
（2020年10月7日時点　189施設）（順不同）

観光関連団体 宿泊

神戸商工会議所 有馬御苑

株式会社神戸商工貿易センター 六甲山YMCA

一般財団法人神戸すまいまちづくり公社 Scoop

公益財団法人神戸ファッション協会 メープル有馬

一般財団法人神戸みのりの公社 神戸クアハウス

一般社団法人兵庫県旅行業協会 グランドホテル 六甲スカイヴィラ

神戸市立自然の家

観光施設 元湯 龍泉閣

香りの家　オランダ館 ゲストハウス萬家

ウィーン・オーストリアの家 寿楼 臨水亭

デンマーク館 シ－サイドホテル舞子ビラ神戸

異人館うろこグループ ホテルセトレ 神戸・舞子

ラインの館 神戸 西神オリエンタルホテル

風見鶏の館 グリーンヒルホテルアーバン

萌黄の館 PEANUTS HOTEL

菊正宗酒造記念館 ほてるＩＳＡＧＯ神戸

北野工房のまち ホテル北野プラザ六甲荘

神戸北野美術館 ORIENTAL HOTEL（神戸旧居留地）

神戸サウナ＆スパ 神戸三宮ユニオンホテル

神戸三田プレミアム・アウトレット 神戸三宮東急ＲＥＩホテル

株式会社 神戸酒心館 the b 神戸

神戸市立須磨海浜水族園 サンサイドホテル

神戸どうぶつ王国 ホテルサンル－トソプラ神戸

須磨浦山上遊園 神戸トアロードホテル山楽

大本山 須磨寺 ホテルピエナ神戸

兵庫県立美術館 ホテルモンテエルマーナ神戸アマリー

阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター ホテルモントレ神戸

六甲山観光株式会社 アリストンホテル神戸

沢の鶴資料館 神戸ルミナスホテル三宮

神戸らんぷミュージアム 神戸ポートピアホテル

ＫＯＢＥとんぼ玉ミュージアム ホテルパールシティ神戸

公益財団法人竹中大工道具館 神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ

神戸市立博物館 ホテルプラザ神戸

白鶴酒造資料館 神戸プラザホテル

神戸新開地・喜楽館 神戸プラザホテルウエスト

国営明石海峡公園　神戸地区　あいな里山公園 神戸ポートタワーホテル
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https://www.kobe-cci.or.jp/
https://www.arima-gyoen.co.jp/
https://www.kobe-citc.com/
https://www.osakaymca.or.jp/outdoor/rokko/index.html
https://www.kobe-sumai-machi.or.jp/
https://kfo.or.jp/
https://the-maple.jp/arima/
https://kobewinery.or.jp/
https://kobe-kua-house.com/
https://skyvilla.jp/
http://www.kobe-sizennoie.com/
https://ryuusenkaku.jp/
http://www.orandakan.shop-site.jp/
https://kobemaya.com/
https://www.kobeijinkan.com/ijinkan_list/wien
https://www.kotobukirou.jp/
https://www.kobeijinkan.com/ijinkan_list/denmark
https://www.maikovilla.co.jp/
http://kobe-ijinkan.net/
http://www.hotelsetre.com/
https://www.kobe-kazamidori.com/rhine/
https://www.seishin-oh.co.jp/
https://www.kobe-kazamidori.com/kazamidori/
https://gh-hotel.co.jp/urban/
https://www.feel-kobe.jp/facilities/detail.php?code=0000000042
https://www.peanutshotel.jp/
https://www.kikumasamune.co.jp/
http://www.isago.co.jp/
http://kitanokoubou.jp/
https://www.kourituyasuragi.jp/kobe/
http://www.kitano-museum.com/
https://www.orientalhotel.jp/
http://www.kobe-sauna.co.jp/
https://www.unionhotel.jp/
https://www.premiumoutlets.co.jp/kobesanda/
https://www.tokyuhotels.co.jp/kobesannomiya-r/
https://www.shushinkan.co.jp/
https://www.theb-hotels.com/index.php
https://kobe-sumasui.jp/
http://sanside.co.jp/
https://www.kobe-oukoku.com/
https://www.sopra-kobe.com/
http://www.sumaura-yuen.jp/
https://sanraku.premierhotel-group.com/kobe/
https://www.sumadera.or.jp/
https://www.piena.co.jp/
https://www.artm.pref.hyogo.jp/
https://www.monte-hermana.jp/kobe/
http://www.dri.ne.jp/
https://www.monte-hermana.jp/kobe/
https://www.rokkosan.com/top/
https://www.ariston.jp/kobe/
https://www.sawanotsuru.co.jp/site/company/siryokan/
http://www.luminous-hotel.co.jp/sannomiya/
https://www.kepco.co.jp/lamp/
https://www.portopia.co.jp/
https://www.lampwork-museum.com/
https://www.pearlcity.jp/kobe/
https://www.dougukan.jp/
https://www.sheraton-kobe.co.jp/
https://www.kobecitymuseum.jp/
http://www.hotelplazakobe.co.jp/
http://www.hakutsuru.co.jp/community/shiryo/
https://www.kobeplaza.com/
https://kobe-kirakukan.jp/
https://www.kobeplaza.com/west/
https://kobe-kaikyopark.jp/
https://www.kobe-porttower-hotel.com/
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神戸市立須磨離宮公園 神戸メリケンパーク オリエンタルホテル

金の湯・銀の湯 ホテルオ－クラ神戸

神戸ポートタワー ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド

バンドー神戸青少年科学館 神戸元町東急ＲＥＩホテル

しあわせの村 神戸みなと温泉　蓮

橋の科学館 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

運輸・交通 神戸シティガーデンズホテル

神戸ー関空ベイ・シャトル 神戸ルミナスホテル兵庫駅前

近畿タクシー株式会社 ホテルサンルートソプラ神戸アネッサ

神戸個人タクシー事業協同組合 有馬きらり

神戸旅客船協会 有馬温泉　太閤の湯

神姫観光株式会社　神戸支店 有馬温泉　欽山

神姫観光株式会社　西神支店 銀水荘 兆楽

神姫観光株式会社 SPA TERRACE 紫翠

神姫観光株式会社　ゆいツアーデスク 月光園　鴻朧館

神戸シーバス 月光園　游月山荘

一般社団法人兵庫県タクシー協会 有馬グランドホテル

公益社団法人兵庫県バス協会 中の坊瑞苑

山陽電気鉄道株式会社 兵衛向陽閣

東京・日本交通株式会社 有馬六彩

東亜オーシャン交通株式会社 ホテル神戸六甲迎賓館

スカイマーク株式会社 ゲストハウス神戸なでしこ屋

株式会社フジドリームエアラインズ 須磨観光ハウス 味と宿 花月

神戸ベイクルーズ

株式会社フェリーさんふらわあ 料飲

関西エアポート神戸㈱ 株式会社淡路屋

シンエーフーヅ株式会社　神戸国際展示場内 レストラン マリーナスクエア

旅行 シンエーフーヅ株式会社 須磨海浜水族園内 レストラン 和楽園

ANA 株式会社ドンク

㈱ＪＴＢ　神戸支店 株式会社ドンク　三宮本店

株式会社近畿日本ツーリスト関西　神戸支店 株式会社ドンク　岡本グルメ館

東武トップツアーズ株式会社　神戸支店 株式会社 老祥記

株式会社日本旅行神戸支店 雅苑酒家　本店　

名鉄観光サービス株式会社神戸支店 シノワーズガエン

上海飯店

商業・小売 中国料理　友好飯店

2 / 3 

https://www.kobe-park.or.jp/rikyu/
https://www.kobe-orientalhotel.co.jp/
http://arimaspa-kingin.jp/
https://www.kobe.hotelokura.co.jp/
http://www.kobe-port-tower.com/
https://www.l-s.jp/
https://www.kobe-kagakukan.jp/
https://www.tokyuhotels.co.jp/kobemotomachi-r/index.html
http://www.shiawasenomura.org/
https://ren-onsen.jp/
http://www.hashinokagakukan.jp/index.php
https://www.manyo.co.jp/kobe/
https://www.crownpalais.jp/kobe/
http://www.kobe-citygardens.com/
https://www.kobe-access.jp/
http://www.luminous-hotel.co.jp/kobe/
http://www.kinkitaxi.com/
https://www.sopra-kobe-annesso.com/
http://kobe-kojintaxi.jp/
https://www.arima-view.com/
http://www.kobe-ship.com/
https://www.taikounoyu.com/
https://www.kinzan.co.jp/
https://www.choraku.com/
https://www.shinkibus.com/bustabi/
https://arima-shisui.com/
https://yui-shinkibus.com/desk/
https://www.gekkoen.co.jp/kourokan/
http://www.kobe-seabus.com/
https://www.gekkoen.co.jp/yuugetu/
http://www.hyogotaxi.or.jp/
https://www.arima-gh.jp/
https://www.hyogobus.or.jp/
https://www.zuien.jp/
http://www.sanyo-railway.co.jp/index.html
https://www.hyoe.co.jp/
https://www.tokyo-nihonkotsu.net/
https://www.resorthotels109.com/arima/
http://toa-ocean.co.jp/
http://www.koberokko-geihinkan.jp/
https://www.skymark.co.jp/ja/company/
https://kobe.nadeshiko-ya.com/
https://www.fujidream.co.jp/
https://www.suma-kagetsu.com/
https://kobebayc.co.jp/
https://www.ferry-sunflower.co.jp/
https://www.kairport.co.jp/
https://www.awajiya.co.jp/
http://shin-ei-foods.co.jp/shop/marina-square.html
http://shin-ei-foods.co.jp/shop/warakuen.html
http://www.anas.co.jp/
http://www.donq.co.jp/pc/
https://branch.jtbbwt.com/j6644-0
https://www.knt-ks.co.jp/
http://www.tobutoptours.co.jp/
http://www.donq.co.jp/pc/
http://www.nta.co.jp/shop/shoplist/6674/
https://www.mwt.co.jp/
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アサヒビール㈱ 神戸統括支社 三ノ宮産直市場（生田ロード店）

兵庫トヨタ自動車株式会社 三ノ宮産直市場（サンキタロード店）

三津森本舗 三ノ宮産直市場（JR東口店）

コウベサコム（KOBE SACOM） グリル異人館（JR東口店）

神戸元町商店街 大串焼鳥　とりひろ

ミント神戸（神戸新聞会館） 串かつ　ひろかつ

てっちゃん工房（カネテツデリカフーズ㈱） 三ノ宮高架下市場

株式会社ナラヤマ　奈良山　元町店 もつ鍋・串焼きホルモン　ちえちゃん

豚肉小売商　堂記號 ケンミン食品株式会社　ＹＵＮＹＵＮ

神戸マシュマロ浪漫 上海料理　蓮

田村家具・田村建築設計事務所 海鮮広東料理　昌園

本髙砂屋　元町本店 コーヒーローストワンズ

時計・宝飾　SHIHO

株式会社ユーハイム　神戸元町本店 観光関連

東洋ナッツ食品株式会社 第一生命保険㈱　神戸総合支社

北野観光案内所

企画・広告・情報発信 神戸市総合インフォメーションセンター

株式会社神戸新聞社 新神戸駅観光案内所

株式会社ラジオ関西　 神戸国際会議場・神戸国際展示場

日本コンベンションサービス 神戸支社 WAY OUT

株式会社コングレ 三宮コンベンションセンター

株式会社オフィスマーメイド

リアン株式会社 近隣自治体等

芦屋市

スポーツ 西宮市

アシックススポーツミュージアム 宝塚市

ランスタ神戸 稲美町

Re-encounter 淡路市

南あわじ市

金融 一般社団法人淡路島観光協会

株式会社 みなと銀行

イベント・制作・印刷等

交友印刷株式会社

もふもふ堂
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https://www.asahibeer.co.jp/
https://www.hyogotoyota.co.jp/
http://tansan.co.jp/
http://kobesacom.co.jp/
https://www.kobe-motomachi.or.jp/
https://mint-kobe.jp/officeguide/
https://kushihirokatsu.com/access/
https://www.kanetetsu.com/
http://www.narayama.co.jp/
http://www.k-yunyun.jp/
https://www.kobe-roman.com/
http://chineseren.jp/
https://www.kobe-shoen.com/
https://www.hontaka.jp/
https://coffeeroast.net/
https://shiho-watch.com/
https://www.juchheim.co.jp/
https://www.toyonut.co.jp/
https://www.dai-ichi-life.co.jp/
https://www.feel-kobe.jp/information.html
http://hello-kobe.com/framepage1.htm
https://www.kobe-np.co.jp/
https://www.feel-kobe.jp/information.html
https://jocr.jp/company/
https://kobe-cc.jp/ja/
https://www.convention.co.jp/
https://wayout.bz/
https://www.congre.com/
https://oneknot-scc.jp/
http://www.office-mermaid.com/
https://www.city.ashiya.lg.jp/
https://www.nishi.or.jp/
https://corp.asics.com/jp/about_asics/museum
http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/
http://run-sta.heteml.jp/runners/
https://www.town.hyogo-inami.lg.jp/
https://www.city.awaji.lg.jp/
https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/
https://www.awajishima-kanko.jp/
https://www.minatobk.co.jp/
https://www.koyu-p.com/
https://www.mofu10.com/


当事業所は感染症対策 として

以下の取り組みを実施しています

安全な対人業務

◇ マスク等の着用

◇ 対面場所での飛沫防止

◇ 会計時等における非接触手段の確保

◇ 密にならない入場者・来館者の整理

◇ 入場時・来館時の体温チェック

安心な空間提供

◇ 入口や施設内における手指消毒

◇ 換気設備又は窓の開閉による換気

◇ 高頻度接触部位の定期的な清拭消毒

◇ 利用設備の配置変更、座席間隔の確保

◇ 従業員の接客時間の最小化

安心安全な神戸の旅を提供します

事業所名：神戸観光局

【宣言書サンプル】


