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会員優待ガイドブック 2022
遊ぶ

C O N T E N T S
※ご利用に際しては、
「ご利用に際してのご注意」
を必ずお読みください。
※表示されている料金には、全て消費税等が含まれています。 （一部税別表記は注記あり）
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ご利用方法はカンタン！
健診

会員優待のご利用に、複雑な手続きは必要ありません。
まず、利用できる優待店舗・施設と優待内容を冊子またはHPで確認し、事前予約が必要な場合、
「神戸商工会
議所会員優待利用」であることを告げてご予約ください。
ご利用に際しては、下記の「注意事項」を必ずご確認ください。

暮らし

デジタル優待券の場合

紙チケット優待券の場合

※優 待 券 を 表 示するU R L パ スワードは 2ページの
WEB注文から即日取得できます。

※優待券は2ページのWEB注文またはFAX注文から
追加注文できます。

店舗・施設のご利用前・ご精算前に
優待券利用の旨を告げ、スマートフォン等の
画面に優待券を表示してご提示ください。

店舗・施設のご利用前・ご精算前に
優待券利用の旨を告げ、事前に当冊子から優待券を
切り取り、店舗・施設へご提出ください。

※人数制限や要予約など、条件のある優待もございます。各店舗・施設の優待内容を必ずご確認ください。
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神戸市内を中心とする約300の観光・レジャー施設などが割引価格で利用できます！

メンバー限定
「会員優待券」

チケットの外枠に沿って切り取り、
ご利用ください

会員優待券の追加が必要な場合は、神戸商工会議所（TEL 078‒303‒5809）
までご連絡願います
コピー利用不可

利用方法
❶「 会 員 優 待 ガイドブック
2022」で利用サービスを
確認。
❷本ページの「会員優待券」
をハサミで切り取る。
❸利用施設で「会員優待券」
を提出し、サービスを利用
します。

Membership Coupon

会員優待券
有 効 期 限 ／ 2 0 2 3 年 3 月 末 日まで
事業所名

（ご利用に際しては、会員優待券裏面の
「お願い」を必ずお読みください。事前予
約が必要な場合もございますので、各施
設案内を事前に十分ご確認ください。）

大人

名

小人

名

https://www.kobe-cci.or.jp/support/waribiki/

神戸商工会議所

Membership Coupon

会員優待券
有 効 期 限 ／ 2 0 2 3 年 3 月 末 日まで
事業所名

大人

名

小人

名

https://www.kobe-cci.or.jp/support/waribiki/

神戸商工会議所
神戸商工会議所「会員優待」
ガイドブック

A. WEB注文

会員優待券 請求方法
B. FAX注文

https://www.kobe-cci.or.jp/yutai_seikyu

下記の注文票に記入のうえFAXしてください。
紙チケットを郵送しますので、受け取りまで一週間
程度要することがあります。

「神戸商工会議所優待」で検索、またはQRコードから注文
ページへアクセスし、
「デジタル（即日発 行）」または「紙
チケット」の優待券を注文できます。

FAX注文票

ガイドブック
お 届 け先

住

冊

優待券

枚

所

会社名

部署・役職

氏

連絡先

名

※ご記入いただいた内容は本事業の運営のために利用します。また、当商工会議所が実施する各種ご連絡、情報提供に用いることがあります。

FAX番号

078-303-3003
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最新情報はWebでチェック！

https://www.kobe-cci.or.jp/support/waribiki/
神戸商工会議所 優待割引

お

願

い

●本券は、会員の皆様限定のご優待券として、神戸商工会議所が提携している施設やサービス等に
ご利用いただけます。
●本券のご利用は、会員事業所の経営者・従業員及びそのご家族に限らせていただきます。
●本券をご利用いただく場合には、表面に必ず事業所名をご記入の上、利用窓口に提出願います。
●本券1枚につき、4名様（宿泊の場合は1室）まで優待サービスが受けられます。
●予約が必要な施設には、
「 神戸商工会議所の会員優待利用」である旨をお申し出の上、ご予約くだ
さい。予約後の変更等については、キャンセル料がかかる場合がございます。
●他の割引等との併用は出来ません。
●都合により、優待サービスの取り止め・内容変更を行うことがございますので、ご了承願います。
●詳しいご優待内容等については、各施設に直接お問い合わせ願います。
●本券が不足した場合は、下記宛にご連絡願います。

神戸商工会議所

お

神戸市中央区港島中町6-1 ☎078-303-5809

願

い

●本券は、会員の皆様限定のご優待券として、神戸商工会議所が提携している施設やサービス等に
ご利用いただけます。
●本券のご利用は、会員事業所の経営者・従業員及びそのご家族に限らせていただきます。
●本券をご利用いただく場合には、表面に必ず事業所名をご記入の上、利用窓口に提出願います。
●本券1枚につき、4名様（宿泊の場合は1室）まで優待サービスが受けられます。
●予約が必要な施設には、
「 神戸商工会議所の会員優待利用」である旨をお申し出の上、ご予約くだ
さい。予約後の変更等については、キャンセル料がかかる場合がございます。
●他の割引等との併用は出来ません。
●都合により、優待サービスの取り止め・内容変更を行うことがございますので、ご了承願います。
●詳しいご優待内容等については、各施設に直接お問い合わせ願います。
●本券が不足した場合は、下記宛にご連絡願います。

神戸商工会議所
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神戸市中央区港島中町6-1 ☎078-303-5809

検索

遊ぶ 観光施設・博物館・美術館
施設名

会員優待ガイドブック

優待内容

神戸海洋博物館・カワサキワールド
入場料 大人 900円→ 800円
小人（小・中・高生）400円→ 350円
※休館日は月曜日
（祝日の場合翌平日休館）、年末年始

遊ぶ

中央区波止場町2-2
Tel：078-327-8983
https://www.kobe-maritime-museum.com/
https://www.khi.co.jp/kawasakiworld/

海・船・港の歴史と未来を体験する博物館です。

神戸市立小磯記念美術館

団体料金の適用（常設展、特別展とも）
※休館日は月曜日
（祝日、振替休日の場合は翌日）、
年末年始（12/29～1/3）、臨時休館する場合あり

美と健康

東灘区向洋町中5-7
Tel：078-857-5880
https://www.city.kobe.lg.jp/kanko/bunka/
bunkashisetsu/koisogallery/

神戸で生まれ,神戸で制作を続けた日本洋画壇の巨匠小磯良平の作品を中心に約3,200点を収集。三つの展示室のほか、中庭には
移築復元した小磯良平のアトリエが。光をたっぷりと取り入れた館内で小磯芸術を心ゆくまで味わえます。

バンドー神戸青少年科学館

乗る

中央区港島中町7-7-6
Tel：078-302-5177
https://www.kobe-kagakukan.jp/

入場料 展示室
大人 600円→540円、小人（小・中・高生）300円→ 240円
プラネタリウム 大人 400円→360円、小人（小・中・高生）200円→160円
※割引は最大5名まで
※休館日は水曜日
（祝日の場合は翌日）
、
年末年始
（12/28～1/4）
、
館内整備のため休館日あり
※春・夏休みは無休

神戸で唯一のプラネタリウムと体験型展示やワークショップ、科学教室などを通して科学や宇宙を楽しく学び、遊べる科学館です。

神戸市立博物館

団体料金の適用（常設展、特別展とも）
※同時入館5名様まで割引
※休館日は月曜日
（祝日の場合は翌平日。年末年始、整備休館など臨時休館する場合あり）

泊まる

中央区京町24
Tel：078-391-0035
https://www.kobecitymuseum.jp/

特別展の他にも、地域の歴史を紹介する
「神戸の歴史展示」、分野・期間ごとにテーマを設定して館蔵品を紹介する
「コレクション展
示」の2つをお楽しみいただけます。

KOBEとんぼ玉ミュージアム

入館料
大人（高校生以上）400円→ 300円 小・中学生 200円→150円
※休館日は年末年始

習う

中央区京町79 日本ビルヂング2F
Tel：078-393-8500
https://www.lampwork-museum.com/

古代から現代までのランプワーク技法で創られたガラス工芸品を展示。
とんぼ玉の制作体験もできます。
「観る」
「学ぶ」
「創る」の
楽しさあふれるミュージアム。

神戸ファッション美術館

団体料金の適用（特別展・コレクション展とも）
※休館日は月曜日
（祝日の場合は翌日）
年末年始（12/29～1/3）、展示替え期間（展示室のみ）

健診

東灘区向洋町中2-9-1
Tel：078-858-0050

ファッション（衣食住遊）をテーマにした公立では日本初の美術館です。
展示室のほかライブラリー、ギャラリー、セミナー室、多目的ホールを備えた複合型ミュージアムです。

神戸ゆかりの美術館
東灘区向洋町中2-9-1
Tel：078-858-1520
https://www.city.kobe.lg.jp/yukarimuseum/

暮らし

企画展入館料
一般 200円→ 150円 大学生・65歳以上 100円→ 50円
小中高・神戸市内居住65歳以上 無料 ただし特別展は別料金（団体割引料金を適用）
※証明書類の提示が必要
※休館日は毎週月曜日
（祝日の場合は翌日）
年末年始（12/29～1/3）、展示替など臨時休館する場合あり

神戸にゆかりのある芸術家の絵画・彫刻作品の数々を紹介。郷土が育んだ芸術にふれる事ができます。
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施設名

須磨浦山上遊園
須磨区一ノ谷町5-3-2
Tel：078-731-2520
http://www.sumaura-yuen.jp/

優待内容
ロープウェイ、
カーレーター、回転展望閣、観光リフト
→利用料金の20％割引
※火曜日は休園（祝日、春休み、GW、夏休みは営業）

眺望のいいロープウェイ、
日本唯一の乗り物・カーレーター、
まわる喫茶店がある回転展望台など、ゆっくり楽しめる施設です。

遊ぶ

竹中大工道具館
中央区熊内町7-5-1
Tel：078-242-0216
https://www.dougukan.jp/

入場料

一 般 700円 → 600円
高大生 500円 → 400円
シニア
（65歳以上） 500円 → 400円 中学生以下無料
※当施設については、優待券提示のご本人と同行者1名のみ優待対象です
※休館日は月曜日
（祝日、振替休日の場合は翌平日）、年末年始（12/29～1/3）

日本で唯一の大工道具の博物館です。
日本の木造建築を支えてきた工匠の技と心を後世へ伝えるため設立されました。

美と健康

阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター
中央区脇浜海岸通1-5-2
Tel：078-262-5050（観覧案内担当）
https://www.dri.ne.jp/

団体料金の適用
※休 館日は月曜日（月曜日が祝日または振替休日の場合は翌平日、GW期間中は除く）、
12/31、1/1

阪神・淡路大震災の経験と教訓を未来と世界に発信する災害ミュージアム。震災発生時の再現映像上映や震災資料展示のほか、
実験ステージなど防災・減災の知識を身に着けるワークショップも行っています。
また、東館3階のBOSAIサイエンスフィールドでは、自然災害に備えるための最新防災知識について学べます。

乗る

BBプラザ美術館
灘区岩屋中町4-2-7 BBプラザ2F
Tel：078-802-9286
https://bbpmuseum.jp/

団体料金の適用（20％割引）
※休館日は月曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始、展示替え期間

小さな美術館ですので、作品を近くでご覧いただけます。

兵庫県立美術館

泊まる

中央区脇浜海岸通1-1-1
Tel：078-262-1011
https://www.artm.pref.hyogo.jp/

団体料金の適用（コレクション展、特別展とも）
※休館日は月曜日
（祝休日の場合は翌日） 年
 末年始（12/31、1/1）
詳しくはお問い合わせください

世界的建築家、安藤忠雄氏の設計による美術館。
コレクション展では約11,000点の所蔵作品を順次紹介するほか、小磯良平・金山
平三の記念室を設け、代表作を展示。
また国内外の作品を公開展示する特別展を開催。

神戸市立森林植物園

習う

北区山田町上谷上字長尾1-2
Tel：078-591-0253
https://www.kobe-park.or.jp/shinrin/

入園料（大人300円、小中学生150円）を10%割引
※休園日は水曜日
（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/29～1/3）

六甲山の山並みを背景に、世界の森めぐりが楽しめる広大な植物園です。

神戸市立須磨離宮公園

健診

須磨区東須磨1-1
Tel：078-732-6688
https://www.kobe-park.or.jp/rikyu/

入園料（大人400円、小中学生200円）を10％割引
※休園日は木曜日
（祝日の場合は翌日）
年末年始（12/29～1/3）

大阪湾を一望できる欧風噴水庭園で、
「王侯貴族のバラ園」があり、四季を通じて家族で楽しめる公園です。

神戸市立須磨海浜水族園
須磨区若宮町1-3-5
Tel：078-731-7301
https://kobe-sumasui.jp/

入園料 大人（18歳以上）700円→ 600円 中人（15～17歳）400円→ 350円
小人（小・中学生）300円→ 250円
※須磨海浜公園の再整備事業に伴う園内工事のため、本館のみ営業しております
※施設メンテナンスに伴う休園や、冬季休園がございますので、HPにてご確認のうえご来園ください

暮らし

展示規模を縮小しておりますが、展示内容の充実を図り、
スマスイの魅力を詰め込んでの本館営業を続けております。

兵庫県立淡路夢舞台国際会議場
淡路市夢舞台1
Tel：0799-74-1020
http://www.yumebutai.org/

ご予約の際に
「神戸商工会議所優待ガイド」
をご覧になった旨お申し出のうえ、
会議室を利用いた
だいた場合、
WEB会議
（ハイブリッド会議）
に必要な下記備品
（¥19,800相当）
を1日無料と致します
休館日は12月29日～翌年1月3日、土日祝日の小会議室のみの貸し出しは原則行っておりません
■優待備品内容
①スピーカーフォン ②3倍ズーム搭載会議用カメラ ③ハイスペックノートパソコン

最新の音響映像設備を導入し高速通信を採用。医療機関と同水準の高性能空調システムにリニューアルしました。
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会員優待ガイドブック

施設名

felissimo chocolate museum
（フェリシモチョコレートミュージアム）

団体料金の適用（当日券のみ）
※年末年始、3月・9月の展示替え期間などは臨時休館
※WEBサイトで事前購入されたチケットは割引対象外（払い戻し不可）

遊ぶ

中央区新港町7-1 Stage Felissimo ２F
Tel：078-325-5767
https://www.felissimo.co.jp/chocolatemuseum/
Instagram：@felissimochocolatemuseum
Twitter：@felissimochoco

優待内容

チョコレートやカカオの可能性をアートやカルチャーの側面から発信するミュージアムです。
企画展・常設展のほか世界中のチョコレートのパッケージのコレクションもご覧いただけます。

施設名

美と健康

遊ぶ 映画
優待内容

OSシネマズミント神戸
中央区雲井通7-1-1
Tel：078-291-5330

OSシネマズ神戸ハーバーランド

乗る

中央区東川崎町1-7-2
Tel：078-360-3788
https://www.oscinemas.net/

入場料金（一般）1,900円→ 1,700円
※3D作品は別途料金が必要

三宮・神戸で最大級の映画館。全席指定席でご鑑賞日の3日前から映画館の窓口にてご予約いただけます。

施設名

神戸六甲ボウル
灘区友田町5-2-1
Tel：078-841-3151
https://www.rokkobowl.co.jp/

泊まる

遊ぶ スポーツ
優待内容
1ゲームにつき一般料金の50円割引
（除外期間：12/31～1/5、サービスタイム等）
※年中無休

お子様からお年寄まで、
ファミリーで楽しめるボウリング施設。場内は落ち着いた雰囲気で安心してご遊戯できます。

美方郡香美町村岡区中大谷701
Tel：0796-96-0375（代表）
Tel：0796-96-1101（積雪情報）
https://skyvalley.jp/

ポートアイランドスポーツセンター

①平 日
リフト1日券（3,600円）＋食事券（1,000円）＝4,600円→ 4,100円
②土日祝、1/1～1/3
リフト1日券（4,200円）＋食事券（1,000円）＝5,200円→ 4,700円
※食事券はスキー場内の全レストハウスで利用可能
※会員優待券を、当スキー場のスキーセンター2Fチケット売場でご提示ください
（プ ー ル）大人 650円→550円 小人 300円→250円 親子 800円→650円
（スケート）大人 1,400円→1,100円 小人 750円→550円 親子 1,800円→1,400円
大人（高校生以上・同伴の未就学児1名が無料）小人（中学生以下）
親子（高校生以上1名と小中学生1名のペア）
※休館日は水曜日
（祝日・冬休み・春休み期間は営業）、12/31～1/2
※大会等のため利用できない日、又は時間短縮があります

健診

中央区港島中町6-12-1
Tel：078-302-1031
https://www.kobe-spokyo.jp/psc/

習う

スカイバレイスキー場

トップアスリートから愛好者までが集うスポットでお待ちしております。

中央区磯上通7-1-19 プログレス神戸3F
https://www.golfeed.co.jp/

ビジター利用料 1,100円引き
スクール（50分）4,950円→ 3,850円 打ちっ放し
（50分）3,850円→ 2,750円
月会員申込の場合、入会金0円
※不定休 ※ご利用の際は、事前にご予約が必要

暮らし

インドアゴルフスクール＆打ちっ放し
「ゴルフィード」
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遊ぶ アウトドア
施設名

一般財団法人 明石乗馬協会

遊ぶ

明石市大久保町松陰1126
Tel：078-935-8900
https://www.ara.fm/

石ケ谷公園内

優待内容
乗馬体験 1回コース
5,940円→ 2,480円
チャレンジ 4回コース
20,690円→ 17,600円
※日時は事前にご予約が必要
※ヘルメット・レッグチャップスのレンタル料1回770円別途必要

かわいい馬達にふれあってみてください!

ニッケ乗馬クラブクレイン加古川

美と健康

加古川市米田町船頭5-4
Tel：079-431-9000
https://www.uma-crane.com/map-kakogawa/

MIKIホーストレック
三木市別所町高木 三木ホースランドパーク内
Tel：0794-83-8670
https://www.miki-ht.jp/

乗馬プライベートレッスン1回コース割引 5,500円→ 2,750円
※別途、馬具レンタル代1,650円、保険代として210円必要です
※前日までにご予約が必要 ※定休日 火曜日

乗る

体験トライアルコース（30分） 平日利用
5,500円→
土日祝利用 6,050円→
体験チャレンジコース（60分） 平日利用
9,900円→
土日祝利用 10,890円→
※１日乗馬保険300円別途
※両コースとも小学3年生以上が対象
※定休日は月曜日
（祝日の場合は翌日）

4,950円
5,445円
8,910円
9,801円

神戸市内から約1時間!身近にある美しい森の中でホーストレッキングが体験出来ます。

ダイビングスクールノリス
〔神戸三宮店〕
中央区加納町6-6-2
Tel：078-322-3115

泊まる

〔神戸舞子店〕
垂水区海岸通9-38
Tel：078-704-6100

ハニービル1F

つるやゴルフ舞子店内4F

〔姫路店〕
姫路市紺屋町50
Tel：079-221-8155
https://noris.co.jp/

兵庫県内だけで取得できる、PADIダイビングライセンス取得コース
39,800円 → 35,000円
※キャンペーン開催時はキャンペーン価格を適用
※スキンダイビングコース・ダイビングツアーも開催
★コロナ対策
学科講習は一部リモート可
（必ずご来店いただかないといけない部分もあります）
学科講習は1グループごとに開催。1名様から可
グループでの参加でも、分けて行うことも可能です

習う

毎年、
ダイバー認定数地域No1を継続中の地元密着型のダイビングスクールです。
ダイビングライセンス取得コースは、
コロナ禍で
も安心の兵庫県内完結プラン。無料説明会で詳しい内容を確認のうえ、お申し込みください。

有馬ます池
北区有馬町1688-2
Tel：078-904-0309
https://www.shintetsu.co.jp/kanko/masuike/

貸竿料金

1竿につき200円割引
（1竿は子マス3尾付。から揚げの料理代込み）
※休園日はホームページにてご確認ください

健診

釣って楽しく食べておいしい有馬温泉名物のニジマス釣り。
釣り池には、転落防止柵を設置。小さなお子様も安心安全に遊べます。

神戸市立平磯海づり公園
垂水区平磯1-1-66
Tel：078-753-3973
https://kobeumiduri.jp

基本釣り料（4時間）
（大人16歳以上）
1,000円→ 800円
（小人6歳以上16歳未満） 600円→ 450円
※定休日は木曜日
（祝日は開園） 7月～11月は無休

釣り場は東西に1,400m。園内には約400台を収容できる駐車場を完備しています。障がい者トイレ、優先釣り場、スロープなどの
設備のほか、釣り場全体に80cmの安全柵もあり、
どなたにも気軽に安心してご利用いただけます。

暮らし

ユニトピアささやま
兵庫県丹波篠山市矢代231-1
Tel：079-552-5222
http://unitopia-sasayama.pgu.or.jp/

入場料
大人 300円→ 270円 小人 200円→ 180円
宿泊料（1泊2食付）※季節料金が発生する場合がございます
大人 13,200円～ → 11,000円～
小人 7,700円～ → 6,600円～ ※要予約

ご宿泊やお食事だけでなく、
アスレチックや釣り堀・パターゴルフなど、
自然を満喫してお過ごしいただけます。
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会員優待ガイドブック

遊ぶ 旅行
施設名

山陽バス株式会社

山陽バス株式会社取扱いツアー 5%割引（一部3%割引商品あり）
※定休日 日曜・祝日
（コロナ禍の影響で土曜も休業しています）

遊ぶ

明石市東仲ノ町6-1 アスピア明石北館3F
Tel：078-915-7170
http://www.sanyo-bus.co.jp/

優待内容

神戸市内発着の自社バスツアーを実施しております！
（三宮、垂水、西神中央、名谷など）

神姫観光株式会社

〔神戸支店〕
西区竹の台1-407-2
Tel：078-515-6176
※土日祝、年末年始休み

美と健康

〔コールセンター〕
中央区御幸通4-1-1 TBM神戸ビル4F
Tel：0570-0570-11
※無休（年末年始を除く）

神姫観光の「募集型企画旅行」商品の3％割引
◦国内旅行（真結（ゆい）
・バスの旅・巡礼・ハイキング・LIMON等）
◦海外旅行（翼～wings～）

乗る

〔西神支店〕 西区竹の台1-407-2
Tel：078-939-2090
※土日祝、年末年始休み
https://www.shinkibus.com/

団体旅行（国内・海外）
・貸切バスも承ります。
ご相談ください。

神鉄観光
神鉄エクセルツアー 3％割引
※その他割引パック旅行あり

泊まる

〔本社営業所〕
兵庫区荒田町1-20-2
Tel：078-521-1321
https://www.shintetsu.co.jp/kanko/

国内旅行から海外旅行まで、各種パック旅行や団体旅行のご相談は神鉄観光へ!

東武トップツアーズ株式会社
海外旅行 FEEL 3％割引
国内旅行 FEEL 3％割引

習う

〔神戸支店〕
中央区御幸通6-1-20 ジイテックスアセントビル3F
Tel：078-221-1090
https://tobutoptours.jp/

ご希望に沿ったオーダーメイドな旅を演出いたします。

日本旅行

〔Tis三ノ宮支店〕
中央区布引町4-1-1 JR三ノ宮駅東口
Tel：078-221-0116
〔Tis明石支店〕
明石市大明石町1-1-23 JR明石駅構内
Tel：078-913-2491

赤い風船
マッハ
ベストツアー

3％割引
3％割引
3％割引

健診

〔神戸支店〕
中央区東川崎町1-3-2 JR西日本神戸支社5F
Tel：078-371-2810

※Eメールにて、旅行のご相談・資料請求他あらゆるご用を承ります
kobe_office@nta.co.jp
（メール内に会員様担当の「神戸支店平阪宛」
とご記入ください）

暮らし

安心のJR西日本グループの日本旅行各店舗をご利用ください。

9

遊ぶ 体験施設
施設名

神戸フライトシミュレーターセンター
テクノバード

遊ぶ

長田区神楽町2-3-2 東洋ビルwest5F
Tel：078-786-3028 10:00～19:00
https://technobird.jp/

優待内容
西日本唯一 本格シミュレーターで夢のパイロット体験
◦ボーイング737＋セスナ機C172の操縦体験（各60分）
初回限定のセット体験コース 通常11,000円→10,000円
※完全予約制となっております。お電話、
またはHPよりご予約ください
※営業時間：水・木・金 11時～19時、土・日・祝 10時～19時、月・火 休業（祝日は営業）
※時間外でのご連絡は、HPのお問い合わせ、
またはWEB予約にて
※新 型コロナウィルス感染防止のため、営業時間を変更しています。最新情報はホーム
ページにてご確認ください

航空機パイロットの訓練にも使用される操縦シミュレーターで、
リアルな操縦体験をお楽しみください。

美と健康

美と
健康

サウナ・温泉・健康温浴施設
施設名

有馬温泉 太閤の湯

乗る

北区有馬町字池の尻292-2
Tel：078-904-2291
https://www.taikounoyu.com/

優待内容
入場入浴料 〈平日〉
大人 2,400円→ 1,900円
小人 1,200円→ 1,000円
〈土・日・祝および1/1～1/3、4/27～5/5、8/13～8/15〉
大人 2,600円→ 2,100円
小人 1,300円→ 1,100円
※別途入湯税が必要です

有馬温泉最大のクアテーマパーク。金泉、銀泉を日帰りで楽しめます。

金の湯

泊まる

北区有馬町833
Tel：078-904-0680
https://arimaspa-kingin.jp/

入浴料金20％割引（平日のみ）
※休館日 第2・4火曜日、1/1

道後・白浜と並び日本三古泉とされる有馬温泉。有馬の名物湯、金泉が楽しめる外湯。元湯として歴史を刻んできた名湯をご堪能
ください。

銀の湯

習う

北区有馬町1039-1
Tel：078-904-0256
https://arimaspa-kingin.jp/

入浴料金20％割引（平日のみ）
※休館日 第1･3火曜日、1/1

気軽に楽しむ温泉情緒。伝統のいで湯、銀泉が心ゆくまで楽しめる外湯です。

神戸サウナ＆スパ
中央区下山手通2-2-10

健診

◎6F メンズフロア
Tel：078-322-1126
http://www.kobe-sauna.co.jp/
◎3F レディスフロア
（神戸レディススパ）
Tel：078-322-1726
http://www.kobe-ladies-spa.com/

◎サウナ・スパコース
サウナ＆スパ利用料
（フリータイム）

暮らし

8:00～23：00にチェックインされた場合
一般料金 2,900円→ 2,500円
23：00～翌5：00にチェックインされた場合
一般料金 3,900円→ 3,200円
※23時までにチェックインされ、
ご滞在が深夜の2時を越えられた場合は別途700円
の深夜料金を頂戴いたします（一般深夜料金1,000円）
◎ご入浴割引コース
リフレッシュコース
（1時間）
8:00～翌5：00受付（1時間までのご利用）
一般料金 1,900円→ 1,700円
ナイト3hコース（3時間）
23：00～翌5：00受付（3時間までのご利用）
一般料金 2,400円→ 2,100円
モーニングコース（10：00まで） 5：00～8：00受付（10:00までのご利用）
一般料金 2,300円→ 2,000円
※新型コロナウイルスの影響により、営業時間を変更しております。ホームページにて営業
時間をご確認のうえ、
ご来館ください
※2022年4月～ 料金改定

三宮のど真ん中で、天然温泉・サウナが24時間ご利用いただけます。
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会員優待ガイドブック

施設名

神戸ハーバーランド温泉 万葉倶楽部
中央区東川崎町1-8-1 プロメナ神戸内
Tel：078-371-4126
https://www.manyo.co.jp/kobe/

優待内容
一般料金
2,530円→ 平日 2,090円
土日祝 2,310円
小学生料金
1,270円→
1,210円
幼児（3歳～未就学） 990円→
880円
※日帰り入湯税 75円を別途頂きます ※メンテナンス休館日あり

日帰りからご宿泊まで。24時間営業でお待ちしております。

中央区新港町1-1
Tel：078-381-7000
https://ren-onsen.jp/

遊ぶ

神戸みなと温泉 蓮

施設利用者に「温泉の素（25g）」3個（990円相当）
プレゼント
※条件：施
 設を日帰りでご利用いただく方が対象です。通常料金でご入館の場合に限ります
※日帰りでの利用は、中学生未満不可

京阪神で初の厚生労働省認定「温泉利用型健康増進施設」。源泉かけ流しの温泉に癒された後は、割烹旅館の味に舌鼓。

北区しあわせの村1-2
Tel：078-743-8040
http://www.shiawasenomura.org/relax/hotspring.html

美と健康

しあわせの村 ジャングル温泉

一般
800円 → 720円
高齢者・障がい者 400円 → 360円

こどもから大人まで、誰もが楽しめる施設。

ジェームス山天然温泉 月の湯舟

乗る

垂水区青山台7-4-46
Tel：078-752-2619
http://www.tsuki-no-yufune.com/

平 日： 大人 800円→ 650円
小人 400円→ 300円
土日祝： 大人 900円→ 700円
小人 450円→ 350円
※年中無休（都合により臨時休館の場合あり）
※2022年4月～ 料金改定

乳白色の天然温泉、地元塩屋の海水湯、源泉かけ流し風呂、贅沢な三種の温泉はここだけです。

湯～モアリゾート太山寺温泉 なでしこの湯

①手ぶらセット
200円割引
（ご入浴券＋レンタルタオルセット＋ソフトドリンク1杯無料）
②基本宿泊料金 300円割引

泊まる

西区伊川谷町前開270-1
Tel：078-977-0261
https://www.nadeshikonoyu.com/

全浴槽かけ流し！痛風や高血圧症、動脈硬化に効果のある天然ラジウム温泉です。宿泊施設もあり、湯治にもオススメ！
神戸牛の食べられる宴会プランもご用意しております。

灘浜ガーデンバーデン
灘区新在家南町2-25-6
Tel：078-862-2011
https://www.kobelco.co.jp/nadahama/garden/

習う

会員登録料無料 ※当面、感染予防のため新規登録は受付しておりません
全館利用料20％割引
※休館日は第3水曜日
（祝日の場合は翌平日）、年末年始
※当面、新型コロナウイルス感染予防のため、既存の会員様限定で開館しております。
ご利
用の際は、ホームページでご確認のうえご来館ください

楽しみながらトレーニングできる健康温浴施設です!

美肌温泉 あぐろの湯
長田区南駒栄町1-6
Tel：078-691-1126
http://www.aguro-no-yu.com/

健診

大人 900円→ 800円
年中無休 ※メンテナンスの為、休館する場合があります
◎天然温泉です（室外風呂 詳しくはHPをご確認ください）
※受付時間 10：00～24：00 最終入場 23：15
※2019年10月25日リニューアルオープン

癒しの空間でリラックス＆リフレッシュ！

アグロフィットネス
長田区南駒栄町1-6
Tel：078-691-6699
https://www.agro-fitness.com

ビジター料金 3,800円→2,980円
※定休日 毎週木曜日、あぐろの湯休館日、GW、お盆、年末年始、その他メンテナンス日等

暮らし

マシン総数63台、
スタジオレッスン約90回/週、併設の天然温泉あぐろの湯にもご入浴頂けます。
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美と
健康 リラク・エステ
施設名

優待内容

気分転館

遊ぶ

中央区旭通5-3-4 アクティブ88 4F
Tel：078-251-1781
http://www.kobe-busicolle.net/kibuntenkan/

マッサージ30分通常2200円のところ、1980円
マッサージ60分通常4400円のところ、3960円
お着替え、
ドリンクサービス

三宮駅すぐ、オーパⅡの目の前、マッサージ・指圧なら気分転館！国家免許を持った施術のプロがあなたのカラダをしっかりと癒し
ます♪お客様の身体の不調にしっかりとコミットする
「総合治療」もおすすめ☆19時まで受付中。

神戸元町 整体 オガサワラ

美と健康

中央区北長狭通3-7-6 サニーハイツ鯉川503
Tel：078-335-5362
https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000171262/

全メニュー10%OFF

＼お客様支持率高サロン／
歴20年のスゴ腕スタッフが不調を徹底的に改善！むくみも解消で見た目もスッキリ♪

サロン アルニカ

乗る

150歳まで長生きできる！？
「開運フェイシャル」
とも呼ばれる、免疫力・ホルモンバランス・自
律神経を強化する現代美容法
中央区中町通3-1-8 ライオンズステーションプラザ神戸311
〔毎月2名様まで特別優待価格〕
（ライフ神戸駅前店より徒歩1分）
Tel：070-5348-5666
お試し：フェイシャルレメディ® 60分13,000円（定価80分20,000円）
https://arnica-kobe.jimdofree.com/
※完全個室・予約制・女性専用プライベートサロン ※一回払い制
LINE公式 : vsz1942j
※定休日 火曜日
（土日祝日営業）
その場しのぎは終わり！予防医学×脳科学×心理学×経絡から生まれた手法が、仕事パフォーマンス・クセ・生活まで変えていきます。

美活整体サロン ユメカナ

泊まる

中央区磯上通8-1-12 大木ビル4F
Tel：078-855-3606
https://bikatsuseitaisalon-yumekana.com/

美活整体サロンユメカナでは、痛みに対しての治療から、予防の為のトレーニングやファスティングそしてリラクゼーション
メニューまでご用意しております。

ビューティートリートメントサロン
Kala Lavan（カラ・ラヴァン）

習う

灘区城内通5-5-10 Vita701
Tel：080-6104-9606
LINE公式：ctl6748m
https://kala-lavan.com/

お肌も生き方と同じ

健診

美と
健康

導入コース
10,500円→5,250円（50％OFF）
炭酸コース
7,500円→3,750円（50％OFF）
国産黄土よもぎ蒸し 約40分 7,000円→3,500円（50％OFF）
※ご予約は、公式LINE又はお電話にて

あなたのお手入れで美しく変わります。

理美容
施設名

amvigor＋（アンヴィゴ・プラス）
垂水区塩屋台1-14-1
Tel：078-751-9003
https://amvigor.theblog.me

暮らし
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ダイエットカウンセリング無料 又は全メニュー500円OFF
※女性専用サロン ※定休日 水曜日
※ご利用の際は事前にご予約をお願いします

優待内容
◦メンズ育毛促進ヘッドスパ（アイブロウサービス） 6,600円 → 4,400円
◦美髪に改善ハイブリットストレートケア
22,000円 →15,400円
◦レディースボリュームアップヘッドスパ
6,600円 → 5,280円

当店の人気メニューと最新ヘア改善技術をご用意しました。髪や頭皮等のお悩みご相談ください。

会員優待ガイドブック

美と
健康

医療機器
施設名

有限会社関西補聴器センター

★最新式補聴器★360°
の音を実感できるオーティコンの補聴器
63万円（両耳）を54万円、42万円（両耳）を36万円など、お値引き致します
※定休日 日曜・休日

遊ぶ

中央区多聞通3-2-9 甲南スカイビル4F
Tel：078-371-4133
https://kobe-busicolle.net/kansai-hochouki/

優待内容

30年のキャリアを持つ補聴器技能士がいる専門店です。

岡本歯科ロコクリニック

オフィスホワイトニング・ホームホワイトニング
22,000円→16,500円
※定休日 水曜日・土曜日

美と健康

東灘区岡本1-8-2 3F西
Tel：078-224-5372
https://okamoto-lokocli.com

阪急岡本駅・JR摂津本山駅から徒歩2分の歯医者です。
ホワイトニングで素敵な笑顔に！
！

施設名

ゴールドジム 神戸元町店
中央区明石町47 ニッケビル4・5Ｆ（受付は5F）
Tel：078-334-3434
https://www.goldsgym.jp/shop/28110

乗る

美と
トネス
健康 フィッ
優待内容
ビジター料金 2,750円 → 1,650円
入会登録料 5,500円 → 無料
営業時間 月～金曜日 7：00～23：00 土曜日 7：00～23：00 日曜日 7：00～21：00
※祝日はその曜日の営業時間となります ※休館日は年末年始、夏期、第3月曜日

100台近いマシンやトレーニング器具が揃い、最高のトレーニング指導が無料で受けられます。

泊まる

スポーツクラブ ルネサンス 神戸
兵庫区駅前通1-2-1 兵庫アルバビル2～5F
Tel：078-574-0909
https://www.s-re.jp/kobe/

ビジター料金

3,000円 → 1,000円

仕事帰りに便利!JR兵庫駅から徒歩1分!法人会員募集中。

明石市松が丘2-2 明舞第二センタービル203
Tel：078-778-9050
http://buddy-training-studio.com/

習う

Buddy Training Studio
（バディ・トレーニング・スタジオ）

パーソナル・トレーニング（60分）
初回体験料 3,300円 → 1,650円（50％オフ）
スタジオ・レッスン（ヨガ・ピラティス・ストレッチなど1レッスン50分）
初回体験料 1,980円 → 990円（50％オフ）
※定休日 月曜日

健診

パーソナル・トレーニングは120種類以上の多彩なメニュー。
スタジオ・レッスンは週15クラス、1クラス5名定員で感染防止も徹底しております。

暮らし
13

乗る レンタカー
施設名

優待内容

アーリーレンタカー

遊ぶ

〔本 店〕 中央区海岸通2-3-15
Tel：078-392-1110
〔板宿店〕 須磨区前池町3-4-1 ビバタウン内
Tel：078-798-5678
http://early1110.com/
http://early1110.net/rental.html

レンタカー（1500cc） ナビ・ETC標準装備
24時間 5,830円
※年中無休（除外期間：年末年始、GW、お盆）

ご自宅などご希望の場所にレンタカーをお届けいたします。

オリックスレンタカー

美と健康

中央区御幸通4-2-20
Tel：078-222-0543
https://www.orac-kansai.co.jp/

基本料金の15％割引（Sクラス以下は5％割引）
※G W（ 4 / 2 5 ～ 5 / 6 ）、夏 休 み 期 間（ 7 / 2 1 ～ 8 / 3 1 ）、年 末 年 始（ 1 2 / 2 7 ～ 1 / ７ ）は
ハイシーズン料金より10％割引（Sクラス以下割引なし）

［優待対象営業所］
◎三宮駅前 078-261-0543 ◎東灘 078-413-0543 ◎尼崎 06-6411-0543 ◎西明石駅前 078-928-0543
◎加古川駅前 079-451-0543 ◎大阪空港 06-6152-8070 ◎姫路 079-282-0543 ◎神戸空港カウンター 0120-29-1543
◎新神戸 078-241-3942

乗る

トヨタレンタリース神戸
兵庫区水木通1-4-8
Tel：0120-81-1515
https://www.r-kobe.jp/

基本料金の20％割引
※駅レンタカー、旅行代理店による貸出及びC1、SP1、W1、T1、軽四車輌 クラス、特別料金
設定車は除く
※トヨタカード及び提携カードの併用はできません

泊まる

［トヨタレンタリース神戸店舗一覧］
◎伊丹北 072-785-0127 ◎JR尼崎駅南口 06-6482-0100 ◎阪神西宮駅前 0798-37-3100 ◎JR摂津本山駅南口 078-452-4560
◎三宮駅前 078-242-5000 ◎新神戸駅前 078-265-0100 ◎ポートライナー中公園駅前 078-306-0500 ◎神戸空港 078-302-0150
◎新開地駅前 078-578-0100 ◎三田駅前 079-563-5000 ◎岡場駅前 078-984-5100 ◎西神南駅前 078-993-0123
◎明石 078-921-0100 ◎JR加古川駅南口 079-427-0100 ◎相生駅前 0791-24-7100 ◎福崎 0790-22-7077
◎JR豊岡駅前 0796-29-3056 ◎JR姫路駅北口 079-287-4100 ◎予約センター 0120-81-1515
「笑顔で出発」
「笑顔で帰着」をサポートさせて頂きます。話題の新型車を是非当社系列店舗でご体感ください。

トヨタレンタリース兵庫

習う

長田区北町2-5
Tel：0120-712-489
https://www.r-hyogo.co.jp/

基本料金の20％割引
※一部除外クラス・車種あり。詳しくは、店舗にお問い合わせください

健診

［トヨタレンタリース兵庫店舗一覧］
◎神戸 078-576-0100 ◎阪神深江駅前 078-441-0100 ◎JR住吉駅前 078-856-0600 ◎JR六甲道駅東 078-822-0100
◎三宮 078-222-0100 ◎神戸空港店 078-302-0600 ◎JR兵庫駅南口 078-651-0700 ◎舞子 078-707-9500
◎名谷駅前 078-796-0100 ◎藤原台 078-982-9100 ◎尼崎 06-6481-0100 ◎あまがさきキューズモール 06-7167-0600
◎JR西宮駅前 0798-32-0100 ◎西宮北口 0798-68-0100 ◎宝塚 0797-85-0100 ◎伊丹 072-785-0100
◎川西能勢口 072-756-2800 ◎西明石駅前 078-927-0100 ◎別府 079-436-0100 ◎三木中央 0794-83-0100
◎JR加古川駅北口 079-457-0100 ◎姫路 079-288-0100 ◎姫路駅前 079-282-0100 ◎太子 079-276-5700
◎豊岡駅西口 0796-24-0100 ◎新三田駅前 079-559-0100 ◎明石駅前 078-912-0600 ◎予約センター（県内）0120-712-489
ビジネス・レジャー・引越と、あらゆるニーズにお応え出来るよう、安心・快適なレンタカーをご用意いたします。

暮らし

乗る シャトル船・クルーズ
施設名

屋形船

赤龍丸

相生市那波南本町8-55
Tel：080-3856-9370（予約受付 9：00～17：00）
http://www.yakatabune-sekiryumaru.com/
Instagram：@yakatabune_sekiryumaru

14

優待内容
通常料金より大人1,000円OFF、小人500円OFF
※前日の17：00までに要予約
※運休日や貸切・イベントなどによりご利用いただけない場合がございます
毎週火曜日・第2・第4水曜日は運休（祝日の場合は運航）

道の駅「あいおい白龍城」を発着点に、瀬戸内相生湾を巡る屋形船です。海抜「0m」からの播磨灘の景色と四季折々のお食事をご堪能ください。

会員優待ガイドブック

施設名

神戸―関空ベイ・シャトル
中央区神戸空港10
Tel：078-304-0033
お問い合わせ・予約センター
（年中無休：9：00～18：00）
https://www.kobe-access.jp/

中央区波止場町7-1
Tel：078-360-0731
早駒運輸㈱
http://www.kobe-seabus.com/

利用料金（乗船運賃） 大人片道 1,880円→ 1,780円
小児片道 940円→ 890円
※年中無休（欠航時は代替バスあり）
※往復割引
大人往復 3,060円→ 2,860円
小児往復 1,530円→ 1,430円
KOBE RESORT CRUISE 「boh boh KOBE号」 乗船料
【60分クルーズ】大人 1,800円 → 1,260円
小人 900円 → 630円
【90分クルーズ】大人 2,200円 → 1,540円
小人 1,100円 → 770円
※運休日は水曜日、ほか不定休
※運航スケジュールは、ホームページをご確認ください
※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
止する場合があります（不定休）。
ご乗船の際は必ずご確認ください

遊ぶ

神戸シーバス

優待内容

神戸ベイクルーズ
中央区波止場町7-1
Tel：078-360-0039
https://www.kobebayc.co.jp/

ご

美と健康

美しい神戸の街並みや東西に広がる六甲山系、壮大な大阪湾を眺め、神戸空港を離発着する飛行機が間近で見られることも。船上
で育てられたハーブを使ったオリジナルドリンクや季節のメニューもお楽しみいただけます。
ざ ふね あ たけまる

◆神戸港内遊覧船「御座船安宅丸」
「ロイヤルプリンセス」
乗船料 大人 1,400円→ 1,000円 小人 700円→ 500円
中高生・シルバー 1,200円→ 1,000円
※2022年4月～ 料金改定

海から見る神戸をぜひお楽しみください。両船ともにwi-fi完備。

中央区東川崎町1-6-1
Tel：078-945-8424
㈱神戸クルーザー
https://kobecruise.com/

乗る

THE KOBE CRUISE コンチェルト

一般価格より大人500円OFF 小人 250円OFF
※要予約（コンチェルト予約センター 10：00～19：00 TEL：078-945-8424）
運休日や貸切・イベントクルーズなどにより、
ご利用いただけない場合がございます

「THE KOBE CRUISE」夕陽と夜景。地上にない、ひととき。

中央区波止場町5-6
Tel：078-945-8424
㈱神戸クルーザー
https://kobecruise.com/

泊まる

THE KOBE CRUISE ルミナス神戸2

一般価格より大人500円OFF 小人 250円OFF
※要予約（ルミナス神戸２予約センター 10：00～19：00 TEL：078-945-8424）
運休日や貸切・イベントクルーズなどにより、
ご利用いただけない場合がございます

日本最大のレストラン船クルーズ。
「THE KOBE CRUISE」
で楽しく美しい、新しいクルーズを。

習う

乗る ケーブルカー・ロープウェイ
施設名

灘区摩耶山町2-2（摩耶ロープウェー星の駅）
Tel：078-861-2998
https://koberope.jp/maya

健診

まやビューライン
（摩耶ケーブル、摩耶ロープウェー）

優待内容
普通運賃（片道）から20％割引
※他の割引との併用不可
※定休日は火曜日
（祝日の場合は翌平日に振替、7/20～8/31除く）
※年次定期検査のため、冬季3週間ほど運休あり
※強風等により運休あり ※コロナ対策として、乗車人数を制限しております

摩耶山の山上と山麓を結ぶケーブルカーとロープウェー。深い森におおわれた摩耶山の自然を身近に楽しめます。山上の摩耶山
掬星台からは神戸から紀伊半島まで見渡せる大パノラマの素晴らしい眺めが圧巻です。

六甲有馬ロープウェー

普通運賃（片道）から20％割引
※他の割引との併用不可
※年中無休（年次定期検査のため冬季3週間ほど運休あり）
※強風等により運休あり ※コロナ対策として、乗車人数を制限しております

暮らし

灘区六甲山町北六甲4512-336（六甲山頂駅）
Tel：078-891-0031
https://koberope.jp/rokko

六甲山頂と有馬温泉を約12分間で結ぶ六甲有馬ロープウェー。空中散歩を楽しみながら、眼下に広がるパノラマを堪能してくださ
い。足元まである大きな窓からは、六甲山の自然をより雄大に、
よりスリリングにお楽しみいただけます。
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泊ま 市内ホテル
る

宿泊：取引先等ご関係の方のご利用も可能です。
宴会：エージェント等を通じた予約・会議のみの場合は対象外。
婚礼：エージェント等を通じた予約は対象外。

施設名

ANAクラウンプラザホテル神戸

遊ぶ

中央区北野町１
Tel：078-291-1121
https://www.anacrowneplaza-kobe.jp/

優待内容
ベストフレキシブルレートより5%割引
※ベストフレキシブルレートとは予約日や滞在の日程によって料金が変動するお得な
宿泊料金です

シングルベストフレキシブルレートより5％割引 シングル¥9,500～

アリストンホテル神戸

美と健康

中央区港島中町6-1
Tel：078-303-5555
https://www.ariston.jp/kobe/

スタンダードツイン
【素泊まり】 ①1室2名利用 5,940円/人（通常 7,900円/人）
		
②1室1名利用 7,480円/人（通常 11,800円/人）
【朝食付き】 ①1室2名利用 7,260円/人（通常 9,100円/人）
		
②1室1名利用 8,800円/人（通常 13,000円/人）
※ご利用の際は、事前にご予約をお願いします
祝祭日は適用外とさせていただく場合がございます

バス・トイレセパレートの広めのツインルームが主体で、ゆったりおくつろぎできます。神戸空港と三宮を結ぶポートアイランド内に
立地しており、
アクセスも良好。兵庫県産食材を使ったこだわり朝食バイキングで兵庫の味をご堪能ください。

乗る

神戸三宮ユニオンホテル
中央区御幸通2-1-10
Tel：078-242-3000
https://www.unionhotel.jp/

当館公式ホームページの会員料金にてご用意させていただきます

三宮駅から徒歩10分。
コンビニ徒歩1分。無料WiFi完備。出張、観光でも気軽に利用できるホテルです。

神戸三宮東急REIホテル

泊まる

中央区雲井通6-1-5
Tel：078-291-0109
https://www.tokyuhotels.co.jp/kobesannomiya-r/

シングル 9,500円 ツイン 16,000円
1泊朝食付お1人様 シングル 11,150円 ツイン 9,650円
（除外時期：年末年始）
※土曜日・休前日はお1人様につき5,500円増

JR三ノ宮駅東改札口から徒歩2分。バスターミナルやコンビニも近く大変便利な立地です。

神戸ポートピアホテル

習う

中央区港島中町6-10-1
〔代表電話〕Tel：078-302-1111
〔宴会/会議〕Tel：078-302-1130
※受付時間
月～金
9:30～18:00
土日祝
10:00～17:00
〔宿泊予約〕Tel：078-302-1122
※受付時間
10:00～18:30
https://www.portopia.co.jp/

健診

	宴会場対応の「スペシャルパーティープラン」を30名様以上でご利用の場合、幹事様へ
5,000円のホテルギフトカードをプレゼント
https://www.portopia.co.jp/convention/plan/special_party/
シングル（1名1室）
9,500円（サービス料込み）
シングルユース（1名1室）
13,000円（サービス料込み）
ツイン（2名1室）
17,000円（サービス料込み）
※朝刊・夕刊サービス（休刊日除く）
※ 休前日は1名に付き4,500円UP
土曜日及び4/29、5/1、5/2、5/5、5/6、5/18～5/20、8/10、11/2～11/4、12/29、12/30
ただし、11/22、2/22、3/20は休前日の割増しなし
※以下特定日は1名に付き8,000円UP
6/16、6/17、7/16、7/17、8/6、8/11～8/13、9/17、9/18、9/23、9/24、10/8、10/9、10/26
～10/28、11/5、11/19、12/3、12/10、12/24、3/18、3/25
※除外期間：5/3、5/4、12/31、1/1、1/2

全746室の大型シティリゾート。市街地・神戸空港へもアクセス便利！三宮へは無料シャトルバスも運行あり。
様々な感染拡大防止に向けた取り組みを全社で実施しており、お客様にとって安全で安心してご利用頂ける環境をご提供致します。

暮らし

神戸ルミナスホテル
兵庫区塚本通6-2-11
Tel：078-511-7700

交通至便。ゆったりくつろげます。
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宿泊料金の10％割引、
レストランの10％割引
料理・飲物5％割引

会員優待ガイドブック

施設名

神戸ルミナスホテル三宮
中央区江戸町92
Tel：078-331-7701

優待内容
宿泊料金の10％割引

JR三ノ宮駅西出口より徒歩6分、旧居留地内にあり、ゆったりとくつろげます。

垂水区東舞子町18-11
宿泊予約センター
Tel：0570-055-510（9:00～18:00）
https://www.maikovilla.co.jp/

遊ぶ

シーサイドホテル舞子ビラ神戸
1泊朝食付 お1人様 8,100円～
除外期間あり
（要問い合わせ）

明石海峡大橋を一望できるリゾートホテルです。

中央区北野町1-1-14
Tel：078-241-2451
https://www.rokkoso.com/

美と健康

ホテル北野プラザ六甲荘

シングル
平日
8,910円→ 6,500円
		
土曜・休前日 11,286円→ 8,500円
ツイン
平日
16,632円→ 12,000円（2名料金）
土曜・休前日		
21,384円→16,000円（2名料金）
（除外期間：GW、お盆、
クリスマス、年末年始等）

神戸観光で人気の北野異人館街に最も近いアットホームなホテル。新幹線新神戸駅や各線三宮駅も徒歩圏内です。

乗る

神戸シティガーデンズホテル
中央区相生町4-7-18
Tel：078-341-2944
https://kobe-citygardens.com/

宿泊料金の10％割引

ホテルサンルートソプラ神戸
正規宿泊料金より10%割引

泊まる

中央区磯辺通1-1-22
Tel：078-222-7500
https://www.sopra-kobe.com/

英国王室御用達の栄誉を受けた「スランバーランド」の32㎝厚ベッドマットレスを直輸入。

神戸元町東急REIホテル

ルームタイプ
ベッド幅
平日
シングル（18㎡）
140cm
8,000円
ツインシングルユース（23㎡） 120cm
9,500円
※朝食付は上記料金にお1人様プラス 1,200円

休前日
16,000円
19,000円

習う

中央区栄町通1-2-35
Tel：078-327-0109
https://www.tokyuhotels.co.jp/kobemotomachi-r/

ビジネスに観光に。お客様のニーズに合わせた使い方をご提案します。
神戸中華街に隣接、
スタイリッシュにデザインされた空間での寛ぎのひと時と上質な眠りをお約束。

ホテルプラザ神戸

	レストラン
		
		

・スマイリーネプチューン
・鉄板焼 潮路
ディナー20％割引 ※6人までの利用に限る

健診

東灘区向洋町中2-9-1
Tel：078-846-5409
https://www.hotelplazakobe.co.jp/

煌めく神戸の景色や雄大な大阪湾をご覧頂けます。

ホテル ラ・スイート神戸
ハーバーランド

	ご結婚式ご成約のお客様1組につき「ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド」ペア
宿泊券1枚プレゼント

暮らし

中央区波止場町7-2
Tel：078-371-1111
https://www.l-s.jp/

	ご宴会ご利用時、音響設備費サービス、乾杯用スパークリングワインお一人様1杯
サービス

※ご成約後にお申し出をされた場合はご優待対象外となります

ビジネスでもプライベートでも、
スモールラグジュアリーホテルだからこそ可能なきめ細やかなおもてなしで、お客様ひとりひとり
の高い満足をお約束します。
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施設名

ラ・スイート神戸
オーシャンズガーデン
中央区新港町1-2
Tel：078-381-7777
https://oceansgarden.jp/

	ご宴会ご利用時、音響設備費サービス、乾杯用スパークリングワインお一人様1杯サービス
	ご結婚式ご成約のお客様1組につき
「神戸みなと温泉 蓮」ペア宿泊券1枚プレゼント
※ご成約後にお申し出をされた場合はご優待対象外となります

遊ぶ

海に囲まれた宴会場とオーシャンフロントのチャペルで、ラ・スイートならではの洗練された極上の「おもてなし」をご提供して
います。

ホテルモントレ神戸
神戸市中央区下山手通2-11-13
Tel：078-392-7111
https://www.hotelmonterey.co.jp/kobe/

正規宿泊料金より15%割引
	レストラン サンミケーレのディナー利用時お会計から10%割引
※お問い合わせの際、
「神戸商工会議所会員優待です」
とお伝えください

美と健康

2020年4月7日OPEN。ビジネスや観光の拠点に最適な好立地。
宿泊者専用のサウナ付温浴施設で1日の疲れを癒すひとときをお過ごしください。

神戸ベイシェラトンホテル＆
タワーズ
東灘区向洋町中2-13
Tel：078-857-7000（代表）
https://www.sheraton-kobe.co.jp/

神戸六甲温泉「濱泉」
ご入浴優待（日帰り）
2,800円→2,000円 ※入湯税含む
営業時間12:30～21:00（最終入場20時） 毎週火曜は16:30～21:00
※年4回の定期メンテナンスあり

乗る

館内・レストラン＆バー 5％割引
※4/29～5/5、8/6～15、12/23～25、12/31～1/3を除く
ご宿泊優待
プリファードデラックスツイン1泊朝食付（2名様1室ご利用時の1名様料金、税サ
込）～新しくリニューアルしたスパ直結フロアで、ゆったりとお寛ぎください。
平日
（日～木）11,000円 （金）11,700円 休前日・祝日13,900円 土曜日16,700円
除外期間：4 /28～5/5、7/16～17、8/6～8/15、9/23～24、10/8～9、11/3、11/23、
12/17～25、12/28～1/3、1/7～8、2/11、2/23、3/18～21
※レストラン＆バーは定休日あり
（不定休） ※温泉は定期メンテナンスによる休業あり

泊まる

泊ま 市外ホテル・リゾート
る

施設名

グランドニッコー淡路

習う

淡路市夢舞台2番地
Tel：0799-74-1112
https://www.awaji.grandnikko.com/

優待内容
宿泊料金の割引（神戸商工会議所会員である旨をご予約時にお伝えください）
【期間 4/1～4/27、5/9～8/5、8/16～9/16、9/26～12/23、1/4～3/31】
一室1名（日～金曜泊）19,000円／（土・休前日泊）23,700円
一室2名（日～金曜泊）11,600円／（土・休前日泊）14,600円
一室3名（日～金曜泊）10,200円／（土・休前日泊）13,200円
※料金は、お一人様1泊・朝食付・サービス料込（ホテル2F「コッコラーレ」でのビュッ
フェ料理）
※ご予約時に「神戸商工会議所会員」
である旨をお伝えください

健診

明石海峡大橋を渡ってすぐ、青い海と豊かな緑に囲まれたグランドニッコー淡路。
リゾート感に満ちた開放的な空間の中、
日常の喧騒を離れて、心ゆくまで上質なひとときをお過ごしください。
※2020年10月より、
「ウェスティンホテル淡路⇒グランドニッコー淡路」
としてリブランド営業

湯村温泉

朝野家

美方郡新温泉町湯1269
Tel：0796-92-1000
http://www.asanoya.co.jp/

暮らし
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優待内容

華道・茶道・香道のおもてなし。

平日宿泊代金10％割引
（除外期間：12/26～1/4、4/29～5/5、8/10～8/15）
※朝刊サービス（休刊日除く）
ラウンジにてウェルカムドリンク
（抹茶）サービス
玉子1人1個（荒湯温泉玉子体験用）サービス

会員優待ガイドブック

施設名

優待内容

スマイルホテル巣鴨
東京都豊島区巣鴨2-4-7
（JR「巣鴨駅」
より徒歩1分）
Tel：03-5567-1001
https://www.kgh.ne.jp/

通常料金 6,200円～14,900円→会員料金 5,000円～6,405円（朝食代別）

東急ホテルズ
〔予約窓口〕東急ホテルズ
フリーダイヤル（0120）21-5489
月～金／9:00～18:00
土日祝・年末年始 休

遊ぶ

全館禁煙です。
契約法人特別料金（変動制）
※インターネット https://www.tokyuhotels.co.jp/biz/
（ホテルホームページ「法人サイトはこちら」からでも入れます）
①ログイン→法人会員番号・パスワードとも
「301500458」を入力
②予約を開始してください

美と健康

【北海道・東北】◎札幌エクセルホテル東急 ◎札幌東急REIホテル ◎裏磐梯グランデコ東急ホテル
【関 東】
◎横浜東急REIホテル ◎横浜ベイホテル東急 ◎東京ベイ東急ホテル ◎川崎キングスカイフロント東急REIホテル
【東 京】
◎ザ・キャピトルホテル東急 ◎赤坂エクセルホテル東急 ◎セルリアンタワー東急ホテル
◎渋谷エクセルホテル東急 ◎渋谷東急REIホテル ◎羽田エクセルホテル東急 ◎東京虎ノ門東急REIホテル
◎二子玉川エクセルホテル東急 ◎吉祥寺東急REIホテル ◎渋谷ストリームエクセルホテル東急
【信越・北陸】 ◎上田東急REIホテル ◎白馬東急ホテル ◎蓼科東急ホテル ◎富山エクセルホテル東急
◎金沢東急ホテル ◎長野東急REIホテル
【東 海】
◎富士山三島東急ホテル ◎伊豆今井浜東急ホテル ◎下田東急ホテル ◎名古屋東急ホテル
【近 畿】
◎京都東急ホテル ◎大阪エクセルホテル東急 ◎大阪東急REIホテル ◎新大阪江坂東急REIホテル
◎ヴィアーレ大阪 ◎ザパークフロントホテルアットユニバーサル・スタジオ・ジャパン ◎神戸三宮東急REIホテル
◎神戸元町東急REIホテル
【中国・四国】 ◎松江エクセルホテル東急 ◎広島東急REIホテル ◎高松東急REIホテル ◎松山東急REIホテル
【九州・沖縄】 ◎博多エクセルホテル東急 ◎博多東急REIホテル ◎熊本東急REIホテル ◎那覇東急REIホテル
◎宮古島東急ホテル＆リゾーツ

乗る

全国の東急ホテルズを特別料金でご利用いただけます。

【首都圏】
海】
西】

【中 国】
【四 国】
【九 州】

インターネット・WEB法人メンバーズサイトよりお申し込みください
神戸商工会議所会員様に特別料金をご案内しております
https://www.hankyu-hotel.com/biz
①WEBサイトから法人会員番号とパスワードを入力してログインしてください
法人会員番号：89841601001 パスワード：3035801
②ご希望のホテルをご予約ください

◎第一ホテル東京 ◎レムプラス銀座 ◎レム日比谷 ◎銀座クレストン ◎レム秋葉原 ◎レム六本木
◎レム東京京橋 ◎ホテル八重の翠東京 ◎第一ホテル東京シーフォート ◎第一ホテル両国 ◎第一イン池袋
◎東京第一ホテル錦（名古屋）
◎ホテルボストンプラザ草津（びわ湖） ◎京都新阪急ホテル ◎天橋立ホテル ◎レム新大阪
◎ホテル阪急インターナショナル ◎大阪新阪急ホテル ◎新阪急ホテルアネックス ◎ホテル阪急レスパイア大阪
◎ホテル阪神大阪 ◎ホテル阪神アネックス大阪 ◎千里阪急ホテル ◎宝塚ホテル ◎レムプラス神戸三宮
◎ロイヤルパークホテル倉敷 ◎ホテル一畑
◎JRホテルクレメント高松 ◎JRホテルクレメント徳島 ◎ザ クラウンパレス新阪急高知
◎レム鹿児島

習う

【東
【関

泊まる

阪急阪神第一ホテルグループ
〔予約窓口〕
https://www.hankyu-hotel.com/biz

健診

阪急阪神第一ホテルグループでは、専用WEBサイトにて、神戸商工会議所会員様に特別料金をご案内しております。
ご旅行やご出張の際にぜひご利用ください。

暮らし
19

泊ま 有馬温泉
る

施設名

有馬グランドホテル

遊ぶ

北区有馬町1304-1
Tel：078-903-5489
https://www.arima-gh.jp/

美と健康

銀水荘別館兆楽
北区有馬町1654-1
Tel：078-904-0666
https://choraku.com/

二泉十浴

一般宿泊料金 5％割引（日曜～木曜日のみ、休前日、年末年始除く）
※休館日は不定期

金泉・銀泉の宿

月光園鴻朧館

乗る

北区有馬町318
Tel：078-903-2255
https://www.gekkoen.co.jp/

和室12帖 1室2名 41,950円／1室3名 32,050円（平日）
		
1室4名 30,950円／1室5名 28,750円（平日）
（諸税込）
※上記料金から10％割引（除外期間：GW、お盆、年末年始、休前日）
※HPより直接申込みの際は、
「会員優待利用」の旨をご記入願います
◎その他、HP内の「ご宿泊プラン」を5％割引で利用可
（日帰りプラン）
ご会食／季節の箱盛り膳（11：30～13：00）4,400円
ご入浴／浴衣貸出有（11：00～15：00）1,725円（通常2,275円）
計6,125円にてご提供（1日限定80食、
ご入浴のみは不可／要予約）
（諸税込）
金曜定休日

泊まる

有馬随一の自然環境の中、有馬の名湯、そして自慢の京会席をご堪能くださいませ。

月光園游月山荘
北区有馬町318
Tel：078-904-0366
https://www.gekkoen.co.jp/

習う

和室8帖（5名の時10帖）
1室2名 26,550円／1室3名 23,250円（平日）
1室4名 22,150円／1室5名 22,150円（平日）
（諸税込）
※上記料金から10％割引（除外期間：GW、お盆、年末年始、休前日）
※HPより直接申込みの際は、
「会員優待利用」の旨をご記入願います
◎その他、HP内の「ご宿泊プラン」を5%割引で利用可

純和風、木の温もりを感じる温泉宿。滝川沿いの源泉かけ流しの露天風呂で癒しのひと時をお過ごしください。

中の坊瑞苑
北区有馬町808
Tel：078-904-0781
https://www.zuien.jp/

一般宿泊料金 10％割引 ※特別ご優待プランは除外
（除外期間：休前日、5/2～5/5、8/11～8/16、12/28～1/5）
※休館日は不定期

健診

12才以下のお子様の入館をご遠慮いただいており、静かにゆっくりとお過ごし頂ける大人の宿となっております。

兵衛向陽閣
北区有馬町1904
Tel：078-904-0501
https://www.hyoe.co.jp/

暮らし

◎日帰りコース（夕食と入浴）
基本利用料金の5％割引（夕食ブッフェ含む）
◎宿泊
基本宿泊料金の10％割引
（除外期間：休前日、GW、お盆、年末年始、その他特別期間）
※年間15日程度の休館日を設けています ※特別プラン等を除きます
※割引は大人のみ

創業700年の歴史と伝統が宿る老舗旅館。有馬随一の趣の異なる三大浴場で、名湯有馬の湯巡り・温泉三昧を存分にお楽しみいた
だけます。

元湯 古泉閣
北区有馬町1455-1
Tel：0120-300-000
http://www.kosenkaku.com/kosenkaku/
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優待内容
お1人様 通常価格
（1泊2食付・サービス料込み、入湯税150円が別途必要です）
1室2名 33,000円
1室3名
28,600円
1室4名 26,400円
1室5名以上 25,300円
※上記料金税抜き額の10％割引 ※小人の割引なし
※DM用商品（格安プラン）は除外
※お部屋は中央館 リニューアル禁煙和室
（除外期間：休前日、11月と12月の金曜日、4/29～5/4、7/17、8/9～8/17、9/18、9/23、
12/28～1/3）

平日宿泊料金は10％割引（特別プランを除く）
（除外期間：GW、お盆、年末年始）
※売店10％割引券プレゼント

会員優待ガイドブック

泊ま 公共の宿
る

施設名

優待内容

新たんば荘

遊ぶ

丹波篠山市郡家451-4
Tel：079-552-3111
http://www.tanbaso.jp/

津名ハイツ
淡路市志筑162
Tel：0799-62-1561
http://tuna-haitu.jp/

赤穂ハイツ

1泊2食付基本料金（飲み物、追加料金は含まない）の5％割引
但し、1泊2食11,000円未満については、基本料金の3％割引
※各施設における特別企画商品は対象外

美と健康

赤穂市尾崎向山2470-64
Tel：0791-48-8935
https://ako-haitu.jp/

いこいの村はりま
加西市笹倉町823-1
Tel：0790-44-1750
http://www.ikoinomura-harima.jp/

六甲保養荘

乗る

西宮市越水社家郷山1-95
Tel：0798-73-1351
http://www.rokko-hoyoso.jp/

兵庫県内5ヶ所に施設があり、兵庫県内の四季折々の観光に最適です。

施設名

カルチャー&音楽教室
カレッジ神戸

優待内容
入会金 5,500円→ 1,100円
阪急六甲キャンパス
HATキャンパス
さくらザール
藤原台キャンパス

灘区宮山町3-1-23 ロータス阪急六甲2F
灘区摩耶海岸通2-3-13-102
西宮市甲東園1-4-4 山岸ビル1F
北区藤原台中町1-2-2 エコール・リラ4F

習う

Tel：078-802-1799（共通）
https://college-kobe.com/

泊まる

習う 音楽・カルチャー

音楽、書道、そろばんなど楽しいことがカレッジ神戸に満載です!まずはお問い合わせを!

六甲道ミュージックスクール
入会金 無料（通常3,300円）
※定休日 月曜日

健診

灘区森後町2-1-9
グランディアみなと神戸六甲館5F
Tel：078-855-6758
https://rokkomichi-music.com/

六甲道ミュージックスクールは音楽をやりたい人を応援します。私達と一緒に音楽を楽しみましょう。

TAIKO-LAB 神戸

体験レッスン 通常 1,000円→無料
入会金
通常 11,000円→無料
※体験レッスンは、お一人様一回限りとさせて頂きます
ご利用の際は、事前にご予約をお願いします

暮らし

Tel：0120-315-331
中央区三宮町1-8-1 さんプラザビルB1F 22
https://www.taikolab-kobe.jp/

和太鼓は健康によく、
ストレス発散にもなりますので是非一度体験してみてください。
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施設名

学園都市カルチャーセンター
西区学園西町1-5 キャンパスクエア東館2F
Tel：078-792-6161
https://gakuentoshicc.wixsite.com/gakuentoshi

優待内容
入学金 5,500円→無料
※日曜日午後は休館、
日曜日午前は月3回営業しています

こども教室、バレエ、
ダンス、健康、書道、絵画、実用、工芸、手芸、音楽、華道、
フラワーなど80余りの講座があります。
あなたにあった講座がきっと見つかります。

遊ぶ

紅茶専門店・紅茶教室
ラクシュミー
中央区中山手通2-4-8
Tel：078-391-8841
https://www.lakshimi.jp/

極上はちみつシリーズ（極上はちみつ紅茶、極上はちみつ入りカモミールティー、極上はち
みつ入りミントティー各1パック）のアソートセットをプレゼント

はちみつの甘さと香りを楽しむことができます。皆様のティータイムにぜひご利用ください。

美と健康

Monjoie（モンジョア）
北区鈴蘭台東町5-4-27
Tel：070-8423-2435
https://www.monjoie-kobe.com/

◦オーダーメイドメディカルハーブティー４週間コース
13,200円⇒10,000円
33,000円⇒27,000円
◦オーダーメイドメディカルハーブティー12週間コース
◦カフェミナージュ®フリーレッスン
2,750円⇒2,200円（材料費別途）
※定休日：土・日・祝
※女性専用サロン・完全予約制・オーダーメイドメディカルハーブティーはオンラインカウ
ンセリング可

乗る

ヨーロッパで古くから使用されるメディカルハーブを、健康や美容などのお悩みに合わせて厳選した上質なハーブを使用して、オー
ダーメイドで調合いたします。針も糸も使わない神戸生まれのクラフト、カフェミナージュ®でお気に入りを作る楽しさをご体験くだ
さい。

泊まる

習う 語学・資格
施設名

ことばのちから
イングリッシュスクール

習う

〔舞多聞教室〕神戸市垂水区舞多聞西2-5-7
〔鷹 取 教 室〕神戸市長田区長楽町5-1-10
〔オンライン教室〕
ご自宅で
Tel：078-202-6911
https://www.cotoba.co.jp/

優待内容
◦体験レッスン1回分無料（幼児～大人まで）
◦入学していただくと、入学金通常15,000円→全額免除 レッスン2回分プレゼント！
TOEIC・英検など資格試験対策にも丁寧に対応！ 社会人の方、いちから英語をやりなおし
ませんか？中学生から習う英語をいちから丁寧に指導します。英検合格者数、年々増えて
います
個別指導を基本として無理なく語学習得できるようにサポートします。向上心（やる気）を
引き出せるようにサポートします。生徒と一緒に楽しくレッスンすることを目標にしており
ます
※定休日 日曜祝日

英語を楽しく学ぼう！個別指導で英語を一から勉強しませんか？

資格の学校ＴＡＣ

健診

〔神戸校〕
中央区御幸通6-1-10 オリックス神戸三宮ビル2F
Tel：078-241-4895
https://www.tac-school.co.jp/

入 会 金 無料（通常10,000円）
受 講 料 10%割引（一部対象外のコース有）
対 象 講 座 簿記検定・税理士・宅建士・社労士・FP など
※お問合わせ・お申込みは、神戸校の他、下記の関西3校でお願いします
梅田校 Tel：06-6371-5781

暮らし
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なんば校 Tel：06-6211-1422

京都校 Tel：075-351-1122

※全国のTAC施設及び通信（DVD・Web通信）等ご利用いただけます。各校の所在地等の詳
細はホームページにてご確認ください
※講座申込時には、優待利用券をご提出願います
※受付営業時間（月~金 12：00~19：00、土・日・祝 9：00~17：00）
社会人・学生のための資格の総合スクールです。選べる学習メディア
（通学・通信）
と充実のサポート体制!
まずは資料をご請求ください。

会員優待ガイドブック

施設名

優待内容

西神戸マイコン株式会社
パソコン教室

パソコン家庭教師（事前にご予約いただいた日時にお客様の会社・お店・ご自宅に講師が訪
問いたします）
神戸市内（2時間） 11,000円（通常13,200円）
まずはお電話ください！

兵庫区中道通3-4-3
Tel：078-515-2468
http://www.nishikobe.co.jp/

パソコン教室 アビバ
Tel：0120-333-336
（平日 9:00～21:00 土日祝 9:00～17：00）
https://www.aviva.co.jp/

遊ぶ

他人を気にせずに、お客様のペースで、知りたい内容だけに絞り込み、効率よく学習することができます。
入学金 22,000円→無料
授業料 10％割引（一部コース及び教材費を除く）
※各校の所在地等、詳細はホームページにてご確認ください
三ノ宮校、明石校、尼崎つかしん校、西宮北口校、川西校、梅田校、ピオレ姫路校

美と健康

働き方改革が求められる昨今、組織としての業務効率だけではなく、労働者ひとり一人にも業務効率化が求められています。その中
でパソコンを使った業務の効率化は、最も身近で効果のある対策です。年間数百社の企業研修に関わっているアビバだからこそ提
供できるノウハウにより、あなたの作業効率を改善してみてはいかがでしょうか。

RTA指定スクール アルニカ

乗る

中央区中町通3-1-8
ライオンズステーションプラザ神戸311
（ライフ神戸駅前店より徒歩1分）
Tel：070-5348-5666
https://arnica-kobe.com/

【一日資格講座（修了証付）受講の方】補習1時間（5,000円）分無料
◆1日資格講座 1講座 約3時間30分 17,000円
①ヘッドスパ ②英国式リフレクソロジー（フットマッサージ）
③赤ちゃんスキンケア ③ベビーマッサージ
お1人様から開講可
※定休日 火曜日
（土日祝日営業）

家庭でできる免疫力アップ、
アトピー予防。わかりやすく実践しやすい。

施設名

泊まる

習う 自動車教習所
優待内容

北須磨ドライビングスクール
須磨区車字梨川750
Tel：078-741-6161
https://www.kitasuma.jp/

本校

垂水区青山台5-4-3
Tel：078-751-1221
https://www.jamesyama-ds.co.jp/jds/

ジェームス山自動車学院 学園都市校

習う

ジェームス山自動車学院

普通科・大型二輪・普通二輪科とも教科書無料提供、適性検査サービス

教科書無料提供

西区学園東町8-1
Tel：078-792-0008
https://www.j-gakuentoshi.com/jds/

健診

TDS 土山自動車学院
加古郡稲美町六分一1181
Tel：0794-92-1307
http://www.tsuchiyama-cs.com/

SDS 西神自動車学院
西区玉津町高津橋字池尻11-1
Tel：078-918-3016
http://www.seishin-cs.com/

「教科書無料提供」普通及び二輪
（安心パック無料）※二輪は年齢制限あり

暮らし

PiDS ポートアイランドドライビングスクール
中央区港島1-1-6
Tel：078-304-5008
http://pids.jp/

ポートアイランドドライビングスクールはJR三ノ宮駅から7分・1時間に2本の無料スクールバスを運航。通学に便利・帰りは各方面
のスクールバスをご利用いただけます。合宿も全て個室・ご利用は各学院へお問い合わせください。

23

健診 人間ドック・健康管理サポート
施設名

一般財団法人京都工場保健会
神戸健診クリニック

遊ぶ

神戸市中央区元町通2-8-14 オルタンシアビル
（JR元町駅徒歩3分）
Tel：0120-292-430（予約専用）
※土曜開催日あり
（月2回）
※完全予約制
https://www.kobekenshin.jp/

優待内容
◎半日ドック
（昼食付） 42,900円→ 38,610円
〈オリジナル検査〉
◦前立腺がんの指標として50歳以上男性にPSA検査
◦胃部検査はX線検査あるいは内視鏡検査（受診者負担が少ない鼻からカメラを挿入するタイプ）を
選択 ※内視鏡検査の場合、別途6,600円頂戴いたします。
〈オプショナル検査（別料金）〉半日ドックと同時に受診
◦乳がん検査（マンモグラフィ法、超音波法）
・子宮がん検査・骨粗鬆症検査

◎肺がん検査（マルチCT） 11,000円→ 8,800円
◎半日デラックスドック
（昼食付） 60,720円→ 54,648円

美と健康

〈オリジナル検査〉
◦半日ドックにがん検診を一層充実させました。短時間でさらに充実させた検査内容でお忙しい方に
お勧めです
◦腫瘍マーカー（5種）、ピロリ菌検査、C型肝炎検査、マルチスライスCT検査
◦胃部検査はX線検査あるいは内視鏡検査（受診者負担が少ない鼻からカメラを挿入するタイプ）を
選択
〈オプショナル検査（別料金）〉半日ドックと同時に受診
◦乳がん検査（マンモグラフィ法、超音波法）
・子宮がん検査・骨粗鬆症検査

◎スペシャルドック
（昼食付） 81,180円→ 73,062円

乗る

〈オリジナル検査〉
◦半日ドックにがん検診を一層充実させ、
さらに循環器系の検査を加えました
◦腫瘍マーカー（5種）、ピロリ菌検査、C型肝炎検査、マルチスライスCT検査、血管ドック、心臓超音波、
骨密度検査
◦胃部検査はX線検査あるいは内視鏡検査（受診者負担が少ない鼻からカメラを挿入するタイプ）を
選択
〈オプショナル検査（別料金）〉
ドックと同時に受診
◦乳がん検査（マンモグラフィ法、超音波法）
・子宮がん検査

男女別の人間ドックフロアでご受診頂けます。全ての婦人科検査を女性の医師・技師が担当いたします。

泊まる

医療法人社団
朝日ビル中院クリニック
中央区浪花町59 朝日ビル内
Tel：078-321-5588
https://www.nakanoin.or.jp/

習う

一般財団法人近畿健康管理センター
KKCウエルネス神戸健診クリニック
中央区磯上通8-3-5 明治安田生命神戸ビル12F
Tel：050-3541-2264（受付時間：平日9時～16時）
※完全予約制
https://www.zai-kkc.or.jp/

人間ドックの割引（1月～5月）
（神戸商工会議所会員である旨をご予約時にお伝えください）
◎人間ドック 42,570円→ 37,570円
◦1～5月まで期間限定（休：土曜・日曜・祝日・年末年始）
◦胃 検査は「Ｘ線（バリウム）検査」または「内視鏡（カメラ）検査（追加料金4,400円）」を選択可
［内視鏡（カメラ）検査は経口または経鼻を選択可］
※別 料金・オプション検査として、腫瘍マーカー、乳がん検査、CT撮影等が同時受診できます

◎半日人間ドック
（昼食付） 41,965円→ 37,700円
※胃部検査はX線検査（バリウム検査のみ）
〈オプション検査（半日人間ドックと同時実施）〉
◦乳 がん検査（マンモグラフィ・超音波）
・子宮がん検査・胸部X線CT検査、動脈硬化検査・骨粗
鬆症検査
※料金・検査内容の詳細は直接お問合せください

◎定休日：土・日・祝日
（不定期で土曜開催あり）

健診

三ノ宮駅より徒歩5分。女性専用日・専用ゾーン、神戸の街並みに溶け込む空間をご用意しております。

医療法人社団顕鐘会
神戸百年記念病院
兵庫区御崎町1-9-1
Tel：078-652-4163
http://www.kobe-century-mh.or.jp

◎ドック基本コース
半日ドック 一般料金41,800円→優待価格36,800円
◦胃部検査はX線（バリウム）検査のみ

1日ドック

一般料金49,500円→優待価格39,500円

2日ドック

一般料金70,400円→優待価格60,400円

★ランチサービス付き
◦胃部検査は「X線（バリウム）検査」又は「内視鏡（カメラは経口・経鼻を選択可）検査」

暮らし

★神戸メリケンパークオリエンタルホテル宿泊・夕食付き
◦胃部検査は「X線（バリウム）検査」又は「内視鏡（カメラは経口・経鼻を選択可）検査」
※内視鏡検査が経口カメラの場合に別途料金で安定剤（苦痛の少ない鎮静剤）の使用も可能
※内視鏡の経鼻カメラ・安定剤は予約枠に限りがありますので、予約時にご確認ください
※オプション検査（別途料金）
で乳がん検査・脳MRI検査・肺がん検査・腫瘍マーカー等、多種ございます
※土・日・祝 年末年始休
※当優待割引の適用は、初回ご利用の方限定とさせていただきます
※企業健保様でのご利用は対象外です
※ご予約の際は、
「神戸商工会議所会員優待での申し込みです」
とお伝えください

当院の人間ドックは質の高い医療技術と診断を快適に受けて頂ける医療体制を整えております。
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会員優待ガイドブック

施設名

医療法人社団菫会
伊川谷病院 総合健康管理センター
西区池上2-4-2
Tel：078-974-1117
https://ikawadani.jp/kensa/

優待内容
日帰り人間ドックコース
男性料金 41,800円→ 37,620円
女性料金 50,050円→ 45,045円
※定休日は男性が日曜・祝日、女性が日曜・祝日
※受診希望日の10日前までに要予約

公益財団法人兵庫県健康財団
保健検診センター
兵庫区荒田町2-1-12
Tel：078-579-3400
https://kenkozaidan.or.jp/

エグゼクティブレディース 85,800円
2日ドックレディース
72,600円
プライマリーレディース
ベーシックドック

39,600円
28,600円

美と健康

各コース5％割引
◎宿泊ドック
（ホテル泊）
エグゼクティブメンズ 79,200円
2日ドックメンズ
67,100円
◎1日ドック
プライマリーメンズ
37,400円
パーソナルドック
35,860円
※定休日 土日祝

遊ぶ

当センターは、
日本人間ドック学会が定める
「人間ドック健診施設機能評価認定施設」
となりました。丁寧な案内と接遇で安心して検
査を受診していただけます。新型コロナ感染対策は、関連8団体による
「感染症対策合同指針」を遵守しています。

無料駐車場完備。口腔健診をはじめ、オプション検査も充実。完全予約制でお待たせしません。

灘区岩屋北町1-8-1
（JR摩耶駅南口出口から徒歩3分）
（阪神西灘駅から徒歩5分）
（阪急王子公園駅から徒歩10分）
Tel：078-855-2730
https://hyogo-yobouigaku.or.jp/

◎プレミアムドック
（軽食サービス券付） 57,860円→ 52,360円
◦通常の人間ドックに、胸部CT検査・骨量測定を追加したコースです
◎レディースドック
（軽食サービス券付） 54,560円→ 50,160円
◦通常の人間ドックに、子宮頸がん・乳がん（視触診・マンモグラフィ・乳房超音波）検診
を追加した女性専用コースです
◎肺ドック 18,700円→ 16,500円
◦喫煙指数400以上の方や血縁者に肺がんのいる方などにお勧めしているコースです
◎循環器ドック 23,100円→ 20,900円
◦頸動脈エコーや心臓エコーで動脈硬化などによる循環器疾患を予防するコースです
☆プレミアムドック・レディースドックの胃部X線を内視鏡に変更時は、
別途3,300円必要です
※ご予約・お問い合せ
平日8時30分～17時（土日・祝祭日・年末年始除く） 完全予約制
受診者専用駐車場有（無料）

乗る

公益財団法人兵庫県予防医学協会
健診センター

泊まる

JR・阪神・阪急の3路線からアクセス可能！ゆったりとした健診フロアでスムーズな健診のご案内を心掛けています。

兵庫区駅南通5-1-2-300
（JR兵庫駅南へ徒歩1分）
Tel：078-652-5207
https://hyogo-yobouigaku.or.jp/lifeplaza/

◎プレミアムドック
（軽食サービス券付） 65,780円→ 60,280円
◦通常の人間ドックに、頭部MR検査を追加したコースです
◎レディースドック
（軽食サービス券付） 54,560円→ 50,160円
◦通常の人間ドックに、子宮頸がん・乳がん（視触診・マンモグラフィ・乳房超音波）検診
を追加した女性専用コースです
☆プレミアムドック・レディースドックの胃部X線を内視鏡に変更時は、
別途3,300円必要です
※ご予約・お問い合せ
平日8時40分～17時（月曜日・祝日・年末年始除く） 完全予約制
駐車場有（有料／ドック受診者には割引券あり）

習う

公益財団法人兵庫県予防医学協会
健康ライフプラザ 健診センター

健診

駅前で交通至便!最新の検査機器を用いて、専門スタッフが丁寧に健診を行います。

ホテルオークラ神戸クリニック
中央区波止場町2-1 ホテルオークラ神戸7F
Tel：078-335-2410
https://okurakobe-clinic.jp/

暮らし

◎年に1回のおすすめ検査
【半日人間ドック】51,800円→ 49,210円
◦標準的な人間ドックの内容で、所要時間は3～4時間程度
◦検査後はホテルレストラン（和洋中から選択）にてランチをご用意
【1泊2日人間ドック】79,300円→ 75,335円
◦半日ドックに糖負荷検査が付き、2日にかけてゆったりと受診できます
◦1日目終了後はホテルレストラン（和洋中から選択）にてディナーをご用意
※土曜日午後・日曜・祝日 休診
※ホテル駐車場利用可、無料シャトルバスあり
（ミント神戸発）
※各種クレジットカード利用可

10月以降は非常に混み合いますので、4～9月をオススメします。
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施設名

サニーピアクリニック
中央区波止場町3-12
Tel：078-331-6141
https://www.sunny-pier.or.jp/clinic/

優待内容
半日ドック 45,320円→ 40,700円
月曜日～金曜日の午前中（所要時間3～4時間）
検査終了後、担当医師から検査結果をご説明します。血液検査等の一部の結果は後日郵送
します

胃カメラは、麻酔を使い楽に検査を受けることができます。

遊ぶ

医療法人社団王子会
王子会 神戸循環器クリニック
中央区楠町6-11-5
Tel：078-367-7222
http://ojikai.or.jp/kcc/

美と健康
乗る

◎人間ドック料金割引
各コースとも検査終了当日に3D画像を用い説明を行いますので、お忙しい方にも安心して
お帰りいただけます
平日はもとより、土曜日・日曜日の午前・午後とも受診枠を設けております
※予約の際には神戸商工会議所会員である旨をお伝えください
【脳ドック】一般料金 42,900円→ 42,120円
脳の健康状態をチェックし、脳血管と頸動脈を高性能MRIと超音波で検査します
【心筋梗塞予防ドック】一般料金 33,000円→ 32,400円
心臓の血管をチェックするコースです
心筋梗塞のリスク評価に大変有用なコースです
【心臓ドック】一般料金 66,000円→ 64,800円
心臓病や動脈硬化を最新機器で調べるコースです
造影剤・放射線被ばくのないMRIによる検査です
【心臓脳血管ドック】一般料金 106,700円→ 104,760円
最新の心臓ドックと脳ドックを同時に行うコースです
各々単独に比べてお得で、お忙しい方にお勧めします
☆脳ドックオプション：早期アルツハイマー型認知症診断支援（VSRAD+長谷川式スケー
ル）50歳以上の方のみ 4,400円

放射線被ばくがなく、造影剤を使わないMRIを中心に心臓と脳を詳細に調べるドックです。
脳ドック学会認定施設。神戸市唯一の4Dエコー使用。

泊まる

社会医療法人神鋼記念会
新神戸ドック健診クリニック
中央区熊内町7-6-1 ジークレフ新神戸タワー2F
Tel：078-261-6736
https://shinkobedock.jp/

◎1日ドック
（基本コース）
48,400円→ 43,560円 ※注1（昼食付）
◎1日ドック
（スピーディーコース） 45,100円→ 40,590円 ※注1（昼食付）
◎2日ドック
（基本コース）
73,700円→ 66,330円 ※注1（夕食・昼食付）
※注1 胃カメラでの組織検査は別料金

胃カメラ検査を除き、女性専用のエリアを設けて導線も男女別としています。女性スタッフ、医師の対応で男女ともに気遣いなく
受診いただけます。
人間ドック受診後は、健診外来を通じて、アフターフォローを実施しています。健康管理のご相談も含めてご利用ください。

習う

新神戸ドック健診クリニックの人間ドックへようこそ!!
【特徴】
●胃の標準検査は「内視鏡検査」
で、経口・経鼻をご希望で選択いただけます。
また、大腸内視鏡検査も同日に受診可能です。

健診

●全て女性スタッフで、優しく、明るくサポートさせて頂いています。
●ドック受診後に、採血による再検査・投薬治療が必要になった場合は、当ク
リニックにて
「健診外来」を保険診療でご受診頂けます。
また、精密検査が必
要な場合は、神鋼記念病院をご紹介いたします。

神戸商工会議所の会員事業所様向けに、上記の通りに優待サービスを実施しております。

暮らし
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暮らコワーキング
し

施設名

fabbit（ファビット） 神戸三宮

OneDay（ドロップイン）利用：通常1,650円→ 1,100円/回（9：00-18：00）
※定休日 土日祝、お盆、年末年始
その他、HPにてフリー席・One day利用不可日をご確認願います

遊ぶ

中央区八幡通4-2-12 カサベラFRⅡビル10F
Tel：078-241-3321
https://fabbit.co.jp/facility/kobesannomiya/

優待内容

当施設はドロップインにも対応しており、三宮駅より地下道直結で天候に左右されず快適にお越し頂けます。

長田区二葉町2-5-10
（市営地下鉄「駒ヶ林」から徒歩4分）
Tel：090-5654-0298
LINE ID：40894czubc
https://machiake.jp/

神戸市内で7つのシェアハウス運営している株式会社マチアケです。シェアハウス併設のコ
ワーキングスペースのご利用に関し、会員様限定で優待をご用意いたしました
①シェアハウス ◦ご入居時にかかる初期費用3万円→ 2万円
②コワーキングスペース・レンタルオフィス
◦月極会員様：初月利用料半額
（利用料はプランによって異なりますのでお問合せください）
③すずらんエクセルビルにおいて一般賃貸の入居やテナント出店を募集しております（80
㎡～160㎡）
◦ご成約の際に、初期事務手数料1万円引き

美と健康

・I nternational Sharehouse
Letus
・Sobani Omusubi
助太刀コワーキング

乗る

【VISTA】神戸市兵庫区山王町1-5-12（市バス「石井橋」から徒歩5分） 【Sopra】神戸市長田区五位ノ池町4-9-16（市営地下鉄「板宿」から
徒歩12分） 【Luce】神戸市兵庫区氷室町2-16-16（市バス「夢野町3丁目」から徒歩4分） 【Citrus】神戸市長田区長田天神町1-7-1（神鉄
「長田」から徒歩4分） 【Lemon】神戸市長田区天神町1-6-11(神鉄「長田」から徒歩4分) 【Marche／Sobani Omusubi 助太刀コワー
キング】神戸市長田区二葉町2-5-10（市営地下鉄「駒ヶ林」から徒歩4分）【Harvest／すずらんエクセル】神戸市北区鈴蘭台南町6-12-48
（神鉄「鈴蘭台」から徒歩2分
弊社シェアハウスは、管理人が各ハウス1名常駐することで安心・快適、そして暖かみのあるシェアハウスを目指しています。
また、
コ
ワーキングについては、各種ブースや個室はもちろん、
レンタルスペースやキッズスペースもご用意しております。デザイナーにより
フルリノベーションしたこだわりの空間です。

泊まる

暮ら 引越
し

施設名

日本通運神戸支店

習う

中央区浜辺通4-1-21
Tel：0120-154-022
https://www.nittsu.co.jp/hikkoshi/

優待内容
◎「一般引越し」をご成約された方 基本料金を10％以上割引
◎「単身パックS・L」をご成約された方 1基あたり1,000円引き 複数割引重複適用不可
※3/14～4/15の期間の作業は除きます ※基本料金とは、作業員料・資材料を指します
※見積無料 ※単身パック当日便は、割引対象外

引っ越しが終わったその瞬間を笑顔で迎えていただくために、私たちは日々努力いたします。

引越のブレックス

健診

長田区二番町4-7-2
Tel：0120-06-1954
https://www.blex.co.jp/

◎引越料金 平日30％割引 土日祝20％割引（3/20～4/5除く）
◎引越資材プレゼント
（ダンボール50枚、
ガムテープ2本、布団袋）
◎ハンガーBOX・ベッドマットカバー無料リース、
ダンボール回収無料
◎一般貨物運送保険加入済（無料）、対物保険加入済（無料）
◎リモート見積対応可能（Zoom, Google Meet）

神戸の街で約85年の伝統を誇る私たちは、地域、人を愛し続けています。

大阪府堺市堺区石津北町56
Tel：0120-968-248

引越基本料金（運賃+人件費）から20%割引
※ただし3/15～4/15の期間は対象外
※法人のお客様やオフィスのお引越し等も対象となります
◆いわて純情米ひとめぼれ1kgプレゼント
（訪問見積のお客様対象）
◆ダンボールやガムテープなどの資材を最大で23,800円分サービス
※必ず左記の「割引専用フリーダイヤル」にお問い合わせください
※お問い合わせの際、
「神戸商工会議所会員優待です」
とお伝えください

暮らし

株式会社サカイ引越センター
関西法人部

※年末年始休

まごころこめておつきあい」をモットーに、引越し一筋。
高品質なサービスをお届けしております。
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暮ら 定期便
し

施設名

フェリシモ しあわせ定期便

遊ぶ

中央区新港町7-1 ㈱フェリシモ
Tel. 0120-924-213
https://www.felissimo.co.jp/s/kobe_sk/

優待内容
フェリシモのネット通販「しあわせ定期便」
初回申し込み10％OFF ＋ 最新カタログプレゼント
※インターネットからのご注文のみ対象となり、優待適用にはWebご注文画面で案内コー
ドの入力が必要です。左記URLより詳細をご確認ください
※恐れ入りますが、既にフェリシモ定期便を継続中の方は対象外となります

フェリシモが提案する
「しあわせ定期便」は、
ファッションや生活雑貨等の商品を毎月お届けする継続型通販です。
続けるにつれて、少しずつあこがれの暮らしやファッションに近づくお買い物をぜひご体験ください。

美と健康

フェリシモワイン醸造所
f winery（エフワイナリー）
中央区新港町7-1 Stage Felissimo2F
Tel. 078-332-2468
https://www.felissimo.co.jp/s/fwinery/2/
Instagram：@felissimo_fwinery

f wineryのワインを楽しむ「年間パートナー」年会費 55,000円 → 44,000円
標準コース：年間12本ワインお届け＋無料マリアージュセット※12回分 など
そのほかのコース・特典の詳細・お申し込みは左記の専用URLをご覧ください（専用URLか
らのお申込みで優待適用となります）
f wineryでは⽇本各地、
ときに海外からブドウを購⼊することで季節を問わず年間10種類
以上を数量限定で醸造。お届けする12本のユニークなワインをどうぞお楽しみください

いろいろなアイデアを盛り込み実験的にワイン作りをしています。
年間パートナーとして、
ともにワインをつくり、
ともにワインを楽しみましょう！

乗る

暮ら ブライダル
し

施設名

結婚相談所
神戸旧居留地ブライダルサロン

泊まる

中央区播磨町49 神戸旧居留地平和ビル8F
Tel：078-334-7889
http://www.kobebridal.jp/

優待内容
◎入会初月の月会費 最大 16,500円→ 無料
◎入会金0円プランもあります
◎システム無料体験受付中
※ご来店の際はご予約をお願いします

ご自宅やスマートフォンからもご利用（マッチング）いただけます。

結婚相談所
株式会社婚礼センター

習う

中央区琴ノ緒町5-7-20 明花ビル6A
Tel：078-251-3677
※受付時間：11：00～18：00
（火/木曜定休）
https://konreicenter.com

結婚相談所を大阪・神戸でお探しの方は、神戸三宮駅よりすぐ、近畿で評判の「株式会社婚
礼センター」
までご相談ください。理想の出会いを実現します
◎入会金 33,000円→0円（無料）
◎月会費 13,750円→0円（初月無料）
※会員としての無料体験－相談初日に体験し確認していただけます
※初回ご相談 無料（約2時間）
・要予約（遠慮なくご質問ください）

1978年、世話好きの仲人48名で創業以来、3,400人以上の成婚をまとめて参りました。責任をもってお世話するため、ご本人
のお人柄を深く理解し、強い信頼関係を作ることから始めます。お見合いにも原則15分ほど同席します。現在結婚情報協会
(全国組織)5社に加盟し、全登録会員数は22万7千名です。

健診

暮ら 法律
し

施設名

六甲法律事務所
（弁護士 松田昌明）

暮らし

中央区明石町48 神戸ダイヤモンドビル8F
Tel：078-391-4848
https://www.kobengoshi.com

優待内容
①法律相談：通常30分5,500円→初回1時間まで無料
②契約書等書面のリーガルチェック：通常1件20,000円〜→1件0円
③法律顧問：通常月額33,000円→初月のみ月額11,000円
※1個人・1事業者につき、①〜③いずれか1つ利用OK ※定休日 土日祝
以下のようなことでお悩みの場合など、お問い合わせください
【企業や事業者の方】契約書リーガルチェック、利用規約等の作成、債権回収、労務問題、オ
ンライン研修など
【個人の方】遺言書・相続、交通事故、労務問題、不動産関係など

コロナ禍で、苦境に立たされている方や、
この機会に新しいビジネスモデルで新事業にチャレンジをしようとしている方など、
それぞれの立場に寄り添いながら、プロフェッショナルとして、お力になれたら幸いです。
私の経歴や想いなどは、HP（「神戸 弁護士」で検索）をご覧ください。
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暮ら 生活支援
し

施設名

有限会社まいらいふ

企業様、従業員様向けに、介護に関する出張セミナーを開催いたします
◇『三方良しの「STOP 介護離職」セミナー』等の依頼回数分の「介護無料相談券」をプレ
ゼント
※御社へ講師が出向く出張形式で開催できます。セミナー料金については、打ち合わせの
うえ、お見積りさせていただきます。
まずは、お問い合わせを。
『神戸商工会議所優待ガイ
ドを見た』
とお知らせください
※定休日 土・日曜日

遊ぶ

〔居宅介護支援〕
まいらいふ介護支援センター
〔訪問介護〕
まいらいふ兵庫
兵庫区下祇園町1-13 グローバルハイツ1F
Tel：078-366-4484
http://k-mylife.com
E-mail：mylife4464@gmail.com

優待内容

在宅介護・介護関連セミナー・介護顧問等を行っています。
社員の介護離職は突然きます。優秀な人材の流出を防ぐために、福利厚生に介護顧問の導入を。

東京都千代田区神田駿河台2-9
Tel：0120-212-295
https://www.nichiiweb.jp/kaji/

美と健康

株式会社ニチイ学館
Nichii Life（ニチイライフ）

乗る

～Nichii Life（ニチイライフ）ニチイの家事・育児・自費介護サービス～
ニチイライフ
（ニチイの家事・育児・自費介護サービス）を契約法人の特別優待価格で提供
します
サービス内容：お掃除代行サービス、お手伝いサービス、お片づけサービス、長期留守宅管
理サービス、産前産後サービス等
■デビュープラン（1住所1回限りのお試しプラン）
90分 3,980円 スタッフ1名
■スポットプラン（1回から利用できるプラン）
料金から5％オフ
（Aエリア
〔兵庫県〕通常1回60分 5,830円）
※優待対象者：会員企業従業員様及びそのご家族（第二親等まで）
※申込時には、法人名（神戸商工会議所）及び法人ID（0412）を必ずお伝えください
※〔受付時間〕年中無休・24時間対応

お客様のライフスタイルに応じて自由に組み合わせられるオーダーメイドのサービスです。お客様にゆとり、快適、安心をお届けし
ます。

東京都千代田区神田駿河台2-9
Tel：0120-32-2017
https://www.sunnymaid.jp/

泊まる

株式会社ニチイ学館
サニーメイドサービス

習う

～フィリピン人スタッフが2名1組で提供するワンランク上の家事代行サービス～
サニーメイドサービス（家事代行サービス）を特別優待価格で提供します。
サービス内容：日常清掃、お掃除、お片付け、お食事づくり、お手伝い、その他
特別価格：家事代行サービス定期プラン（スタッフ2名）
通常料金から5％オフ
【1回2時間以上ご利用の方】
（月2時間パック15,413円・月4時間パック30,827円・月8時間パック61,655円など）
※交通費として1回2名あたり1,800円（1名あたり900円）を頂戴いたします
※会員企業従業員様及びそのご家族（第二親等まで）
※サービス提供可能エリアは、兵庫県、大阪府（大阪市・豊中市・池田市・箕面市）にお住ま
いの方となります
※申込時には、法人名（神戸商工会議所）及び法人ID 0025）を必ずお伝えください
※〔受付時間〕年中無休・24時間対応

健診

土 曜日・日曜日も早 朝から夜間まで営業しているので、お 客 様 や お 客 様 のご 家 族 の 生 活スタイル に合わ せてサービスを
お選びいただけます。

暮らファッション
し

施設名
東灘区住吉東町2-1-2-201
Tel：078-851-0051
https://www.kobe-busicolle.net/mohans-kobe/

43,000円以上のスーツオーダーに限り、優待利用券の提示で10％割引
※お越しの際はお電話にて事前予約をお願いします
※定休日 日曜日

暮らし

モハンス洋服店

優待内容

あなたの欲しかった服を作ってみませんか。サイズの心配は有りません。
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北区

阪急神戸三宮駅

貿易センター駅

中央支部
中央区

神戸商工会議所会館

ポートターミナル駅

長田区

中埠頭駅
●
アリストンホテル神戸
神戸国際
交流会館 ファッションタウン

中公園駅

兵庫区

須磨区

東神戸支部

灘区

神戸市

西区

みなとじま駅

東灘区

北埠頭駅

市民広場駅

みなとじま駅
中埠頭駅

ポートアイランド

垂水区

国際展示場

市民広場駅

本部

西神戸支部

医療センター駅

神戸ポートピア バンドー
神戸青少年
ホテル
科学館

南公園駅

南公園

計算科学センター前駅

神戸空港へ

南公園駅

神戸空港

お問い合わせ

and

Industry

神戸空港

神戸商工会議所

Kobe

Chamber

of

Commerce

〒650-8543 神戸市中央区港島中町6-1

TEL.078-303-5809

最新情報は、 神戸商工会議所

https://www.kobe-cci.or.jp/

「会員優待券」は各支部でも配布しております。
高速神

阪神

市 バス
タ ーミ
ナル
デュオこうべ
山の手

町駅

西元

戸駅

JR

神戸

岸線

駅

地下鉄海

NTT

ハーバーロード

The

The Kobe Chamber of Commerce and Industry

中央支部

メイン六甲

三井住友銀行
栄町通

阪神高速
国道２号線
神戸市産業振興センター
大阪ガス
スペース
シアター
プロメナ神戸

JR六甲道駅

神戸中央
郵便局

浜手
バイ
パス

三菱UFJ銀行
日本政策金融公庫
灘区役所

神戸東支店（1階）

国道2号線

KHK灘ビル

阪神新在家駅

umie

中央区・兵庫区・北区の方は

中央支部

TEL.078-367-3838

〒650-0044 中央区東川崎町1-8-4（神戸市産業振興センター6階）

東灘区・灘区の方は

東神戸支部

東神戸支部

TEL.078-843-2121

〒657-0035 灘区友田町3-6-15
（KHK灘ビル3階）
※東側入口をご利用ください
地下鉄西神・山

新長田駅

手線

アスタくにづか6番館

アスタくにづか1番館
アスタくにづか3番館
アスタくにづか5番館

ピフレ

国道2号線

駒ヶ林駅

西神戸支部

ホテルサーブ
神戸アスタ

JR新長田駅

地下鉄海岸線

アスタくにづか4番館

東急プラザ新長田

新長田駅

アスタくにづか2番館

新長田一番街 大正筋商店街

若松公園
鉄人28号
モニュメント

ポートライナー

JR三ノ宮駅
阪神神戸三宮駅

長田区・須磨区・垂水区・西区の方は

西神戸支部

TEL.078-641-3185

〒653-0041 長田区久保町6-1-1-302（アスタくにづか4番館東棟3階）

