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２０１7年2月2日

〝神戸ならではの特別な時間〟を体験できるプログラム

「おとな旅・神戸」
新登場プログラム＆追加開催プログラムの受付を開始！
～お約束は、ワンランク上の〝まち感覚〟です。～
2016年度冬「おとな旅・神戸」第四弾プログラム2/9（木）9：30～申し込み受付開始！！
「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
2016年度冬プログラムについて、1月12日（木）から開始した第３弾に続き、2月9日（木）から第４弾の受付を開始いた
します。新登場プログラムや人気プログラムの追加設定など、計12プログラムをご用意しました。
是非、ご取材賜りますようお願い申し上げます。

1．開催概要（料金、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。）
【 新登場プログラム 】

● [ホテルセトレ神戸・舞子]別邸レジデンス貸切！淡路島直送・旬の食材ランチとスイーツブッフェ＆絶景スイートルームを体験

● 春を先取り！三坂さんとめぐる、イチゴスイーツフェア×元町スイーツ巡り
● 【神戸開港150年記念】神戸フィルムオフィス松下麻理さんとめぐる人気ロケ地
● 酒蔵めぐりと鉄板焼の元祖[みその神戸本店]でビーフステーキと日本酒の愉しみ方を知る
● 神戸ジャズの楽しみ方～ジャズ喫茶からジャズバーまで～
● 60カ国の人々が眠る外国人墓地をめぐる
● ミシュラン・グリーンガイド二つ星獲得記念 竹中大工道具館スペシャルワークショップ
★下記プログラムは抽選制となります。〔抽選受付期間：2017/2/9（木）～2/13（月）〕
● 「おそろいの、思い出を。」date.KOBE presents おとなのプレミアムデートプラン
● 大下シェフによる[ブーランジェリー ビアンヴニュ]特別パン教室
【 追加開催プログラム 】
●兵庫津の歴史体験と港町神戸の味めぐり（追加開催日：2017年3月11日（土）9：00～14：00）

●パール・シティ神戸 あなただけの真珠でスペシャル・アクセサリーを（追加開催日：2017年3月5日（日）9：30～12:30）
●あなたの最高の1枚を！おしゃれな神戸旧居留地であなたの一番素敵な〝写り方〟を伝授！
（追加開催日：2017年2月23日（木）10:30～12:30）

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にてお申込み（９:３０から1８:００、土日祝と2/27は休）

3．申し込み受付開始日
● ２０１7年２月９日（木） ９時３０から
● 抽選制プログラム受付：２月９日（木）９：３０から２月１３日（月）１８：００まで 【抽選日：2月１４日（火）】
※ ２月11日（土）、１2日（日）はWEB申し込みのみ
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（神戸市経済観光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。

開催プログラムラインアップ1
美味しい
お食事と
デザートで
優雅な時間を

[ホテルセトレ神戸・舞子]別邸レジデンス貸切！
淡路島直送・旬の食材ランチと
スイーツブッフェ＆絶景スイートルームを体験
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“神戸の街”と“淡路の大地”が出会う海辺に建つ[ホテル

開催日 ■ 3月5日（日）

セトレ 神戸・舞子]の地上3階建ての極上スイート「別邸レ

参加費 ■ 7,500円（ランチ、スイーツブッフェ、お土産付）

ジデンス」を贅沢に貸切。
セトレグループ総料理長・小野田誠シェフが腕をふるい、

定

淡路島から届いた新鮮な食材とイタリアの伝統の技を合わ

服装

せた料理を絶景とともにお楽しみいただけます。

市民アドバイザー ■ 小野田 誠 さん
（ホテルセトレグループ 総料理長）

ゲストに、ラジオＤＪ大久保かれんさんも登場し、シェフ
とのかけ合いトークも！
お食事の後は、スイーツブッフェを楽しむもよし、展望ス

■ おしゃれしてお越しください

行程 ■ 12:00

[ホテルセトレ神戸・舞子] 集合
小野田誠シェフよりご挨拶
淡路島直送「おとな旅・神戸特別ランチ」をご賞味
（前菜・スープ・パスタ・肉料理）
小野田シェフから料理の解説とワンポイントレッスン
ゲスト登場！｢ホテルセトレ神戸・舞子アンバサダー｣の
大久保かれんさんとの掛け合いトーク
お食事の後は、スイーツブッフェやスイートルーム見学を
絶景ロケーションとお楽しみいただきます
15：00 現地にて解散

イートルームでお寛ぎいただくもよし、ダイナミックな明
石海峡大橋のパノラマを臨む海辺のリゾートで、ワンラン
ク上の優雅な時間を楽しみください。

左／昼食会場
右／スイーツ
ブッフェ

神戸最古種の
幻のイチゴを
お楽しみ
ください！

員 ■ 50名（最少催行20名）

春を先取り！三坂さんとめぐる、
イチゴスイーツフェア×元町スイーツ巡り

“お菓子が好きな人とお菓子屋さんをつなぐ”関西スイー
ツ代表・三坂美代子さんと一緒にスイーツの街・神戸を
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開催日 ■ 3月8日(水)

めぐりませんか。

参加費 ■ 3,800円（試食、お茶＆スイーツ、お土産付）

開港150年以来、諸外国の文化を柔軟に吸収してきた神戸で

定

員 ■ 16名（最少催行10名）

は、伝統の味を守り続ける街のケーキ屋さんや、若手シェ
フの芸術品を思わせるような進化系スイーツなど、幅広く

服装 ■ カジュアル

味わうことができます。「みなと元町スイーツマップ」を

市民アドバイザー ■ 三坂 美代子 さん （関西スイーツ 代表）

片手に、お友達にもすすめたくなるようなオススメのお店
を試食をしながらご案内。
さらに、[菓子工房Pao de lo本元町本店]では、神戸の最古種
の幻のイチゴ「神戸ルージュ」使ったおとな旅・神戸特別
スイーツプレートをご賞味！口いっぱいに広がる甘い幸せ
を。
左／神戸最古種の
イチゴ
「神戸ルージュ」
右／菓子工房
Pao de lo

行程 ■ 14:00 JR元町駅 東改札口 集合
三坂美代子さんよりご挨拶
スイーツマップを片手に各スイーツ店の魅力をご紹介
三坂さんのご案内で元町商店街～南京町界隈スイーツめぐり
[ユーハイム]、[神戸凮月堂]、[ラ・センサスィオン]
[パティスリーAKITO]、[亀井堂總本店]
[友力（ゆうりき）食品有限会社]をめぐります
[菓子工房Pao de lo元町本店]にて
神戸最古種の幻のイチゴ「神戸ルージュ」使った
特別スイーツプレートをお楽しみ下さい
16:45 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

2

お約束は、ワンランク上の〝まち感覚〟です。

開催プログラムラインアップ2
神戸港と
共に歴史を
刻む
神戸税関へ

【神戸開港150年記念】
神戸フィルムオフィス松下麻理さんとめぐる人気ロケ地

神戸開港とともに歩んできた[神戸税関]も150年を迎えまし
た。その[神戸税関]を中心にウォーターフロントエリアで撮影
された映画のロケ地を、神戸フィルムオフィス代表、松下麻

開催日 ■ 3月13日（月）
参加費 ■ 3,500円（スイーツ付）

理さんとめぐります。『本能寺ホテル』『日本のいちばん長

定

い日』『海賊と呼ばれた男』など、数々の撮影現場に立ち

服装 ■ カジュアル、履きなれた靴

会った松下さんだからこそ語れる、撮影秘話をお楽しみに。

員 ■ 30名（最少催行15名）

市民アドバイザー ■ 松下 麻理 さん

[神戸税関]では普段は公開していない貴賓室もご案内。神戸港
が一望できる屋上からは、この日入港予定の世界で最も有名
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（神戸フィルムオフィス 代表)

行程 ■ 13:30 神戸市役所1号館1Ｆロビー 集合
松下麻理さんよりご挨拶

な客船〝クィーン・エリザベス〟が見れるかも？！

[神戸市役所1号館]1Ｆで撮影された

※入出港時間は、予告なく変更になる場合がございます。

『本能寺ホテル』(2017年)などの映画ロケのお話
東遊園地 （『僕の彼女はサイボーグ』(2008年)その他。）
『海賊と呼ばれた男』（2016年）のロケが行われた[神戸税関]へ
ロケの裏話を伺いながら、館内見学、特別に貴賓室も
神戸港が一望できる屋上からの景色もどうぞ
[VILLA BLANCHE]でティータイム（ケーキセット付き）
[KIITO]館内で映画の撮影秘話を ～ [新港貿易会館]
『ALWAYS三丁目の夕日‘６４』(2012年)の撮影話を伺います

神戸税関

国際都市神戸
ならではの
異文化を体感

撮影の様子

17:00 第四突堤にて解散

60カ国の人々が眠る外国人墓地をめぐる

函館、横浜、長崎、大阪、そして神戸と国内でも限られた場

開催日 ■ 3月17日（金）

所にしかない外国人墓地。その中でも[神戸市立外国人墓地]は

参加費 ■ 4,700円（軽食付）

国内最大規模の広さを持つ墓地となっています。ロシア正教、
ゾロアスター教など日本では珍しい宗派をはじめ60カ国、20
余りの宗派の人々が埋葬されているのをご覧頂けるのは外国
人墓地ならでは。日立造船の創業者としても有名なE.H.ハン

定

72

員 ■ 20名（最少催行15名）

服装 ■ カジュアル、履きなれた靴
市民アドバイザー ■道木 柳太さん

ターなど神戸の発展に欠かせない立役者たちのお墓もご案内

（神戸市建設局公園部森林整備事務所 所長）

いたします。墓地見学の後は[神戸市立森林植物園]の散策も。

福本 市好さん（神戸市立森林植物園）

10:00 JR三ノ宮駅中央改札周辺 集合
･･･バス乗り場までご案内、専用バスにて移動･･･
ニューをお召し上がりください。三宮発着のバスツアーでア
[神戸市立外国人墓地] 道木柳太さんよりご挨拶
クセスも楽々です！
～さまざまな宗教・宗派の人々が埋葬されている非常に
貴重な墓地を道木さんのご案内でめぐります～
［神戸市立森林植物園］ 福本市好さんよりご挨拶
～展示室周辺を散策いたします～
弓削牧場直営 森のカフェル・ピック]にて軽食
～この日より新登場のサンドプレートランチをご用意
左／神戸市立外国人墓地
右／軽食イメージ
14:00 JR三ノ宮駅周辺にて 解散

昼食は弓削牧場直営の森のカフェ［ル・ピック］で新登場メ

行程 ■

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。

開催プログラムラインアップ3
おとな旅神戸
×date.Kobeが
特別な1日を
演出

「おそろいの、思い出を。」date.KOBE presents
おとなのプレミアムデートプラン

date.KOBEプロジェクトメンバーが協力して、特別なデートプ
ランを用意しました。センター街で待ち合わせ、プロのメイク
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開催日 ■ 3月4日（土）
参加費 ■ 8,100円
（夕食、入園料、入場料、8館プレミアムパス、メイク、貸衣装付）

で2人で変身して、北野やベイエリアをロンドンタクシーでド
ライブ。北野外国人倶楽部ではドレスを着て、神戸どうぶつ王

定 員 ■ 2名１組

国ではカピバラと間近で、記念撮影。

服装 ■ おしゃれしてお越しください

ディナーは三宮の隠れ家レストランでイタリアン。

市民アドバイザー ■ date.KOBEプロジェクト実行委員会

そして、ナイトイベントを開催している特別なセンター街を散

行程 ■

策。最後は貸し切りのポートタワーから夜景をふたりじめ。

13:00 [三宮センター街 アートスクエア] 集合
[アトリエはるか三宮センタープラザ店] でメイクアップを
1800年以上の歴史を有する[生田神社]を参拝
クラシカルなロンドンタクシーがお二人をお出迎え
[北野外国人倶楽部]入館 レンタルドレスを着てお写真をどうぞ
北野でフリータイム「8館プレミアムパス」で異人館めぐりを
[神戸どうぶつ王国]入国、

[壁の穴 神戸さんプラザ店]でお夕食

三宮センター街を散策〝ヨルバル〟イベントや光と音の演出
〝ナイトミュージアム〟をお楽しみください
神戸のライトアップが美しい市街地夜景ドライブへご案内。
[神戸ポートタワー] 入館 閉館後の[神戸ポートタワー]を

イメージ（左／ポートタワーからの夜景
右／ロンドンタクシー、ドレス着用の様子）

大人気の
パン教室
プログラム

お二人だけのために特別に貸切 神戸の夜景を〝ふたりじめ〟
21:30 ご希望の場所にて(神戸～三ノ宮間）解散

大下シェフによる
[ブーランジェリー ビアンヴニュ]特別パン教室
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御影にある人気店[ブーランジェリー ビアンヴニュ]のパン

開催日 ■ ３月6日（月）

教室が今年も登場！前回は発売直後には完売した大人気プ

参加費 ■ 5,660円（試食、飲み物、お土産付）

ログラム！今回も２種の生地を使って３種のパン作りを
オーナーの大下シェフより直接教わります。

定

シェフが作った焼きたてのパンや新作パンの試食もお楽し

服装 ■ カジュアル

み。また家庭用オーブン、プロ用オーブンでの焼きあがり
の違いもレクチャーします。ご自身で作ったパンはお持ち
帰りいただけます。気さくなシェフから楽しくプロの技術
を教わりましょう。

員 ■ 8名（最少催行5名）

市民アドバイザー ■大下 尚志さん
（ブーランジェリー ビアンヴニュ オーナーシェフ）
行程 ■ 13：30 [ブーランジェリー ビアンヴニュ]集合
大下シェフよりご挨拶
パン教室
～大下シェフの直接指導にて、
２種の生地を使って３種のパンを作ります～
大下シェフがデモンストレーションで作ったパンの試食
家庭用・プロ用オーブンの焼き上がりの違いをレクチャー
新作パンをひと足お先に試食
大下シェフへの質問コーナー
16:30 [ブーランジェリー ビアンヴニュ]にて解散

イメージ：ビアンヴニュのパン

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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