「兵庫・ブロガー100人戦国トリップ事業」

ブロガー特典内容

施設名

ブロガー特典(神戸・阪神エリア)

施設住所

備考（営業時間等）

神戸市立須磨海浜水族園

入園無料

〒654-0049 神戸市須磨区若宮町13-5

開園時間：9時～17時（9月の土曜、日曜は9時～20時）※入
園は閉園の1時間前まで。期間中休園日は無し。

有馬本温泉金の湯

入浴無料

〒651-1401 神戸市北区有馬町833

午前8時～午後10時（最終入館は午後9時30分まで）

有馬温泉銀の湯

入浴無料

〒651-1401 神戸市北区有馬町1039午前9時～午後9時(入館は午後8時30分まで)
1

太閤の湯殿館

入館無料

〒651-1401 神戸市北区有馬町1642

切手文化博物館

入館料 半額

〒651-1401
3

喫茶 珠

お食事された方ソフトドリンク300円→200円

〒651-1401 神戸市北区有馬町1297営業時間 8時～18時 定休日 木曜日
1

全寿庵 ごんそば

1人1000円以上で10％引き

〒651-1401 神戸市北区有馬町1019

浪花鮓・まえなか

すし・うどん定食 780円→700円

〒651-1401 神戸市北区有馬町1298営業時間 11時～16時 定休日 水曜日
10

茶房 チックタク

お一人1000円以上で10％引き

〒651-1401 神戸市北区有馬町820

営業時間 11時～14時15分 定休日 不定休

茶房 堂加亭

ご注文の方1人につき50円引き

〒651-1401 神戸市北区有馬町1176

10時30分～17時頃 定休日 金曜日

ありまや

ランチ 100円引き(全品) ディナー 付出しサービ
〒651-1401 神戸市北区有馬町1200
ス

昼11時30分～14時30分 夜17時～22時(L.O21時30分) 定
休日 木曜日

茶院 葉名木

葉名木セット50円引き チキンバーグセット100円
〒651-1401 神戸市北区有馬町1005
引き

11時～17時(変更あり)
予定あり

有馬ます池

入園料無料

〒651-1401 神戸市北区有馬町1688- 9時～17時(入園は16時までにお願いします) 定休日 水・
2
木曜日

滝見茶屋

1人1000円以上の場合 10％引き

〒651-1401 神戸市北区有馬町1230

9時～17時 定休日 雨天の状況で

う越利

カツ丼860円→800円

〒651-1401 神戸市北区有馬町838

11時～19時 定休日 火曜日

カフェ・ド・ボウ

ドリンク10％ＯＦＦ (アルコールは除く)

〒651-1401 神戸市北区有馬町835

9時～18時(L.O17時) 定休日 不定休

パン・ド・ボウ

1000円以上お買い上げでパックジュース1本プレ
ゼント

〒651-1401 神戸市北区有馬町835

9時～売切れ次第 定休日 不定休

三ツ森 本店

1000円以上お買い上げで粗品進呈

〒651-1401 神戸市北区有馬町

8時～19時 定休日 無し

ラウンジ パートナー

飲食代金より10％引き

〒651-1401 神戸市北区有馬町26614
下 20時～翌2時 定休日 無休
原ビルＢ1

Ｂａｒ ニュールンベルグ

お食事の方にソフトドリンク1杯無料

〒651-1401 神戸市北区有馬町483

10時～20時 定休日 無し

Café Bar to Emmy(カラオケ)

フルーツ盛合せプレゼント

〒651-1401 神戸市北区有馬町61

昼 12時～16時30分 夜 19時～25時 定休日 日曜日

273

美人・男前(自己申告)生ビール1杯サービス

〒651-1401 神戸市北区有馬町130020時～ 定休日 不定休
4 有馬スカイハイツ1F

籾路

来客数関係なく会計料金5000円以上で10％引き

〒651-1401 神戸市北区有馬町130018時～24時 定休日 無し
4 有馬スカイハイツ1F

なかさ

1人1000円以上でラムネ1本サービス

〒651-1401 神戸市北区有馬町868-4 8時30分～16時30分 定休日 火曜日

モダン亭

1人1000円以上で10％引き

〒651-1401 神戸市北区有馬町字ウツ
営業時間 19時～24時 定休日 日曜日と第3月曜日
ギ谷286 2Ｆ

有馬玩具博物館

入館料 大人800円→600円

〒651-1401 神戸市北区有馬町797

9時30分～18時 （最終入館17時30分）

尼崎市立文化財収蔵庫

事前に日時を打合せいただければ、館内をご案
内いたします（06-6489-9801）

〒660-0825 尼崎市南城内10-2

開館時間：9時～17時30分
休館日：土日祝日
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午前9時より午後5時まで

神戸市北区有馬町663- 開館時間 10時～16時
休館日 毎週火曜日

営業時間 10時～17時 定休日 第4火曜日

定休日 不定休 ※ 期間中工事

「兵庫・ブロガー100人戦国トリップ事業」

ブロガー特典内容

施設名

ブロガー特典(神戸・阪神エリア)

施設住所

備考（営業時間等）

あまがさき・街のみどころ案内委員会

開催日時：2013年10月10日（木）
2013年11月2日（土）
事前申込不要で「秀吉・官兵衛の中国大返しin尼
開催時間：10時～12時
崎」にご参加いただけます。
阪神尼崎駅→尼信会館→寺町・広徳寺 集合場所：阪神尼崎駅南側空港バス乗り場（10時集合）
「尼崎ボランティア・ガイドの会」の案内で寺町をめ
ぐり、秀吉ゆかりの広徳寺を見学します。
黒田官兵衛も駆け抜けた歴史上名高い「中国大返し」。尼崎
には豊臣秀吉が明智勢と遭遇したという伝説が残り、また、
味方勢力の結集に努めた地とされています。

cafe Mon

セットのデザインカプチーノ 無料
(お食事かケーキ、一品を頼まれる方に限ります)
さらに、デザインカプチーノを描けます

伊丹市観光物産協会

①たみまる（ひこまる）携帯ストラップ
②ソースせんべい
③酒粕カレー
いずれか一点プレゼント

〒664-0851 伊丹市中央1-1-1（伊丹
ショッピングデパート5階）

〒664-0845 伊丹市東有岡1丁目6-2
（JR伊丹駅内）

営業時間：10時～20時
休業日：月一回火曜（不定）

営業時間：10時～20時
（ただし、12月30日～1月2日は、除きます）

伊丹市立こども文化科学館

入館料免除

〒664-0839 伊丹市桑津3-1-36

営業時間：9時～17時15分（入館は16時45分まで）
休館日：毎週火曜日（祝日の場合は開館）・祝日の振替日・
年末年始 （12月29日～1月3日）・番組入替期

宝塚市立手塚治虫記念館

入館料1割引

〒665-0844 宝塚市武庫川町7-65

開館時間：9時30分～17時（入館は16時30分まで）
休館日：毎週水曜日、10月29日（火）～31日（木）

ナチュールスパ宝塚

入館料200円割引

〒665-0003 宝塚市湯本町9-33

開館時間：9時30分～22時
休館日：毎月第一火曜日

永沢寺そば道場

そば打ち体験料金1割引

〒669-1502 三田市永沢寺76

開門時間：10時～、13時～（要予約 079-566-0053）
定休日：水曜日
入門料：2名まで5,000円、4名まで8,000円

三田見野屋
(日乃本食産㈱）

お買い上げ料金より1割引

〒669-1506 三田市志手原882

営業時間：9時～18時

しい茸ランドかさや

お食事料金より1割引(土日祝は除外)

〒669-1346 三田市上相野373

営業時間：9時～17時（要予約 079-568-1301）

民芸・いろり 湖翠荘

お食事料金より1割引

〒669-1303 三田市末1330

営業時間：10時～22時（要予約 079-567-2225）

さんだバーベキューガーデンズ 花山
観光園

お食事料金より1割引

〒669-1505 三田市尼寺423

営業時間：栗園11時～15時
食事11時～18時
（要予約 079-562-2272）

しい茸園有馬富士

お食事料金より1割引

〒669-1515 三田市大原933

営業時間：10時～17時30分（要予約 079-564-5599）

モリタ観光園

お食事料金より1割引

〒669-1416 三田市下里228

営業時間：9時～18時（要予約 079-569-1400）

味どころ ももたろう

お食事料金より1割引(17時以降のみ）

〒669-1525 三田市対中町5-21

営業時間：11時～21時

藤の坊さんだ山荘

お食事料金より1割引(土日祝は除外)

〒669-1506 三田市志手原861-1

営業時間：11時～15時（要予約 079-563-1112）

三田市総合案内所

三田まち歩き「白洲次郎と川本幸民を訪ねて」
ガイド料（1人300円）無料

〒669-1528 三田市駅前町1-31

実施時間：日・祝9時30分～12時30分
受付：9時～17時（要予約079-563-0039 一週間前まで）

猪名川天文台

入館料免除

〒666-0204 川辺郡猪名川町柏原尾
野ヶ嶽1−1

開館時間：13時30分～21時30分
休館日：月・火・水（祝日の場合は開館）

兵庫県立美術館

特別展・コレクション展入場料に団体割引料金を
適用

開館時間：10時～18時（特別展開催中の金・土曜は20時ま
〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通
で開館）
1丁目1番1号
休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌火曜日が休館）

兵庫県立人と自然の博物館

観覧料無料
オリジナルグッズプレゼント（１人１回のみ）

〒669-1546 三田市弥生が丘6
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開館時間：10時～17時
休館日：毎週月曜日

