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都道府県コード又は市区町村コード NO 都道府県名 市区町村名 名称 名称_カナ 名称_英語 住所 方書 緯度 経度 設置者 電話番号 内線番号 SSID 提供エリア URL 備考

283567 283657AP01 兵庫県 多可町 多可町役場 ﾀｶﾁｮｳﾔｸﾊﾞ taka_public_office 兵庫県多可郡多可町中区中村町123 多可町役場 35.050371 134.923358 多可町 0795-32-2380 － FREESPOT 全館 https://www.town.taka.lg.jp/

283567 283657AP02 兵庫県 多可町 多可町子育てふれあいセンター ﾀｶﾁｮｳｺｿﾀﾞﾃﾌﾚｱｲｾﾝﾀｰ takacho_kosodate_fureai_center 兵庫県多可郡多可町中区岸上224-17 多可町子育てふれあいセンター 35.057954 134.920639 多可町 0795-32-2816 － FREESPOT 交流室付近 https://www.town.taka.lg.jp/kosodate/

283567 283657AP03 兵庫県 多可町 多可町健康福祉センター　アスパル ﾀｶﾁｮｳｹﾝｺｳﾌｸｼｾﾝﾀｰ ｱｽﾊﾟﾙ takacho_USPAL 兵庫県多可郡多可町中区岸上281番地51 多可町健康福祉センター　アスパル 35.056566 134.919129 多可町 0795-32-5151 － FREESPOT １階ロビー付近 https://www.town.taka.lg.jp/

283567 283657AP04 兵庫県 多可町 那珂ふれあい館 ﾅｶﾌﾚｱｲｶﾝ naka_fureai_kan 兵庫県多可郡多可町中区東山539-3 那珂ふれあい館 35.075947 134.915980 多可町 0795-32-0685 － FREESPOT 事務所付近 https://web.town.taka.lg.jp/nakafureai/

283567 283657AP05 兵庫県 多可町 多可町文化会館　ベルディーホール ﾀｶﾁｮｳﾌﾞﾝｶｶｲｶﾝ_ﾍﾞﾙﾃﾞｨｰﾎｰﾙ verde_hall 兵庫県多可郡多可町中区中村町135 ベルディーホール 35.050240 134.921517 多可町 0795-32-1300 － FREESPOT 事務所付近 https://www.town.taka.lg.jp/verde/about/

283567 283657AP06 兵庫県 多可町 多可町図書館 ﾀｶﾁｮｳﾄｼｮｶﾝ library_taka 兵庫県多可郡多可町中区糀屋434-11 多可町図書館 35.034159 134.921390 多可町 0795-32-5170 － FREESPOT カウンター付近 https://www.town.taka.lg.jp/library/

283567 283657AP07 兵庫県 多可町 多可町余暇村公園 ﾀｶﾁｮｳﾖｶﾑﾗｺｳｴﾝ yokamura_park 兵庫県多可郡多可町中区牧野817-41 余暇村公園 35.077400 134.924751 多可町 0795-32-1543 － FREESPOT 公園管理事務所付近 https://web.town.taka.lg.jp/yokamura/

283567 283657AP08 兵庫県 多可町 杉原紙研究所 ｽｷﾞﾊﾗｶﾞﾐｹﾝｷｭｼｮ sugihara_peper_labpratory 兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽768番地46 杉原紙研究所 35.188608 134.930434 多可町 0795-36-0080 － FREESPOT 販売所付近 https://sugiharagami.takacho.net/

283567 283657AP09 兵庫県 多可町 加美コミュニティプラザ ｶﾐｺﾆｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ kami_community plaza 兵庫県多可郡多可町加美区豊部250 加美地域局 35.102545 134.900898 多可町 0795-35-0080 － FREESPOT １階ロビー付近 https://www.town.taka.lg.jp/

283567 283657AP10 兵庫県 多可町 たかテレビ ﾀｶﾃﾚﾋﾞ takaTV 兵庫県多可郡多可町加美区豊部1874 たかテレビ 35.101089 134.902872 多可町 0795-35-1001 － FREESPOT 玄関ホール付近 https://www.town.taka.lg.jp/takatv/

283567 283657AP11 兵庫県 多可町 モルゲンハイト八千代 モルゲンハイトやちよ morgenheit_yachiyo 兵庫県多可郡多可町八千代区109-1 八千代診療所 35.031732 134.880698 多可町 0795-37-2010 － FREESPOT 玄関ホール付近 http://www.takacho.jp/yachiyosin/

283567 283657AP12 兵庫県 多可町 八千代コミュニティプラザ ﾔﾁﾖｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ yachiyo_community plaza 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間650-1 八千代地域局 35.005294 134.907280 多可町 0795-37-0250 － FREESPOT １階ロビー付近 https://www.town.taka.lg.jp/

283567 283657AP13 兵庫県 多可町 chattanaの森 ﾁｬｯﾀﾅﾉﾓﾘ chattananomori 兵庫県多可郡多可町中区牧野817-41 chattanaの森 35.078401 134.924350 chattanaの森 0795-32-4111 － FREESPOT レストラン付近 https://www.facebook.com/chattananomori

283567 283657AP14 兵庫県 多可町 青雲の家 ｾｲｳﾝﾉｲｴ seiunnoie 兵庫県多可郡多可町加美区豊部1840番地53 青雲の家 35.101217 134.905197 青雲の家 0795-35-1572 － FREESPOT ロビー付近 https://seiunnoie.amebaownd.com/

283567 283657AP15 兵庫県 多可町 サンスイム・カミ ｻﾝｽｲﾑ・カミ sunswim_kami 兵庫県多可郡多可町加美区豊部1840番地55 温水プール 35.102560 134.905048 サンスイム・カミ 0795-35-1475 － FREESPOT カウンター付近 https://www.nsi-sports.co.jp/school/hyogo/kami/

283567 283657AP16 兵庫県 多可町 エーデルささゆり ｴｰﾃﾞﾙｻｻﾕﾘ edel_sasayuri 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間363番地13 エーデルささゆり 35.016136 134.909502 エーデルささゆり 0795-37-1200 － FREESPOT http://www.edel-sasayuri.com/

283567 283657AP17 兵庫県 多可町 エアレーベン八千代 ｴｱﾚｰﾍﾞﾝﾔﾁﾖ erleben_yachiyo 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間363番地14 エアレーベン八千代 35.012518 134.908256 エアレーベン八千代 0795-37-2211 － FREESPOT https://www.erleben-yachiyo.com/

283567 283657AP18 兵庫県 多可町 マイスター工房八千代 ﾏｲｽﾀｰｺｳﾎﾞｳﾔcﾋｮ meister_koubou_yachiyo 兵庫県多可郡多可町八千代区中村46番地1 マイスター工房八千代 35.044222 134.874404 マイスター工房八千代 0795-30-5516 － FREESPOT http://www.shokokai.or.jp/28/283651S0119/index.htm

283567 283657AP19 兵庫県 多可町 なごみの里・山都 ﾅｺﾞﾐﾉｻﾄ･ﾔﾏﾄ nagominosatoyamato 兵庫県多可郡多可町八千代区大和1520番地1 なごみの里・山都 35.019710 134.866783 なごみの里・山都 0795-38-0753 － FREESPOT https://www.town.taka.lg.jp/about_taka/mokuzou/detail/id=18253

283567 283657AP20 兵庫県 多可町 ネイチャーパークかさがた ﾈｲﾁｬｰﾊﾟｰｸｶｻｶﾞﾀ nature park_kasagata 兵庫県多可郡多可町八千代区大屋378番地 ネイチャーパークかさがた 35.064780 134.861867 ネイチャーパークかさがた 0795-30-5110 － FREESPOT http://nature-park.hippy.jp/

283567 283657AP21 兵庫県 多可町 ラベンダーパーク多可 ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾊﾟｰｸﾀｶ takacho_lavender_park 兵庫県多可郡多可町加美区轟799番地127 ラベンダーパーク多可 35.154936 134.930823 ラベンダーパーク多可 0795-36-1616 － FREESPOT https://www.lavender-park.jp/

283567 283657AP22 兵庫県 多可町 道の駅 山田錦発祥のまち・多可 ﾐﾁﾉｴｷ_ﾔﾏﾀﾞﾆｼｷﾊｯｼｮｳﾉﾏﾁ_ﾀｶmichinoeki_yamadanishikihasyounomachi_taka兵庫県多可郡多可町中区岸上281-1 道の駅 山田錦発祥のまち・多可 35.059157 134.918888 道の駅 山田錦発祥のまち・多可 0795-20-7087 － FREESPOT https://www.michi-no-eki.jp/stations/view/9744
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