リリース
報道関係各位

２０１５年１０月２６日

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」
お約束は、ワンランク上の〝まち感覚〟です。

～いよいよ１１月１６日（月）より申し込み受付スタート～
開催期間 ： ２０１５年１１月３０日（月）～２０１６年３月６日（日）
「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ンション協会
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年度冬プログラムを、２０１５年11月３０日（月）～２０１６年３月６日（日）まで開催します。
２０１３年度にスタートし、第５回目となる今回は、２０１９年ワールドカップの神戸開催が決定しているラグビーや、神
戸の暮らしに根付くパン文化を取り上げたものなど、〝冬らしさ〟や〝神戸ならではのライフスタイル〟を体感でき
る充実の７１プログラムをお楽しみいただきます。是非、ご取材賜りますようお願い申し上げます。

■ プログラム概要
● 新たに２７プログラムが登場！充実の全７１プログラム
［モロゾフ］のチョコレート工場見学＆テイスティング体験や、乙仲通の人気店［TANDEY］でのオリジナルバッグ
作りなど、２７の新プログラムを含む、７１プログラム１２１本を用意。

● 総勢で７０名を超える市民アドバイザーがプロデュース
神戸の楽しみ方を知り尽くした編集者や店のオーナーなど、総勢で７０名を超える街遊びの達人が「市民アドバイ
ザー」として各プログラムのプロデュースを行い、神戸のまちの「本物」の面白さをご案内します。

● 一部のプログラムは抽選申し込み
下記４プログラムは抽選制で申し込みを受け付けします。
■ 山口浩シェフの特別席[神戸北野ホテル]世界一の朝食
■ [サ・マーシュ]西川功晃シェフのパン作り教室＆特別パンランチコース
■ [イスズベーカリー]井筒英治さんのおいしい神戸のパンをつくる
■ [王子動物園]エサやり体験と特別バックヤードツアー

■ 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）

■ 申し込み受付開始日
２０１５年
２０１５年１１月
１１月１６日
１６日（月） ９：３０～
３０～（先着順）
先着順）
※抽選プログラムについては、２０１５年１１月１６日（月）９：３０～１８日（水）１８：００に申し込み受付を行います。
(抽選日２０１５年１１月１９日（木）)

本件リリースに
本件リリースに関
リリースに関するお問
するお問い合わせ先
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
参加申し込みに関
みに関するお問
するお問い合わせ先
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。

参考

2015年度「おとな旅・神戸」冬プログラム実施概要

タイトル

おとな旅・神戸

キャッチフレーズ

お約束は、ワンランク上の〝まち感覚〟です。

実施期間

２０１５年１１月３０日（月）～２０１６年３月６日（日）

申込受付開始日

２０１５年１１月１６日（月）９：３０～

実施エリア

神戸市内全域

実施内容

●「神戸ならではの」「特別感のある」まち歩きや体験といったプログラムを実施
●プログラム開発に際しては、市民の方から情報提供、協力をいただきながら推進
●プログラムはすべて有料とし、事前の予約・申込・決済を基本とする

ねらい

●熱烈な神戸ファンの獲得によるリピーターの確保及び口コミ等による更なる誘客
●アクティブシニア層の獲得
●「おしゃれなまち神戸」の、新たな楽しみ方の発信
●地域の多様な人や組織が参画することによる地域経済の活性化
●新たな神戸の魅力発掘による市民の地域への愛着の深化
●交流促進によるまちの賑わいの創出
●都市イメージの更なる向上

ターゲット

コアターゲット：アクティブシニアの女性

プログラム数

●７１プログラム１２１本

参加料金

３，０００円～（プログラムにより異なります。）

パンフレット

●神戸市総合インフォメーションセンターや各区役所で配布。
交通事業者の協力により、市外でも配布。
●「おとな旅・神戸」公式サイトよりダウンロード可能。

主催

「おとな旅・神戸」実行委員会
構成団体：神戸市、兵庫県、神戸商工会議所、
（一財）神戸国際観光コンベンション協会、学識経験者他

事務局

「おとな旅・神戸」実行委員会事務局 担当：大原、山田、魚山
（神戸市産業振興局観光コンベンション部観光コンベンション課内）
ＴＥＬ：078-322-5339 ＦＡＸ：078-322-6138

運営事務局

「おとな旅・神戸」運営事務局 担当：中西・小島（株式会社プロアクティブ内）
ＴＥＬ：078-599-7110（平日9:30～18:00） ＦＡＸ：078-332-2506
e-mail: info@kobe-otona.jp

公式サイトＵＲＬ

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。

プログラム例 １

絵になる街、
物語のある
風景

玉岡かおるさんが有馬温泉を愛した秀吉を語る
～著書『虹、つどうべし』より～

1

秀吉と別所長治が戦った〝三木合戦〟を描いた小説『虹、つ
どうべし』の著者である玉岡かおるさんが、有馬の地で秀吉に
ついて語ります。会場は、有馬温泉を愛した秀吉から名を授
かった老舗旅館[兵衛向陽閣]。一般非公開の秀吉ゆかりの
品々を「おとな旅・神戸」のために、特別展示いたします。昼食
は[兵衛向陽閣]特製「秀吉御膳」をお楽しみください。

開催日

２０１６年２月１１日（木・祝）

参加費
７,８００円（昼食付）
定員
１００名（最少催行６０名）
服装
おしゃれしてお越しください
市民アドバイザー
玉岡 かおるさん（作家）
行程

１１：３０ 兵衛向陽閣 集合～
「おとな旅・神戸」特製「秀吉御膳」をご賞味～
作家・玉岡かおるさんによるお話 ～
14：30 現地にて解散

世界に自慢
したい
職人技のパン
･スイーツ

上／「虹、つどうべし」の著者
玉岡 かおるさん
左上／かつて豊臣秀吉に愛されその名を
授かった老舗旅館・兵衛向陽閣
左下／「おとな旅・神戸」 特製「秀吉御膳」イメージ

［サ・マーシュ］西川功晃シェフの
パン作り教室＆特別パンランチコース

毎日100種類以上のパンが焼き上がり、アイディア豊かなパン
が充実している人気店［サ・マーシュ］。「日本人の食卓に合う

開催日

２０１６年１月２７日（水）

次々と生み出す西川功晃シェフから直接パン作りを教わります。

参加費
６,０００円（昼食、お土産付)
定員
１２名（最少催行６名）

西川シェフの想いが詰まった[サ・マーシュ]の厨房でのパン作

服装

パンを作りたい」とパンの温かみを残しながら独創的なパンを

りは大変貴重な体験です。パン作りを楽しんだ後はパンのサラ
ンチコースをお楽しみください。

カジュアル、履きなれた靴、三角巾、
エプロン、タオル、筆記用具

市民アドバイザー

ダ、パンのスープ、パンのデザートなど、西川シェフ特製パンラ
行程

7

西川 功晃さん
（サ・マーシュ オーナーシェフ）

11:00 サ・マーシュ 集合
西川シェフの直接指導にて、パン作り講習会～
・米粉パンの生地を使って3種類
・ロールパンの生地を使って3種類
特製パンランチコースをいただきます～
西川シェフが作った焼きたてパンの試食 ～
14:30 現地にて解散

左／西川 功晃さん（サ・マーシュ オーナーシェフ）
中／サ・マーシュの焼きたてパン
右／サ・マーシュのエントランス

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。

プログラム例 ２

絵になる街、
物語のある
風景

日本のジャズ発祥の地・神戸で、ジャズの名店めぐり。

開催日

１２月９日（水）、
２０１６年１月１６日（土）
５,８００円（２ドリンク付）

ポータルサイト「ジャズの街～神戸」編集長の安田英俊さんが、
北野坂界隈の名店をご案内。1店目で本格ライブを体感したら、

参加費

2店目は居心地の良い落ち着いたジャズバーで大人の雰囲気

定員

を味わいつつ、しっとりと流れるジャズをBGMに音楽談義。初め
ての方でも、「おとな旅・神戸」なら奥深いジャズの世界をお楽

服装

１５名（最少催行１２名）
おしゃれしてお越しください

市民アドバイザー

しみいただけます。ジャズ初心者歓迎！

安田 英俊さん
（ポータルサイト「ジャズの街～神戸」編集長）

行程

18:30 集合 （12/9）ジャズライブ＆レストラン ソネ
（1/16）サテンドール・神戸
本格ジャズライブを鑑賞～
ジャズストリートをぶらり歩き～
ジャズバーで安田さんと音楽談義～
（12/9）JAZZ BAR グッドマン
（1/16）Jazz＆Boozさりげなく
21：00 現地にて解散
中／サテンドール・神戸 ライブ
右／ジャズライブ＆レストラン ソネ ライブ

左／安田 英俊さん

海、山、
スタジアムで
驚きを

１６

音楽に酔う神戸の夜
～「ジャズの街～神戸」の名店で～

＜初心者大歓迎＞ラグビー元日本代表･平尾剛さんと
神戸製鋼戦を観てラガーマンの社交場へ

24

2019年のラグビーワールドカップの開催都市にも決定している
神戸。神戸製鋼コベルコスティーラーズでウイング（ＷＴＢ）や

開催日

１２月１２日（土）

トップリーグの神戸製鋼戦を現場で「面白く、初心者にわかりや

参加費
４,８００円（1ドリンク付）
定員
１５名（最少催行１０名）

すく、選手の立場を交えて」解説します。試合開始前には特別

服装

に選手の練習を間近で見学できるピッチサイドへご案内。ノー

市民アドバイザー

フルバック（FB）として活躍、現在は大学教員の平尾剛さんが

サイド後はワールドのラグビー部OB経営のバー[サードロー]へ。
ラガーマンが集う社交場の空気に浸ります。

行程

左／平尾剛さん

上／神戸製鋼 コベルコスティーラーズ
迫力あるスクラムシーン
左／ラグビーワールドカップ２０１９の
試合会場となるノエビアスタジアム神戸

カジュアル（防寒着）、履きなれた靴
平尾剛さん（元ラグビー日本代表、
神戸親和女子大学講師）

12:00 集合 ノエビアスタジアム神戸エントランスロビー
ノエビアスタジアム内散策～
平尾さんの生解説で試合観戦～
（神戸製鋼 コベルコスティーラーズVS
コカ・コーラ レッドスパークス）
・・・地下鉄で三宮へ移動
バー[サードロー]で店長のお話と1ドリンク～
17:00 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。

プログラム例 ３

あの街でしか
出会えない味

日本初のオリーブ園が北野によみがえる
オリーブの魅力を特別ランチコースで感じる

日本最初のオリーブ園があった北野にふたたびオリーブを。
1879（明治12）年、日本初の国営オリーブ園「神戸阿利襪園」
が、北野山本通に誕生し、日本におけるオリーブオイルの製造、
果実加工の第一歩を踏み出しました。知られざる北野とオリー
ブの歴史と魅力を、かつて日本最初のオリーブ園があったとさ
れる場所に建つ［神戸北野ホテル］で学んだあとは、山口シェ
フがこの日のためだけに作った特別オリーブランチコースを
シェフの解説付でいただきます。オリーブを活かしたまちづくり
に取り組む北野の街歩きも楽しみ。

開催日

２０１６年１月２８日（木）、３月２日（水）

参加費

５,８００円（お土産付）

行程
10:30 神戸北野ホテル集合
中西テツさんより、北野とオリーブの歴史やオリーブの魅力
についてお話～
山口浩シェフの解説でオリーブランチコースをいただく～
宇津さんと異国情緒豊かな北野を街歩き～
13:30 北野町広場にて解散

３０名（最少催行１５名）

定員
服装

26

おしゃれしてお越しください

市民アドバイザー

左上／神戸北野ホテル
上／山口浩シェフ
左下／特別オリーブランチ
コース（イメージ）

・中西テツさん（神戸大学名誉教授・

オリーブオイルソムリエ）
・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）
・宇津誠二さん（インターナショナル オリーブアカデミー神戸理事長）

世界に自慢
したい
職人技のパン
･スイーツ

57

日本のバレンタインの原点を知る
[モロゾフ]のチョコレート工場へ

創業1931年、全国に店を構える神戸発の老舗洋菓子メーカー

開催日

１２月３日（木）

インチョコレートを発売した[モロゾフ]のチョコレート工場を特別

参加費

４,５００円（試食、お土産付）

にご案内します。商品開発の担当者よりチョコレートの原料や製

定員

８名（最少催行５名）

服装

カジュアル（動きやすい服装）、履きなれた靴

[モロゾフ]のプログラムがついに登場！日本で初めてバレンタ

造方法、カカオの原産地のお話を聞いたり、バレンタインの歴
史などモロゾフチョコレートのルーツを辿ります。またカカオ産
地が異なるダークチョコレートや地域別に異なるミルクチョコ

市民アドバイザー

レートのテイスティングもお楽しみいただき、知っているようで知
らない〝チョコレート〟の世界へご案内します。

行程

小椋 幾子さん（モロゾフ株式会社
マーケティング本部製品開発部担当課長）
13:00 神戸市営地下鉄西神中央駅 集合
送迎バスで[モロゾフ]西神工場へ～
チョコレートのお話と製造工程の特別見学～
チョコレートのテイスティング～
バレンタインの歴史等の話～

左／バレンタイン商品イメージ
中上／モロゾフ西神工場
中下／プレミアムチョコレートセレクション
上／小椋 幾子さん

16:15 神戸市営地下鉄西神中央駅にて解散

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。

プログラム例 ４

あの街で素敵
なセンスに
出会う

60

世界の技、バリスタ宮前みゆきさんが案内する、
カプチーノの愉しみ方

日本で唯一の珈琲専門の博物館[UCCコーヒー博物館]で、珈
琲の歴史や文化を学んだ後は、世界にその名を知られるバリ
スタ・宮前みゆきさん（『ジャパンバリスタチャンピオンシップ
2007』優勝、世界大会4位＆ベストカプチーノ賞受賞）にエスプ
レッソのおいしい淹れ方やラテアートを教わります。世界一のカ
プチーノを淹れるトップバリスタの宮前さんによる珠玉の一杯と
スイーツを味わいながらのコーヒー談義もお楽しみ。

開催日
参加費

定員
服装

上／宮前みゆきさん
右上／UCCコーヒー博物館館内
右下／宮前さんのラテアート作品

行程

１２月１９日（土）、２０１６年１月２１日（木）

13:00

UCCコーヒー博物館 集合
コーヒー博物館特別ガイドツアー～
宮前さんによるエスプレッソ＆カプチーノの
愉しみ方セミナー～
家庭用マシンでのカプチーノのおいしい淹れ方
やラテアートを体験～
宮前さんが淹れたカプチーノとスイーツでコーヒー談義～
16:00 UCCコーヒーアカデミーにて解散

５,０００円（コーヒー、スイーツ、入館料、お土産付）
１８名（最少催行１２名）
カジュアル、履きなれた靴

市民アドバイザー

宮前みゆきさん
（2007年ジャパンバリスタチャンピオン
UCCホールディングス株式会社）

〝神戸らしい〟
を身に
乙仲通散策と神戸発ブランド〝TANDEY(タンディ)〟
着けたい

オリジナルバッグ作りのワークショップ

〝シンプルで長く〟をコンセプトに帆布と革のコンビネーション

市民アドバイザー

5色からお選びいただき、その後刻印、ボタン付け、革の貼り付
けを体験。クラッチバッグとしても使える「おとな旅・神戸」オリジ
ナルデザインのおしゃれなショルダーポーチを作ります。仕上げ

中野 智之 さん
（株式会社PORTOM代表、TANDEY代表）

が お し ゃ れ な 神 戸 発 の バ ッ グ ブ ラ ン ド [TANDEY] 。 そ の
[TANDEY]が初のワークショップを開催。革は4色から、帆布は

67

行程

11:00

TANDEY siro 集合〔乙仲通〕
ショルダーポーチづくりのワークショップ～
乙仲通りのおしゃれなお店を中野さんがご案内
[アリアンス・グラフィック]にてランチ
17:00 解散

はお店にお願いして、完成品は後のお楽しみに（ご希望の方は
ご自宅へのお届けも可能）。その後、おしゃれなお店が多い乙
仲通りを、中野さんのご案内で散策。レトロな雰囲気が漂うカ
フェでのランチタイムもお楽しみ。

開催日

１２月７日（月）、２０１６年２月１日（月）

参加費
８,８００円（バッグ作り体験、昼食、お土産付）
１２名（最少催行５名）
定員
服装

カジュアル、履きなれた靴

上／今回作るショルダーポーチ 中上／中野 智之 さん
中下／TANDEY siro外観 右／TANDEY siro店内

写真はイメージです。
「おとな旅・神戸」実行委員会事務局

６

