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～
（要問い合わせ）
除外期間あり

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）
クリスマス、年末年始等）
（除外期間：GW、お盆、

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。
（日～木）11,000円 （金）11,700円 休前日・祝日13,900円 土曜日16,700円
平日
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

