神戸学遊
パスポート
2022年度

KOBE
GAKUYU
PASSPORT

1．人口....................... 1,510,000人
（2020）
2．世帯数.................... 726,000世帯
（2020）
..............
48,000人
（2020）
3．外国人人口
.......................
2
557.01ｋm
4．面積
5．最高地（六甲山）....... 931.3ｍ
.................
平均気温／17.6℃
（2020）
6．気象状況
最高／37.4℃
（2020） 最低／0.2℃
（2020）
降水量年間1,614.5ミリ
（2020）
..............
7．姉妹都市等
シアトル（アメリカ）、マルセイユ（フランス）、
リオ・デ・ジャネイロ
（ブラジル）、
リガ
（ラトヴィア）、
ブリスベン
（オーストラリア）、バルセロナ（スペイン）、仁川広域市（韓国）、天津（友好都市 中国）、
フィラデルフィア（親善協力都市 アメリカ）、大邱広域市（親善協力都市 韓国）

8．姉妹港等.................シアトル港（アメリカ）、ロッテルダム港（オランダ）、天津港（友好港 中国)
9．学校数（2020）..... 幼稚園108園(12,900人)／小学校169校（74,900人）／中学校104校（39,000人）／
高等学校56校(40,000人)／中等教育学校1校（700人）／短大･高専6校（2,500人）／
大学18校（66,300人）／特別支援学校11校（1,700人）／専修･各種学校71校（15,900人）

10 ．神戸の地の由来.......古代、神社に属して祭祀を支え、租・庸・調といった税金をもとに神社の維持修理などにあ
った「神戸（かんべ）」にちなんでいるといわれている。

11．市のシンボル
（ 1）市章 ................. 神戸の港は、もともと「扇港」とも呼ばれていた。また、
「兵庫」と「神戸」のふたつの港が
扇を並べたような形をしているという理由で、神戸の旧かな遣いである「カウベ」のカの字
を図案化したものである。1907年（明治40年）5月に制定。
（ 2）市民の花............ あじさい
............
（ 3）市民の木
さざんか

12．兵庫県
（ 1）人口.................. 5,430,000人
（2021）
（ 2）世帯数............... 2,400,000世帯
（2021）
.................
2
（ 3）面積
8,400.94m

［発行］
（一財）
神戸観光局

2021年3月発行

施設名

料金

開館時間

休館日

電話番号

交通
JR・阪急・阪神・市営地下鉄・ポートライナー各三宮駅より徒

1

風見鶏の館【 国
高校生以下無料
指定重要文化財】

9：00 ～ 18：00
（入館は 17：45 まで）

2、6 月の 第 1 火 曜 休・祝
０７８-２４２-３２２３ 歩約 15 分。新幹線・市営地下鉄新神戸駅下車徒歩約 １０ 分。シ
日の場合は翌日休
ティー・ループバス北野異人館下車徒歩 5 分。

2

萌黄の館【国指
高校生以下無料
定重要文化財】

9：30 ～ 18：00
（入館は 17：45 まで）

2 月第 3 水 曜日及びそ の
０７８-855-5221 歩約 １５ 分。新幹線・市営地下鉄新神戸駅下車徒歩約 15 分。シ
翌日
ティー・ループバス北野異人館下車徒歩 ５ 分。

3

香りの家
オランダ館

入館料／小学生300円→割引なし
9：00 ～ 17：00
中 · 高校生500円→ 300円

なし

０７８-２６1-３３３０ 人館下車徒歩約 ５ 分。新幹線、地下鉄新神戸駅より徒歩 １０ 分。

4 デンマーク館

入館料／小学生300円→割引なし
9：00 ～ 17：00
中・高校生500円→ 300円

なし

078-261-3591 人館下車徒歩約 ５ 分。新幹線、地下鉄新神戸駅より徒歩 １０ 分。

5

入場料／小学生300円→割引なし
ウィーン・
9：00 ～ 17：00
オーストリアの家 中・高校生500円→ 300円

なし

０７８-２６1-３４６６ 人館下車徒歩約 ５ 分。新幹線、地下鉄新神戸駅より徒歩 １０ 分。

6

入館料／小学生200円→割引なし 9：30 ～ 18：00
うろこの家・
無休
展望ギャラリー 中・高校生1,050円→ 1,000円 （10 月～ 3 月は 17：00 まで）

JR・阪急・阪神・市営地下鉄・ポートライナー各三宮駅より徒

各線三宮駅より徒歩 １５ 分、またはシティー・ループバス北野異

各線三宮駅より徒歩 １５ 分、またはシティー・ループバス北野異

各線三宮駅より徒歩 １５ 分、またはシティー・ループバス北野異

0120-888-581

JR・阪急・阪神各三宮駅より徒歩約 20 分。新幹線・市営
地下鉄新神戸駅より徒歩約 20 分。

三宮・北野異人館街・新神戸

7 山手八番館

入館料／小学生100円→割引なし 9：30 ～ 18：00
年中無休
中・高校生550円→ 500円
（10 月～ 3 月は 17：00 まで）

0120-888-581

JR・阪急・阪神各三宮駅より徒歩約 20 分。新幹線・市営
地下鉄新神戸駅より徒歩約 20 分。

8 北野外国人倶楽部

入館料／小学生100円→割引なし 9：30 ～ 18：00
年中無休
中・高校生550円→ 500円
（10 月～ 3 月は 17：00 まで）

0120-888-581

JR・阪急・阪神各三宮駅より徒歩約 20 分。新幹線・市営
地下鉄新神戸駅より徒歩約 20 分。

9 坂の上の異人館

入館料／小学生100円→割引なし 9：30 ～ 18：00
年中無休
中・高校生550円→ 500円
（10 月～ 3 月は 17：00 まで）

0120-888-581

JR・阪急・阪神各三宮駅より徒歩約 20 分。新幹線・市営
地下鉄新神戸駅より徒歩約 20 分。

10 ラインの館

無料

11 英国館

9：30 ～ 18：00、
入館料／小学生100円→割引なし
10 月～ 3 月 9：30 ～ 17：00 年中無休
中・高校生750円→ 700円
（バー営業は 17：00 ～ 1：00。日・祝休）

0120-888-581

JR・阪急・阪神各三宮駅より徒歩約 15 分。 新幹線・市
営地下鉄新神戸駅より徒歩約 15 分。

12 洋館長屋

入館料／小学生100円→割引なし 9：30 ～ 18：00
年中無休
中・高校生550円→ 500円
（10 月～ 3 月は 17：00 まで）

0120-888-581

JR・阪急・阪神各三宮駅より徒歩約 15 分。新幹線・市営
地下鉄新神戸駅より徒歩約 15 分。

13 ベンの家

入館料／小学生100円→割引なし 9：30 ～ 18：00
年中無休
中・高校生550円→ 500円
（10 月～ 3 月は 17：00 まで）

0120-888-581

JR・阪急・阪神各三宮駅より徒歩約 15 分。新幹線・市営
地下鉄新神戸駅より徒歩約 15 分。

14

JR・阪急・阪神・市営地下鉄・ポートライナー各三宮駅より徒

2、6 月の 第 3 木 曜 休、祝
078-222-3403 歩約 １５ 分。新幹線・市営地下鉄新神戸駅下車徒歩約 １０ 分。シ
日の場合は翌日休
ティ・ループバス北野異人館下車すぐ。

9：30 ～ 16：45 土日祝 9：30 ～ 20： 無休

神戸布引ハーブ園 入場料（ロープウェイ往復乗車
15（3/20 ～ 11/30）9：30 ～ 20：15（7/20 ※ロープウェイ年次点検のた ０７８-２７1-11６０ 新幹線・市営地下鉄新神戸駅より徒歩約 ５ 分。
／ロープウェイ +ハーブ園入園 20％OFF）

15 北野工房のまち 無料
（各体験教室は有料）

スペース 11

入館料／小学生10円
中・高学生300円

16 ダルビッシュ

ミュージアム

17

9：00 ～ 18：00

～ 8/31）※ロープウェイ上り時刻

め冬季運休、休園期間あり。

10：00 ～ 18：00

不定休・年末年始

12：00 ～ 16：30
（最終受付時間 16：00）

KOBE とんぼ玉 入館料／小・中学生200円→ 150円 10：00 ～ 19：00
高校生 400円→ 300円
（入館は 18：45 まで）
ミュージアム

18 神戸市立博物館 高校生以下無料

無料
・冊子を無料配布

０７８-２２１-６８６８ JR・阪神元町駅（東口）から北へ徒歩約12分。各線三宮駅から徒
（管理事務所） 歩約 １２ 分、またはシティー・ループバス（北行）で １ 駅目約 ８ 分。
各線三宮駅より徒歩約 １０ 分。シティー・ループバス北野坂また
は北野異人館下車約 3 分。

水曜、年末年始

078-291-4515

年末年始

０７８-３９３-８５００ 西へ徒歩約 ８ 分。JR・阪神元町駅から南東へ徒歩約 ８ 分。

JR・阪急・阪神・市営地下鉄・ポートライナー各三宮駅より南

月曜休・祝日の場合は翌平日
9：3０ ～ １７：3０
JR・阪急・阪神・市営地下鉄・ポートライナー各三宮駅より南西へ徒歩約10分。新幹線・市営地下
（ただし、金・土曜は１９：３0まで。 休、展示替期間休、年末年始 07８-３９1-00３５ 鉄新神戸駅より南へ車で約10分。JR、阪神元町駅から南東へ徒歩約10分。シティー・ループバス旧
居留地（市立博物館）下車徒歩約2分。市営地下鉄海岸線旧居留地・大丸前駅から南東へ徒歩約８分。
入館は閉館の 30 分前まで） 休

19

神戸パール
ミュージアム

20

神戸華僑歴史 ・入館料／ 200円
10：00 ～ 17：00
博物館
・オリジナルパンフレット贈呈 （入館は 16：30 まで）

月・火・日曜休

21

戦没した船と
海員の資料館

１０：00 ～ 17：00

土日祝

０７８-３３２-8050 JR・阪急・阪神・ポートライナー各三宮駅より神戸市役

（NPOひと粒の真珠 ） 所方面へ徒歩約 １０ 分。

078-331-3855 JR・阪神元町駅より南へ徒歩約 ７ 分。

元町・メリケンパーク・
ハーバーランド

無料

10：00 ～ 17：00
（入館は 16：30 まで）

土日祝（ただし、10 名以上の
０７８-３３1-７５８８ JR・阪神元町駅より南へ徒歩約 ７ 分。
場合は事前予約により開館）

22 賀川記念館

無料

10：00 ～ 17：00
（入館 16：30 まで）

月曜日（年末年始など臨時
JR・阪急・阪神・地下鉄各三宮駅より徒歩 １５ 分。阪神春日野
０７８-２２1-３６２７ 道より徒歩 ７ 分。阪神バス吾妻通 ４ 丁目下車 西へ徒歩 １ 分。
休館する場合がございます）

23 竹中大工道具館

入館料／高校生500円→ 400円 9：30 ～ 16：30
小・中学生無料
（入館は 16：00 まで）

24 相楽園

入園料／小・中学生150円→免除

25

boh boh

（神戸シーバス）

ポートアイランド・
六甲アイランド

バンドー神戸
青少年科学館

9：00 ～ 18：00 ※当日の運航ダイヤは
乗船料／小学生 900 円→ 600 円
必ず HP、お電話にてご確認ください。
中 ・ 高生 1,500 円→ 1,200 円
http://www.kobe-seabus.com/

水曜日
（臨時便、天候不良、機関整備、
イベント開催のため、ダイヤ・コースに
変更及び、運航を中止する場合がござ
います。）ドックのため、休航期間あり。

０７８-３６０-０７３1 JR 元町・神戸駅より徒歩約 １３ 分。

〈月～木〉9：30 ～ 16：30
水曜休・祝日の場合は翌日
入館料／展示室 小・中・高生300円→免除
JR・阪急・阪神・市営地下鉄各三宮駅のりかえ、ポート
〈金・土・日・祝・春・夏休み〉 休、館内整理日、年末年始休 ０７８-３０２-５1７７
プラネタリウム 小・中・高生200円→免除
ライナー南公園駅より東へ徒歩約 ３ 分。
9：30 ～ 19：00（入館は閉館 30 分前まで）（※春・夏休みは無休）

入園料／小学生1,000円→ 600円
28 神戸どうぶつ王国 中学生1,800円→ 800円
高校生1,800円→ 1,000円
29

木曜休・祝日の場合は翌日
市営地下鉄県庁前駅より北へ徒歩 ５ 分。JR・阪神元町駅より北
０７８-３５1-５1５５ へ徒歩約 １０ 分。市バス ７ 系統諏訪山公園下車南東へ徒歩 １０ 分。
休、年末年始休

神戸海洋博物館・ 入館料／小・中学生 400 円→ 150 円 10：00 ～ 18：00
月曜日（祝日の場合は翌
地下鉄海岸線みなと元町駅より徒歩約 １０ 分。JR・阪神元町駅
078-327-8983 より徒歩約 １５ 分。シティー・ループバス中突提下車すぐ。
（最終入館は 17：30 まで） 平日休館）
カワサキワールド 高校生 400 円→ 300 円

26 KOBE

27

9：00 ～ 17：00
（入園は 16：30 まで）

山陽新幹線新神戸駅中央改札口より徒歩 ３ 分。市営地下鉄新

月曜休・祝日の場合は翌
０７８-２４２-０２1６ 神戸駅北改札口より徒歩 ５ 分。シティー・ループバス新神戸駅
日休、年末年始休
（2F）下車徒歩 ３ 分。

神戸市立
入館料／
小磯記念美術館 小・中・高生無料

平日 10：00 ～ 17：00、土日祝 10：00 木 曜 休（ ※ 春・夏 休 み、
JR・阪急・阪神・市営地下鉄各三宮駅のりかえ、ポート
～ 17：30（入園は閉園の 30 分前まで） GW、祝 日、年 末 年 始 は ０７８-３０２-８８９９ ライナー計算科学センター（神戸どうぶつ王国「富岳」前）
冬期（12 月～ 2 月）は営業時間に変更あり。 無休）
駅下車すぐ。

10：00 ～ 17：00
（入館は 16：30 まで）

月曜休・祝日の場合は翌
JR 住吉駅・阪神魚崎駅のりかえ、六甲ライナー・アイラ
日休、年末年始休、展示 ０７８-８５７-５８８０
ンド北口駅下車、西へ徒歩すぐ。
替期間ほか

施設名
ポートアイランド・
六甲アイランド
神戸・

H
A
T

料金

開館時間

休館日

電話番号

交通

30

神戸ファッション 入館料／
美術館
小・中・高生無料

月曜（祝日の場合は翌平
JR 住吉駅・阪神魚崎駅のりかえ、六甲ライナー・アイラ
10：00 ～ 18：00
日）、年末年始、展示替え ０７８-８５８-００５０
ンドセンター駅下車すぐ。
（入館は閉館の 30 分前まで）
期間中

31

神戸ゆかりの
美術館

10：00 ～ 17：00
（入館は 16：30 まで）

阪神・淡路大震災記念

32 人と防 災 未 来

センター

灘駅周辺

J
R

33

神戸市立
王子動物園

入館料／
小・中・高生無料

9：30 ～ 17：30（7 月～ 9 月は 18： 月曜休・祝日の場合は翌平日休、

入館料／小・中・高校生無料
JR 灘駅より南ヘ徒歩約 １２ 分。阪神岩屋駅・春日野道駅より南
00 まで、金・土は通年 19：00 まで、 12/31、1/1（ゴールデンウィー ０７８-２６２-５０５０
へ徒歩約 10 分。阪急王子公園駅より南へ徒歩約 ２０ 分。
毎月17日 入館料無料
入場は閉館の 1 時間前まで）

入園料／小・中学生無料
高校生600円→免除

34 白鶴酒造資料館 無料

灘

35

36

月 曜（ 祝 日 の 場 合 は 翌
JR 住吉駅・阪神魚崎駅のりかえ、六甲ライナー・アイランドセ
日）、年末年始、展示替え ０７８-８５８-1５２０ ンター駅下車南東すぐ。
期間中

菊正宗
酒造記念館

無料

「昔の酒蔵」
沢の鶴資料館

無料

ク期間中 4/28 ～ 5/5 は無休）

＜3 月～ 10 月＞9：00 ～ 17：00
水曜休（祝日の場合は開
JR 灘駅より北へ徒歩約 ５ 分。阪急王子公園駅より西へ徒歩約
＜11 月～ 2 月＞9：00 ～ 16：30
０７８-８６1-５６２４ ３ 分。三宮方面より市バス ９０・９２ 系統王子動物園前下車すぐ。
園）、12/29 ～ 1/1 休
（入園は閉園の 30 分前まで。）

9：30 ～ 16：30
年末年始、お盆、設備メ
（入館は 16：00 まで。10 人
０７８-８２２-８９０７ 阪神住吉駅より徒歩約 ５ 分。
ンテナンス日
以上の団体は要予約）
9：30 ～ 16：30
JR 住吉駅より六甲ライナーで南魚崎駅下車徒歩約 ２ 分。
（入館は １６：００ まで。１０ 名 年末年始（12/30 ～ 1/4） ０７８-８５４-1０２９
阪神魚崎駅下車南へ徒歩約 １０ 分。
以上のグループは要予約）
10：00 ～ 16：00

水曜休（祝日の場合は開
０７８-８８２-７７８８ 阪神大石駅より徒歩約 ８ 分。
館）、盆休み、年末年始休

六甲～摩耶

37

灘浜サイエンス
無料
スクエア

38

神戸市立
六甲山牧場

9：00 ～ 17：00（ 入場は16：30まで）
入場料／小・中学生200円→免除
詳しくは HP をご確認くだ
六甲ケーブル山上駅または、まやロープウェー山上駅よりバス
※変更になっている場合がありま
０７８-８９１-０２８０ で約 15 分。
「六甲山牧場前バス停」下車すぐ。
さい。
高校生 500円→免除
す。詳しくはHPをご確認ください。
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神戸市立
森林植物園

入園料／小・中学生150円→免除 9：00 ～ 17：00
高校生 300円→免除
（入園は 16：30 まで）

水曜休・祝日の場合は翌
神戸電鉄北鈴蘭台駅より定時送迎バス有り。ミント神戸前から
日休、12/29 ～ 1/3 休、散 ０７８-５９1-０２５３ 市バス ２５ 系統森林植物園前下車（3 月下旬～ １１ 月の土・日・
祝に運行：要問合せ）。
策イベント期間無休

40 太閤の湯殿館

入館料／
9：00 ～ 17：00
小・中・高校生100円→免除 （入館は 16：30 まで）

第 2 水曜
神戸電鉄有馬温泉駅より南へ徒歩約 ８ 分。六甲有馬ロー
※臨時に休館することが ０７８-９０４-４３０４
プウェー有馬温泉駅より北へ徒歩約 １０ 分。
あります。

入館料／中学生以下無料
高・大学生500円→ 400円

火曜休・祝日の場合は翌
神戸電鉄有馬温泉駅より徒歩約 ８ 分。阪急バス有馬温泉下車徒
０７８-９０４-００２４ 歩約 ７ 分。六甲有馬ロープウェー有馬温泉駅より徒歩約 １０ 分。
日休

41

有馬切手文化
博物館

9：30 ～ 16：30
（入館は 16：00 まで）

10：00 ～ 16：00
（入館は 15：30 まで）

月曜休（祝日の場合は翌
阪神電鉄大石駅から南へ徒歩約 １２ 分。JR 神戸線摩耶駅から南
０７８-８８２-８1３６ 東へ徒歩約 20 分。
平日休）、年末年始休

有馬温泉
兵庫・長田

42 有馬玩具博物館

入場料／小学生500円→ 400円 10：00 ～ 17：00
（入館は 16：30 まで）
中・高校生800円→ 600円

不定休
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有馬本温泉
金の湯

入館料／小学生340円→ 270円 8：00 ～ 22：00
（入館は 21：30 まで）
中・高校生650円→ 520円

第 2、4 火 曜（ 休・祝日の
神戸電鉄有馬温泉駅より徒歩約 ５ 分。六甲有馬ロープ
０７８-９０４-０６８０
ウェー有馬温泉駅より徒歩約 １５ 分。
場合は翌日）、1/1

44

有馬温泉
銀の湯

入館料／小学生290円→ 230円 9：00 ～ 21：00
（入館は 20：30 まで）
中・高校生550円→ 440円

第 1・第 3 火曜（休・祝日
神戸電鉄有馬温泉駅より徒歩約 １０ 分。六甲有馬ロープ
０７８-９０４-０２５６
ウェー有馬温泉駅より徒歩約 １０ 分。
の場合は翌日）、1/1
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有馬温泉
太閤の湯

入館料／小学生1,239円／土日祝・特定日 １０：００ ～ ２2：００
（ 入 館 は ２1：
2022年4月11日、7月4、5日、
1,430円→ 1,100円 中・高校生平日2,640円 ００ まで）
※状況により変更
10月3日、2023年1月10日
／土日祝 2,860円・特定日2,970円→ 1,600円 になる場合がございます。

46

神戸市
見学費用／要相談
ものづくり工場

47 橋の科学館

48

49

舞子海上
プロムナード
孫文記念館
（移情閣）
神戸ドールミュー

50 ジアム・神戸時計

須磨～舞子

デザイン博物館

神戸電鉄有馬温泉駅より徒歩約 ７ 分。駅前より送迎バスあり。

０７８-９０４-２２９1 ※特休日：12/31 ～ 1/3

要相談
078-984-0340
地下鉄海岸線御崎公園駅より徒歩約 8 分。JR 兵庫駅より
（工場は 24 時間年中無休ですが、安全確保を図る必 （経済観光局
徒歩約 15 分。
工業課）
要がありますので、必ず事前にご相談ください。）

9：15 ～ 17：00
月曜 休（ 祝 日 の 場 合 は翌
入館料／小・中学生 1５０ 円→ 1３０ 円
JR 舞子駅または山陽電鉄舞子公園駅より南へ徒歩約 ５
（入館は 16：30 まで、季節 日 休 ）、GW 及 び 7/20 ～ ０７８-７８４-３３３９
高校生 ３1０ 円→ ２７０ 円
分。
8/31 は無休、12/29 ～ 1/3
により変動あり）
第 2 月曜休（10 月～ 3 月）、
9：00 ～ 18：00
JR 舞子駅または山陽電鉄舞子公園駅より南へ徒歩約 ５
（GW、 夏 休 み は 19:00） 4 月 ～ 9 月 は 無 休、年 末 ０７８-７８５-５０９０
分。
最終入館は閉館 30 分前 （12 月 29 日～ 12 月 31 日）

入館料／小・中・高生無料
入館料／小・中・高生無料

1０：００ ～ 1７：００
（入館は 16：30 まで）

入館料／小・中学生800円→ 700円 11:00 ～ 17:00
高校生 1,000円→ 900円
（予約制）

51 史跡 五色塚古墳 無料・無料リーフレット配布

９：００ ～ 1７：００

52

マリンピア神戸 入館料／無料
さかなの学校 ※ものづくり体験等有料

53

神戸市立
6：00 ～ 18：00
1,5００円 釣り料金・貸竿料金・針・オモリ・
（季節により変動）
平磯海づり公園

10：00 ～ 17：00
（入館は 16：30 まで）

釣り料（4 時間）／小学生1,5００円 中・高生

エサ代を含む（通常料金2，1００円～ ２,5００円）

ロープウェイ（往復）／
54 須磨浦山上遊園 小学生 ４6０円→ ３7０円
中・高校生９2０円→ ７4０円

10：00 ～ 17：00
（季節により変動）

西北神 （西神戸・
北神戸）

神戸市立
須磨離宮公園

56

入園料／小・中学生3００円→免除
神戸市立
須磨海浜水族園 高校生 4００円→免除

57

神戸市埋蔵
無料
10：00 ～ 17：00
文化財センター （特別展の場合は別に定める）（入館は 16：30 まで）

入園料 ⁄ 小 ・ 中学生２００円→免除
15 才以上 400円→免除

神戸ワイナリー
無料
（農業公園）

月曜休・祝日の場合は翌
JR 舞子駅または山陽電鉄舞子公園駅より南へ徒歩約 ５
０７８-７８３-７1７２
日休、12/29 ～ 1/3 休
分。
月、水、土、日曜休
お盆、年末年始休

078-327-4680

山陽電鉄霞ヶ丘駅より徒歩 7 分。
JR 垂水駅西口より山陽バス 1 系統 愛徳学園前下車徒歩 3 分。

4 月～ 11 月 無 休、12 月～
JR 垂水駅より徒歩約 １５ 分。山陽電鉄霞ヶ丘駅より徒歩
3 月 月曜休・祝日の場合は ０７８-７０７-３1３1
約 １０ 分。
翌日休、年末年始休

（マリ
水曜休 ・ 祝日の場合は翌
JR 垂水駅または山陽電鉄垂水駅より徒歩約 １０ 分。
０７８-７０６-５５５０
ンピア神戸内）
日休、 12/28 ～ 1/4
木曜休（但し、祝日は開園）、
山陽電鉄東垂水駅より徒歩約 3 分。JR 垂水駅より徒歩約
０７８-７５３-３９７３
7 月～ 11 月無休
12 分。
火 曜 休（ 但し祝日、春 休
０７８-７３1-２５２０ 山陽電鉄須磨浦公園駅より須磨浦ロープウェイ
み、GW、夏休みは営業）

9：00 ～ 17：00（ 入 園は 16：
山陽電鉄月見山駅より北西へバラの小径徒歩約10分。山陽電鉄須磨寺駅より北
木曜休・祝日の場合は翌
30 まで）、夜間開園あり。詳
０７８-７３２-６６８８ 東へ徒歩約 １０ 分。JR 須磨駅より市バス７５ 系統妙法寺駅前行離宮公園前下車す
日休、年末年始休
ぐ。市営地下鉄妙法寺駅より市バス７５ 系統須磨一の谷行高倉台南口下車すぐ。
しくはお問い合わせ下さい

55

58

神戸電鉄有馬温泉駅より徒歩約 ３ 分。阪急バス有馬温泉下車徒

０７８-９０３-６９７1 歩約１分。六甲有馬ロープウェー有馬温泉駅より徒歩約 １０ 分。

9：00 ～ 17：00（季節により変動あり。
詳しくは HP をご覧ください。）
（入
園は閉園の 1 時間前）再整備工事
に伴い、本館のみ営業中

９：００ ～ 1７：００

JR 須磨海浜公園駅より南へ徒歩 ５ 分。山陽電鉄月見山駅より南

12 月～ 3 月の水曜、臨時
０７８-７３1-７３０1 へ徒歩 １０ 分。JR・山陽電鉄須磨駅、JR・地下鉄新長田駅より市
休園有・冬季に工事休園有
バス ８１ 系統須磨水族園下車すぐ。阪神高速道路若宮ランプすぐ。
月曜休（祝日の場合は翌日
０７８-９９２-０６５６ 地下鉄西神中央駅より南へ徒歩約 ８ 分。
休）、休日の翌日、年末年始

年末年始及び 2 月臨時休
市営地下鉄西神中央駅より神姫バス（２０、８１ 系統）農業
０７８-９９1-３９11
公園下車。
園あり

施設名
西北神 （西神戸・
北神戸）

59

天空×大冒険
ソラカケル
道の駅 神戸フルー

料金

小学生３,０００円→ ２,５００円 中学生
9：00 ～ 17：00
３,５００円→ ３,０００円 高校生３,５００円
最終受付 15：00 まで
→ ３,０００円 ※ 15名以上は要相談

60 ツ・フラワーパー 無料

ク 大沢（おおぞう）

開館時間

９：００ ～ 1７：００
※施設により異なる
（詳細は HP を参照）

【観光案内所】
神戸市総合インフォメーションセンター TEL （078）241-1050
9：00 ～ 19：00
（JR 三ノ宮駅東口を出て南側すぐ、ポートライナー三宮駅の階下）

休館日

電話番号

交通

不定休 ※必ずお電話かホー
ムページにて事前に確認後、 ０７８-５９７-７０２７ 神戸電鉄・北鈴蘭台駅より徒歩 １５ 分。
お電話にてご予約ください。

道の駅は無休、ただし施
北神急行電鉄谷上駅のりかえ、神戸電鉄岡場駅よりバス
設により定休日や点検日等 ０７８-９５４-1０1０
（フルーツ・フラワーパーク行）で約 １５ 分。
あり（詳細は HP を参照）
消費税増税に伴い、
価格変動の可能性がございます。
詳細は各施設へお問い合わせ下さい。

