日帰りで行ける神戸の人気スポット!

日帰り
コース
全コース
リフト付タクシー
一部必要のないコースには
ついておりません

A

 

C





六甲山の自然を満喫

◆障がいがある方や高齢の方にも安心のゆったりとしたコース
◆車いすの方も安心の観光施設やお店をご案内
◆各ポイントに
「車いす対応トイレ」
もあり安心
◆神戸を知り尽くしたコンシェルジュがコース作りに参加しています
◆長時間歩くのが不安な方は、神戸市内の12カ所の拠点で車いすの無料レンタルが
出来る
「KOBEどこでも車いす」
をご利用頂けます
（詳しくはP9をご覧ください）

所用時間
料金に含まれるもの



5時間

TICKET

リフト付タクシー

昼食1回

入園料

コーディネート料

三宮………（表六甲ドライブウェイ）
………六甲山牧場
（羊・牛の放牧など） …六甲山ジンギスカン
パレス
（昼食）
………六甲ガーデンテラス･自然体感展望台六甲枝垂れ
（見学） ………三宮
新しい六甲山のランドマーク

観光地の移動は全コースリフト付タクシーで安心！
介助サービスが必要な方は手配いたします
（１時間3,500円〜）
車いす対応トイレあり

Tour Point 自然と動物と絶景に出会える !

こうべ・だれでもトイレ

神戸どうぶつ王国と西日本最大の中華街・南京町
料金に含まれるもの

●

所用時間

六甲山牧場は神戸の中心部から車で30分ほどで行ける、
自然あふれるレジャースポットです。
スイスを思わせ
る広大な敷地で、羊や牛が放牧されていたり、動物たちとのふれあいがやすらぎの場所です。六甲枝垂れは展望

7時間

スポットとして、神戸・大阪湾の大パノラマが楽しめます。
また
「1000万ドルの夜景」
の名所です。

TICKET

リフト付タクシー

昼食1回

入園料

コーディネート料

料金 お二人様でご利用の場合 おひとり 17,650円〜（平日）

三宮……………神戸どうぶつ王国（フクロウの飛行ショーや咲き乱れる花や動物と人とのふれ
園内はユニバーサルな施設で車いすの方も安心

●

あい共生パークでの散策・昼食） ……………神戸の中華街・南京町（散策･ショッピング）
本場の中華が存分に味わえる。珍しい食材も買えます

●

D

「灘五郷」酒蔵めぐり

所用時間

……………旧居留地・神戸らんぷミュージアム
（見学） ……………三宮

料金に含まれるもの

Tour Point 天井から咲き乱れる花と動物たち、美味しい中華三昧

リフト付タクシー

3時間

コーディネート料

三宮…………灘五郷･菊正宗酒造記念館（試飲・見学･お買物） ………櫻正宗記念館・櫻宴
お酒と一緒に食事を楽しめる

1Fフロアは段差のない構造になって安心です

●

●

神戸どうぶつ王国は年中満開の花々の中で、世界の珍しい鳥や動物とふれあえるテーマパークで

（試飲・見学） …………三宮
和風レストランがあります

す。
南京町は日本三大中華街の一つで、
すべての人が楽しめる料理店を中心に珍しい食材店や雑貨
店が目白押し。
旧正月の春節祭や、
秋の中秋節は、
特に賑わい、
行列の出来る人気店もあります。

Tour Point 歴史にふれる灘・酒蔵の旅
昔から神戸市灘区から西宮市にかけての海岸地帯は
「灘五郷」
と呼ばれ、酒造りの盛んな場所です。六甲の宮水

料金 お二人様でご利用の場合 おひとり 24,380円〜（平日）

が美味しい酒を造りだしています。
お酒の好きな方にはうれしいスポットです。館内は酒蔵そのままの雰囲気で

B

酒造り道具などの資料が展示され、試飲や販売もしています。

神戸布引ハーブ園と異国情緒あふれる北野異人館街めぐり
料金に含まれるもの

所用時間

5時間

TICKET

リフト付タクシー

昼食1回

入園料

コーディネート料

三宮………ハーブ園山麓駅+++神戸布引ロープウェイ+++ハーブ園山頂駅・・・神戸布引ハーブ
全てのロープウェイが車いすの乗車ができます

●

料金 お二人様ご利用の場合 おひとり 9,050円〜（平日）

E

ミュージックグルメ船コンチェルトとスイーツ食べあるき
このコースはリフト付タクシーでの移動はありません。

所用時間

6時間

●

園（散策・昼食） ・・・ハーブ園山頂駅+++神戸布引ロープウェイー+++ハーブ園山麓駅………

料金に含まれるもの

昼食1回

乗船料

デザート

コーディネート料

温室やハーブの見本園内はフラットです。坂道は介助型電動アシスト車いす貸出あります

●

北野異人館街・風見鶏の館（館内見学） ………仏蘭西館・英国館（車窓見学）
………三宮
入口に階段がありますが、
スタッフが対応してもらえるので安心

●

Tour Point ハーブの香りで癒しの空間と神戸文化を楽しむ !

みなと元町………元町商店街………神戸凮月堂 （おしゃれなカフェで和スイーツを味あう）
………ハーバーランドモザイク〜コンチェルト （ランチクルーズ）………神戸の中華街南京
車いすの方の乗船下船などをサポートしてもらえて安心です

●

町 （散策）………元町

神戸観光には外せない観光スポット北野は、伝統的建造物群保存地区に指定され、異国情緒豊
かな、
風見鶏の館を代表とする明治初期の洋風建築の異人館が数多く立ち並ぶ名所です。
布引ロ

Tour Point 神戸のグルメ盛りだくさん !

ープウェイに乗れば、神戸の街並、六甲の山並みを一望でき、約10分間の空中散歩を楽しめま

神戸は国内有数のスィーツの激戦区いろいろな所で、
カフェやケーキ専門店に出会えます。

す。山頂のハーブ園には四季折々のハーブや花が咲き、
心いやしてくれます。

コンチェルトはジャズやクラッシックの生演奏をバックに新感覚の広東料理他が楽しめるグルメ船です

料金 お二人様でご利用の場合 おひとり 18,430円〜（平日）



料金 お二人様ご利用の場合 おひとり 7,000円〜（平日）

食事介助や入浴介助の派遣など、
障がいに合わせた旅行プランをお客様の好みに合わせてオーダーメイドでご提案いたします。
どうぞ、
お気軽にご相談ください。



 

泊まりで行く神戸の人気スポット!

宿泊
コース
リフト付タクシー

全コース
全コースリフト付タクシー

介助 付き
介助人サポートサービス
リフト付タクシー
2時間付
（入浴・食事・移動）

A

料金に含まれるもの

宿泊 朝食付

昼食2回

TICKET

リフト付タクシー

宿泊 朝食付

昼食2回

入園料

介助

コーディネート料

1日目

5時間

2日目

5時間

1日目 ク〜神戸港・コンチェルト （ランチクルーズ）〜神戸ハーバーランド・モザ
車いすの方の乗船下船などをサポートしてもらえて安心です

●

イク
（散策・ショッピング） ………神戸

神戸市内のホテル
（宿泊）

入浴・食事などの介助人のサポートサービスが付いています
（2時間）

ホテル………北野異人館街・風見鶏の館
（見学） ………
車いすの方は入口に階段がありますが、
スタッフが対応してもらえるので安心

●

2日目

仏蘭西館・英国館（車窓より見学）‥（昼食）‥北野工
介助

コーディネート料

房のまち
（ショッピング） ………神戸中華街･南京町

三宮…………神戸どうぶつ王国
（フクロウの飛行ショーや咲き乱れる花や動物と人と

1日目

6時間
2日目 6時間

みなと元町………神戸ポートタワー （神戸街並みを一望）
………モザイ

所用時間

入園料

所用時間

※2日目のみ

TICKET

リフト付タクシー



1日目

コンチェルトに乗ってランチクルーズと北野異人館散策

観光地の移動は全コースリフト付タクシーで安心！
介助人のサポートサービス
（入浴・食事・移動など）
が2時間付 !

料金に含まれるもの



B神戸ポートタワー ・ミュージックグルメ船

◆障がいがある方や高齢の方にも安心のゆったりとしたコース
◆車いすの方も安心の観光施設やお店をご案内
◆各ポイントに
「車いす対応トイレ」
もあり安心
◆神戸を知り尽くしたコンシェルジュがコース作りに参加しています
◆長時間歩くのが不安な方は、神戸市内の12カ所の拠点で車いすの無料レンタルが
出来る
「KOBEどこでも車いす」
をご利用頂けます
（詳しくはP9をご覧ください）
※2日間、
車いすを貸切りのご利用の場合は有料となります

神戸どうぶつ王国と西日本最大の中華街・南京町
北野異人館街・ハーブ園



（散策･ショッピング） ………元町

園内はユニバーサルな施設で、車いすの方も安心

●

のふれあい共生パークでの散策・昼食） ………神戸の中華街・南京町（散策・ショッピ
本場の中華が存分に味わえる。
珍しい食材も買えます

●

ング） …………旧居留地
（15番館など車窓見学）…………神戸市内のホテル
（宿泊）

Tour Point

海から山まで神戸を一望 !

コンチェルトはジャズやクラッシックの生演奏をバックに新感覚の広東料理他が楽しめるグルメ船です。南京町
は日本三大中華街の一つで、
すべての人が楽しめる料理店を中心に珍しい食材店や雑貨店が目白押し。
旧正月の
春節祭や、秋の中秋節は、特に賑わい、
行列の出来る人気店もあります。

料金 お二人様でご利用の場合 おひとり 52,500円〜（平日）

入浴・食事などの介助人のサポートサービスが付いています
（2時間）
ホテル…………ハーブ園山麓駅+++神戸布引ロープウェイ+++ハーブ園山頂駅‥神戸布

2日目

C六甲山と日本最古の名湯・有馬温泉
灘五郷酒蔵めぐり

全てのロープウェイが車いすの乗車が可能となりました

●

料金に含まれるもの

引ハーブ園（散策･展望レストランにて昼食） ‥ハーブ園山頂駅+++神戸布引ロープウ
温室やハーブ園内はフラットです。坂道は介助型電動アシスト車いす貸出があります

●

6時間
2日目 5.5時間

1日目
所用時間

TICKET

リフト付タクシー

宿泊 2食付

昼食2回

入園料

介助

コーディネート料

三宮………（表六甲ドライブウェイ）………六甲牧場（羊・牛の放牧/チー

ェイ+++ハーブ園山麓駅…………北野異人館街・風見鶏の館（館内見学） …………仏

1日目

車いすの方は入口に階段がありますが、
スタッフが対応してもらえるので安心

●

蘭西館・英国館（車窓見学）…………三宮

ズ館など見学） （昼食）………六甲ガーデンテラス
（ショッピング） ‥自
然体感展望台六甲枝垂れ………ホールオブホールズ六甲
（見学） ………
世界中から集められたアンティークなオルゴールを展示演奏

昨年オープンしたニュースポット

●

●

（裏六甲ドライブウェイ）………金の湯・有馬温泉（宿泊）
入浴・食事などの介助人のサポートサービスが付いています
（2時間）

（試飲・見学） ………櫻正宗記念
2日目 ホテル………（芦有ドライブウェイ）………菊正宗酒造記念館
お酒と一緒に
1Fフロアは段差のない構造になって安心です
●

●

館・櫻宴
（見学・昼食） ………阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター
（見学） ………三宮
食事を楽しめる和風レストランがあります

Tour Point

神戸を代表する観光スポット

神戸どうぶつ王国は年中満開の花々の中で、世界の珍しい鳥や動物とふれあえるテーマパーク。南京町は日本三大中華街の一つで、
す

神戸の大自然でのんびり、
ゆったり歴史にふれる

べての人が楽しめる料理店を中心に珍しい食材店や雑貨店が目白押し。
旧正月の春節祭や、秋の中秋節は、特に賑わい、行列の出来る

六甲山牧場は神戸の中心部から車で30分ほどで行ける、
自然あふれるレジャースポットです。
スイスを思わせる広大な敷地で、羊や牛が放牧

人気店もあります。異国情緒豊かな北野の異人館街は風見鶏の館をはじめ20の館が一般公開されています。神戸布引ハーブ園/ロー

されています。神戸・大阪湾の大パノラマと
「1000万ドルの夜景」
の名所です。
日本最古とされる有馬温泉でのんびり一泊。春には桜、秋は紅

プウェイに乗れば、神戸の街並、六甲の山並みを一望でき、約10分間の空中散歩を楽しめまする山頂のハーブ園には四季折々のハー

葉が楽しめます。灘は昔から神戸市灘区から西宮市にかけての海岸地帯は「灘五郷」
と呼ばれ、酒造りの盛んな場所です。六甲の宮水が美味

ブや花が咲き、心いやしてくれます。

しい酒を造りだしています。
お酒の好きな方にはうれしい処です。昔の酒蔵そのままの酒道具の資料館があり、試飲や販売もしています。

料金 お二人様でご利用の場合 おひとり 62,860円〜
（平日）



Tour Point

料金 お二人様でご利用の場合 おひとり 77,400円〜（平日）

食事介助や入浴介助の派遣など、
障がいに合わせた旅行プランをお客様の好みに合わせてオーダーメイドでご提案いたします。
どうぞ、
お気軽にご相談ください。



