リリース
報道関係各位

２０１7年5月19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」
神戸開港150年記念プログラムやブラブラまち歩き特別プログラムなど
話題の12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。～
2017年度「おとな旅・神戸」5/22(月)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」の人気プログラムの中から、特にご好評いただいた“ブラブラまち歩きプログラム”や新登場のプログラム等、
計12プログラムの申し込み受付を、2017年5月22日（月）から開始いたします。
新登場プログラムでは、さわやかな季節を感じていただける朝のウォーキングプログラムや、神戸開港150年に
ちなんだ神戸の珈琲文化を体験できるプログラムなど、追加設定プログラムでは、3月21日に販売を開始し完売と
なった“ブラブラまち歩き特別プログラム”の、神戸の近代化産業遺産でもある「湊川隧道」の内部を特別に見学
できるコースなど、話題の12コースをご用意しました。
この季節にしか体験出来ないプログラムもご用意しております。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、3ページ以降をご覧ください。）
【 新登場プログラム 】

● [パティスリーAKITO]のジャムを使ったさまざまなお菓子でしあわせティータイム
● ～神戸開港150年プログラム～ ライター田中慶一さんとめぐるコーヒー文化の今昔
● 山岳ライター根岸真理さんと行く、朝の諏訪山ハイキング
● 山岳ライター根岸真理さんとめぐる摩耶山あじさいウォーク
● [AFRICA EXOTIC RESORT]で異国情緒を感じるアフリカンティーパーティーを
● デニッシュとベーグル専門店、［ココシカ］の特別キッシュランチ&スイーツと、
お店を自分で手がけた店主のデザインのお話

【 抽選プログラム 】（ 抽選受付期間：２０１7年5月22日（月）～5月24日（水） ）

● 神戸元町生まれの革ブランド〝Kiichi(キイチ)〟
×〝神戸タータン〟 ～オリジナル革小物を作る特別ワークショップ～
● ［コム・シノワ］城間シェフのおいしいパン講座

「おとな旅・神戸」実行委員会事務局
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【“ブラブラまち歩き特別プログラム”追加開催 】

● 神戸はなぜ“ハイカラ”なのか？～日本文化と西洋文化の融合をさぐる 北野異人館編～
（追加開催日：２０１７年6月18日（日）10：00～１4：30）
● 神戸はなぜ“ハイカラ”なのか？～不規則に並ぶ“126”の謎の番号をたどる 旧居留地編～
（追加開催日：２０１７年6月25日（日）10：00～１4：３０）

● 神戸はなぜ“ハイカラ”なのか？～今も残る7ｍの高低差の謎・近代化産業遺産をさぐる 湊川・新開地編～
（追加開催日：2017年7月9日（日）13:00～15:00）
● 神戸はなぜ“ハイカラ”なのか？ ～日本のスイーツの原点をさぐる 亀井堂總本店編～
（追加開催日：2017年6月24日（土）10:30～12：00）

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（平日９:３０から1８:００まで ※１２/２９～１/４を除く）

3．申し込み受付開始日
● ２０１7年5月22日（月） ９時３０分から（先着順）
● 抽選制プログラム受付：5月22日（月）９：３０から5月24日（水）１８：００まで 【抽選日：5月25日（木）】

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（神戸国際観光コンベンション協会内）
TEL：０７８－３０３－３３９５ FAX：０７８－３０２－２９４６

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

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例１
極上の
スイーツで
幸せな午後の
ひとときを

[パティスリーAKITO]のジャムを使った
さまざまなお菓子でしあわせティータイム

ミルクジャムが評判の全国的に有名な[パティスリー
AKITO]。店内にはミルクジャムの他にたくさんの種類の、
シェフこだわりのフルーツジャムや、焼き菓子、ケーキが

1

開催日 ■ 6月29日（木）、7月13日（木）
参加費 ■ 3,500円（スイーツプレート、お飲み物付）

並びます。お店で作られる自慢のジャム達はその焼き菓子

定

やケーキなどにも使われ、ミルクジャムと同じくらいどれ

服装 ■ カジュアル

も人気があります。そのジャムを使ったお菓子を田中シェ

市民アドバイザー ■ 田中 哲人さん
（パティスリーAKITO オーナーシェフ）

フの解説とともに、4種類のスイーツを一度に味わうことが
できる、「おとな旅・神戸」ならではの特別なティータイ
ムをどうぞ。

員 ■ 12名（最少催行7名）

行程 ■ 11:00 [パティスリーAKITO] 集合
・受付・ガイダンス
・市民アドバイザー 田中シェフのご紹介
・田中シェフの代名詞 ミルクジャムの開発秘話や、
いろいろなジャムのお話
・田中シェフのお話とともに、シェフ自慢のジャムを使った
スイーツを堪能（パン、プリン、ケーキ、焼き菓子等、
何が出てくるかは当日のお楽しみ）
・田中シェフへの質問コーナー
～気さくなシェフが、何でも答えてくれるかも？！～
12:30 [パティスリーAKITO]にて解散

おいしいスイーツでお腹いっぱいになれる、幸せなプロ
グラムです！何が出てくるかは当日のお楽しみ！

左／店舗外観 中／パティスリーAKITOのスイーツ 右/ミルクジャムなど

神戸開港と
ともに続く
珈琲の歴史

～神戸開港150年特別企画～
ライター田中慶一さんとめぐるコーヒー文化の今昔

コーヒーのはじまりは港から・・・・1868年（慶応3年）神戸
開港と同時に、ハイカラ文化の玄関口になった神戸。今ではた
くさんのカフェが日本中に点在し、コンビニエンスストアでも
手軽に抽出コーヒーが飲めるほど、現代の私たちにはとても身

2

開催日 ■ 6月19日（月）、7月28日（金）
参加費 ■ 3,800円（コーヒー２杯、スイーツ付）
定

員 ■ 10名（最少催行８名）

近な存在になったコーヒー。そのコーヒー文化の原点は、神戸
にあり！日本最古のコーヒー店として教科書にも紹介されてい
る[放香堂加琲]から、新しくてどこか懐かしい雰囲気が漂う隠れ
家的なカフェ[HAPPY COFFEE]、最近、神戸でも増えてきてい
るスタンドコーヒー店まで、ライターの田中慶一さんとめぐり
ます。

左／[放香堂珈琲]外観
右／珈琲イメージ

服装 ■ カジュアル、履きなれた靴
市民アドバイザー ■ 田中 慶一さん（ライター・編集者）
行程 ■ 10:00 [放香堂加琲] 集合
・受付・ガイダンス
・市民アドバイザー田中慶一さんよりご挨拶
・日本最古のコーヒー店[放香堂加琲]で石臼挽き体験
～まだコーヒーミルがなかった時代に思いを馳せながら、
石臼でコーヒー豆を挽いてみましょう～
・隠れ家的なカフェ[HAPPY COFFEE]で
パウンドケーキつきコーヒータイム
～家庭でも愉しめる美味しいコーヒーの淹れ方を教わります～
・田中さんが美味しいスタンドコーヒー店をご紹介
12:30 南京町西安門付近にて解散

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。

開催プログラムラインアップ例２
街から
すぐに山へ
神戸ならでは
の朝を

3

山岳ライター根岸真理さんと行く、
朝の諏訪山ハイキング

お休みの朝にちょっと早起きして、山の空気を吸いにい
きませんか？山岳ライター根岸真理さんのご案内のもと、
海を見下ろす絶景スポット[金星台]～[ヴィーナスブリッジ]

開催日 ■ 6月4日（日）
参加費 ■ 3,000円（朝食、お水付）

へ。その後は散策をしながら、大正12年創業の[燈籠茶屋]

定

にて、朝食をお召し上がり頂き、のんびり歩いて[諏訪神

服装 ■ カジュアル、履きなれた靴

社]へ。ハイキング初心者大歓迎の「おとな旅・神戸」流、

員 ■ 12名（最少催行8名）

市民アドバイザー ■ 根岸 真理さん（フリーライター）

朝活プログラムです。
※解散後、ご希望の方は地下鉄県庁前駅までお送りします。 行程 ■ 7:30 市営地下鉄県庁前駅改札口前 集合

ハイキングイメージ

満開の
あじさいを
愉しむ

ヴィーナスブリッジ

・受付・ガイダンス
・市民アドバイザー根岸真理さんのご紹介
・[金星台]～[ヴィーナスブリッジ]
～8の字の螺旋が美しいループ橋。
気軽にみなと神戸の絶景を楽しめる人気眺望スポットへ～
・諏訪山散策
・[燈籠茶屋]にて朝食
～ハイカーに人気の［燈籠茶屋］にて
ご朝食をお楽しみ下さい～
11:15 ［諏訪神社］にて解散

山岳ライター根岸真理さんとめぐる
摩耶山あじさいウォーク

山岳ライター根岸真理さんとともに坂バスとケーブル、
ロープウェイを乗り継ぎ、摩耶山上の散策を楽しみながら、
[摩耶自然観察園]へ。園内をお散歩しながら、ベストシーズ
ンのあじさいをご鑑賞ください。
日本で唯一お釈迦様の生母摩耶夫人を祀る [摩耶山天上寺]

4

開催日 ■ 7月21日（金）
参加費 ■ 5,500円（昼食付）

定 員 ■ 20名（最少催行１０名）
服装 ■ カジュアル、履きなれた靴

に立ち寄った後は[オテル・ド・摩耶]でゆったりとイタリア

市民アドバイザー ■ 根岸 真理さん （フリーライター）

ンランチを。掬星台からの絶景もお楽しみ頂けます。

行程 ■ 9:30 JR灘駅 南ロータリー 集合

左／摩耶自然観察園
右／昼食イメージ

・受付・ガイダンス
・市民アドバイザー根岸真理さんのご紹介
・坂バスの特別便（9:40発）で摩耶ケーブル駅へ
・ケーブルとロープウェイを乗りつぎ、星の駅へ
～摩耶山上の散策しながら[摩耶自然観察園]へ～
・ [摩耶自然観察園]にてあじさいを鑑賞
・花の寺としても名高い[摩耶山天上寺]へ
～副貫主のプチ法話をお楽しみいただけます～
・[オテル・ド・摩耶]にてカジュアルパスタランチ
・関西でもっとも景色が綺麗に見える[摩耶掬星台]へ
14:30 まやビューライン・ロープウェイ星の駅にて解散

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。

開催プログラムラインアップ例３

多国籍な

[AFRICA EXOTIC RESORT]で異国情緒を感じる
アフリカンティーパーティーを

神戸を体感

開港150周年を迎える神戸は現在も多国籍なお店が沢山存
在します。そんな港町神戸でアフリカンな午後のひとときを

5

開催日 ■ 6月28日（水）

過ごしませんか。2017年1月にOPENした[AFRICA EXOTIC

参加費 ■ 3,100円（お飲み物、軽食、お土産付）

RESORT]にて、アフリカならではのお飲み物や食材を使った

定

員 ■ 8名（最少催行4名）

「おとな旅・神戸」限定のティータイムをご用意しました。
お店のおすすめモリンガティーはビタミンEは卵の96倍、鉄
分はプルーンの82倍、アミノ酸は米酢の97倍、食物繊維はレ
タスの28倍といわれるミラクルなお飲み物。モリンガティー
を含む3種の飲み比べを行って頂き、この日だけのオリジナ

服装 ■ カジュアル
市民アドバイザー ■ 青木 梨花さん
（AFRICA EXOTIC RESORT店長）
行程 ■ 13:30 阪急電鉄 神戸三宮駅西改札口1階 集合
・受付・ガイダンス
・市民アドバイザー青木梨花さんご紹介
・店長の青木さんのご案内を聞きながら、
アフリカならではのお飲み物3種の飲み比べと
アフリカの食材を使ったオリジナルスイーツプレートで
ティータイムを
～ドライフルーツやナッツ、
ヌガーのご試食もお楽しみ頂けます～
・お土産贈呈
15:00解散 [AFRICA EXOTIC RESORT]にて解散

ルプレートでお店の看板メニューを2種お楽しみください。
店長の青木梨花さんとお話しながら、エキゾチックで楽しい
午後を。

店内イメージ

【抽選受付】
人気
プログラムが
さらに
神戸らしく

神戸元町生まれの革ブランド
〝Kiichi(キイチ)〟×〝神戸タータン〟
～オリジナル革小物を作る特別ワークショップ～

6

「made in Kobe」をコンセプトに神戸元町で誕生したレ
ザーブランド〝Kiichi(キイチ)〟。いかりマークのロゴとカ

開催日 ■ 6月17日（土）

ラフルな革を使った小物類は人気があり、全国各地の有名

参加費 ■ 5,500円（完成品送料込）

百貨店で取り扱われています。オーナー兼デザイナーであ
る、片山さんと一緒に前回好評だった、タッセル付きがま

定

員 ■ 8名（最少催行6名）

口型小銭入れを作ります。

服装 ■ カジュアル

今回は神戸開港150年を記念して作られた、きれいな青色が

市民アドバイザー ■片山 喜市郎さん
(株式会社喜市 代表取締役
神戸タータン協議会副会長)

特徴の格子柄

播州織り「神戸タータン」を小銭入れの内

側に使用！革・タッセル、それぞれ12色の牛革から選び、
ご自身のお好きな色と「神戸タータン」を組み合わせたオ
リジナル小銭入れをどうぞ。
※仕上げはお店にお任せし、
完成品は7～10日後に、
化粧箱に入れてお送りします。

左／Kiichiロゴマーク
右／小銭入れイメージ

行程 ■ 15:00 [STUDIO KIICHI本店] 集合
・受付・ガイダンス
・市民アドバイザー片山喜市郎さんよりご挨拶
・革生地についてのレクチャー
～革生地ができるまでや、革の種類など、
意外と知らない牛革のお話をうかがいます～
・ワークショップ
～革の色選び、名入れなどの作業をします～
17:00 ワークショップ会場にて解散

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。

開催プログラムラインアップ例4
別品な
ものづくり
イズムを
楽しむ

デニッシュとベーグル専門店、
［ココシカ］の特別キッシュランチ&スイーツと、
お店を自分で手がけた店主のデザインのお話

子供の頃から、スイーツ・パン作りが大好き、ＯＬ時代も、
休日はスイーツ・パン作りだった妻。幼少期は、建物の塗り絵

7

開催日 ■ 6月26日（月）、7月10日（月）

と、レゴブロックに夢中、タタミの縁を道路にみたて、お菓子

参加費 ■ 3,800円（昼食、スイーツ、お飲み物付）

の空き箱とミニカーで街づくりをしていた店主。お店の工事も、

定

員 ■ 26名（最少催行20名）

デニッシュ・ベーグル・スイーツも、独学で全て手作りの[ココ
シカ]。乙仲通りにある店舗で、デニッシュとベーグル、店内に
あるかわいい雑貨からお店の内装、デザイン事務所を本業とし
ていた時代の話まで、店主の山岸さんが何でも楽しくお話しま

服装 ■ カジュアル
市民アドバイザー ■ 山岸 達也さん
（ヤマギシデザイン事務所 / ココシカ店主）

す！お店自慢のデニッシュとベーグルのほかに、特製キッシュ、 行程 ■ 12:00 ［ココシカ］集合
・受付・ガイダンス
・市民アドバイザー 山岸達也さんよりご挨拶
・山岸さんの［ココシカ］のお店の知られざるお話
～7種のお店自慢のベーグルやデニッシュと、
特製キッシュなどの特別ランチプレートをどうぞ～
・2種のチーズケーキと新作スイーツをお召し上がり
いただきながら、内装デザインの興味深いお話を
・山岸さんへの質問コーナー
14:00 [ココシカ]にて解散

チーズケーキや新作スイーツも加えた「おとな旅・神戸」スペ
シャルランチとともにどうぞ。

[ココシカ]外観

スペシャルランチ イメージ

【抽選受付】
とっておきの
神戸のパンを
堪能

［コム・シノワ］城間シェフのおいしいパン講座

神戸を代表するブーランジェリー[コム・シノワ]のパン製
造責任者 城間シェフによるデモンストレーションを交え、

開催日 ■ 6月20日（火）

実際にパン生地に触れながら、お店でも人気の〝ポテトパ

参加費 ■ 4,500円（パン・スープ付）

ン〟と〝レモンとラベンダーのクロワッサン〟の作り方の

定

コツを教わります。
パン講座のあとはシェフのお話を伺いながら、スープと
共にできあがったパンを試食。人気パン店のシェフがパン
作りの楽しさをお伝えします！
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員 ■ 10名（最少催行8名）

服装 ■ カジュアル、エプロン、三角巾
市民アドバイザー ■城間 敦太さん
(ブーランジェリー コム・シノワシェフ)
行程 ■ 15:00 [ブーランジェリー コム・シノワ]集合

[コム・シノワ]外観

パンイメージ

・受付・ガイダンス
・市民アドバイザー 城間シェフよりご挨拶
・城間シェフによる実演
・パンのプチ講習
（ポテトパンとレモンとラベンダーのクロワッサン）を予定）
・出来たてのパンを試食しながら、城間シェフのお話
・城間シェフへの質問コーナー
17:00 ［ブーランジェリー コム・シノワ］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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