バス 神姫ゾーンバス ５０系統（健康福祉センター（よかたん） → 三木営業所） 

※木曜日のみ運行 

健康福祉 

センター 

（よかたん） 

13:30 16:00 

上の丸 14:50 17:20 

 

【土・日・祝日】三木方面 → 吉川方面 

神姫バス １６系統（三木営業所 → 吉川庁舎前） 

上の丸 12:50 15:50 

吉川庁舎前 13:24 16:24 
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神姫バス、神姫ゾーンバス ５０系統（三木営業所 → 健康福祉センター（よかたん）） 

※日曜日のみ運行 

上の丸 8:37 11:07 

吉川庁舎前 9:57 12:27 

 

【土・日・祝日】吉川方面 → 三木方面 

神姫バス １６系統（吉川庁舎前 → 三木営業所） 

吉川庁舎前 13:34 16:34 

上の丸 14:10 17:10 

 

神姫バス、神姫ゾーンバス ５０系統（健康福祉センター（よかたん） → 三木営業所） 

※日曜日のみ運行 

健康福祉 

センター 

（よかたん） 

13:30 16:00 

上の丸 14:50 17:20 

 

【賞品】 

「＝駅チカ回遊＝ 山田錦のまちあるきコース」及び「＝もっと回遊＝ 山田錦の田園満喫コース」

を全て完了した方には、応募の上、抽選で次の賞品をプレゼントします。 

※応募は、お一人につき１回です。 

※応募は三木市観光協会、山田錦の館及び三木市役所２階まちづくり部交通政策課で所定の用紙

に必要事項を記入の上、御応募ください。 

（応募締切：５月３１日（水）まで） 

※賞品は予告なく変更する場合があります。 

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

 

１等 山田錦セット（１名） 

・地酒 純米大吟醸「山田錦の郷」 

純米大吟醸「よかわ」 

・山田錦みそ 

・黄金みそ 

 

 

 

２等 山田錦地酒セット（５名） 

・純米大吟醸「葵鶴 酒壺（みき）」 

・「葵鶴 原酒」 

・甚吉袋 
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３等 山田錦みそセット（１０名） 

・黒大豆入り山田錦みそ 

・黄金みそ 

・吟醸白みそ 

 

 

 

 

特別賞 神戸電鉄１ｄａｙフリーパス（１０名） 

 

※賞品は予告なく変更する場合があります。 

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

 

【協力】三木市観光協会、山田錦の館 
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■＝山田錦の銘酒で乾杯！＝貸切列車＆貸切バスで山田錦まつりへＧＯ！！ 
「スマホ de 山田錦の郷めぐりスタンプラリー」のキックオフイベントとして、別途開催される

「山田錦まつり」の開催初日に合わせ、貸切列車と貸切バスで山田錦まつり会場（三木市吉川町）

へ送客します。 

少しだけ昭和レトロな居酒屋に模様替えした貸切列車「酒処やました」の車内では、ＫＩＳＳ  

ＦＭ ＫＯＢＥで人気のサウンドクルー・ターザン山下さんが演出する７０～８０年代の昭和歌謡

と日本一の酒米「山田錦」の銘酒や特製おつまみをお楽しみいただきます。 

なお、参加者には、「スマホde山田錦の郷めぐりスタンプラリー」への参加促進のため、スタン

プラリー期間中に使用できる「神戸電鉄１ｄａｙフリーパス」を１枚進呈します。 

 

【運行日時】３月１１日（土） 

※荒天、その他の事情により中止する場合があります。 

 

【受付】神戸電鉄谷上駅改札前１０：００～１０：３０ 

※当日の受付順で御入場いただきます。 

 

【行程】 

（貸切列車）１０：４７谷上駅発 ➡ 鈴蘭台駅 ➡ 見津信号場停車 ➡ 押部谷駅 ➡ １２：２０ 

志染駅着 

（貸切バス）１２：３０志染駅発 ➡ １３：１０頃 山田錦まつり会場着・解散 

 

【参加費】お一人様 １，６００円（税込） 

※参加費には、貸切列車・貸切バスの運賃、酒米「山田錦」を１００％使用した銘酒セット 

（１８０ｍｌ×３銘柄）、特製おつまみ及び「神戸電鉄１ｄａｙフリーパス」１枚が含まれま

す。 

※「神戸電鉄１ｄａｙフリーパス」の有効期限は、平成２９年５月３１日（水）です。 

 

【定員】先着１００人（事前申込制） 

※申込みは２０歳以上の方に限らせていただきます。 

 

【申込期間】平成２９年２月２０日（月） ～ ３月７日（火） 

 

【申込方法】電話によるお申込み 

 

【申込先】神鉄コミュニケーションズ ＴＥＬ：０７８－５２１－０３２１ 

※受付時間 平日１０：００ ～ １７：００ 

 

【協力】三木市観光協会、山田錦の館 
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（参考） 

・貸切列車は、５０００系ハッピートレイン号（４両１編成）を使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・貸切列車内の進行・演出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・御提供する銘酒セット 

 

 

白鷹「吟醸純米酒」      １８０ｍｌ 

龍力「特別純米酒 昔の酒」  １８０ｍｌ 

櫻正宗「サクラカップ大吟醸」 １８０ｍｌ 

 

 

 

 

以 上 

 

問合せ先          三木市まちづくり部交通政策課        (0794) 82-2000 

   神戸市住宅都市局計画部公共交通課      (078) 322-6885 

          小野市総合政策部交通政策グループ      (0794) 63-1000 

           兵庫県県土整備部県土企画局交通政策課    (078) 341-7711 

神戸電鉄株式会社鉄道事業本部企画部     (078) 592-2221 

 

ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽ配付先   青灯クラブ、近畿電鉄記者クラブ、 神戸市政記者クラブ、 

兵庫県政記者クラブ、三木市政記者クラブ、小野市日刊市政記者クラブ、 

三田市政記者クラブ 

ラッピング車両「ＨＡＰＰＹ ＴＲＡＩＮ★」（５０００系４両１編成） 

Ｋｉｓｓ ＦＭでは随一の認知度、人気を誇るＤＪ。 

ラジオパーソナリティだけではなく、テレビ、イベントＭ

Ｃ、クラブＤＪとしての顔を持つ。 

下町生まれ下町育ちによって得た人情と人なつっこさ

で、リスナーの気持ちになれるパーソナリティを目指し続

けている。  

ターザン山下 


