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道の駅みき ／ かじやの里メッセみき
＋イベント情報誌

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。

みきぷらす

近畿「道
の駅」スタンプラリー実施中！

※ 近畿「道の駅」スタンプラリーの詳細は、右記QRコードより

　 近畿「道の駅」ユーザーズくらぶのホームページをご覧下さい。 ➡

2022年4月1日現在で、オープンしている152駅と、

期間内に新たに登録される「道の駅」（プレオープンを除く）。

期間内に「道の駅」を回って、スタンプを集めてください。

最終駅でスタンプ帳に添付の応募ハガキに承認印を

貰い、それを「連絡会事務局」まで、お送りください。

参加方法

応募締切

2022年4月1日（金） ～ 2025年3月31日（月）実施期間

実施対象駅

・第1回締め切り…2023年3月31日

・第2回締め切り…2024年3月31日

・第3回締め切り…2025年3月31日

※当日消印有効

刃物研ぎの実演(有料)
毎週土曜日　8:00～11:00 

会場：道の駅みき屋外イベント通路

(公社)三木市シルバー人材センター会員による

刃物研ぎを開催。刃物研ぎの工程を間近でみる

事ができます。 包丁 450円～

館
内 観光センターみき

まねきのえきそば
9:00～18:00 

おうちでも手軽に「姫路の味」。和風だしに中華麺
という一風変わった組み合わせです│
お問合せ先　TEL:0794-86-1131

兵庫県・姫路名物
売切れごめん！館

内 シェルブール道の駅みき店

焼きたてマロンパイ
9:00～18:00 

厳選された大粒の栗をまるごと一つ贅沢に栗あんに
包み、口当たりの良いパイ生地で焼き上げました│
お問合せ先　TEL:0794-86-9506

平日11:00～17:00  土日祝10:30～17:00
館
内 和食レストラン

ご当地グルメ 鍛冶屋鍋カレー
三木の郷土料理「鍛冶屋鍋」をヒントに茄子と蛸

(たこ)をトッピング┐特注の「鍛冶屋鉄鍋」で熱々

をどうぞ│お問合せ先　TEL:0794-86-1131

※ラストオーダー 16:30 館
内

9:00～18:00 

そのままでおかずやおやつとして│国産のかた

くちいわしを使用した食べるいりこがお買い得

です┐お問合せ先　TEL:090-1225-8230

ヤマヒデ食品道の駅みき店

食べるいりこ 150g 

館
内 JAみのり道の駅みき直売所

黒田庄和牛肉
世界を魅了する神戸ビーフの主産地「黒田庄和牛」
の地方発送取扱店です。贈り物にいかがですか│
お問合せ先　TEL:0794-86-7010

9:00～18:00 

※ 道の駅みきのスタンプの押印時間は「9時～18時」です。

　 近畿「道の駅」スタンプラリー帳の記載とは異なりますのでご注意下さい。

近畿にある

道の駅の

スタンプを集めて

認定証と賞品を

ゲットしよう！



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 175
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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分道の駅みきHP

ヘルス＆ライフサポート

右近商店
(回転焼)

YKキッチン(かつめし) 寿司かもめ技研(射的)
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大田工務店(ゴルフボールマッサージ器)・おがわ園(ブレンド茶)

京屋(衣料品・靴・雑貨) 

いし井(創作小物) おいもスイーツ(焼き芋) 

ボンドール(パン) わかばめだか
(旧さくらめだか)

ネオメイツ(アクセサリー)

 ヘルス＆ライフサポート(バランスインソール)

京屋(衣料品・靴・雑貨) 京屋(衣料品・靴・雑貨) 一考堂(広島焼)

大田工務店(ゴルフボールマッサージ器)・おがわ園(ブレンド茶)

結日和(おむすび)

右近商店
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(巻き寿司) きよし水産(魚・干物)
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刃物研ぎ(8-11) おいもｽｲｰﾂ(12-)

結日和(おむすび)

YKキッチン(かつめし)

かばさん(古布小物)

らんらんカフェ(クロワッサン食パン)

ジャザサイズ

ボンドール(パン)

関西舞子サンデー
in かじやの里メッセみき

 YKキッチン(かつめし)

わかばめだか(旧さくらめだか)

 YKキッチン(かつめし)
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ジャザサイズ きよし水産(魚・干物)

刃物研ぎ(8-11)

森のお花屋さん(花苗・寄植え)　・　一考堂(広島焼)

トイ・ボックス 雑貨衣料大バーゲンフェア

おいもｽｲｰﾂ(12-)
15

三木 DE ナイフショー（三木カスタムナイフギルド）

森のお花屋さん(花苗・寄植え)

婚活パーティー(スマイルステージ)
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ボンドール(パン)
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北海道バタークレープ

おいもスイーツ(焼き芋) ボンドール(パン)

 YKキッチン(かつめし)

Ma.go.wa(巻き寿司)

一考堂(広島焼)車麺屋(ラーメン)　

森のお花屋さん(花苗・寄植え)
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刀剣展示即売会（株式会社安東貿易）
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大田工務店(ゴルフボールマッサージ器)・寿司かもめ技研(射的) ・  おがわ園(ブレンド茶)
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ボンドール(パン)
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車麺屋(ラーメン) きよし水産(魚・干物)

ジャザサイズ

 YKキッチン(かつめし)Ma.go.wa(巻き寿司)
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※ 2022年4月17日時点のカレンダーです。 

　  今後の感染状況等により、予告なく変更になる

　  場合があります。

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。

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みのり直売所

かじやの里メッセみき

道の駅みき 館内２階

道の駅 屋外イベント通路

道の駅 館内１階 階段付近

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

集めないともったいない！「お買物スタンプカード」 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。 店内でのマスク着用

にご協力下さい。
飛沫防止用の

シートを設置

ソーシャルディスタンス

にご協力下さい。

1m～2m

安心してお買物いただくために

金物展示即売館では専門スタッフがお客様の質問にお答えします!!

道の駅みき館内2階の店内には、三木市内の製造メーカー70数社、約20,000アイテムに及ぶ金物製品が販売

されています。日頃の感謝を込めて母の日のプレゼント探しにいかがですか。DIYやお料理、ガーデニングなど、

大切な方の趣味にぴったりの品が見つかるかも│ぜひ、お立寄り下さいませ。

道の駅みき・かじやの里メッセみき 5月のイベント・販売予定

お問合せ先

毎週水曜日はパンの日♪ピストリーナマツヤマさんの菓子パン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


