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

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。

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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