KOBE MAP
神戸へのアクセス

神戸

有馬温泉エリア●
六甲山 ●

旅をするごとに、また訪れたくなる KOBE。夜にフォーカスした感動の旅を見つけて。

JR大阪駅乗り換え
（92分）

大阪

三宮エリア ●

ハーバーランド・●
メリケンパークエリア

有馬温泉エリア

近鉄難波駅
から
（45分）

TAKE
FREE!

六甲山エリア

難波
ベイシャトル
（30分）

関西国際空港
バス
（65分）

三宮エリア

ハーバーランド・メリケンパークエリア

①GALLO GARAGE ②ジャズ喫茶 jamjam ③CAFÉ OVEST ④GREEN HOUSE Silva ⑤カサ・ペケーニョ ⑥セカンドチャンス ⑦Bistro de 純 ⑧forum ⑨GRAND SHARK
⑩THE mid DINER Café & Diner ⑪ボンゴレ亭 ⑫明石焼 菊兆 三宮北野坂本店 ⑬神戸 乃 いろり ⑭オールドイングランド ⑮Bora bora 神戸三宮店 ⑯YANAGASE
⑰SAVOY 北野坂 ⑱Bar Moon-Lite ⑲Bar & Grill Chugalug ⑳BAR CHARLIE BROWN

ホテル・旅館リスト

【JR 三ノ宮】
オリエンタルホテル
北上ホテル
神戸三宮ユニオンホテル
神戸三宮東急ＲＥＩホテル
ザ・ビー神戸
サンサイドホテル
ホテルヴィアマーレ神戸
ホテルサンルートソプラ神戸
神戸トアロードホテル山楽
ホテルピエナ神戸
ホテル モンテ エルマーナ神戸 アマリ―
ホテル 1-2-3 神戸
第一グランドホテル神戸三宮
神戸ルミナスホテル三宮
相鉄フレッサイン神戸三宮
【新神戸／北野】
ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸
グリーンヒルホテルアーバン
グリーンヒルホテル神戸
神戸北野ホテル
ほてるＩＳＡＧＯ神戸
ホテル北野プラザ六甲荘
PEANUTS HOTEL

【元町】
神戸プラザホテル
神戸ポートタワーホテル
神戸メリケンパークオリエンタルホテル
ホテルオークラ神戸
神戸元町東急ＲＥＩホテル
ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド
神戸みなと温泉蓮
【六甲山／摩耶山】
オテル・ド・摩耶

【JR 神戸駅・兵庫駅付近】
神戸ハーバーランド温泉 万葉倶楽部
ホテルクラウンパレス神戸
神戸シティガーデンズホテル
神戸ルミナスホテル
ホテルサンルートソプラ神戸アネッサ

【ポートアイランド／六甲アイランド 】
アリストンホテル神戸
神戸ポートピアホテル
ホテルパールシティ神戸
神戸ベイシェラトンホテル & タワーズ
ホテルプラザ神戸

【有馬温泉】
有馬きらり
有馬ロイヤルホテル
角の坊
欽山
銀水荘別館 兆楽
SPA TERACE 紫翠
月光園 鴻朧館
月光園 游月山荘
有馬グランドホテル
中の坊瑞苑
兵衛向陽閣
ミント・リゾートイン・アリマ※現在休館中
池之坊満月城 ※現在休館中

Feel KOBE の WEB サイトでもチェック！

神戸公式観光サイト「Feel KOBE」でも、
『夜たび神戸』を読むことができます。

発行／一般社団法人 神戸観光局 〒651-0087 神戸市中央区御幸通 6 丁目 1 番 12 号
編集／橋本 勲 アートディレクター・デザイン／元井昌幸

制作／株式会社タイム & プレイス、株式会社 glass

【須磨／舞子／西神／北神】
寿楼臨水亭
須磨観光ハウス 味と宿 花月
シーパル須磨
舞子ホテル※現在休館中
シーサイドホテル舞子ビラ神戸
セトレ神戸・舞子
神戸 西神オリエンタルホテル
神戸 ホテル フルーツ・フラワー
みのたにグリーンスポーツホテル

ホテル・
旅館リストの
詳細は
こちらから
その他の
動画もチェック
してみて！

※2019年6月末時点のもの
（税込み）
です

有馬温泉

美肌の湯とグルメを満喫の一泊二日

六甲山

神戸を訪れたら必ず行くべき、日本新三大夜景！

ハーバーランド

港町・神戸を代表するベイエリア

メリケンパーク

神戸開港 150 年を契機にリニューアル

神戸の夜に訪れたい店

「ハーバーランド」の夜景
（P8-9）

神戸の冬を彩る「神戸ルミナリエ」
神戸と淡路島を結ぶ「明石海峡大橋」

夜の街で、神戸ジャズを楽しむ
（P12）

日本三大中華街のひとつ、
「南京町」

有馬温泉の「湯本坂」
（P4-5）

神 戸 の 夜 は 、 実 に 表 情 豊 か

Impressive Night in Kobe
「六甲ガーデンテラス」の夕暮れ（P6-7）

さまざまな歴史や文化が

今も街に息づいているから。
特に夜は、街のあかりが
その魅力を引き立てる。

見てみたい、歩いてみたい風景がそこに。

眼下にダイナミックに迫る「1000 万ドルの夜景」
（P6-7）

神戸開港 150 年を契機にリニューアルしたメリケンパークは、神
「みなと神戸海上花火大会」
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神戸が世界中の人を魅了するのは

戸の新たなランドマーク
（P10-11）
歴史的な建物が並ぶ「旧居留地」
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有馬温泉

美肌の湯とグルメを満喫の一泊二日
日本最古の有馬温泉は、美肌効果など 7 つの
成分を含む世界的にも珍しい温泉。温泉街に

兵衛 向陽閣

Arima Onsen

ひょうえ

有馬温泉

Check the Movie!

神戸電鉄 / 計17分

有馬口

はその極上の湯が家族風呂で楽しめる旅館も
ある。神戸ビーフなど、神戸が誇る味も旅の

谷上

楽しみを盛り上げる。

神戸市営地下鉄 / 11分

有馬温泉には関西有数のト

レッキングスポット・六甲

約700年前から湯処として知られてきたという、有馬温泉の老舗宿。創業以来続く

山への登山ルートがあり、

おもてなしの伝統や趣の異なる浴槽で堪能する有馬の金泉、地元の食の恵みが盛り

バス / 約45分

三宮

トレッキングにも最適

温泉街を見下ろす高台で、湯と食を満喫！

バス / 60分

JR神戸線 / 20分

こうようかく

温泉と山が楽しめる点も魅

込まれた食事で、心も体も満たされて。宿泊プランが豊富に用意されているので、自
大阪

分好みの旅時間をゆったりと。
住所／神戸市北区有馬町1904

電話／0120-400-489

アクセス／神戸電鉄有馬温泉駅より徒歩約5分

力。街にはトレッキングア
イテムがそろう「モンベル

IN／14:30～、OUT／～11:00

ルーム有馬」も。

HP／https://www.hyoe.co.jp/

有馬温泉街

一の湯、二の湯、三の湯

とそれぞれに趣の異なる
湯処で、有馬温泉の名湯

「金泉」を堪能できる。館

情緒ある街並み散策は
ほっこり暖まる足湯から

内での湯巡りも楽しみ。

有馬は、旅館や飲食店が緩やかな斜面に集

広いお部屋で
ゆったり
食事ができて
うれしいね

まっているコンパクトな街。街並みの中に

泉源が点在し、それらを訪ね歩くのも温泉
地の楽しみ。電車やバスで有馬温泉に到着

したら、まずは足湯で有馬を感じ、ほっこ

宿の自慢のひとつが季節の会席料理。プランに
よっては部屋で味わえる。

りしてから街並み散策へ。炭酸煎餅など有
馬の湯が育んだ名物もお楽しみに。

「有馬本温泉 金の湯」横にある足湯は 8:00～22:00
に利用可。第 2・4 火曜休み

周辺に広がる山々を
見渡せたり庭園を愛
でる部屋、露天風呂

付きなど多様な客室

夕食のメインはもちろん神戸牛！

が用意されている。

泉源のひとつ
「天神泉源」
。
なんと神社の境内に湧出
している珍しい泉源。

「ありまサイダー」
も一緒にね♪

30 分単位で延長も可能。また、有馬芸妓た

それが有馬芸妓として現代に受け継がれ、

も、芸妓さんに会える気軽な場所として、

話の相手をする「湯女」という人達がいて、
温泉街の季節の行事にも欠かせない存在と
なっている。そんな有馬芸妓と賑やかに過

金の湯前から湯本坂を奥へ、
誘われる
のは揚げ物のいい香り。
大正初期に創
業した竹中肉店は、
温泉街のホテルや

ちが和服姿で店に立つカフェ「一糸（いと）
」

旅館に国産黒毛和牛や神戸牛の肉を
卸す傍ら、店頭で神戸牛のミンチが

有馬温泉で人気が高い。

たっぷり入った揚げたてコロッケを

販売。1日1,000個売れる、有馬温泉名
物を片手に、
街ぶらを楽しんで。

ごす「お座敷遊び」は、有馬温泉の楽しみの

住所／神戸市北区有馬町813

ひとつ。日本舞踊や長唄、小唄、お囃子の

電話／078-904-0298

営業時間／9:00～18:00

稽古を積んだ有馬芸妓は、各宿のフロント

定休日／水曜

などで依頼できる。一席は 2 時間が基本、

アクセス／神戸電鉄有馬温泉駅より徒歩10分
旅館でゆかたを借りて、日没後の温泉街をそぞろ歩き。
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熱々のコロッケは、その場でいただきま～す。そのまま街歩きへGO！

有馬温泉名物、
神戸牛のコロッケ

伝統の有馬芸妓で温泉街の奥深さを感じる
有馬温泉には昔から、歌を詠んだり囲碁や

竹中肉店

ステーキやしゃぶしゃぶでじっくり堪能。

揚げる音も
ごちそう
だね♪
ジャガイモの甘さを引き立

路地を散策したり、焼きたての有馬名物・炭

コロッケ。1 個 130 円。

ぶらぶらするのが楽しい有馬温泉街。

たせる秘伝のレシピで作る

酸煎餅などテイクアウトグルメを楽しんだり。
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六甲山

Mt.Rokko

100 年以上前からリゾート地だった六甲山には、日本

三大夜景に認定された 1,000 万ドルの夜景が楽しめる

約10分

六甲ケーブル下
六甲

Check the Movie!

神戸市営バス

など、「ミシュラン・グリーンガイド兵庫 WEB 版」に

JR神戸線
22分

六甲道

掲載されたスポットがいくつもある。ロープウェーで
有馬温泉へもすぐ！

御影

六甲ケーブル

がら進もう。1932 年に開業した六甲ケーブルは、現在三代
目の車両が人々を山上まで運んでいる。そのレトロな雰囲
気は山上への期待感をたっぷり膨らませてくれるはず。六

近鉄大阪難波

阪神なんば線 / 38分

光客向けに発 信している「ミシュラン・グ

「1,000 万ドルの夜景」を見る
六甲山で一番の眺望スポット

リーンガイド・ジャポン 兵庫WEB版」に、六
甲山上の施設が掲載されている。世界が認

めた六甲山と摩耶山は、まさに関西を代表

六甲ケーブル山上駅の階段を上が

する観光スポット。神戸市内では全30か所

ると、そこは大阪、和歌山、神戸を一

が掲載されている。

望できる天覧台。標高737.5mの駅
舎上から眺める夜 景は、日本夜 景

遺産に登録されるほど美しい。眺望
と共に神戸の食材を使った料理な
ども楽しめる「TENR AN CAFE」が
併設している。

眼下にはワイドな夜景。夜空を明るく見せるほどの
煌めきと、手が届きそうな星空を眺めよう。

住所／神戸市灘区六甲山町一ヶ谷1-32 電話／078-861-5288 営業時間：
【日～金】
11:00～食事19:30L.O.
喫茶20:00L.O.
【土・祝】
11:00～20:00L.O.※天候によって変更あり 休み／なし 料金／入場無料
アクセス／六甲ケーブル六甲山上駅よりすぐ

HP／https://www.rokkosan.com/tenrandai/

テラスへ向かう途中にあるのが、
「六甲
オルゴールミュージアム」
。
19世紀から

20世紀に制作された海外のオルゴール

や、
世界最大級のダンス・オルガンなど

木々の間から
海も見える！

ケーブルカーには
オープンデッキの

車両もある。森の

甲ケーブル六甲山上駅に到着したら、そこからは六甲山上

空気を感じながら
山上へ行こう。

バスでさまざまな施設へ足を伸ばそう。

住所／神戸市灘区高羽字西山8-2
（六甲ケーブル下駅）
料金／大人片道￥590、往復￥1,080、子供片

フェスティバルカラー

休み／なし

と呼ばれる伝統的な赤

アクセス／阪急六甲駅、
JR六甲道駅、
阪神御影駅より神戸市バス16系統
を利用

阪神本線
25分

日本の観光地や観光施設情報を外国人観

六甲ケーブル山上駅から六甲ガーデン

の斜面を進む車窓から、高山植物が育つ豊かな森を眺めな

道￥300、
往復￥540※往復は2日間有効

大阪
梅田
阪神梅田

「六甲オルゴールミュージアム」

高低差約 493.3m を約 10 分間で結ぶ六甲山への玄関口。山

営業時間／7:10～21:10

阪急神戸線 / 28分

心地よい音色が響く

約 10 分で山上まで！
森の中を抜けるケーブルカー

電話／078-861-5288

天覧台

六甲ケーブル
六甲山上

神戸を訪れたら必ず行くべき、日本三大夜景！

山上はミシュランも
オススメの場所！

が展示され、
それら所蔵品の音色が、
オ
ルゴール・コンサートで館内に響く。

住所／神戸市灘区六甲山町北六甲
4512-145 電話／078-891-1284

営業時間／10:00～17:00（ 最終入館

16:20） 定休日／定休日：9/5、9/12、

11/28～3/19の木曜日、12/31(火)、
2020/1/1
（水・祝）

HP／http://www.rokkosan.com/museum/

と緑のクラシックタイ

HP／https://www.rokkosan.com/cable/

神戸市内の二つの酒処
「魚崎郷」
「御影郷」の日本酒を
しすいかん

阪神御影駅前にある御影市場・旨水館にあ

る気軽な立ち飲み店は、日本酒ファンが集
まる人気店。神戸市から西宮市にかけての

海側に広がる日本酒の生産地「灘五郷」の

プ。落ち着いた雰囲気

※六甲山上バスは季節によって時刻が違うので、
上記ホームページを参照

銀狐
ぎんぎつね

うち、
「魚崎郷」
「御影郷」の日本酒が数多

のレトロタイプもある。

くそろっている。お酒に合わせるのは、和食
の板前とフレンチのシェフによる料理。新鮮

空がオレンジからピンクに変わっていく

マジックアワーは、とっても幻想的。

な海鮮を堪能できるのも神戸ならでは。
住所／神戸市東灘区御影本町4-12-17

六甲ガーデンテラス

電話／078-855-7727

営業時間／16:30～23:30、

日曜は15:00～22:00 休み／なし

アクセス／阪神御影駅より徒歩1分

HP／http://caﬀe-neutral.com/gingitsune/

日本有数の眺望スポットで夕景～夜景に酔いしれる

六甲ケーブル山上駅から六甲山上バスで約9分、
そこは関西国際空港から大阪平野、
明石海峡ま

カウンターや立ち飲み

からも素晴らしい景色が眺められるので、時間を忘れてゆっくり過ごしたい。一番のオススメ

しめる。

のテーブル席があり、
1人

で見渡せる眺望スポット。
エリア内には眺望スポットが点在し、
カフェやレストランもある。
店内

でも複 数でも気軽に楽

は、
神戸の街がオレンジ色に染まる夕暮れから、
輝き始める夜への時間。
住所／神戸市灘区六甲山町五介山1877-9

電話／078-894-2281

候によって変更あり。また店舗により営業時間は異なる
料、六甲枝垂れは大人￥300、4歳～小学生￥200
ガーデンテラス下車すぐ
「自然体感展望台 六甲枝垂れ」も人気の場所。

大きな樹木のような建物で、夜には 1,000万色以上の
色彩表現ができる LED でライトアップされる。

営業時間／9:30～21:00※季節や曜日、天

定休日：2020年3月エリア休業日あり

料金／入場無

アクセス／六甲ケーブル山上駅より六甲山上バスで六甲

HP／https://www.rokkosan.com/gt/

デザート4種盛りセット

や丹波種黒大豆のティ
ラミス グラニット風など

手作りスイーツを楽しむ

タコと水ナスのマリネ

フェ」
へ。
神戸・大阪の夜

ソース490円など、日本

なら、
「 グ ラ ニ ット カ

バジルとアン チョビの

景も楽しめる。

酒に合う洋のメニューも
旨水館商店街の中に突然現れるお店。
暖簾をくぐっ
て行ってみよう。
外には大きな酒瓶形の提灯も。

6

シャンパンのような
微発泡酒で
カンパイ！

豊富。日本酒は1杯370
円～とリーズナブル。
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ハーバーランド

港町・神戸を代表するベイエリア
日本随一の港町として知られる神戸。

その魅力はハーバーランドで感じることができる。

神戸ハーバーランド
umie

Harbor Land

神戸

Check the Movie!

クルージングにショッピング、食事まで

JR神戸線 / 20分

大阪

あらゆる楽しさがそろうベイエリアは、

して人気を集めている。ショッピングなどを楽しんだあとは
カフェでくつろいだり、広々としたデッキがある海の広場で
のんびり過ごそう。

住所／神戸市中央区東川崎町1-7-2 電話／078-382-7100

営業時間／10:00～21:00、
モザイク飲食店は11:00～22:00、
モザイク大観
覧車は10:00～22:00※一部店舗により異なる 休み／なし
料金／入場無料、モザイク大観覧車は￥800

神戸の海の魅力を凝縮した
クルージングする
「カフェ」

歩5分 HP／http://umie.jp/

神戸港「かもめりあ」から出航している「ファンタジー号」は、クルージング

アクセス／JR神戸駅より徒

モザイク・海の広場の前には港
の夜景が広がる。
「モザイク大

観覧車」もあるので、そこから
夜景を眺めるのもオススメ。

WOOL 神戸ハーバー

カフェと呼ばれるリゾート船。船内2階はまさにカフェのようなくつろぎ空

間になっていて、ドリンクやスイーツを楽しみながら、神戸の海を満喫でき
る。乗船時間は45分。海から眺める神戸の街並み、神戸空港に離発着する
飛行機の迫力、ドックの大型船など、陸では出合えない景色を楽しんで。
電話／0120-370-764

営業時間／10:00～16:00（ 最終便）※季節や曜日により増便あり

料金：大人￥1,300、中高生・60歳以上￥1,100、子供￥650

アクセス／JR神戸駅より徒歩13分

きらめく
夜景に
うっとり♡

大型船が目の前に見えたり、神戸の夜景を眺められる場所と

神戸シーバス・ファンタジー号

休み／不定休

レストランにアミューズメント、さまざまなショップもある

大型複合商業施設。中でも「umie モザイク」の海沿いからは、

輝く夜の雰囲気も多くの人を引きつける。

住所／神戸市中央区波止場町7-1

夜景もショッピングも
グルメも楽しめるエリア

港を見下ろす特等席で
神戸食材の極上イタリアンディナーを

ウッドデッキを歩き
神戸港の歴史に思いを馳せる

景のためのイタリアンレストラン。そんな極上の空間で、神戸ビーフや神戸近

辺は、1890 年代に使われていた煉瓦倉庫など、神戸港の

優雅な店内に夜景を楽しめるハーバービューシートも用意された、まさに夜

HP／http://www.kobe-seabus.com/
海風が心地よいデッキ。

郊の魚介・野菜を使った料理など、神戸を感じる食を堪能できる。バーテン

ダーがつくるオリジナルカクテル、記念日にお願いしたいディナーコースな
ど、たくさんの“特別”も大きな魅力。

住所／神戸市中央区東川崎町1-5-7 カルメニ18F

電話／078-366-3817

営業時間／ランチタイム 11:30～15:00
（L.O.14:30）
※月曜日又は連休明け火曜日は休み

ディナータイム 17:00～22:00（L.O.21:00） バルタイム 21:00～24:00（L.O.23:00）
休み／なし

最終便に乗船すると、
船内で写真撮影ができるほか、カフェメニューも充実している。

神戸港からの船旅には
食事をしながらのクルーズも

ジャズやクラシックの生演奏と共にコース
料理を満喫できる「コンチェルト」
、日本

最大級のレストランシップ「ルミナス神戸
2」は、共にランチやディナーをフルコー

スで用意。クルージングしながら豪華な食
事も楽しんで。

コンチェルト／ https://kobeconcerto.com/

ルミナス神戸 2 ／ https://www.luminouskobe.co.jp

煉瓦倉庫周辺

アクセス／JR神戸駅より徒歩7分

HP／http://kobe-wool.com/

ハーバーランドエリアの奥に整備されたウッドデッキの周
歴史を感じられる建物などが残っている。このエリアも夜

になればライトアップされ、海風ときらめく街、そして静
かな夜が、忘れられない神戸の思い出になる。

住所／神戸市中央区東川崎町 1－5 周辺 営業時間／散策は自由
休み／なし アクセス／ JR 神戸駅より徒歩 7 分
HP ／ http://www.kobe-renga.jp/

美しい港の夕暮れに
出合えることも。

神戸ポートタワー

「鉄塔の美女」と称される
海沿いのランドマーク

優雅な雰囲気の中、バーテンダーが

山側に沈む夕日を眺めたり館内で記念

注いでくれるカクテルでゆったりと。

撮影したり。いろんな楽しみ方がある。

和楽器の鼓を長くしたような独特な外観の優美さか

煉瓦倉庫の夜は、しっとりとした印象に。

ら「鉄塔の美女」と称される神戸ポートタワー。神戸

港に赤くそびえる姿は、港町・神戸のシンボルとして

美しい景色に
見とれてしまう

50年以上親しまれてきた。直通エレベーターで向か

う展望フロアは5階層になっていて、海側から山側ま
で360度見渡せる。ここから臨む神戸港の夕暮れや

かわいい
シルエット
発見！

夜景の迫力はすばらしい。

住所／神戸市中央区波止場町5-5

電話／078-391-6751 営業時間／9:00～21:00、
12月～翌2月は～19:00
（最終入場は各30分前）
休み／なし 料金／大人￥700、
子供￥300

神戸ビーフのグリル（手前、コースメ

アクセス／JR神戸駅、
元町駅より徒歩15分

ビーフのカルパッチョ仕 立 て（ 奥 、

HP／http://www.kobe-port-tower.com/

ニューで提 供）、昆 布 締めした神戸
1,600円）
など、
神戸ビーフ料理は絶対

ハーバーウォークで神戸にちなんだ “シルエット” を探してみて。

味わって。
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メリケンパーク

FISH IN THE FOREST

Meriken park

～TOOTH TOOTH× そら植物園～

神戸開港150年を契機にリニューアル
神戸開港150年を記念して整備された
メリケンパークは今、

元町

Check the Movie!

一番フォトジェニックな話題のスポット。

JR神戸線 / 30分

大阪

SNSでシェアしてみて。

メリケンパークのランドマークが
ボタニカルガーデンの空間に

レストラン・パティスリー・カフェ「TOOTH TOOTH」と話題のプ

ラントハンター・西畠清順氏率いる「そら植物園」がコラボして
生まれたのは、
幻想的な世界観が広がる、
ボタニカルガーデンの

空間。
神戸を代表する画家・寺門孝之氏が描いたメインビジュア
ルも鑑賞できる店内では、
神戸近郊の食材などで作るデリやパ

まるで
巨大な
植物園！

スタ、
それにTOOTH TOOTHのスイーツがいただける。

DE LA NATURE

住所／神戸市中央区波止場町2-8 電話／078-334-1820

デュ ラ ナチュール

営業時間／11：00～23：00
（季節により異なる）

西畠氏が集めた

定休日／不定休 席数／約100席 アクセス／JR元町駅より徒歩約10分

珍しい植物に囲

HP／http://www.toothtooth.com/teaser/ﬁsh-in-the-forest/

マルシェかごから食器まで
フランスで見つけたかわいいもの

オーナーがパリやマルセイユ地方をまわって見つけたかわいい雑貨が並ぶ、
小さ

な雑貨店。
中でもオススメはすべてハンドメイドのマルシェかご。
色も形もさまざ

まな100種類のかごの中から、
お気に入りを探してみて。
インテリアのアクセント
になりそうなエッフェル塔グッズなど店内を埋め尽くすほどの雑貨には一点物も

あれもこれも
目移りしちゃう

多いため、
訪れるたびに新たな出会いがありそう。

住所／神戸市中央区栄町通2-1-1 電話／078-393-5910 営業時間／11：00～19：30
定休日／不定休 アクセス／JR元町駅より徒歩10分
HP／http://www.delanature.com/

所狭しと並ぶ雑貨

は、
どれも味わい深
いものばかり。

通りの角にある白

くかわいいお店は、
大人っぽいもの、キュートなもの。アクセサリーもいろいろ。

乙仲 通りのランド
マーク的存在。

まれて食事が楽
しめる。

メリケンパーク

スターバックスコーヒー

芝生広場やたくさんの緑に囲まれた、一日中くつろげる場所。夜になると優

西日本最大級の広さを誇る
夜景もごちそうの極上空間

神戸メリケンパーク店

ベイエリアのオアシス的公園は
夜の散歩も心地いい

しい灯りでライトアップされるので、360 度見渡せる神戸の夜景を眺めなが
ら、のんびり過ごしてみて。

住所／神戸市中央区波止場町 2-2 営業時間／散策自由

関西では初となる公園内のスターバックス。2 階にはソファ
が並ぶテラスやのんびり夜景が眺められるカウンター、ベ
ンチシートなど、思い思いの時間が過ごせる空間も用意。

アクセス／神戸市営地下鉄みなと元町駅より徒歩 13 分

住所／神戸市中央区波止場町2-4 電話／078-335-0557
営業時間／8：00～22：00 定休日／不定休

開 放 感 たっぷりの 公

アクセス／神戸市営地下鉄みなと元町駅より徒歩13分

園。夜は街灯のやわら
かな灯りに包まれる。

海 側には、新しくできた

大きなオブジェも。一番

乙仲通りに来たら
中華街の食べ歩きも楽しみ

乙仲通りの少し北側には、日本三大中華街

のひとつ、南京町がある。たくさんの中華
料理店の中には、行列のできる豚まん店や

店頭でできたてを販売しているお店も多い
ので、食べ歩きしてみて。

乙仲通り周辺

人気のフォトスポット。

お つ な か ど お

神戸を代表する雑貨エリア

お店は公園内の小高い丘の上に。

2 階から眺める夜景はうっとりする美しさ。

小さな雑貨店やセレクトショップが集まる乙仲通りは、
神戸に来たら立ち寄りたいエリア。
路面店だけでなく雑

居ビルの奥などにも個性的なお店が点在しているので、
気になったお店をいろいろ覗いてみよう。
カフェやビス
トロ、
レトロビルなども点在している通りを歩いていた
ら、
つい時間を忘れてしまいそう。

海辺のデッキに座り、夜の神戸港を眺めて過ごそう。

海を眺めながら
おしゃべり

住所／神戸市中央区栄町通

アクセス／JR元町駅より徒歩10分

レトロビルやインテリア

ショップなど、乙仲通り
は歩くだけでも楽しい。
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公園散策のあとにほっとひと息つけるスポット。
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神戸の夜に訪れたい店

Late Night Eat & Drinks_01

話題のお店から夜カフェまで、神戸の夜は多彩なお店を訪ね歩くのも楽しい♪

:30

〜24

（左）広々と心地い
い空間。
（ 右）神戸

OVESTカタラーナ

580円。
厳選した濃

CAFÉ OVEST
カフェ

オーヴェスト

名物の神戸トンテキは
驚きのボリューム感！

厚な生クリームを
使用。

イタリアンをベースにして作る、約60

種のオリジナルメニューとスイーツが

そろう。特に、名物の神戸トンテキは、
リーズナブルなのにボリュームが満点
で、リンゴなどを入れてフルーティー

に仕上げたソースがさらに食欲をそそ
る。
また、
創業時から変わらないレシピ
で作る新食感のカタラーナも絶品！
住所／神戸市中央区磯上通5-1-13
電話／078-252-9919

営業時間／11：00～24：30
（LO24：00）

リブロース100g1,400円
（オーダーは500gから）
。
塩やマスタードを含め、
オリ

定休日／月曜 座席／70席

ジナルのソースが4種付く。

アクセス／地下鉄海岸線三宮･花時計前駅
より徒歩5分

GALLO GARAGE
ギャロ

ガレージ

がっつりお肉！ な夜に
ワクワクして訪れたい

:00

〜24

神戸トンテキ(200g) 1,000円～。。このボリュームを
破格で提供。明石タコと野菜のアヒージョ780円や
生ハムサラダ880円も好評。

アバンギャルドな雰囲気とボリューミーな料理が、
神戸の街で話題

の肉バル。
店内で豪快に焼いてサーブされる国産牛肉などのほか、

丸太を
カットしたお皿も
フォトジェニック！

要予約のＴボーンもオススメ。
相性のいいワインと共に、
旨みたっ

ぷりのステーキを数人で取り分けてにぎやかな夜を過ごしてみて。
住所／神戸市中央区北長狭通2-5-17 メープル三宮3F

電話／078-599-7088

営業時間／18:00～24:00
（LO23:00） 定休日／不定休 席数／26席 アクセ
ス／各線三宮駅より徒歩5分
オーナーの趣味で集めたというインテリアも個性的。

ハウス

非日常的な空間が広がる
オアシスのようなカフェ

木々がアーチを描くアプローチの先に

ある、まるで別荘のようなカフェ。自然

:00
〜24

をそばで感じながら安らげる店内で

ジャズ喫茶 jamjam

ジャズに包まれながら
くつろぎの一時を

日本のジャズ発祥地・神戸でも古き良きジャズ喫茶の

雰囲気を味わえると、ファンの間で聖地的な存在の一

軒。店内にはスピーカーと向かい合った会話厳禁のリ
スニング席と会話席があるので、好みに合わせた席を
選んで迫力満点なサウンドのジャズを楽しめる。ふわ

:00

GREEN HOUSE Silva 〜24
グリーン

シルバ

（左）街中にいるこ

とを忘れてしまい
そうな店内でのん

びりと。
（右）
メープ
ル･シフォンケーキ
580円。

は 、ほ っ と ひ と 息 つ け る カ フ ェ メ
ニューを堪能して。特に水分を極限ま
で含ませて、しっとりふわふわに仕上

げたシフォンケーキのとりこになる人
が続出中。昔懐かしいシンプルな昭和
オムライスもおすすめ。

住所／神戸市中央区琴ノ緒町5-5-25
電話／078-262-7044

営業時間／11：00～24：00

（フードLO23：00、
ドリンクLO23：30）
定休日／なし 座席／78席

アクセス／JR三ノ宮駅より徒歩3分

ふわしっとりな手作りシフォンケーキもぜひ。
つい長居してしまうほど居心地抜群。
手作りシフォンケーキなど
を味わいながら、
じっくり大音量・高音質のジャズを堪能して。

12

（上）
ホットコーヒーとシフォンケー

キセット1,000円。
甘さ控えめ。
（下）
アイリッシュコーヒー850円。

住所／神戸市中央区元町通1-7-2 ニューもとビルB1
電話／078-331-0876 営業時間／12：00～24：00

まるで森の中にいるかのような空間が広がり、都

アクセス／JR元町駅、
阪神元町駅より徒歩3分

やスイーツにも定評が。

定休日／第1・3月曜
（祝日の場合営業） 座席／38席

会のオアシス的な存在として親しまれる。グルメ

13

神戸の夜に訪れたい店

Late Night Eat & Drinks_02

ht
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a
〜L
カサ・ペケーニョ

:00
〜27

立ち飲みスペインバルで
ワインが進む創作タパスを

夜の公園をイメージした
カジュアルレストラン

“小さな家”という店名の通り、
店内は4坪ほどのアット

ような店内で、本格的なフレンチとイタリアンを味

スペインのワインや生ハムなどが気軽に楽しめるバル。

観葉植物とキャンドルの光が優しく灯る、夜の公園の

ホームな空間で、
毎夜大勢のお客で大にぎわいに。
トロ

わって。
「目と舌で楽しんで欲しい」とシェフが丁寧に

トロになるまで煮込んだホルモンのトマト煮や合鴨の

作る一皿は、
毎日厳選した市場直送の野菜を使用。
特に

シェリーソースなど、
店主が本場のスペイン料理からヒ

評判の高い色とりどりの前菜の盛り合わせのほか、自

ントを得て作る創作タパスはワインとピッタリ。

家製のドルチェなども用意する。

住所／神戸市中央区北長狭通3-1-4 ツタニビル1F
合鴨のシェリーソース300円、モツトマト煮650円。そのほか、店
主オリジナルのタパス8種やアヒージョなどもそろう。

セカンドチャンス

（上）
ちょっと一杯、
と行けるその気
軽さが人気店のワケ。
（下）
スペイン
の生ハムも一緒に味わって。

住所／神戸市中央区北長狭通3-11-18朝日マンション2F

電話／078-321-0870 営業時間／16：00～深夜
（LO）
定休日／火曜 座席／なし

アクセス／JR元町駅より徒歩2分

:00
〜29

前菜の盛り合わせ1,814円。
生ハムやカルパッチョ、
パテなど約5
品を盛り付け、
色鮮やかに仕上げた一番人気のメニュー。

GRAND SHARK
グラン

シャーク

ハワイアンムード漂う
隠れ家的ダイニングバー

巨大なアクアリウムの
幻想的な世界が広がる

ドやハワイの雑貨などインテリアにこだわった店内

ある水族館のような巨大水槽がお出迎え。アクアリウ

40年以上続く、
隠れ家的なダイニングバー。
サーフボー

していて、
柔らかくもちもちの食感が楽しめる。

住所／兵庫県神戸市中央区中山手通2-1-12高島ビル2F

住所／神戸市中央区中山手通2-1-13 ニューサンコービルB1F
（上）サッカーゲームやダーツなど

でも遊べる店内。
（下）
ワタリガニの
スパゲティ950円も看板メニュー。

電話／078-391-1766
スムージーカクテル･ブルーハワイ800円、タコライス700円。
フード約70種＆ドリンク約100種とメニューが多彩にそろう。

営業時間／18：00～27：00
（LO）
定休日／なし 座席／50席

アクセス／JR三ノ宮駅、
阪急・阪神神戸三宮駅より徒歩5分

ビストロ

デ

:00

〜27

（上）モヒート1,000円、コロニータ
1,400円もおすすめ。
（ 下）サメ肉の
フィッシュ&チップス900円、ガーリッ

クシュリンプジャー1,600円。一番人気
の味で、こちらのオリジナル。

の時間が過ごせそう。そんな店内で味わいたいのは、3

織り交ぜて仕上げる。洗練された一皿は素材の旨みが

時間煮込んだ自家製デミグラスソースのオムライス。

凝縮されていて、
どれも絶品。

また、
豆乳の生クリームで作るクリームブリュレなど、

住所／神戸市中央区中山手通1-9-6
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（下）
ワインも豊富に取りそろえる。

電話／078-393-0070

アクセス／地下鉄三宮駅より徒歩3分

ダイナー

ど、
趣が異なるインテリアがそろう店内では、
思い思い

ベースに、神戸の食材とフランスの素材をポイントに

定休日／なし 座席／22席

アンド

店主こだわりのチャーチチェアやアンティーク家具な

に楽しめる。
定番の鴨のムースなど、
料理はフレンチを

た学校を一部イメージした店内。

ダイナー

アメリカンダイナー風の
カフェで深夜までのんびり

作フレンチの名店。
ビストロなのに、
店内は肩肘張らず

営業時間／18:00～26:00

ミッド

Café&Diner
カフェ

神戸のホテルで長年修行したシェフが営む、隠れた創

（上）神戸出身のシェフが通ってい

ブルーのライトで、
幻想的な店内を演出。
ザ

ジュン

路地裏に佇む隠れた名店の
絶品ビストロ料理に夢中

間以上煮込み、
とろけるお肉と旨みたっぷりのソースが抜群。

座席／23席 アクセス／JR元町駅より徒歩5分

:00 THE mid DINER
〜24

:00
〜26
Bistro de 純

スペアリブの赤ワインソース煮1,200円、
鴨のムース700円。
３時

分前、
ドリンク各30分前） 定休日／火曜

ぐ幻想的な世界が広がる。珍しいサメ肉も料理で用意

が半額で楽しめるハッピーアワーサービスも！

アクセス／地下鉄三宮駅より徒歩5分

肉のコンフィ1,922円も好評。

営業時間／18：00～25：00、
金・土・日曜は～27：00
（LOフード各60

メ、
ナポレオンフィッシュなど、
迫力ある魚が優雅に泳

ジーカクテルが大人気。
20時まで、
一部ドリンクと料理

定休日／なし 座席／50席

ルさ。
（下）
播州赤穂産骨付き鶏もも

電話／078-392-6337

ムをプロデュースするオーナーが営み、ウミガメやサ

店主おすすめの自家製タコライスや色鮮やかなスムー

営業時間／18：00～29：00
（LO）

（上）カフェ使いもできるカジュア

こちらのダイニングバーでは、
なんと全長8メートルも

は、
まるでハワイにいるような気分で盛り上がれそう。

電話／078-391-3544

forum
フォーラム

オムハッシュ ド ビーフ980円。
牛肩ロースなど、
10種以上の素材

を3時間煮込んだデミグラスソースと絡めて味わって。

（上）
のんびりとした時間が流れる。
（下）
豆乳ブリュレ＆プチソフト700
円。
あっさりと食べやすい。

深夜でもスイーツを楽しめるのもうれしい。

住所／神戸市中央区下山手通2-17-2 電話／078-321-4123

営業時間／11:00～24:00(フードLO23:00、
ドリンクLO23:20)
定休日／なし 座席／40席

アクセス／地下鉄三宮駅より徒歩3分
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神戸の夜に訪れたい店

Late Night Eat & Drinks_03

:30
〜24

ボンゴレ亭

優しい味わいの出汁で
シメにオススメの一杯

大人な雰囲気の
ブリティッシュパブで乾杯

布に秘伝の4種類の削り節を加えた出汁に、
アサリとシ

ン＆バー。
多彩なお酒とステーキなどの本格的なグルメも堪能

アサリとシジミをたっぷりのせた貝汁そばが名物。昆
ジミの旨味が溶け込んだスープは優しい味わいで飲ん

店内にはカウンター席とテーブル
席が。

アサリとシジミがたっぷりの貝汁そ
ば 930円（写真はづけ玉子100円を

トッピング）
。
麺は細麺かちぢれ麺か
選べます。

オールドイングランド 〜27:00

だあとのシメにもピッタリ。日替りの刺身や鮑のやわ

らか煮など、
新鮮な魚介を中心とした一品料理は320円
から。
お酒も豊富なので1軒目としてもぜひ！

住所／神戸市中央区中山手通1-2-3 クレイエールビル1F

電話／078-321-1131 営業時間／17:00 ～ 24:30(LO23:30)
日曜日～23:00
（LO22:00）
※出汁が無くなりしだい閉店。
定休日／なし

座席／21席

神戸三宮駅より徒歩3分

アクセス／JR三ノ宮駅、阪急・阪神

牛サーロインのサイコロステーキ1,290円など、
本格派の料理ばか
り。
自家製生地のオリジナルミックスピザ1,000円も評判。

まるで本場の英国パブにいるような気分で楽しめるレストラ

できると、
創業時より神戸･北野のシンボル的な存在に。
ギネス
をはじめ、
8種のドラフトビールのほか、
イギリスやメキシコな
どのボトルビールも豊富にスタンバイする。

住所／神戸市中央区中山手通1-13-7 神戸山下ビル1階

電話／

078-392-7033 営業時間／17：00～27：00、
日曜・祝日は15：00～24：00
（フー
ドLO各1時間前、
ドリンクLO各30分前） 定休日／なし 座席／60席
クセス／JR三ノ宮駅、
阪急・阪神神戸三宮駅から徒歩5分

ア

0

:0
明石焼 菊兆
〜27
三宮北野坂本店

トロトロな食感の
明石焼きに感激ひとしお

（左）ユニークなインテリアで英国のような雰囲気（右）鮮やかなグリーン
が訪れる人の目を引く。

創業から約50年続く明石焼きの老舗。鮮度のよさにと

ことんこだわった明石産のタコのみを使用していて、
トロリと溶けるような生地と、コリコリッとした大き

ビーフステーキ2,138円など、
南国グルメを中心に展開する料理

くカットされたタコの歯ごたえがクセになること間違

に定評が。
淡路の素材を使ったロコモコ1,026円も人気が高い。

いなし。粘りの強い丹波篠山産の山芋を擦り上げたも
う一つの名物、
麦とろご飯も合わせて味わってみて。
住所／神戸市中央区中山手通1-10-5 中一東ビル1F

電話／078-331-9813 営業時間／17：00～27：00
（LO26：30）
定休日／なし 座席／14席

アクセス／JR三ノ宮駅、
阪急・阪神神戸三宮駅より徒歩5分

（上）店内にはカウンター席のほか

テーブル席もあり。
（下）
イワシなど
が付いた麦とろ膳980円。

:00
〜24

昆布と鰹節で丁寧に作られた出汁で味わう明石焼は600円～。
種類はたこ入り600円のほか海老マヨネーズ650円なども。

神戸 乃 いろり

懐かしい囲炉裏を囲んで
逸品料理と地酒に舌鼓

:00
〜29

Bora bora 神戸三宮店
ボラ

ボラ

南国リゾート風カフェで
のんび～りまったりと

タヒチ･ボラボラ島をイメージした店内には、
南国リゾートのよう

なのんびりとした時間が流れる。
ソファ席でまったり過ごしたり、
カラオケ付き個室で盛り上がったり、ダーツや卓球などのア
ミューズメントで遊んだりと楽しみ方はいろいろ。
ガパオライス

やナシゴレンなど、
本場さながらの南国グルメも一緒に味わって。
住所／神戸市中央区下山手通2-13-9 中華会館 2F
電話／078-392-0440

営業時間／11：30～29：00
（フードLO28:00、
ドリンクLO28:30）

定休日／なし 座席／202席 アクセス／JR元町駅より徒歩5分

昔懐かしい囲炉裏を囲んで、炭火で焼き上がる新鮮な
魚介類や神戸ビーフなどを楽しめる。自分で焼き上げ
る旬の魚は、
香ばしくて格別の味わい。
関西や東北を中

心に各地から厳選した20種以上そろう地酒とも相性抜
群。明石や淡路島から届く活きのいいタコを使ったタ
コ釜飯などの一品料理も一緒にいかが？
旬の魚が味わえるいろり焼780円～
（仕入れにより変動）
。
内容は
毎日変わるので、
オススメを女将さんに聞いてみて。
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（上）まるで田舎の実家に帰ってき

たかのような、
ホッと落ち着ける店
内。
（下）
タコ釜飯1,050円。

住所／神戸市中央区中山手通2-12-9プリマヴェイラ中山手1F
電話／078-251-7179

営業時間／17：00～24：00 定休日／月曜 座席／26席

アクセス／JR三ノ宮駅、
阪急・阪神神戸三宮駅より徒歩7分

（左）
個室なども用意する広い店内
は落ち着いた雰囲気。
（右）白を基
調にした外観で高揚感漂う。
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神戸の夜に訪れたい店

Late Night Eat & Drinks_04

:00
〜24

（左）ケヤキのカウ
ン タ ー 席 や ソ

ファー席でゆった

り過ごせる。
（ 右）
蔦が絡まる洋館風
建物が目印。

:30

YANAGASE

〜24

心地良い時間を過ごせる
オーセンティックバー

ジュークボックスから流れる
オールディーズが心地いい

北野の路地裏に佇む隠れ家バー。
暖炉が備

かつて神戸に多数軒を連ねた外国人船員バーのムード

えられた51年前の創業当時からほぼ変わ

漂うお店。店内には1977年に作られたジュークボック

らない店内は、
多数の文化人も魅了してき

ス（1曲100円）があり、マスターの膨大なコレクション

た、
ゆったりした時間を過ごせる大人の空

から毎月セレクトされる懐かしいソウルミュージック

間。先代から店を受け継いだマスターは、

やR&B、
歌謡曲など幅広いジャンルの音楽が楽しめる。

神戸市技能奨励賞を受賞するなど腕は折

おいしいお酒と心地よい音楽に酔いしれて。

り紙付き。
女性バーテンダーもいるので気

住所／神戸市中央区栄町通2-2-12 ヨーコービル1F

軽に入ってみて。

住所／神戸市中央区山本通1-1-2
電話／078-291-0715

営業時間／17：30～24：00

定休日／不定休 座席／20席

アクセス／JR三ノ宮駅、阪急・阪神神戸三宮駅よ
り徒歩8分

1,300円。ジンベースにレモンなどを加え、爽やか
な味わいで飲みやすい。

SAVOY 北野坂
サヴォイ

ブランデーにたっぷりのレモンと蜂蜜を加えたムーンシャイン
ソーダ割600円。
甘酸っぱくて飲みやすい自家製レモン酒。

（上）
居心地のいい店内は全席禁煙。
（下）
女性に人気の高いフローズン・
ストロベリー・ダイキリ1,000円。

:00

赤と黒を基調としたモダンアメリカンなダイニング

サクサクッとしたパイ生地が軽い口当たりのMIXピッ

:00
〜24

ツァやパスタなどどれもハイレベル。隠れ家のような
ロフト席は人気が高く予約がオススメ。

住所／神戸市中央区北長狭通2-11-2 プロラインビル２F
電話／078-392-1018

営業時間／18：00～27：00
（LO26：30）
、
日曜・祝日～25：00
（LO24：30）
定休日／なし 座席／60席

アクセス／JR三ノ宮駅、
阪急・阪神神戸三宮駅より徒歩4分

（上）1軒目からシメ、夜カフェ使い
もOK。
（下）
チャイナブルー800円な
どカクテルは700円～。

:00
〜25

そのDNAを受け継ぎ2004年にオープ

ン。
今や定番になったカクテル、
ソルク

バーノの考案者としても知られ、その
味を求め全国のカクテル通が集まると
りの良いオリジナルカクテルはきっと
クセになるはず。

BAR CHARLIE BROWN
チャーリー

ブラウン

に一杯楽しめるこちらは、1969年にデンマーク人マス

（左）
マスターとの会

アクセス／JR三ノ宮駅、
阪急・阪神神戸三宮駅

（右）
オリジナルカク

ターによる外国人船員バーとしてオープン。現在のマ
スターが受け継いだ今も、異国情緒漂う当時の雰囲気

話も楽しみの一つ。

を味わえると、
遠方から足を運ぶファンも多い。
不定期
でライブも開催されるのでぜひチェックを。

テルのトレロ・デ・サ

住所／神戸市中央区海岸通1-2-15

ングレ1,290円。

ライトでクセがなく、バーボン入門編にオススメのエンシェン
トエイジ ショット600円～。
爽やかなカクテルなども充実。
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当時から人気のMIXピッツァ
（レギュラー）
900円。

50年代のロカビリーをBGMに、キャッシュオンで気軽

マスターが第1回トロピカルカクテルコンテストで1位を獲得したソルクバーノ1,290円。
思わず笑顔になる爽やかな一杯。

営業時間／17：00～24：00、
祝日～22：00
より徒歩6分

ホロホロやわらかな豚肩ロースのトマト煮込み1,200円と創業

港町・神戸ならではの
異国ムードあふれるバー

か。
熟練の技で作る、
まろやかで口当た

定休日／日曜 座席／12席

アクセス／JR元町駅、
阪神元町駅より徒歩10分

お酒の品ぞろえはもちろん
フードも逸品ばかり

右腕として活躍した木村義久さんが、

電話／078-331-8977

定休日／月1回不定休 座席／16席

上。
イタリアンをベースとしたフードも充実していて、

今はなき名店「SAVOY」で、マスターの

ビル4F

営業時間／17：00～24:30(LO24:00)、
土・日曜14：00～

バー。
カクテルや珍しいバーボンなどお酒は300種類以

達人ならではの技が光る
オリジナルカクテル

住所／神戸市中央区中山手通1-7-20 第3天成

電話／078-333-1067

27
Bar＆Grill Chugalug 〜
チャガラグ

「カクテルデビューにぜひ」というトムコリンズ

Bar Moon-Lite

（ 上 ）店 内 に は プ レ ス リ ー の ポ ス
ターなどがいっぱい。
（下）
お店は幅
50cmほどの裏路地の先にあり。

電話／078-393-1514

営業時間／18：00～25：00

定休日／日曜 座席／10席

アクセス／JR元町駅、
阪神元町駅より徒歩4分
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