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神戸港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

※要予約 

神戸ビーフ  
  

「神戸ビーフ」は一定の品質基準を満たす牛だけに与えられる称号で、最も貴重なブランド肉です。きめ細かな霜降りの赤

身は上品で甘みがあり、世界中のグルメから愛されています。神戸市内には、他では味わうことができない厳選された本物

の神戸ビーフを楽しめるレストランがたくさんあります。 

  
 

 

所在地・開催地 兵庫県神戸市中央区 に主に集積 

アクセス 係留バースより約 5 分（ポートライナー利用）(約２km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

8~16 台※要予約 

関連リンク 
神戸肉流通推進協議会 
http://www.kobe-niku.jp/top.html?key=start 

お問合せ【一般財団法人神戸観光局】 

電話番号:078-230-1120 l メールアドレス:tourist@kcva.or.jp 

ホームページ: https://www.feel-kobe.jp/ 

 

神戸スイーツ・パン  
  

開港とともに居留地に居住する外国人向けの洋菓子店やベーカリーが神戸に誕生し、現在もなお、多数の洗練された店舗が

建ち並んでいます。味はもとより見た目も工夫されていることから絶大な人気を誇っています。特に神戸の洋菓子は「神戸

スイーツ」と呼ばれ日本中から愛されており、また、パンの消費量は日本一の街です。 

  
 

 

所在地・開催地 兵庫県神戸市中央区 に主に集積 

アクセス 係留バースより約 5 分（ポートライナー利用）(約２km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

かもめりあ 20 台  
北野 8~16 台 

関連リンク 
神戸公式観光サイト「Feel KOBE」 
https://www.feel-kobe.jp/lp/kobe-sweets/ 

お問合せ【一般財団法人神戸観光局】 

電話番号:078-230-1120 l メールアドレス:tourist@kcva.or.jp 

ホームページ:  https://www.feel-kobe.jp/ 

  

灘の酒  
  

灘は日本一の出荷量（約 3 割）を誇る日本酒の産地で、現在も多くの酒蔵が伝統の技を競い合い、味わい豊かな酒を造り続

けています。酒造りをテーマにした博物館や資料館があり、各館では酒造りの工程や実際に使用されていた道具類などが展

示されるとともに、一部では試飲コーナーや直売所なども設けられています。 

  
 

 

所在地・開催地 兵庫県神戸市灘区、東灘区内に 7 施設（資料館）  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 15 分(約 10km) 
個人:電車で阪神電車阪神本線大石、石屋川、御影、住吉、魚崎駅徒歩約 7
分(港より約 10km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

酒心館 2 台 
白鶴 6 台 

関連リンク 
灘五郷酒造組合 
https://www.nadagogo.ne.jp/ 
 

お問合せ【一般財団法人神戸観光局】 

電話番号:078-230-1120 l メールアドレス:tourist@kcva.or.jp 

ホームページ: https://www.feel-kobe.jp/ 
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神戸港 周辺観光情報 
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三宮～神戸・旧居留地  
  

多くの買い物客で賑わう神戸一の繁華街で、全国的に有名な神戸ブランドの洋菓子店やブティック、伝統的な和菓子や骨董

品など様々な専門店が並んでいます。中でも、近代西洋建築が残る旧居留地は、高級ブティックやレストランが建ち並び、

エキゾチックな神戸を演出し、日本の都市景観 100 選にも選定されています。 

  
 

 

所在地・開催地 兵庫県神戸市中央区 

アクセス 港より約 5 分（ポートライナー利用）(約 2 ㎞) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

8~16 台 ※要予約 

関連リンク 

神戸公式観光サイト「Feel KOBE」 
https://www.feel-kobe.jp/area-guide/sannomiya-motomachi
/ 
 

お問合せ【一般財団法人神戸観光局】 

電話番号:078-230-1120 l メールアドレス:tourist@kcva.or.jp 

ホームページ: https://www.feel-kobe.jp/ 

 

神戸ハーバーランド  
  

ファッションやグルメ、雑貨などの 225 のバラエティに富んだ専門店が集まる神戸ハーバーランド umie は、海へつながる

開放感あるロケーションで買い物ができる人気のスポットです。周辺には、神戸のシンボルである神戸ポートタワーや神戸

海洋博物館があり、夜のライトアップも必見です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 10 分(約 3.3 ㎞) 

個人:電車で JR 神戸線神戸駅徒歩約 5 分(港より約 3.3km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

20 台 ※要予約 

関連リンク 
KOBE HARBORLAND 
http://www.harborland.co.jp/ 

お問合せ【ハーバーランド総合インフォメーション】 

電話番号:078-360-3639 l 問い合わせ： http://www.harborland.co.jp/inquiry/ 

ホームページ: http://www.harborland.co.jp/information/ 

  

1,000 万ドルの夜景（六甲山）  
  

神戸港の眼前にそびえる六甲山へは、ケーブルカーや山上バスなどを使って市街地からわずか 40 分あまりで到着します。

透き通った空気の中、昼は六甲山の自然のなかでマイナスイオンを浴び、夜は大阪と神戸が見渡せる 1,000 万ドルの夜景を

楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 40 分(約 19km) 

個人:電車で六甲山上バス 六甲ガーデンテラス下車すぐ(港より 19km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10 台 ※要予約 

関連リンク 
神戸夜景 Kobe Jewery Box 
http://www.feel-kobe.jp/kobe-yakei/area/mountain/06/ 

お問合せ【一般財団法人神戸観光局】 

電話番号:078-230-1120 l メールアドレス:tourist@kcva.or.jp 

ホームページ: https://www.feel-kobe.jp/ 
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北野異人館街と真珠  
  

異国情緒豊かな雰囲気と港町神戸のイメージがよく合う神戸を代表する観光地で、17 の公開異人館があり、洋館のある街

を散策しながら神戸のお土産やアクセサリーなどの雑貨品が購入できます。また、この界隈で行われている真珠加工は日本

一で、国内の流通の約 80％を取り扱っており、日本一の真珠加工産業となりまた。 

  
 

 

所在地・開催地 〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町（異人館）  

アクセス 
個人:ポートライナーで三宮駅下車徒歩 15 分(港より約 3.4

㎞) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

8~16 台※要予約 

関連リンク 
神戸北野異人館街 
https://www.kobeijinkan.com/ 

お問合せ【一般財団法人神戸観光局】 

電話番号:078-230-1120 l メールアドレス:tourist@kcva.or.jp 

ホームページ: https://www.feel-kobe.jp/ 

 

明石海峡大橋とアウトレットモール  
  

神戸市と淡路島を結ぶ全長 3911ｍ、中央支間長 1,991ｍの世界最長の吊橋で、ギネス世界記録に認定されています。季節・

日時で異なる夜のライトアップが真珠を連ねたように見えるため「パールブリッジ」とも呼ばれています。近くにはアウト

レットモールがあり、明石海峡大橋を眼前にショッピングを楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町 2051 番地  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 25 分(約 20km) 

個人:電車で JR 神戸線 舞子駅下車 徒歩 5 分(港より約 20km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

明石海峡大橋:10 台まで予約可 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾓｰﾙ:70 台 ※要予約 

関連リンク 
神戸公式観光サイト「Feel KOBE」 
https://www.feel-kobe.jp/area-guide/suma-tarumi-maiko/ 

お問合せ【一般財団法人神戸観光局】 

電話番号:078-230-1120 l メールアドレス:tourist@kcva.or.jp 

ホームページ: https://www.feel-kobe.jp/ 

 

有馬温泉とアウトレットモール  
  

日本最古の温泉で日本三名泉のひとつに数えられ、源泉から 90℃以上の高温で湧き出る温泉は、海水の２倍の塩分濃度で

空気に触れると赤褐色へと変色し、皮膚病、リュウマチなどに効果があます。日帰りでも岩盤浴などで心と体を癒すことが

できます。近くには西日本最大級のアウトレットでショッピングも楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町（有馬温泉）  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 30 分(約 22km) 

個人:電車で神戸電鉄有馬線有馬温泉駅下車徒歩約 5 分(港より約 22km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

有馬温泉駐車場:大 4+小中各 2 
ｱｳﾄﾚｯﾄﾓｰﾙ:20 台 ※要予約 

関連リンク 
有馬温泉観光協会公式サイト 
http://www.arima-onsen.com/ 

お問合せ【有馬温泉観光協会】 

電話番号:078-904-0708 

ホームページ: http://www.arima-onsen.com/ 
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