
桜並木の木漏れ日が心地よい。
満開の桜のトンネルは、絶景
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※サイクリングロードではありませんので、
走行には十分ご注意ください。

酒井工務店

たぶち農場

秋には、黒枝豆畑と黄金の稲穂が
広がる景色が見られる

右折し、細い道に入る

篠山川の堤防沿いを快走！

電動アシスト自転車で、
坂道もら～くらく。

数タイプの中より、お好
きな自転車をお選びくだ
さい。

まっすぐな一本道を下る途中を
左折（細い道に入る）

あぜ道を進み、小さな橋を渡る

１４０号線を横切って、まっすぐ
進む。左右の車に注意

右折し、橋を渡る

協力：パナソニックサイクルテック株式会社

『ユニトピアささやま』をスタートして、篠山城跡周辺の歴史的な街並みを巡るコース。
のどかな田園風景が広がる農道を走り抜けると、江戸時代の歴史や文化が随所に残る城下町に
レトロなお店やお洒落なカフェが現れます。
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～季節の風を感じながら、丹波の城下町をのんびりサイクリング～
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ユニトピア※当施設では、個人情報保護に取り組んでおります。お客様の情報は当施設のサービス・商品ご利用の
みに使用し、それ以外には使用いたしません。

9：00～17：00（受付16：30まで）

月曜日（祝祭日は開館、翌日休館）、

年末年始（12/25～1/1）

079-552-4500
http://plus-note.jp/REKIBUN/osyoin_top.htm

大規模な木造平屋建
築で、昭和19年（1944
年）に焼失し、半世紀
ぶりに復元されました。
一大名の書院として
は破格とも言える規模
で日本の代表的な建
築物です。
入館料 大人４００円

9：00～17：00（受付16：30まで）

079-552-0601
http://plus-note.jp/REKIBUN/rekibi_top.htm

明治24年（1891年）、
篠山地方裁判所として
建築され、1981年6月
まで本来の目的で使用
されてきた、わが国最
古の木造の裁判所を、
重要建造物として末永
く保存するため、外観
および旧法廷を従来の
姿で残し、その他は、
美術館にふさわしく内
部を改築したものです。
入館料 大人３００円

079-506-1535

奈良の春日大社の分祠
を祭っています。境内に
ある能舞台は、1861年
に寄進建立されたもの
で、当時、箱根より西に
おいて最も立派な能舞
台であったといわれて
います。現在も1月1日
午前零時には「翁」、春
には「篠山春日能」が奉
納されています。
また、春日神社の祭礼
は、篠山地方の三大祭
りの一つです。

9：30～17：00

火曜日（都合により見学をお受けできな

い日時もあります。事前にご確認ください）

079-552-6338
http://www.houmei.com/new-shop.htm

清酒「鳳鳴」醸造元の
鳳鳴酒造が、築210余
年の本社蔵と蔵元の西
尾邸を改装し、江戸時
代のたたずまいや丹波
杜氏の伝統、日本酒の
昔ながらの製造方法を
知ってもらおうと2001
年にオープン。
※2003年に、鳳鳴酒造本

社の主屋・仕込蔵などが、
国の有形文化財（建物）に
登録されました。

時 9：00～17：00（受付16：30まで）

月曜日（祝祭日は開館、翌日休館）、

年末年始（12/25～1/1）

079-552-6933
http://plus-note.jp/REKIBUN/anma_top.htm

土塀に囲まれた静かなたた
ずまいは、今もなお江戸時
代末期の雰囲気を残してい
ます。近くには、入母屋造り
のカヤ葺で武者窓をつけた

白壁の小林家長門
が があります。武家

屋敷安間家史料館
には、当時の文書、
食器、家具、篠山
藩ゆかりの武具が
展示されています。

入館料 大人２００円

休

問

土・日・祝日のみの営業
11：00～17：00
平日

079-552-1322
http://uzumakiburiki.blog.fc2.com/

大きなプレス機がならん
だブリキのオモチャのお
店。ブリキのミニカー作り
のワークショップを開催し
ている。
かわいい雑貨を販売して
いる「うずまき堂雑貨店」
を併設。

10：00～17：00
（土日祝祭日 10:00～16:00）

12/28～1/4
11月～3月の期間中、土日祝日は休館

079-552-0003

酒造りの名匠・丹波杜
氏の酒造記念館。酒
造技術の近代化に
よって失われつつある
各種の酒造用具類や
資料をはじめ、酒造り
の工程をいくつかの
過程ごとに分けて展
示しています。

入館料 １００円

11：00～18：00

水・木曜日

079-556-5630
http://kotori-gancha.com/

岩茶２４種と自家製点
心菓子の岩茶専門店。
緑豊かでやわらかい
空気に包まれたほっ
と落ち着く空間で、中
国皇帝が残した稀少
なウーロン茶『岩茶』
を、丹波の陶工柴田
雅章氏の器で心ゆく
までお楽しみください。
※岩茶は唐、宋代より皇
帝のお茶として珍重され、
現在でも一部の人の手に
しか渡らない生産量の少
ない貴重なお茶です。

10：30～17：30

火曜日

079-552-4533

国の重伝建保存地区
の「武家屋敷群」にた
たずむギャラリーカフェ。
お客様がお越しになら
れてから挽きたての香
り高い珈琲をいただけ
ます。

10：00～18：00
（季節により変動有。ご確認ください）

火曜日

079-558-7686
http://la-neige-ashiya.ocnk.net/

チーズケーキ専門洋菓
子舗。篠山特産の丹波
栗や黒豆を使ったロール
ケーキやタルト、焼菓子
などもあります。
直営カフェの宗玄庵別館
では元造り酒屋の邸宅
の中庭を眺めながら靴を
脱いで美味しいスイーツ
と挽きたてのコーヒーな
どでゆっくりお過ごしいた
だけます。

8：30～売り切れ次第終了

火曜日

079-552-0052

淡路島で創業し、明治
42年に、現在の地に
転居した創業100余年
の老舗。人気の黒豆
パンは、本場丹波の
黒大豆を８～９時間
じっくりと煮込み、甘さ
をおさえ、黒豆本来の
味を引き出 し、一つ一
つていねいに焼きあげ
ています。

7：00～19：00

水曜日

079-552-3377

日本で最初の元祖丹
波黒豆パンのベーカ
リーハウス。黒豆パン
だけでなく、渋皮入り
の栗あんの丹波栗あ
んぱん、丹波茶と丹波
大納言大豆の丹波茶
あんぱんなど、四季
折々の丹波篠山の素
材を使ったパンが店
内に並んでいます。
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Ａ 篠山城大書院 Ｂ 篠山市立歴史美術館 Ｃ 春日神社 Ｄ 丹波杜氏酒造記念館

Ｈ 岩茶房丹波ことり

Ｌ アインコルン

Ｇ 西町ブリキ玩具製作所

Ｋ 小西のパンＪ 雪岡市郎兵衛洋菓子舗

Ｆ 鳳鳴酒造ほろ酔い城下蔵Ｅ お徒士町武家屋敷群

Ｉ ぎゃらりーカフェ庄次郎

月曜日（祝祭日は開館、翌日休館）、

年末年始（12/25～1/1）
能舞台、国指定（重要文化財）

篠山市立
武家屋敷安間家史料館
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