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姫路エリア

HIMEJI

1 すし富
2ストローハット
3 ひめじ総合園芸センター
4 江戸屋
5 紅宝石
6 寿司ダイニング たぬき
7 姫山茶寮
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兵庫県第二位の商工業と人口を擁する播磨地方の中核都市。
世界文化遺産の国宝「姫路城」、姫路が誇る山上寺院「書写山
圓教寺」など数多くの歴史的資源をはじめ、日本三大荒神興
の一つ「灘のけんか祭り」も有名です。

姫路市
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姫路城

書写山圓教寺

ホッピー ハッピー

1すし富

姫路市八代 349-3

079-285-2970
https://www.hotpepper.jp/strJ000490463/

和食
お寿司に懐石、テイクアウトのお弁
当まで幅広いメニュー展開。
新鮮な海の幸をふんだんに使用した
お寿司やお刺身をはじめ、天ぷらや
煮物など和食を存分に味わえます！
店内はカウンターだけではなく、広々
とした椅子席もご用意！落ち着いた
空間でゆっくりお食事をお楽しみい
ただけます。
『ちょっとリッチにお寿司ランチ』も
『おめでたい席』もすし富にお任せ♪

姫路支店

2ストローハット

姫路市立町 61

079-282-9522
https://www.instagram.com/straw_hat_s/

ふわトロ卵のオムライス＆ストローのクリソ

姫路支店

5紅宝石

姫路市亀井町 105

079-288-0459
https://www.instagram.com/kohoseki.himeji/

肉飯セット
☆オススメメニュー☆
・肉飯セット
紅宝石が誇るボリューム満点セットは
食べ盛りの強い味方 !!「お肉もラーメ
ンも捨てがたい！」って欲張りさんに
もおすすめです。
おなか満足度、美味しさ、どれをとっ
てもピカイチなのに、何といってもお
値段は驚きの 935 円 !!
姫路の中華といえば 紅宝石
超有名店の味をぜひご賞味ください♡

姫路支店

7姫山茶寮

姫路市小利木町 8番地

079-228-7243
http://www.himeyama-saryou.com/

抹茶フォンデュ
～姫山茶寮はこんなとこ！～
趣のある店内は今流行りの古民家リノ
ベーション !!
漂うレトロな雰囲気と、どこか懐かしい
落ち着く空間が魅力です。
上品な懐石料理のほか、老若男女大好き
なスイーツのご用意も !!
とっても珍しい『抹茶フォンデュ』は鼻
を抜けるお抹茶の香りと深みがなんとも
たまらない
ソースともちもちのお団子の相性は100％☆
世界遺産姫路城下で日本の味をご堪能く
ださい !!

姫路支店

6寿司ダイニング たぬき
お店に入ると、たくさんのたぬきがお
客様をお出迎え♪店主自慢のコレク
ションです。
「寿司ダイニングたぬき」という店名に
は『他を抜きん出る』という意味も込
められているそう！
その名の通り、お品書きに並ぶ商品は
どれをとっても絶品☆選りすぐりの旬
の食材を店主がより美味しく変身させ
ます。
職人の技に舌鼓、ポンポコお腹でお帰
りください !!

姫路支店

3ひめじ総合園芸センター

姫路市西中島 388-1

079-223-0084
http://www.hime-sen.com/

胡蝶蘭

姫路支店

4江戸屋

姫路市下手野 4丁目 11-14

079-297-7598
https://himeji-edoya.net/

江戸屋の本わらび餅

姫路支店

店舗
販売
店頭
販売

店舗
販売
店内
飲食

☆オススメメニュー☆
・ふわトロ卵のオムライス　800円
まろやかでコクのある店主こだわりの卵と、
たっぷりゴロゴロ鶏肉が入った贅沢オムライス。
サラダ・スープもついた満足度100％ランチ
トロトロ卵で包まれた幸せをぜひ !!

・ストローのクリソ　550円
レトロなメロンクリームソーダも
ストローハットに
かかればオシャレに大変身☆
バーの雰囲気も相まってインスタ
映え間違いなしの一品です

大切な方への贈り物から趣味のガーデ
ニングまで、取扱商品は多種多様 !!
花のことならお気軽にご相談くださ
い！

☆オススメ商品☆
　胡蝶蘭
華やかで存在感のある胡蝶蘭は
年間販売数3,000鉢以上の主力
商品！
特別な日にピッタリな胡蝶蘭を大
切な方に贈ってみませんか？？

姫路市内の主要イベントに出店すれば、
たちまち行列ができる創業約50年の人
気和菓子店。
なかでも本わらび餅は絶品です☆
本わらび粉を使用し、冷蔵庫に入れても
柔らかい。
もちもちのびる餅にたっぷりきな粉を絡
めて召し上がれ!!
その他、味も見た目も一級品の『季節の
上生菓子』やテレビでも紹介された『元
祖プリン大福』など魅力的な和菓子が盛
り沢山☆

店舗
販売
店内
飲食

店舗
販売
店内
飲食

姫路市西今宿 1-1-3

079-287-8831
https://tanuki9070.owst.jp/
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店内
飲食

店舗
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店内
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店舗
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けんしんイベントキャラクター
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