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ENJOY HIMEJI LIFE!

① Himeji Castle 079-285-1146
A twenty-minute walk from the north exit 
(Himeji Castle exit) of Himeji Station.
・Admission hours: 9:00-16:00
(until 17:00 from April 27 to August 31)

・Closed: December 29-30

② Koko-en 079-289-4120
A Japanese garden located on the western 
side of Himeji Castle.
・Admission hours: 9:00-16:30 
(until17：30 from April 27 to August 31)

・Closed: December 29-30

③ Himeji City Museum of Art 079-222-2288
Located on the eastern side of Himeji Castle, a 
museum of classical appearance with a 
red-brick offers collections of works by local 
artists. Displays also include splendid works by 
other Japanese artists, as well as artists from 
abroad.
・Admission hours: 10:00-16:30
・Closed: Mondays (closed on following day if 
Monday falls on a national holiday), 
December 25-January 5

④ Hyogo Prefectural Museum of History 
079-288-9011

Located on the northeastern side of Himeji 
Castle, the Museum of History introduces the 
history of Hyogo, culture and arts. Playing with 
toys of olden days or putting on miniature 
samurai armor or twelve-layered ceremonial 
Kimono is available.
・Admission hours: 10:00-17:00 (entrance 
until 16:30)

・Closed: Mondays (or the following business 
day when a Monday falls on a national 
holiday), year-end and New Year holidays, 
and other occasional closings.

⑤ Himeji Zoo 079-284-3636
At the Zoo located on the eastern side of Himeji 
Castle, visitors can observe approximately 400 
animals of 100 species.
・Admission hours: 9:00-16:30
・Closed: December 29-January1

⑥ Himeji City Museum of Literature
079-293-8228

Located on the northwestern side of Himeji 
Castle, the Museum of Literature mainly 
features literary figures born in Himeji and the 
history of the castle, while you can also visit 
the Shiba Ryotaro Memorial Room. Take Shinki 
Bus from bus stops #9 and #10 at the north 
exit of JR Himeji Station. A four-minute walk 
from “Ichinohashi Bungakukan-mae” bus stop.
・Admission hours: 10:00-16:30
・Closed: Mondays, the day after a national 
holiday (but open on Saturdays, Sundays, 
and national holidays), December 
25-January 5

⑦ Sakurayama area 
There are four facilities in the area where you can 
enjoy various experiences while coming in contact 
with the richness of the natural environment. Take 
the Shinki Bus from Stand 4 at the Himeji Station 
North Exit (Himeji Castle exit) Bus Terminal bound 
for Oichi. Get off at “Hoshinoko Yakata mae” stop 
for Hoshinoko Yakata and Himeji City Science 
Museum, at “Kodomo no Yakata mae” stop for 
the Children's Center, and at “Shizen Kansatsu no 
Mori” stop for the Nature Center.
(1) Hoshinoko Yakata 079-267-3050
・Admission hours: 9:00-17:00
Stargazing activities: twice daily from 19:00 
and 20:00 (reservation required)
・Closed: 2nd Wednesdays excluding August 
and December (closed on following day if 
Wednesday falls on a national holiday), 
December 28-January 4.
(2) Himeji City Science Museum
“Atom no Yakata” 079-267-3001

・Admission hours: 9:30-16:30
・Closed: Tuesdays (closed on following day if 
Tuesday falls on a national holiday), day 
after national holiday, year-end and new year 
holidays
(3) Shizen Kansatsu no Mori 
(Nature Center) 079-269-1260

・Admission hours: 9:00-16:30
・Closed: Mondays (closed on following day if 
Monday falls on a national holiday), day after 
a national holiday (excluding Saturday and 
Sunday), December 28-January 4

Places of interest in Himeji

さあ、生活を豊かに楽しもう

市内の名所を知りたい
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①姫路城 079-285-1146
姫路駅北口（姫路城口）から徒歩20分。
・入城時間　午前9時～午後4時

（4月27日～8月31日は午後5時まで）
・休城日 12月29日・30日

②好古園 079-289-4120
姫路城の西隣にある日本庭園。
・入園時間　午前9時～午後4時30分

（4月27日～8月31日は午後5時30分まで）
・休園日 12月29日・30日

③姫路市立美術館 079-222-2288
姫路城東隣の赤レンガの建物。郷土作家や国内
外の名品を収集、展示しています。
・入館時間　午前10時～午後4時30分
・休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）、
　　　　　　12月25日～1月5日

④兵庫県立歴史博物館 079-288-9011
姫路城の北東にあり、兵庫県の歴史・文化・芸
能を紹介しています。昔のおもちゃで遊んだり、
鎧甲や十二単などの着付け体験ができます。
・入館時間　午前10時～午後5時

（入館は午後4時30分まで）
・休館日 月曜日（祝日の場合は翌平日）、

年末年始　臨時休館あり

⑤姫路市立動物園 079-284-3636
姫路城の東隣にあり約100種、400点の動物
をみることができます。
・入園時間　午前9時～午後4時30分
・休園日 12月29日～1月1日

⑥姫路文学館 079-293-8228
姫路城の北西にあり、郷土ゆかりの文学者や城
の歴史の展示、司馬遼太郎記念室があります。
J R 姫路駅北口⑨⑩乗り場から神姫バスに乗車
のうえ、「市之橋文学館前」下車。徒歩4分。
・入館時間　午前10時～午後4時30分
・休館日 月曜日、祝休日の翌日（土曜・日曜

日、祝休日は開館）、12月25日～
1月5日

⑦桜山周辺
4つの施設があり、豊かな自然にふれながらさ
まざまな体験ができます。
姫路駅北口（姫路城口）バスターミナル④乗り
場から神姫バス「太市」行きのバスをご利用く
ださい。星の子館、科学館は「星の子館前」、
こどもの館は「こどもの館前」、自然観察の森
は「自然観察の森」のバス停で降りてください。

（1）星の子館 079-267-3050
・開館時間　午前9時～午後5時

天体観望会は午後7時～と午後8時～
の計2回（要申込）

・休館日 8月と12月を除く毎月第2水曜日
（祝日の場合は翌日）、12月28日
～1月4日

（2）姫路科学館「アトムの館」 079-267-3001
・入館時間　午前9時30分～午後4時30分
・休館日 火曜日（祝日の場合は翌日）、祝

日の翌日、年末年始

（3）自然観察の森 079-269-1260
・開園時間　午前9時～午後4時30分
・休園日 月曜日（祝日の場合は翌日）、祝

日の翌日（土・日は除く）、12月
28日～1月4日
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(4)Hyogo Children's Center 079-267-1153
・Admission hours: 9:30-16:30
・Closed: Tuesdays, last day of the month, year-end 
and New Year holidays

⑧ Engyo-ji (temple) on Mt. Shosha
Take the Shinki Bus from Stand 10 at the Himeji 
Station North Exit(Himeji Castle exit) Bus Terminal 
bound for “Shoshazan Ropeway” and get off at the final 
stop,"Shoshazan Ropeway"
A 4-minute ride on the ropeway and a 20-minute 
walk takes you to the site, where you can enjoy the 
harmonious landscape of the Buddhist temple 
complex and its natural beauty. 
・Ropeway hours: 8:30-17:00
   (extended depending on seasons) 
Departs at :00, :15, :30, and :45 every hour.
Himeji Mt. Shosha Ropeway 079-266-2006

⑨ Shosha Art and Craft Museum 
079-267-0301

Use same bus line as for Engyo Temple.
・Admission hours: 10:00-16:30
・Closed: Mondays (following day if Monday falls on 
a national holiday), day after a national holiday 
(excluding Saturdays, Sundays and national 
holidays), December 25-January 5

⑩ Nagoyama Cemetery 
079-297-5030

Take the Shinki Bus from the #17 and #18 bus stops 
to "Nagoyama kitaguchi" (via Yokozeki), or from the 
#5 bus stop to "Kurumazaki" (on the Imajuku loop 
line).
・Bussharito (stupa) admission hours: 8:40-16:30
・Closed: December 29-31

⑪ Tegarayama Chuokoen (central park)
A ten-minute walk from Sanyo Electric Railway 
Tegara Station.

(1) Tegarayama Yuen (amusement park)
079-296-0503

・Hours: 10:00-17:00
・Closed: December 29-January1, Tuesdays, 
Wednesdays (excluding national holidays)

(2) Shimin (Citizens') Swimming Pool
079-296-0503

・Open period varies year to year
・Hours: 9:30-18:00
(no holidays during open period)

(3) Tegarayama Botanical Garden
079-296-4300

・Admission hours: 9:00-16:30  
・Closed: Fridays (closed on previous day if Friday 
falls on a national holiday), December 29-January 1
(4) Historical Peace Center

079-291-2525
・Admission hours: 9:30-16:30
・Closed: Mondays (following day if Monday falls on 
a national holiday), following day of a national 
holiday (excluding Saturdays, Sundays and 
national holidays), December 28-January 5
(5) Aquarium 079-297-0321
・Admission hours: 9:00-16:30
・Closed: Tuesdays (following day if Tuesday falls on 
a national holiday), December 29-January 1
(6) Tegarayama Koryu (exchange) Station

079-299-2500
・Hours: 9:00-17:00
・Closed: Tuesdays (following day if Tuesday falls on 
a national holiday), December 29-January 1 
(Multi-purpose Hall closed until January 3)

⑫ “Mizu no Yakata”, Water Museum
079-264-0411

Unique displays using latest audiovisual equipment 
to provide visitors with various facts about “water.”
・Admission hours: 10:00-16:30 (last entry 16:00) 
・Closed: Mondays (following day if Monday falls on a 
national holiday), December 28-January 4

⑬ Himeji Archaeological Research Center 
079-252-3950

The Center offers displays of archaeological 
artifacts excavated in Himeji, from which visitors can 
learn about the ancient history of the city. 
From the #15 bus stop at the Himeji Station North 
Exit (Himeji Castle exit) bus terminal, take the bus 
bound for "Mino Kofungun" and get off at "Sakamoto" 
bus stop, then walk 3 minutes. 
・Admission hours: 10:00-16:30
・Closed: Mondays (following day if Monday falls on 
a national holiday), day after a national holiday 
(excluding Saturdays, Sundays and national 
holidays), December 28-January 4
JR Himeji Station Tourist Information 
(English available) 079-287-0003

ENJOY HIMEJI LIFE! さあ、生活を豊かに楽しもう
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（4）兵庫県立こどもの館 079-267-1153
・開館時間　午前9時30分～午後4時30分
・休館日 火曜日、月の末日、年末年始

⑧書写山円教寺
姫路駅北口（姫路城口）バスターミナル⑩乗り
場から、「書写山ロープウェイ」行きのバスに
乗って終点書写山ロープウェイ下車。
ロープウェイで4分、山上駅から徒歩で20分、
書写山は仏教建築と自然の調和がとれた美しい
ところです。
・ロープウェイ運行時間
午前8時30分～午後5時（季節延長あり）
出発は毎時00、15、30、45分

姫路市書写山ロープウェイ 079-266-2006

⑨書写の里・美術工芸館 079-267-0301
書写山円教寺に行く場合と同じバスを利用して
ください。
・入館時間　午前10時から午後4時30分
・休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）、祝

日の翌日（土・日・祝日を除く）、
12月25日～1月5日

⑩名古山霊苑 079-297-5030
神姫バス⑰⑱乗り場から名古山北口下車（横関
経由）又は⑤乗り場から車崎下車（今宿循環）
をご利用ください。
・仏舎利塔開館時間　午前8時40分～午後4時
　　　　　　　　　　30分
・休館日 12月29日～31日

⑪手柄山中央公園
山陽電車手柄駅から徒歩10分です。

（1）手柄山遊園 079-296-0503
・開園時間　午前10時～午後5時
・休園日 12月29日～1月1日、

毎週火曜日・水曜日（祝日は営業）

（2）市民プール 079-296-0503
・開場期間　年度により変更あり
・入場時間　午前9時30分～午後6時

（プール期間は無休）

（3）手柄山温室植物園 079-296-4300
・入園時間　午前9時～午後4時30分
・休園日 金曜日（祝日の場合は前日）、
 12月29日～1月1日

（4）平和資料館 079-291-2525
・入館時間　午前9時30分～午後4時30分
・休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）、祝

日の翌日（土・日・祝日を除く）、
12月28日～1月5日

（5）水族館  079-297-0321
・入館時間　午前9時～午後4時30分
・休館日 火曜日（祝日の場合は翌日）、
 12月29日～1月1日

（6）手柄山交流ステーション 079-299-2500
・開館時間　午前9時～午後5時
・休館日 火曜日（祝日の場合は翌日）、
 12月29日～1月1日（多目的ホ

ールは1月3日まで）

⑫水道資料館「水の館」 079-264-0411
AV機器を使ったユニークな展示で楽しみなが
ら水について学べます。
・開館時間　午前10時～午後4時30分
 （入館は午後４時まで）
・休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）、
　　　　　　12月28日～1月4日

⑬埋蔵文化財センター 079-252-3950
市内で出土した考古資料を展示。郷土の歴史に
ついて学べます。姫路駅北口（姫路城口）バス
ターミナル⑮乗り場から、「見野古墳群」行き
のバスに乗り坂元下車、徒歩3分
・入館時間　午前10時～午後4時30分
・休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）、祝

日の翌日（土・日・祝日を除く）、
12月28日～1月4日

姫路市観光案内所（英語対応） 079-287-0003


