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予約率９割を誇る大人気ツアーの第５弾！
〝神戸ならではの特別な時間〟を体験できる７１プログラム

「おとな旅・神戸」
～即日完売した人気プログラム等の追加開催決定～
12月10日(木)より申し込み受付スタート
「おとな旅・神戸」実行委員会 （神戸市、兵庫県、神戸商工会議所、（一財）神戸国際観光コンベション協会ほ
か） は、 「神戸らしさ」を存分に堪能できる「特別感」のあるまち歩きや体験といったプログラムを展開する「おとな
旅・神戸」の2015年度冬プログラムについて、受付初日に完売した人気プログラム等の追加開催を決定しました。
今回は、［神戸北野ホテル］の世界一の朝食や、［ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド］日本№１の洋朝食など、
人気の５プログラムと、新登場の１プログラムを追加開催いたします。是非、ご取材賜りますようお願い申し上げます。

１．追加プログラム開催概要（プログラムの詳細などについては、次ページ以降をご覧ください。）
プログラムの予約受付を11月16日（月）に開始したところ、初日だけで38プログラム61本が完売しました。そこで、
完売した5プログラムと、パンフレットには掲載していない新登場の１プログラムを以下のとおり追加開催いたします。

● 山口浩シェフの特別席 [神戸北野ホテル] 世界一の朝食
日時：2016年2月25日（木） 9:00～ 料金： 7,000円（税込） 定員：20名（最少催行12名）

● 神戸インク 54の物語を書いてみる
日時：2016年2月14日（日）14:00～ 料金： 5,800円（税込） 定員：10名（最少催行 5名）
● [神戸みなと温泉 蓮]特別見学ツアー こだわりの季節御膳と海にかこまれた天然温泉を堪能
日時：2016年2月 9日（火）11：30～ 料金： 6,500円（税込） 定員：15名（最少催行10名）

● [ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド]日本№1の洋朝食のルーツをたどる
日時：2016年2月 2日（火） 8:00～ 料金： 6,800円（税込） 定員：10名（最少催行 6名）
● パール・シティー神戸 あなただけの真珠でスペシャル・アクセサリーを
日時：2016年2月 7日（日） 9：30～ 料金：12,000円（税込） 定員：20名（最少催行15名）

● 船上ディスコパーティー！サンデーナイトフィーバークルーズ 【新登場】
日時：2016年2月28日（日）18：00～ 料金： 4,500円（税込） 定員：20名（最少催行10名）

２．参加申し込み方法
「おとな旅・神戸」公式サイトもしくは電話で申し込みください。なお、定員となり次第、締切とさせていただきます。

● 「おとな旅・神戸」公式サイト：ｈｔｔｐ://ｋｏｂｅ-ｏｔｏｎａ.ｊｐ/より申し込み画面にて予約・決済
● 電話（「おとな旅・神戸」運営事務局：０７８-５９９-７１１０）にて申込み（平日９:３０～１８:００まで）

３．申し込み受付開始日
2015年12月10日（木） 9:30～（先着順）
本件リリースに関するお問い合わせ先
「おとな旅・神戸」実行委員会事務局（神戸市産業振興局観光コンベンション課内）
TEL：０７８－３２２－５３３９ FAX：０７８－３２２－６１３８

参加申し込みに関するお問い合わせ先
「おとな旅・神戸」運営事務局
TEL：０７８－５９９－７１１０（平日９：３０～１８：００） FAX：０７８－３３２－２５０６
「おとな旅・神戸」公式サイト：http://kobe-otona.jp/
「おとな旅・神戸」実行委員会事務局
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お約束は、ワンランク上の〝まち感覚〟です。

取材のお願い
報道関係者の皆様におかれましては、ご多忙中とは存じますが、「おとな旅・神戸」の追加
開催プログラムについて、ぜひ取材賜りますようお願い申し上げます。
取材をしていただけます場合は、以下の「取材参加申し込み書」にてお申し込みください。
※注意事項等、詳しい条件はお申し込みの際にお知らせさせていただきます。

「おとな旅・神戸」プログラム 取材参加申し込み書
「おとな旅・神戸」運営事務局

行

FAX:078-332-2506
□2/25（木） 9:00～11:00
山口浩シェフの特別席 ［神戸北野ホテル］ 世界一の朝食

□2/14（日） 14:00～16:30
神戸インク54の物語を書いてみる

対象プログラム

□2/9（火） 11:30～14:00
［神戸みなと温泉 蓮］ 特別見学ツアー
～ こだわりの季節御膳と海にかこまれた天然温泉を堪能 ～
□2/2（火） 8:00～10:30
［ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド］ 日本№１の洋朝食
のルーツをたどる
□2/7（日） 9:30～12:30
パール・シティー神戸
あなただけの真珠でスペシャル・アクセサリーを

貴社名

ご担当者名

（勤務先TEL）
ご連絡先

（携帯TEL）
（勤務先FAX）
※必ず当日連絡の取れるご連絡先をご記入ください。

申し込みは原則前日までにお願いいたします。
当日取材の場合は、下記連絡先にご連絡くださいますようお願いいたします。
お問い合わせ先
「おとな旅・神戸」運営事務局 担当：中西・門田
ＴＥＬ：078-599-7110（平日9:30～18:00） ＦＡＸ：078-332-2506
e-mail:info@kobe-otona.jp

「おとな旅・神戸」実行委員会事務局
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お約束は、ワンランク上の〝まち感覚〟です。

プログラムラインアップ１

６

山口浩シェフの特別席
[神戸北野ホテル]世界一の朝食
山口シェフが師匠ベルナール･ロワゾー氏から受け継い

開催日 ■ ２０１６年２月25日（木）

だ、フランスの名店［ラ･コート･ドール（現ルレ･ベル
ナール･ロワゾー）］のヨーロピアン・ブレックファース

参加費 ■ ７,０００円（お土産付、サービス料込）
※お一人様料金

ト。宿泊客のみに提供している「世界一の朝食」を普段
朝食では使わないフレンチレストラン［アッシュ］で山

定

員 ■ ２０名（最少催行１２名）

口シェフの解説と共に味わいます。

服装 ■ おしゃれしてお越しください
市民アドバイザー ■ 山口 浩 さん
（神戸マイスター・神戸北野ホテル総支配人・総料理長）

行程 ■ ９:００ 神戸北野ホテル１Ｆロビー 集合
フレンチレストラン［アッシュ］へご案内
山口シェフご挨拶
山口シェフとロワゾーさんとのヒストリー解説
世界一の朝食をいただきます～
シェフとの記念撮影～
おみやげ進呈～
１１：００ 現地にて解散

左上／世界一の朝食
左下／レストラン[アッシュ]内観
右／山口 浩さん

神戸インク54の物語を書いてみる
明治15年（1882）創業、［ナガサワ文具センター］の、
神戸の街のイメージを54色で表した「Kobe INK物語」が
全国的に注目されています。実際に「自分の神戸」を文
豪たちが神戸を記した名文で試してみましょう。竹内さ
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開催日 ■ ２０１６年２月１４日（日）

参加費 ■ ５,８００円（飲み物、インク、万年筆付）

んによる「神戸にちなんだ文房具」開発秘話や煉瓦倉庫

定

店の店内ツアーもお楽しみ。お土産には実際書いて試し

服装 ■ おしゃれしてお越しください

たお好きな「Kobe INK物語」1色と、［NAGASAWA神戸

員 ■ １０名（最少催行５名）

市民アドバイザー ■ 竹内 直行 さん

煉瓦倉庫店］限定万年筆をプレゼント。ステーショナ
リー好きの方、万年筆デビュー者の方必見のツアーです。
初心者の方も、お一人参加の方も歓迎です。

（㈱ナガサワ文具センター 商品開発室 室長）

行程 ■ １４:００ [ハーバーランド煉瓦倉庫] 集合
竹内さんによるＫｏｂｅ ＩＮＫ背景解説～
万年筆使い方講座～
－Kobe INKの試し描き
－文豪達の神戸を記した名文の写し書きにトライ
店内ツアー～
１６：３０ [ハーバーランド煉瓦倉庫] にて解散
左／Ｋｏｂｅ ＩＮＫ
中／煉瓦倉庫
右／竹内 直行さん

写真はイメージです。
「おとな旅・神戸」実行委員会事務局
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お約束は、ワンランク上の〝まち感覚〟です。

プログラムラインアップ２

[神戸みなと温泉 蓮]特別見学ツアー
こだわりの季節御膳と海にかこまれた天然温泉を堪能

13

2015年12月17日にオープンする[神戸みなと温泉
蓮]は、[ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド] が

開催日 ■ ２０１６年２月９日（火）

新たに発進させる温泉旅館で、270度海に囲まれた

参加費 ■ ６,５００円（昼食、入浴付）
定 員 ■ １５名（最少催行１０名）

オーシャンビューの最高のロケーションで、地下
1150mから湧き出た天然温泉を堪能いただける温泉リ
ゾート。支配人青野さんのナビゲーションで、ス
イートルームや展望ラウンジのほか、海に浮かぶよ
うに佇む明るく開放的な[ラ・スイート神戸オーシャ

服装 ■ おしゃれしてお越しください。
市民アドバイザー ■ 青野 崇 さん
(神戸みなと温泉 蓮 支配人）
行程 ■ 11:30 [神戸みなと温泉 蓮] 集合

ンズガーデン]をご案内。

[ラ・スイート神戸 オーシャンズガーデン]を見学～
[神戸みなと温泉 蓮]
旬の食材を活かしたこだわりの季節御膳を
ご堪能ください～
館内をご案内 ～
14:00 [みなと温泉 蓮]にて解散
解散後、天然温泉のご入浴をお楽しみください。

旬の食材を活かしたこだわりの季節御膳や天然温
泉もお楽しみください。

左／外観イメージ
中／露天風呂
右／青野 崇さん

[ホテル ラ･スイート神戸ハーバーランド]
日本№1の洋朝食のルーツをたどる
楽天朝ごはんフェスティバル®で2013年から２年
連続洋朝食日本一に輝いた「ホテル ラ･スイート神
戸ハーバーランド」の朝食を田中耕太郎シェフの解

35

開催日 ■ ２０１６年２月２日（火）
参加費 ■ ６,８００円
（朝食代（サービス料込）、タクシー代込）

説でいただきます。ホテル直営のベーカリー[ル・パ
ン神戸北野]の工房での特別見学＆焼きたてパンの試

定

員 ■ １０名（最少催行６名）

食もお楽しみに。

服装 ■ おしゃれしてお越しください。
市民アドバイザー ■田中
田中耕太郎さん
耕太郎 さん
(ホテル ラ・スイートハーバーランド
(ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド
総料理長）
総料理長）
８：００
ＪＲ三ノ宮駅集合
行程 ■
行程

左／田中 耕太郎さん
右上／朝食メニュー
右下／ル・パン神戸北野

--- タクシー移動 --[ル・パン神戸北野]パン工房を見学～
[ホテル ラ･スイート神戸ハーバーランド]
田中シェフよりご挨拶・解説～
ホテルで人気の洋朝食を、いただきます～
１０：３０ 現地にて解散

写真はイメージです。
「おとな旅・神戸」実行委員会事務局
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お約束は、ワンランク上の〝まち感覚〟です。

プログラムラインアップ３

パール・シティー神戸 あなただけの真珠で
スペシャル・アクセサリーを
旧居留地にあるレトロな雰囲気の真珠博物館「神戸

65

開催日 ■ ２０１６年２月７日（日）

パールミュージアム」で真珠の魅力を再発見!神戸が「真

参加費
■ １２,０００円（パールスイーツ、お土産付）
開催日

珠の街」と呼ばれるようになった歴史を学び、美しい珠

定 参加費
員 ■ ２０名（最少催行１５名）

の見分け方やお手入れの仕方を教わります。パールス
イーツをいただいた後、あなたが選んだ真珠を使って、

服装 ■ おしゃれしてお越しください

イヤリング・ピアスかペンダント（2万円相当）をプロが

市民アドバイザー ■パールシティー神戸協議会

お作りします。

行程 ■ ９:３0 [神戸パールミュージアム] 集合
解説付きでミュージアムを見学～
真珠の選別体験～
パール・スイーツをいただきます～
選んだ真珠でプロがアクセサリーを作ります～
真珠洗浄サービス ～
１２：３0 現地にて解散

左上／パールスイーツ
右上／真珠
左下／当日の様子

新プログラム

右下／パールシティー神戸
協議会のみなさん

船上ディスコパーティー！
サンデーナイトフィーバークルーズ

伝説のディスコやクラブが数多くあった神戸の、
あの華やかな雰囲気を、パーティークルーズ船
「ファンタジー号」にて再現。あの時代を思い出す

開催日 ■ ２０１６年２月２８日（日）
参加費 ■ ４,５００円（乗船料込）
定

一夜限りの船上ディスコ・・・
当時、神戸のディスコで活躍されていたDJ TAKA

72

員 ■ ２０名（最少催行１０名）

服装 ■ おしゃれしてお越しください。

さん、DJ TOMOさんをお迎えし、1階にディスコフ

（仮装してお越しいただいた方にはワンドリンクチケットの特典付）

ロアー、2階にラウンジを設けたナイトクルージング

市民アドバイザー ■ 渡辺 真二さん
(早駒運輸㈱神戸シーバス 代表取締役社長）

です。お友達同士で変身、なりきりも大歓迎！お酒
を楽しく嗜みながら船上での異空間を存分にお楽し

行程 ■

みください。大盛り上がりのクルージングです！
左／ファンタジー号
右上／船内
右／渡辺 真二さん

１８:００ 中突堤かもめりあ 集合
乗船～出港～
パーティー開始～
-１Ｆディスコフロア、２Ｆラウンジスペースで
お楽しみください
２０:３０ 帰港後、中突堤かもめりあにて解散
※船内は一般参加者とあわせて定員150名の混載と
なります。

写真はイメージです。
「おとな旅・神戸」実行委員会事務局
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