KOBE観光の日 2018.10.3

入館無料 /

割引 /

プレゼント /

イベント

特典を受けるには、「KOBE観光の日」と言っていただくか、こちらのページ（プリントアウト可）を入場窓口等で提示してください
※入場窓口等で上記の申告が無い場合は特典を受けることはできません

北 野
風見鶏の館

みなと・市街地
☎078-242-3223

★ 10/3(水) 入館無料

ＵＣＣコーヒー博物館
♪ 10/1（月）は、『国際コーヒーの日』と『開館記念日』で

トルコをテーマにしたイベント（10:30、13:30、15:00）開催（参加費無料）

◆ 10/3(水) 来館者先着500名様に絵葉書プレゼント
☎078-251-0581

★ 10/3(水) 入館無料

神戸らんぷミュージアム

10/5(金)～10/11(木) 芦屋写真協会写真展

神戸ドールミュージアム

☎078-261-3591

神戸海洋博物館
※神戸ポートタワーとの共通券は割引対象外
☎0120-888-581

神戸シーバスファンタジー号
神戸ベイクルーズ

☎078-360-0039

☆ 10/3(水) 乗船料割引 \1,200⇒\1,000
◆ 10/3(水) 先着50名様にオリジナルグッズ進呈

神戸船の旅 コンチェルト

☎078-360-5600

☎078-272-2362 ☆ 10/3(水) 乗船料30％割引（1グループ5名様まで）

湊川神社（宝物殿）

☎078-371-0001

★ 10/3(水) 入館無料
☎078-351-4488

灘・東灘
神戸市立王子動物園

★ 10/3(水)、10月の土日祝 入館無料
♪ 土日祝日にイベントを多数開催しています。

☎078-861-5624

★ 10/2(火) 入園無料
☎078-351-5155

兵庫県立美術館

☎078-262-0901

☆ 10/3(水)県美プレミアム展を団体割引適用

★ 10/3(水) 入園無料
☎078-351-6756

♪ 10/6(土) 神戸総合運動公園で「グリーンフェスタこうべ2018」開催

灘浜サイエンススクエア

☎078-882-8136

★ 入館無料施設

☎078-271-1160 ◆ 10/3(水) 先着20名のお子様（個人来館者）にオリジナルグッズをプレゼント

☆ 10/3（水）入場料（ロープウェイ乗車を含む）20%OFF ※ご本人様のみ

竹中大工道具館

☎0120-370-764

10/3(水) 乗船料20%割引

♪ 移住ミュージアム常設展示

神戸布引ハーブ園／ロープウェイ

☎078-391-6751

※神戸海洋博物館・カワサキワールドとの共通券は割引対象外

★ 入館無料施設

花と緑のまち推進センター

神戸ポートタワー

☆ 10/3(水) 入場料 大人100円・小人50円割引（他の割引と併用不可）

みなと・市街地

相楽園

☎078-327-8983

☎078-271-3346 ☆ 10/3(水) 入場料 大人100円・小人50円割引（他の割引と併用不可）

9月29日(土)～2019年4月26日(金) ミステリーツアー実施

水の科学博物館

☎078-333-3028

☎078-261-3466 ♪ 11/24(土) オープンカスタムス2018

10/3(水) 先着50名様入場料割引 700円→500円

海外移住と文化の交流センター

神戸税関
★ 平日 広報展示室開館（8:30-17:00）

◆ 10/3(水) 来館者先着10名様にアクセサリープレゼント

うろこの家・展望ギャラリー
山手八番館
英国館
北野外国人倶楽部
洋館長屋
ベンの家
坂の上の異人館

☎078-327-4680

◆ 10/3(水)～13(土) 入館者にドールミュージアムの人形ポストカードプレゼント

◆ 10/3(水) 来館者先着10名様にアクセサリープレゼント

プラトン装飾美術館(イタリア館)

☎078-220-0086

☎078-261-3330 ☆ 10/3(水)～13(土) 入館料20％割引

◆ 10/3(水) 来館者先着10名様にアクセサリープレゼント

ウィーン・オーストリアの家

☎078-393-8500

★ 10/3(水) 入館無料

10/13(土)・14(日) ペルシャアート（文化財）特別展

デンマーク館

KOBE・とんぼ玉ミュージアム
☆ 10/3(水) 400円→300円、小中学生200円→150円

♪ 9/14(金)～10/3(水) グループ展

香りの家オランダ館

☎078-302-8880

☎078-222-3310 ◆ 10/1(月)～3(水) 入館無料

★ 10/3(水) 入館無料

神戸北野美術館

☎078-302-5177

★ 10/6(土) 展示室入館無料 ※プラネタリウムは別途料金要

◆ 10/3(水) 来館者先着100名様に絵葉書プレゼント

萌黄の館

バンドー神戸青少年科学館

浜福鶴 吟醸工房

☎078-411-8339

☎078-242-0216 ★ 常時入館無料施設

★ 10/3(水) 入館無料

神戸酒心館「福寿」

神戸ポートターミナル

☎078-333-3372 ★ 常時入館無料施設

♪ 10/2(火)～10/3(水) 外国客船「セレブリティ・ミレニアム」神戸港入港。

☎078-841-1121

♪ 11/10(土)・11(日) 「福寿 蔵開き」両日共に10時～16時入場無料
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灘・東灘
白鶴美術館

六甲・摩耶・北区
☎078-851-6001

◆ 10/1(月)～10/14(日) 絵葉書2枚組プレゼント

櫻正宗記念館｢櫻宴｣

六甲山牧場

☆ 10/3(水) 入場料 大人50円・小人20円割引（他の割引と併用不可）
☎078-436-3030

10/3(水) ２階レストランにてお食事の方に櫻宴オリジナルコーヒー1杯サービス

六甲オルゴールミュージアム

小人(4歳～小学生) 50円割引 ※4名まで
☎078-842-2508

★ 常時入館無料施設

☎078-858-1520 ◆ 10/3(水) 先着100名様！あいな里山のお米（玄米）プレゼント
♪ 10/6～21 あいな里山秋フェスタ開催※10月13日、21日は“あいな里山まつり”を開催

有馬

兵庫・長田・須磨・垂水
☎078-904-0680

☆ 10/3(水) 入浴料大人半額（650円→330円）

銀の湯

☎078-904-0256

☎078-904-0024

☎078-986-8001

◆ 10/3(水) １階受付にて粗品プレゼント ※プレゼントはお一人様１つまで

☆ 10/1(月)～10(水) ソフトクリーム50円引き

橋の科学館

☆ 10/1(月)～10(水) セットのサラダバー100円引き

☆ 10/3(水) 団体割引適用

舞子海上プロムナード
旧武藤山治邸
旧木下家住宅

☎078-785-5090

☎078-785-8610
☎078-785-2050

☎078-983-3450 ☆ 10/3(水) 入館料団体割引適用

◆ 10/3(水) インフォメーションセンターでクーポンシートプレゼント

西神

まやビューライン（摩耶ケーブル・ロープウェー）

神戸ワイナリー農業公園

☎078-861-2998

10/3(水) 摩耶ケーブル駅にて始発より乗車券購入の方 先着200名様に
ロープウェーグッズをプレゼント！
☎078-891-0031

10/3(水) 有馬温泉駅にて始発より乗車券購入の方 先着200名様に
ロープウェーグッズをプレゼント！
☎078-591-0253

★ 10/7(日) 入園無料（駐車場有料）

六甲高山植物園

☎078-784-3339

☆ 10/3(水) 入館料団体割引適用

道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢DAYS KITCHEN ☎078-224-5229

森林植物園

☎078-731-7301

★ 10/3(水) 入園無料

道の駅 神戸フルーツ・フラワーパーク 大沢FARM CIRCUS ☎078-954-1940

六甲有馬ロープウェー

☎078-731-0416

10/1(水)～10/10（水） 先着100名にオリジナル絵はがきプレゼント

須磨海浜水族園

六甲・摩耶・北区

神戸三田プレミアムアウトレット

☎078-795-5151

10/13(土) 「コスモスまつり」開催 ※入場無料 10:00～15:00、雨天順延14日（日）

大本山 須磨寺

☆ 10/3(水) 入館料20％割引

キリンビール神戸工場

神戸総合運動公園

◆ 10/3(水) 案内所で先着10名様にオリジナルグッズをプレゼント♪

☆ 10/3(水) 入浴料大人半額（550円→280円）

切手文化博物館

☎078-894-2400

国営明石海峡公園 神戸地区 あいな里山公園 ☎078-591-8000

◆ 10/8(月・祝) 先着50名様に絵葉書プレゼント

金の湯

六甲山の上美術館（さわるミュージアム）
10/3(水) 先着20名様に記念品プレゼント

10/3(水) 先着20名様にきさみ漬プレゼント

神戸ゆかりの美術館

☎078-891-1284

☆ 10/3(水) 入館料割引 大人(中学生以上)100円割引、

※1グループ5名様まで

こうべ甲南 武庫の郷

☎078-891-0280

☎078-991-3911

◆ 10/27(土)・28(日)12:15～ 各日100名様に希少なお酒ホイリゲプレゼント
♪ 10/27(土)・28(日) 「新酒まつり」開催

神戸市埋蔵文化財センター

☎078-992-0656

★ 入館無料施設
◆ 10/3(水) 先着50名様にオリジナルポストカードプレゼント

湯～モアリゾート太山寺温泉なでしこの湯

☎078-977-0261

10/3(水) 手ぶらセット割引900円→700円(3名まで)
☎078-891-1247

☆ 10/3(水) 入園料 大人(中学生以上)100円引き、
小人(4歳～小学生)50円引き (※4名まで)

主催：神戸観光局
℡ 078-262-1120

Fax078-230-0808
神戸公式観光サイトFeelKOBE
https://www.feel-kobe.jp/

