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レ ス ト ラ ン ・ 食 堂
播磨科学公園都市内
●はりまくらぶ
〈場
所〉播磨科学公園都市内
〈電
話〉07915-8-1740
〈営業時間〉軽
食 10：00〜14：00
カラオケ 10：00〜22：00
居 酒 屋 17：00〜22：00
〈定 休 日〉日曜日
〈人気メニュー〉昼食 カレー（600円）、日替り定食
（600円）、心のこもった手作りカレー
が自慢のお店。
〈カラオケルーム〉大（15人程度）１部屋 ¥2,000／時間
小（10人程度）２部屋 ¥1,500／時間
曲は歌い放題、オードブルは予約制

●姫路工業大学生協食堂
〈場
所〉兵庫県立姫路工業大学
播磨科学公園都市学舎内
〈電
話〉07915-8-0101
〈営業時間〉平 日 8：30〜19：00
休 日 9：00〜18：30
〈定 休 日〉年中無休
〈人気メニュー〉豚カツ（300円）、焼肉（300円）天
ぷら盛り合せ（300円）、からあげ
（250円）。
〈特
色〉ライス、味噌汁付で、500円以内で
十分食事することができる。100円
から１品料理があり、きつねうどん

で前日までに!
〈居 酒 屋〉ボトルキープ ロイヤル（7,600円）
サントリーリザーブ（5,800円）
COOPモルト100（5,500円）
おつまみは、枝豆・チーズ等７〜８
〈特

種類あるが夕食になるものはない
色〉播磨科学公園都市内にあり、カラオ
ケとお酒が気軽に楽しめるのが人気。
スペースはカウンターに約10人２人
用テーブル３台と小じんまりだが入
り易い店。

●レストランはりま
〈場
所〉先端科学技術支援センター内
〈電
話〉07915-8-0600

などは、
180円で食べることができる。
支払いはすべてプリペイドカード使
用する。

播磨科学公園都市周辺
（車で片道10〜20分程度）
●モンタナ
〈場
〈電

〈営業時間〉7：30〜21：00
（オーダーストップ 20：30）
〈定 休 日〉第２・第４月曜日
〈人気メニュー〉焼きソバ＆エビフライ

〈営業時間〉8：00〜19：00（オーダーストップ18：30）
〈定 休 日〉年末年始
〈人気メニュー〉昼 天ぷら茶そば（1,000円）、色ど
り膳（1,200円）、日替膳（900円）
夜 はりま御膳（3,500円）、テクノ
〈特
御膳（2,500円）、
〈特

色〉和風準高級レストラン。先端科学技
術支援センター内の交流サロン、多
目的ルームへの提供も可能。交流サ
ロンで立食パーディーも楽しめる。

所〉揖保郡新宮町能地623-1
話〉0791-75-5000

830円

焼きソバ＆ハンバーグ 830円
焼きソバ＆クリームコロッケ 780円
（各サラダ・ライス付）
ポークカツピラフ 780円
ピラフ 550円
日替わり定食 680円（11:00〜14:00）
780円（コーヒー付）
色〉焼きソバ＆シリーズはサラダ・ライ
スがついて上記の金額がとても魅力
的でなかなかの人気。店内が広々と
していて、ゆっくりと歓談しながら
お食事してもらえる。学生もよく利
用している。
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●くりす食堂
〈場
所〉揖保郡新宮町鍜治屋711
〈電
話〉0791-78-0743
〈営業時間〉9：00〜20：00

●味わいの里三日月
〈場
所〉佐用郡三日月町乃井野1266
〈電
話〉0790-79-2521
〈営業時間〉物産店
9：00〜17：00

〈定 休 日〉日曜日
〈人気メニュー〉野菜いため定食（750円）、焼肉定食

食 堂 11：00〜17：00
〈定 休 日〉毎週火曜日
〈人気メニュー〉三日月定食（1,000円）、天ぷらそば

（850円）、きつねうどん・こぶうどん
（400円）
、肉うどん・卵うどん（600円）、
一品物（一皿200円程度）。
〈特

（600円）、山菜そば（500円）月見そ
ば（500円）など。他に予約が必要

色〉気軽に立ち寄って食べれる。一品物
でおふくろの味が楽しめる。
〈特

だが、鶴丸御膳（2,500円）月姫御膳
（4,000円）など
色〉三日月町特産のこんにゃく、手打ち

●ボルカノ三原牧場店
〈場
所〉三日月町三原牧場

そばなど無農薬野菜の山菜料理。素
朴な味がおいしい。三日月定食など、

〈電

都会ではとても1,000円では食べられ
ないだろう

話〉0790-79-3777

〈営業時間〉11：00〜20：00（オーダーストップ）
〈定 休 日〉毎週水曜日
〈人気メニュー〉スパゲッティきのこいっぱい（900円）、 番外編：お弁当
明太子きのこ（900円）ハンバーグ
姫路工業大学生協食堂（500円）、民間のお弁
ランチ（880円）、各種スパゲッティ、
当屋さん（約400円）から、昼食のお弁当を取り
リゾットドリア、ピザ（800〜1,200
寄せることが出来ます。食事場所は、事務所や会
円）
議室などですが、春秋の良い季節の時は、お弁当
〈特
色〉スパゲッティの専門店。高台に立ち、
を持って外へ出ると、ピクニック気分が味わえま
SPring-8を含めた播磨科学公園都市
す。
の全容が眺められる山小屋風の造り
注文の締め切り時間（当日の午前９時〜10時
でリゾート気分が味わえる。
ごろ）がありますので、ご希望の方は、あらかじ
め訪問先の担当職員にお尋ね下さい。

姫路工業大学理学部食堂
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交

流

施

テレビ会議室
舟形テーブル 10席
世界各地とテレビ会議が可能
使用料金 1,000〜4,200円

県立先端科学技術支援センター
〈住
〈電

所〉〒678-12赤穂郡上郡町金出地1479-6
話〉07915-8-1100

大ホール
346席

セミナールーム（小）
20席×２室
使用料金 800〜3,300円

国際会議、技術会議、コンサートが開催出来る
講師控室、映写室、同時通訳システムなど
使用料金

設

11,700〜47,200円

技術情報室
各種科学技術情報などのデータベース端末解放
JOIS、日経テレコムなど

セミナールーム（大）
86席
使用料金 3,100〜12,500円

交流サロン
129インチの９面マルチビジョン
自動演奏ピアノ

電子会議室
舟形テーブル 22席
コンピュータ制御方式のスクリーン映写操作
照明コントロール、各席にマイク設置
使用料金 1,900〜7,500円

新宮町

県立近代美術館プロデュースによる美術展等
使用料金

←

高原東小学校

展示室

分譲住宅光都21

1,700〜6,700円

姫工大付属高
黎明寮
姫工大
体育館・グラウンド

姫工大職員住宅
高層住宅
サンライフ光都
（完成）

オプトハイツ

姫工大寮
姫路工業大学理学部

県立先端科学技術支援センター
レストランはりま

←

←

バス停
テクノ中央

バス停
工大理学部

三日月町

姫工大付属高校

SPring-8

警察

神姫バス
バスターミナル

銀行 ATM

ストークヒル
ゴルフ場

相生市

県広報コーナー

古城診療所
コープ売店

共同チーム

西播磨
コンピュータカレッジ
住友電工
播磨ヘリポート

播磨研究所

はりまくらぶ

播磨管理事務所

←

県企業庁建設局

上郡町
播磨科学公園都市中心部
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