
1 姫路市 北条口 (株)ハトヤ　”かまぼこ道場”
2 姫路市 阿保 (株)御座候本社工場、あずきの故郷照葉樹の森工場ｼｮｯﾌﾟ
3 姫路市 船津町 常盤堂製菓株式会社
4 姫路市 網干区 ダイセル異人館
5 姫路市 西延末 手柄山交流ステーション（モノレール展示室）
6 姫路市 打越 太陽公園
7 姫路市 夢前町 ヤマサ蒲鉾株式会社
8 姫路市 林田町 ヤヱガキ酒造株式会社　酒蔵
9 姫路市 土山 浜屋㈱　姫路工場漆工芸館
10 姫路市 香寺町 花岡農園
11 姫路市 広畑区 関西タイヤリサイクル株式会社
12 姫路市 網干区 エコパークあぼし　環境楽習センター
13 姫路市 亀山 株式会社山陽
14 姫路市 家島町 いえしま自然体験センター
15 姫路市 太市中 県立こどもの館
16 姫路市 船津町 光洋製瓦株式会社
17 姫路市 本町 好古園
18 姫路市 書写 書写山圓教寺
19 姫路市 広畑区 新日本製鐵株式会社　広畑製鐵所
20 姫路市 南八代町 渡辺金属工業株式会社
21 姫路市 白浜町 大阪ガス株式会社　姫路ガスエネルギー館
22 姫路市 的形町 的形潮干狩場
23 姫路市 手柄 灘菊酒造株式会社
24 姫路市 香寺町 日本玩具博物館
25 姫路市 白浜町 白浜潮干狩場
26 姫路市 豊富町 姫路セントラルパーク
27 姫路市 青山 姫路科学館「アトムの館」
28 姫路市 豊富町 姫路市甲山浄水場　水道資料館･水の館
29 姫路市 書写 姫路市書写の里･美術工芸館
30 姫路市 飾磨区 姫路市中部析水苑
31 姫路市 手柄 姫路市立手柄山温室植物園
32 姫路市 西延末 姫路市立水族館
33 姫路市 本町 姫路市立美術館
34 姫路市 山野井町 姫路文学館
35 姫路市 船津町 福永農産ぶらんこいちご直売所
36 姫路市 夢前町 兵庫県立ゆめさきの森公園
37 姫路市 野里 皮革工業技術支援センター
38 姫路市 飾磨区 鉄のふしぎ博物館
39 姫路市 本町 兵庫県立歴史博物館
40 姫路市 網干区 揖保川浄化センター
41 姫路市 香寺町 香寺ハーブ･ガーデン
42 姫路市 亀山 亀山御坊本徳寺
43 姫路市 西今宿 圓山記念日本工藝美術館
44 姫路市 四郷町 姫路市埋蔵文化センター
45 姫路市 四郷町 見野総合センター（愛称：見野の郷交流館）
46 姫路市 林田町 林田大庄屋旧三木家住宅
47 姫路市 西延末 県立武道館
48 姫路市 香寺町 香寺総合公園スポーツセンター
49 姫路市 大塩町 大塩漁協観光地地曳き網
50 姫路市 山田町 姫路市農業振興センター
51 姫路市 西延末 姫路市平和資料館
52 姫路市 田寺東 姫路市立好古学園大学校
53 姫路市 中地 姫路市立総合スポーツ会館
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54 姫路市 本町 姫路市立動物園
55 姫路市 夢前町 夢さき夢のさと農業公園
56 姫路市 的形町 姫路市立遊漁センター
57 姫路市 飾磨区 山陽特殊製鋼株式会社
58 姫路市 白浜町 白浜漁業協同組合
59 姫路市 西中島 姫路市園芸センター
60 姫路市 飾磨区 姫路みなとミュージアム
61 姫路市 砥堀 馬車道修築碑
62 姫路市 家島町 坊勢寺跡
63 姫路市 家島町 恵美酒神社
64 姫路市 家島町 家島湊ふれあいプラザ
65 姫路市 安富町 奥播磨かかしの里
66 姫路市 安富町 グリーンステーション鹿ヶ壺
67 福崎町 西田原 三木家住宅
68 福崎町 東田原 高井農園
69 福崎町 西田原 食と遊のふれあい特産館　もちむぎのやかた
70 福崎町 西田原 神崎郡歴史民俗資料館
71 福崎町 八千種 八千種自然活用村
72 福崎町 田口 福崎町青少年野外活動センター
73 福崎町 西田原 柳田國男･松岡家顕彰会記念館
74 福崎町 西田原 柳田國生生家
75 福崎町 西田原 福崎町立神崎郡歴史博物館
76 福崎町 西田原 辻川山公園
77 市川町 下牛尾 リフレッシュパーク市川
78 市川町 西川辺 共栄ゴルフ工業株式会社
79 市川町 西川辺 株式会社　共和ゴルフ
80 市川町 西川辺 市川町文化センター橋本忍記念館
81 市川町 西川辺 市川町観光交流センター
82 神河町 － 大河内高原
83 神河町 東柏尾 桜華園
84 神河町 川上 とのみね自然交流館
85 神河町 川上 砥峰高原
86 神河町 長谷 関西電力（株）大河内発電所ＰＲ館 ｴﾙ･ﾋﾞﾚｯｼﾞおおかわち
87 神河町 中村 銀の馬車道交流館
88 神河町 新田 新田ふるさと村
89 神河町 根宇野 神崎いこいの村　グリーンエコー笠形
90 神河町 猪篠 神崎農村公園　ヨーデルの森
91 神河町 上岩 大河内水車公園　こっとん亭
92 神河町 上小田 峰山高原（峰山高原リゾート WHITE PEAK）
93 神河町 吉富 道の駅　銀の馬車道・神河
94 神河町 中村 竹内家住宅

※姫路城は対象施設に含まれません。


