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神戸市経済観光局観光企画課 安居・和田
一般財団法人神戸観光局

下辻・大黒

TEL：078-262-1916 FAX：078-230-0808

ＪＲで”京都・大阪・神戸”をおトクにめぐろう！
九州・北陸発「三都スペシャルキャンペーン」を実施します！
この度、神戸市、（一財）神戸観光局が参画している、京都・大阪・神戸観光推進協議会 注１では、京都・大阪・神戸（以
下、「三都」といいます。）の魅力を存分にお楽しみいただける「三都スペシャルキャンペーン」を、西日本旅客鉄道株式会社と実施
します。
本キャンペーンでは、三都市の温泉施設などで使用できるおトクな「三都スペシャルクーポン」を特典とした、九州・北陸エリア発の
特別な旅行商品を発売いたします。“おトクに”“気軽に”それぞれ表情の異なる三都の魅力をご堪能いただける大チャンス！この機
会にぜひお出かけください。
なお、三都では新型コロナウイルス感染症の安全対策を行った上で、皆様をお迎えいたしますので、ご利用の方におかれましても、
マスクの着用や、人と人の距離を十分にとるなど、感染対策に十分ご配慮のうえ、三都の旅をお楽しみください。
注１：京都・大阪・神戸観光推進協議会：京都・大阪・神戸の三都市への観光誘致と誘致受入の諸施策の推進、観光事業の振興を目的として、
京都市、公益社団法人京都市観光協会、大阪市、公益財団法人大阪観光局、神戸市、一般財団法人神戸観光局、西日本旅客鉄道株
式会社で構成する協議会

１．キャンペーン概要
⑴ 実施期間
2022 年１月５日(水曜)～３月 31 日(木曜)
※旅行商品の対象出発日は 2022 年３月 30 日(水曜)まで
⑵ 内

容

九州・北陸エリアの主な旅行会社において、三都の魅力を堪能できる専用旅行商品を発売します。
専用旅行商品をお求めのお客様は、三都スペシャルキャンペーン専用 WEB ページ、または各旅行会社のホームページ
からお申し込みください。

〈専用旅行商品のおすすめポイント！〉※詳細は別紙をご覧ください。
三都の温泉施設などで“それぞれ１回ずつ”利用できる「三都スペシャルクーポン」付き！
（各 500 円以上最大 1,500 円相当）
※発売期間は各旅行会社により異なります。また旅行会社により設定エリアが異なります。
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況等により、特典内容について変更・中止となる可能性がございます。

２．プロモーション展開
これまでも関西のおでかけ＆観光情報 WEB サイト「マイフェバ」においてイメージキャラクターを務められた、関西出身で、モデ
ルで女優の中条あやみさんを今年も起用し、キャンペーン特設 WEB サイト、メルマガ、おでかけ情報紙「西 Navi」などで三都
の魅力をＰＲします。

◆特設ウェブサイト
https://www.my-fav.jp/campaign/75/

３．お問い合わせ
西日本旅客鉄道株式会社
コーポレートコミュニケーション部
TEL:06-6375-8889

◆ビジュアルイメージ

別紙 専用旅行商品のおすすめポイント！
１ 京都・大阪・神戸で“それぞれ１回ずつ”特典が受けられる「三都スペシャルクーポン」付き！
旅行商品購入時に旅行会社からお渡しする「三都」と記載された「かえり券」を三都スペシャルクーポン配布箇所※で提示す
ると、「三都スペシャルクーポン」（電子クーポン受け取り用カード）が受け取れます。「三都スペシャルクーポン」に記されている二
次元コードをお手持ちのスマートフォンで読み取り、表示されたクーポン画面を以下の施設等で提示すると特典（各 500 円以
上最大 1,500 円相当）を受けることができます。
京都、大阪、神戸の各エリアでそれぞれ１箇所ずつ施設等を選んで（最大３施設で）ご使用いただけます。
エリア

名称

内容及び特典

昔ながらの民宿スタイルでほっとさせてくれる宿。
日帰りで温泉を楽しめるコースは料理ごとに多数用意。
大原温泉 湯元 京の民宿
大原の里

なかでも、添加物を使わず製造したこだわりの味噌を
使い、京野菜や地鶏を食べられる味噌鍋が自慢です。
【料金割引・プレゼント】
■各日帰りプランと物販から500 円OFF
温泉利用でミニ味噌アイスプレゼント
自然に囲まれながら大原のお湯を堪能できる民宿。
温泉と食事がセットになった日帰りプランは、
蕎麦やおでんのほか、自家製の米麹味噌を使った味噌鍋

湯元のお宿 民宿 大原山荘

やぼたん鍋(鍋は要予約)など多彩に用意されています。
【料金割引・プレゼント】
■各日帰りプランと物販から500 円OFF
タオルプレゼント
美肌効果のあるナトリウムイオンと炭酸水素イオンを多
く含んだ温泉、そして旬の京野菜などをふんだんに使っ

京都

京都大原の料理旅館

た料理を楽しめる日帰りプランで贅沢なひとときを。

芹生（せりょう）

「草菜味懐石」や「湯豆腐膳」など自慢の料理を用意。
【料金割引】
■各日帰りプランから500 円OFF
創業1901(明治34)年、100 年以上にわたって漬物を
つくり続ける老舗です。千年前から受け継がれてきた
製法で、旬の素材を活かし、合成着色料・保存料を

土井志ば漬本舗

使わず自然の旨味を引き出した漬物は絶品です。

本店/三千院前店

【料金割引・プレゼント】
■おみやげ・レストラン利用で500 円OFF
ミニしば漬けプレゼント
大原のミネラル豊富な水と豊かな自然に育まれた野
菜や米を使った料理が自慢のレストラン。

OHARA

RIVER

SIDE

CAFE KIRIN −来隣−

ランチには、大原野菜のおばんざいやサラダを
バイキングでいただけます。
こだわりのスイーツやコーヒーもおすすめ。
【料金割引】
■お会計から500円OFF

エリア

名称

内容及び特典

ルクア大阪地下2 階にある”新しい食の市場”
こだわりの惣菜、寿司、イタリアン、焼小籠包、
野菜、フルーツ、パン、酒類など多種多様なメニュー
キッチン&マーケット

が揃っています。テイクアウトでもイートインでも、
自由に楽しめるのも魅力。
【料金割引】
■お会計から500円OFF
※501 円(税抜)以上お買い上げの場合に限る
JR弁天町駅直結、関西最大級の温泉型テーマパーク。
地下1,000 メートルから湧き出す天然かけ流し温泉、
露天風呂、アミューズメント、リラクゼーションや
レストランなど、浴衣スタイルの館内着で一日遊べる

空庭温泉（そらにわおんせん）
OSAKA BAY TOWER
大阪

スポットです。
【料金割引】
■特別料金2,000 円で入場可
※通常料金
平日2,790 円・土日祝3,010 円・特日3,230 円がすべて2,000円に
※館内着・タオル・各種アメニティ・消費税・入湯税 込み
※小人設定はなし
地上300 メートル、百貨店や美術館、ホテルなどを備え
た日本一高いビル「あべのハルカス」の展望台。見通し
が良い日は、大阪平野をはじめ、京都や六甲山系、明
石海峡大橋、また生駒山系や関西空港まで一望できます。
【料金割引】

ハルカス300(展望台)

■特別料金500 円で入場可
■展望台内ショップで利用できる500 円券をプレゼント
※通常料金
大人(18 歳以上)1,500 円、中高生(12~17 歳)1,200 円
小学生6~11 歳)700 円がすべて500 円に。幼児は通常料金500 円のまま
※入場者1 名につき1 枚 ※500円(税込)以上の商品で利用可(お釣りは出ません)

エリア

名称

内容及び特典

日本三名泉・日本三古泉にも数えられる有馬温泉。
その名湯である金泉を堪能できる外湯が「金の湯」
。
浸かると体が見えなくなるほどの濃く濁ったお湯は、
有馬本温泉 金の湯

塩分、鉄分を多く含み保湿や保温効果があると
言われています。
【料金割引】
■金の湯入浴料無料
※大人（中学生以上）通常650円
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

神戸

神戸シーバス

ドリンクや季節のメニューも楽しめます。

「boh boh KOBE号」

【料金割引】
■60 分クルーズ乗船料割引
大人通常1,800 円→500 円、中高生・シルバー通常1,500 円→500 円、
小人通常900 円→250 円
※90 分クルーズは対象外※船内での飲食代は別途要
神戸の市街地からすぐ。
標高約400m の山頂までロープウェイで
約10 分間の空中散歩。
日本最大級のハーブ園では、四季折々の花や

神戸布引ハーブ園／ロープウェイ

ハーブを楽しめるほか、ハーブ料理を楽しめる
レストラン、カフェラウンジも完備。
【料金割引】
■大人通常1,500 円→700 円、小人（小中学生）通常750 円→100 円
※往復のみ対象 ※ナイター料金は除く

２ この旅行商品をお買い求めのお客様限定で購入が可能！
京阪神のＪＲが３日間乗り放題！「三都物語周遊乗車券」で、おトクに三都をめぐれる！
専用旅行商品をお買い求めのお客様は，京阪神エリアのＪＲ普通列車が３日間乗り放題のきっぷ「三都物語周遊乗車券」
を別途購入することが可能です。現地での周遊旅行に便利です。
旅行会社によってお取り扱いが異なります。切符のご利用条件等、詳しくはお買い求めの旅行会社にて事前にお問い合わせく
ださい。
＜自由周遊区間＞ 下記路線図内の普通列車（新快速・快速を含む）の普通車自由席に自由に乗り降りできます。

※2021年12月1日時点の情報です。

※三都スペシャルクーポン配布箇所
【京都エリア：6 か所】
大原温泉 湯元 京の民宿 大原の里
大原山荘
京都大原の料理旅館 芹生
土井志ば漬本舗（本店）
土井志ば漬本舗（三千院前店）
来隣
【大阪エリア：3 か所】
大阪観光案内所
（JR 大阪駅１F 中央コンコース）
新大阪観光案内所
（JR 新大阪駅３F コンコーストラベルサービスセンター内）
難波観光案内所
（南海ターミナルビル１F）
【神戸エリア：3 か所】
有馬本温泉 金の湯
(フロント・受付カウンター)
神戸シーバス「boh boh KOBE 号」
（中突堤中央ターミナル「かもめりあ」内 神戸シーバスチケットカウンター）
神戸布引ハーブ園／ロープウェイ
（ハーブ園山麓駅４F チケットカウンター）

