
兵庫県三木市国道175号線沿いの「道の駅みき」、隣接する多目的展示場「かじやの里メッセみき」の
イベント情報と、+α(プラスアルファ)の地域情報を毎月発信しています。

イベント情報誌

道の駅みき ／ かじやの里メッセみき
みきぷらす ＋
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お彼岸の準備は、道の駅みきで│
お花はもちろん、お備え菓子・秋の旬野菜・果物も
お任せ下さい。

秋のお彼岸特集

お彼岸の切花特価販売

木土 日土9/18     ～23　 ・25     ～26
9:00～ ※売切れの際は、前倒しで終了

会場：道の駅みき屋外イベント通路

「森のお花屋さん」によるお彼岸に向けての
お供え用の切花販売。

三木産ぶどうの直売

9月中頃まで販売予定
10:00～ ※売切れ次第終了

会場：道の駅みき屋外イベント通路

「三木平井山観光ぶどう園」さんによる採れたて
新鮮ぶどうの直売を行います！

館
内 観光センターみき

三木産ぶどう・鳥取産梨など

9:00～18:00 

シャインマスカット・ピオーネなどのぶどうや、
幸水・二十世紀などの梨、その他旬の果物を販売。
お問合せ先　TEL:0794-86-1131

日時は天候や収穫
状況により、変更と
なる事があります。 館

内 シェルブール

みき山マロンのギフト
9:00～18:00 

看板メニューのマロンパイが人気！ギフト商品
は、ご予算やご用途に応じてお選び頂けます。
お問合せ先　TEL:0794-86-9506

館
内 観光センターみき

淡路島の線香・お香販売
9:00～18:00 

日本一のお線香お香の生産地「淡路島」にて
1893年創業の「薫寿堂」さんの商品を販売。
お問合せ先　TEL:0794-86-1131

館
内 JAみのり道の駅みき直売所

切花・供花の販売
9:00～18:00 

お彼岸にお供えする切花や季節の花・お線香
を販売。お墓参りの前に、ぜひお立寄り下さい。
お問合せ先　TEL:0794-86-7010



道の駅みき

※ 本誌掲載内容は、予告なく変更になる場合がありますので、上記までご確認のうえ、お越し下さい。

道の駅みき メッセみき

【所在地】 〒673-0433 兵庫県三木市福井2426番地先

和食レストラン（お食事）　☎：0794-86-1131
観光センターみき（お土産・青果類）　☎：0794-86-1131
シェルブール（洋菓子）　☎：0794-86-9506
ヤマヒデ食品（削り節・乾物）　☎：090-1225-8230
JAみのり直売所（農産物・日本酒・加工品）　☎：0794-86-7010
金物展示即売館（金物）　☎：0794-82-7050
道の駅みき・かじやの里メッセみき（管理運営）　☎：0794-86-9500
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山陽自動車道

国道175号線沿い。
山陽自動車道三木小野I.C
より車で約5分

刃物研ぎ(8-11) おいもｽｲｰﾂ(12-)
森のお花屋さん YKキッチン

刃物研ぎ(8-11) おいもｽｲｰﾂ(12-)
森のお花屋さん YKキッチン 森のお花屋さん YKキッチン
さくらめだか

森のお花屋さん YKキッチン おがわ園 刃物研ぎ(8-11) おいもｽｲｰﾂ(12-)
すてらめだか おいもｽｲｰﾂ いし井 切花（森の花屋） 一考堂

UNHCR Molto Buono

一考堂 刃物研ぎ(8-11) おいもｽｲｰﾂ(12-)
松永商店 切花（森の花屋） 一考堂

YKキッチン Molto Buono
一考堂 おがわ園 寿司かもめ技研 おがわ園

さくらめだか 松永商店 いし井 大田工務店
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切花(森の花屋) 一考堂
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ジャザサイズ おがわ園 玉井自然堂
いし井 Molto Buono
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YKキッチン
森のお花屋さん（お彼岸用 切花販売） おいもｽｲｰﾂ

Molto Buono ﾍﾙｽ&ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ ﾍﾙｽ&ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ いし井 玉井自然堂
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道の駅みき 9月のイベント情報・販売予定

お問合せ先

安心してお買い物いただくために

お客様とスタッフの安全確保及び新型コロナウイルス感染拡大
防止に努めてまいります。ご理解とご協力をお願い致します。

偶数月の最後の日曜日は「資材市 in 三木」│

館内対象店舗 ・ 和食レストラン　・ 観光センターみき　・シェルブール　・ ヤマヒデ食品　・ JAみのり特産品直売所

スタンプカードをご要用
の方は、下記店舗スタッフへ      
　お申し付け下さい。

消
毒
液

出入口での
手指消毒のお願い

レジは間隔をあけて
お並び下さい。

飛沫防止用の
シートを設置

店内でのマスク着用
にご協力下さい。

ソーシャルディスタンス
にご協力下さい。

1m～2m

毎週水曜日はパンの日♪ ピストリーナマツヤマの菓子パン3個以上お買上の方
先着10名様にミニパン1個プレゼントします！  　   ■ 販売店舗：観光センターみき  

※ 2021年8月20日時点のカレンダーです。
今後の感染状況により、予告なく変更になる場合があります。

ピンク かじやの里メッセみき
オレンジ 道の駅 館内２階

グリーン 道の駅 屋外イベント通路
クリーム 道の駅 館内１階 階段付近

手作りのための資材販売を再開します！ まずは第17回を
　　　　に、以降2ヶ月に1回、偶数月の最後の日曜日に
開催することになりました！ 雑貨屋さんならではの材料が
てんこ盛りの資材市に是非お越し下さいませ│

集めないともったいない！「お買物スタンプカード」

館内対象店舗にて、レジ精算額500円（税込）ごとにスタンプを1個捺印します。スタンプ20コで500円の金券
としてご利用頂けます。また、毎週木曜日には、スタンプカードのスタンプを2倍押しさせて頂く「スタンプ2倍デー」も♪
ぜひ、ご利用下さいませ。

日8/29

日10/31 日12/26 日2/27 日4/24 日6/26開催予定日

時間 10:00～16:00 会場 道の駅みき2階特設会場
主催 資材市実行委員会　TEL：080-6154-2041
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