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
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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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