
 

記者資料提供（令和４年 7月 22 日） 

一般財団法人神戸観光局 観光部 河上・松村 

TEL：078-262-1916  FAX：078-230-0808 
 

～旬な神戸を今こそお得に楽しもう！～ 

2022年夏休み『今こそ神戸へ！』キャンペーンの実施について 
 

(一財)神戸観光局では、夏休みのスタートに合わせ、豪華賞品の当たる

デジタルスタンプラリーや、小学生以下の子供を含む親子連れで対象観

光施設を訪れると特典が受けられるキャンペーンを実施します。神戸公式

観光サイト『Feel KOBE』内に特設ページを開設し、夏休みからシルバー

ウィークの期間に親子でのお出かけにおすすめのスポットや夏の涼スポット

等、旬の情報をお届けし、神戸への誘客を図ります。 

 なお、10 月以降は『今こそ神戸へ！』キャンペーン第二弾を実施し、秋

冬の誘客を図っていく予定です。 

 

１．実施内容 

（１）めぐる神戸デジタルスタンプラリー2022 

     ①期間：令和４年 8月１日（月曜）～9月 30日（金曜） 

     ②内容：定番から親子で訪れたいスポットをめぐるコースまで、観光モデル 

コース 11 コースをご用意。スタンプを集めるとホテル宿泊券 

（約 10万円相当ペア 1組様）、KOBE ビーフディナー食事券 

（約 3万円相当ペア 1組様）などの豪華景品を抽選でプレゼント 

します。 

    ※コース及び景品詳細は【別紙１】参照 

 

（２）親子で神戸旅キャンペーン 

①期間：令和４年 7月 23 日（土曜）～9月 30日（金曜） 

②内容：期間中、市内 30施設で小学生以下の子供を含む親子連れを対象とした割引やプレゼント等を実施。 

      対象施設でスマートフォンやタブレットで本キャンペーンのホームページ画面を提示すると特典が受けられます。 

    ※対象施設は【別紙２】参照 

 

（３）キャンペーン特設ページの開設（神戸公式観光サイト『Feel KOBE』内） 

①公開日：令和４年７月 22日（金曜） 

②掲載内容 

神戸をめぐる際に便利でお得なチケットや割引、県民割クーポンが利用できる観光施設のまとめ情報など、お得情報

のほか、親子でお出かけするのにオススメのスポットや夏の「涼」スポット情報などをまとめてご紹介します。 

 

２．お問い合わせ 

一般財団法人神戸観光局 

TEL：078-230-1120 

受付時間：平日 9：30～17：30 

ホームページ URL：https://feel-kobe.jp/imakosokobe/ 

https://feel-kobe.jp/imakosokobe/


【別紙１】

めぐる神戸デジタルスタンプラリー2022コース一覧（第一弾）

タイトル 概要

1 異人館街、中華街、神戸港も！はじめての神戸旅定番コース

神戸の北野町から南京町、更にはウォーターフロントエリアから夜景まで、神戸の市街地を楽

しむための鉄板コースをご紹介。初めて神戸に来られる方やデートコースにもピッタリ！

市街地の周遊には神戸コミュニティサイクル「コベリン」 もオススメ！「コベリン」は神戸市中心

部の複数のサイクルポート(貸出、返却拠点)で自転車を自由に借りたり、返したりできるシス

テムです。

2 激戦区・神戸で老舗スイーツ＆パンの「本店限定品」を味わおう

神戸には全国的に有名なスイーツ、パンの本店が多数あります。本店でしか食べられない、

買えないものも…。当コースで紹介する店舗は、三宮と元町の商店街に絞っているので、雨

でもめぐりやすいコースです。さくっとお散歩がてらに、スイーツ＆パンめぐりはいかがでしょうか。

3 新スポットのポートミュージアムも！ウォーターフロント周遊旅

三宮駅前からウォータフロントを周遊するポートループバスに乗って出発！ みなとまち神戸の

ウォーターフロントでは、おなじみの人気施設や観光スポットに加えて、新しい施設がぞくぞく

オープン。おしゃれなフードホールやフォトジェニックな水族館など、新スポットも巡ってお楽しみく

ださい。

4 新神戸駅からたったの１５分！絶景＆癒しのスポットめぐり

新神戸駅からわずか15分の絶景スポット、神戸布引ハーブ園／ロープウェイと日本三大神

滝の布引の滝。自然とマイナスイオンたっぷりの癒しスポットとしてもオススメ。街中からわずか

な時間で豊かな自然に触れられるのは神戸ならでは。

見て触れて、匠の技に感動する体験型ミュージアム、トリップアドバイザーで常に上位にランク

インする竹中大工道具館も歩いて回ることができるコンパクトな欲張りコースです。

5 神戸でアジア旅行！～見て食べてエスニック気分満喫旅～

いつもなら海外旅行に出かけていたけど、 今年はあきらめていた…そんな人におすすめしたい

旅行先が「神戸」。神戸と言えば旧居留地や異人館のような「洋」のイメージがあるかもしれ

ませんが、実はアジアを感じるスポットも多くあります。

日本にいながらでもアジア旅行気分が味わえる、そんな海外感満載のスポットと、その楽しみ

方をご紹介します。

6 神戸が発祥！味噌だれ餃子の有名店めぐり

神戸が発祥と言われる味噌だれ餃子は神戸っ子のソウルフードの一つ。神戸の中心地三宮

から元町の繁華街に点在する名店を食べ歩いて、最高の一皿を探求してみて。数人でシェ

アしながら、より多くのお店をめぐってみるのがオススメ。

7 家族でワクワク旅～どうぶつ王国＆最新プラネタリウムに行こう～

人工島のポートアイランドには子どもと一緒に家族で楽しめるスポットが満載！人気の神戸ど

うぶつ王国はもちろん、この7月、最新型プラネタリウムにリニューアルしたバンドー神戸青少年

科学館も必見。お腹が空いたらIKEAのレストランでコスパ満点のミートボールもオススメ！遊

びつくして家族で思い出の１日を！

8 駐車場の心配不要！家族で楽しめる自然豊かな須磨満喫コース

神戸の魅力ある海と山。どちらも楽しめ、且つ全スポット半径1.5キロ以内に位置しているた

め移動時間が少ないのがポイント！全てのスポット周辺に駐車場があり、駐車場の心配も不

要。自然、歴史、スイーツ、アクティビティと観光を楽しむための要素が満載のコースです。

9 海カフェを巡りながら潮風と絶景に癒される女子旅コース

淡路島や明石海峡大橋が一望できるシーサイドエリア「垂水・舞子」。インスタ映え間違いな

しのオシャレカフェや「陽気な南欧の港町」がコンセプトのマリンピア神戸は女子旅に最適！旅

の最後は兵庫県産直市場「ナナファーム須磨」へ。地産地消、自然の恵み、絶景をお楽し

みください。

10 日本最大級のアスレチックも！親子で六甲山アドベンチャーツアー

神戸は街と自然が近く、子供がのびのびと遊べるスポットがいっぱい。自然あふれる六甲山に

2022年3月にオープンした日本最大級のアスレチック「六甲山アスレチックパーク

GREENIA」で大冒険を楽しんだ後は家族で六甲山名物のジンギスカン！神戸でとっておき

の思い出を作ってみて。

11 MVで話題の五色塚古墳へ！西神戸のシーサイドで絶景＆学び旅

世界最大級の吊り橋「明石海峡大橋」からスタート！アニメミュージックビデオプロジェクト「ワ

ンダリズム きみを呼ぶ声」でも話題の兵庫県下最大（全長194m）の前方後円墳「五色

塚古墳」など、西神戸の海沿いの景色や自然を感じながら歴史や文化も学べるコースです。

子どもたちの「学び」に繋がるスポットなので家族でめぐってみるのもオススメ！



めぐる神戸デジタルスタンプラリー2022 景品一覧（第一弾）

1
ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド

エグゼクティブスーペリアツイン宿泊券（ペア１組）

2 神戸ホテル・旅館宿泊券（Kクーポン）３万円分（３名）

3
オリエンタルホテル神戸　MAIN DINING by THE HOUSE OF PACIFIC

オリエンタルコースディナー食事券（ペア１組）

4
神戸ステーキレストラン モーリヤ本店

神戸牛極上サーロインステーキ（A5）Bコースディナー食事券（ペア１組）

5
THE KOBE CRUISE コンチェルト

トワイライト・ナイトクルーズ フレンチコース ルーナ乗船・食事券（ペア１組）

6
東天閣神戸本店

プレミアムコースランチ食事券（ペア１組）

7 南京町商店街商品券5千円分（２名）

8 KOBE観光スマートパスポートプレミアム1dayチケット（ペア10組）

9 felissimo chocolate museum & átoa（アトア）周遊チケット（ペア３組）

10 神戸サウナ＆スパ利用券（ペア3組）

11
TOOTH MART STORE

『神戸牛ローストビーフと瀬戸内鯛ペスカトーレパスタセット』（１名）

12 NAGASAWA オリジナル万年筆（3名）

13 超特撰大吟醸『福寿』720ml（木箱入り）（２名）

14 open air ビール６本セット（３名）

15 樽屋五兵衛　生炊きいかなごくぎ煮神戸牛肉ちりめん詰合せ（３名）



【別紙２】

親子で神戸旅キャンペーン（特典一覧）

施設名 特典内容

萌黄の館（異人館）
オリジナルポストカードプレゼント

※毎日先着10名様

うろこの家（異人館）
ノベルティプレゼント

※異人館うろこグループビジターセンターで入館チケットを提示下さい

山手八番館（異人館）
ノベルティプレゼント

※異人館うろこグループビジターセンターで入館チケットを提示下さい

北野外国人倶楽部（異人館）
ノベルティプレゼント

※異人館うろこグループビジターセンターで入館チケットを提示下さい

英国館（異人館）
ノベルティプレゼント

※異人館うろこグループビジターセンターで入館チケットを提示下さい

洋館長屋（異人館）
ノベルティプレゼント

※異人館うろこグループビジターセンターで入館チケットを提示下さい

ベンの家（異人館）
ノベルティプレゼント

※異人館うろこグループビジターセンターで入館チケットを提示下さい

神戸トリックアート不思議な領事館（異人館）
ノベルティプレゼント

※異人館うろこグループビジターセンターで入館チケットを提示下さい

竹中大工道具館
同伴の保護者の入館料を優待割引（団体割引適用）

※他の割引との併用不可、同伴の保護者2名まで適用

KOBEとんぼ玉ミュージアム 入館料優待割引（大人400円⇒300円　小中学生200円⇒150円）

boh boh KOBE号 船内プライオリティーゾーン入場無料＋kids フードプレート100円割引

御座船安宅丸 ①大人100円、小人50円の乗船料割引　②御船印プレゼント（ご家族で1枚）

ロイヤルプリンセス ①大人100円、小人50円の乗船料割引　②御船印プレゼント(ご家族で1枚)

「昔の酒蔵」沢の鶴資料館
オリジナル ボールペンプレゼント

※税込2,000円以上お買い上げ毎に１本

白鶴酒造資料館 ノベルティプレゼント

浜福鶴吟醸工房
ソフトクリーム50円割引

※機械メンテナンス時は提供不可

ROKKO森の音ミュージアム
オリジナルCDプレゼント

※入場時にご提示ください

六甲高山植物園
園内のショップのお会計を10％割引

※他の割引との併用不可

神戸市立森林植物園
森林植物園オリジナルボールペンプレゼント

※期間中先着100名様、1家族につき１本

有馬温泉太閤の湯
有馬サイダーソフトクリームプレゼント

※お子様の人数分

有馬玩具博物館 ノベルティプレゼント

切手文化博物館 ノベルティプレゼント

神戸市立須磨海浜水族園 オリジナルスマスイカードプレゼント

神戸市立須磨離宮公園
ローズバスソルトプレゼント

※※期間中先着100名様、おひとり様につき１つ

大本山　須磨寺
須磨寺オリジナル絵はがきプレゼント

※期間中先着100名様

神戸市立小磯記念美術館
美術館オリジナルグッズ（非売品）をプレゼント

※数量限定

神戸ゆかりの美術館 オリジナルグッズをプレゼント

兵庫県立美術館
コレクション展の団体割引価格での入場（両親）

※対象期間７月30日～９月25日

阪神・淡路大震災記念　人と防災未来センター ノベルティプレゼント

神戸総合運動公園
オリジナルエコバッグプレゼント

※期間中先着20名様
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