
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 ＋

2021.10月
Vol.126

会場：道の駅みき2F特設会場

館
内 観光センターみき

田舎巻・助六・いなり
9:00～18:00 

毎朝お店で手作り、具沢山の田舎巻が人気です。
お手軽ファミリーハロウィンパーティに│
お問合せ先　TEL:0794-86-1131

館
内 シェルブール道の駅みき店

そのまま食べても美味しい蒸し栗
9:00～18:00 

砕いて焼き菓子のアクセントにしたり、
生クリームと合わせてモンブランケーキにも│
お問合せ先　TEL:0794-86-9506

館
内 観光センターみき

鳥取産西条柿（吊し柿用）
10月下旬頃より販売予定 

毎年人気で、お問合せを頂く、西条柿（吊し柿用）
はケース売りで販売しています。
お問合せ先　TEL:0794-86-1131（9:00～18:00）

館
内 ヤマヒデ食品道の駅みき店

かつお削り節
9:00～18:00 

旨さが自慢のかつお削り節は、お徳用袋や、
本枯れ節の糸削りなど直営店ならではの品揃え┐
お問合せ先　TEL:090-1225-8230

館
内
資材市 in  三木

ハンドメイドのための資材販売を
行います。Happy Halloween┐

館
内 JAみのり道の駅みき直売所

令和3年産新米
10月下旬頃より販売予定

美嚢川沿いの田園地帯で収穫された三木市別所
町産のコシヒカリ。玄米をお買上げの方精米無料。
お問合せ先　TEL:0794-86-7010（9:00～18:00）

日10/31    10:00～16:00

秋は収穫の季節│ 自宅でハロウィンの飾り付けをする

ハロウィンにちなんだお料理やお菓子を

買ったり作ったりする┐など、お家時間を

楽しみたいなと思います。

黒枝豆のシーズンも始まります┐ 道の駅みきでは、

　　 三木吉川町実楽｢吟醸枝豆」、近隣産「枝豆」を

　　　　販売します。 ぜひ、お立寄り下さいませ│

メーカー
直営店です└

販売予定は
早くなるかも│

道の駅みき
   名物┐



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

道の駅みきHP
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三木・小野IC

至 稲美町

三木ホース
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三木ホース
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道の駅みき
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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-)
いし井 森のお花屋さん 一考堂

玉井自然堂 Molto Buono

森のお花屋さん 一考堂 松永商店 YKキッチン
さくらめだか おがわ園 大田工務店
寿司かもめ技研 刃物研ぎ(8-11) おいもｽｲｰﾂ(12-)

森のお花屋さん 一考堂
YKキッチン Molto Buono

ソニー生命
刃物研ぎ(8-11) おいもｽｲｰﾂ(12-)
森のお花屋さん 一考堂

玉井自然堂 Molto Buono
森のお花屋さん 一考堂 おいもｽｲｰﾂ YKキッチン いし井 寿司かもめ技研 おがわ園
すてらめだか おがわ園 大田工務店

刃物研ぎ(8-11) おいもｽｲｰﾂ(12-)
古布宇 森のお花屋さん 一考堂

さくらめだか 一考堂 おいもｽｲｰﾂ 玉井自然堂 玉井自然堂 Molto Buono
寿司かもめ技研 おがわ園 大田工務店

刃物研ぎ(8-11) おいもｽｲｰﾂ(12-)
森のお花屋さん 一考堂 松永商店 YKキッチン 古布宇 森のお花屋さん 一考堂
さくらめだか ヘルス＆ライフサポート おがわ園 玉井自然堂 Molto Buono
寿司かもめ技研

森のお花屋さん 一考堂 松永商店 YKキッチン
すてらめだか

日 月 火 水 木 金 土

1 2
YKキッチン

おがわ園　寿司かもめ技研　大田工務店

3 4 5 6 7 スタンプ2倍

ﾍﾙｽ&ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ

おがわ園　ﾍﾙｽ&ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ

8 9 刀剣展示即売会
YKキッチン (株式会社安東貿易)

ジャザサイズ 玉井自然堂 YKキッチン

10 関西舞子サンデー 11 12 13

ボンドール いし井 Molto Buono

14 スタンプ2倍 15 16YKキッチン
刀剣展示即売会 (株式会社安東貿易) ジャザサイズ 玉井自然堂 YKキッチン

23／ FEA JAPAN TOUR YKキッチン

ボンドール いし井 Molto Buono
ヘルス＆ライフサポート

17 2021 Truck Masters 18 19 20
ジャザサイズ 玉井自然堂 YKキッチン
ボンドール いし井 Molto Buono

21 スタンプ2倍 22

ﾍﾙｽ&ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ　おがわ園　寿司かもめ技研

24 アロマトリートメント（アロミーユ） 25 26 27 28 スタンプ2倍

31 ワゴニストミーティング

29 30YKキッチン
ﾍﾙｽ&ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ ジャザサイズ 玉井自然堂 YKキッチン

おがわ園　寿司かもめ技研　大田工務店

SPL 2021
資材市 in 三木（資材市実行委員会）

ボンドール いし井 Molto Buono おがわ園　寿司かもめ技研　大田工務店

道の駅みき 10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。

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

※ 2021年9月15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

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。

※ 新型コロナウイルス感染予防対策を行ったうえで、ご利用をお願い致します。
※ 今後の感染状況によりましては、変更する場合がございます。

┓  10/10（日）　関西舞子サンデー  in かじやの里メッセみき
┓  10/17（日）　2021 Truck Masters ／ FEA JAPAN TOUR
┓10/31（日）　ワゴニストミーティング SPL 2021

かじやの里メッセみき イベント情報 ご
内
覧
・
ご
予
約
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道の駅みきに隣接する「かじやの里
メッセみき」は、北播磨地域最大級
の多目的展示ホールです。
大小さまざまな展示会・見本市・イベ
ント等に幅広くご利用頂けます。お
見積や会場設営のご相談も承ってお
ります。 お気軽にご相談下さい。

【問】道の駅みき ☎：0794-86-9500 
（受付時間 / 9:00～17：00）

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  


