
平成31年3月20日現在

※組合員証のほか、別途割引券必要（ホームページより印刷できます）

地区 施設名称 通常料金  （円）　 割引料金  （円）　 住所・TEL 備　　考

109シネマズ
ＨＡＴ神戸

大人          　 　1800
高校・大学生  　1500
小・中学生以下 1000

大人   　   　　  1500
高校・大学生   1200
3Ｄ映画・子供料金は割引
対象外

　〒650-0034
　中央区脇浜海岸通2-2-2
 　ブルメールHAT神戸　2F
   TEL.(0570）011-109

・休館日：無休
・組合員証提示
・組合員及び同伴者1名適用

人と防災
未来センター

大人            　　600
大学生   　　　 　 450
高校生   　　 　　 300
シニア（65歳以上） 250

大人            　　480
大学生   　　　 　 360
高校生   　　　 　 240

　〒650-0034
　中央区脇浜海岸通1-5-2
   TEL.(078)262-5050

・休館日：月曜日（休日の場合
　は翌日）、年末年始
・組合員証提示
・組合員及び同伴者1名適用

風見鶏の館

　
大人　　       　   500
※高校生以下・65歳以上
の神戸市民は無料

　
大人　　       　   450

　〒650-0002
　中央区北野町3-13-3
　TEL.(078)242-3223
　FAX.(078)242-3253

・休館日：6･2月の第1火曜日
・組合員証提示
・組合員及び同伴者1名適用

萌黄の館

　
大人　　       　   350
※高校生以下・65歳以上
の神戸市民は無料

　
大人　　       　   280

　〒650-0002
　中央区北野町3-10-11
　TEL.(078)222-3310
　FAX.(078)222-3310

・休館日：2月の第3水・木曜日
・組合員証提示
・組合員及び同伴者1名適用

(展示室）
大人                600
小人                300
（プラネタリウム）
大人                400
小人                200

(展示室）
大人                540
小人                240
（プラネタリウム）       大
人                360
小人                160

神戸海洋博物
館・

カワサキワールド
※

大人（高校生以上） 　600
小・中学生　　　  250

大人（高校生以上）   500
小・中学生　　　  200

　〒650-0042
　中央区波止場町2-2
　TEL.(078)327-8983
　FAX.(078)391-6756

・休館日：月曜日（休日の場合
　は翌日）、年末年始
・組合員証提示
・組合員及び同伴者4名適用
・他に割引券が必要

神戸ポートタワー
※

大人（高校生以上）　700
小・中学生　　　  300

大人（高校生以上）　600
小・中学生　　　  250

　〒650-0042
　中央区波止場町5-5
　TEL.(078)391-6751
　FAX.(078)321-1072

・定休日：無休
・組合員証提示
・組合員及び同伴者4名適用
・他に割引券が必要

神戸市立博物館

神戸布引ハーブ
園／ロープウェイ

（往復）
大人（高校生以上）  1500
小・中学生     　  750
（片道）
大人（高校生以上） 　950
小・中学生     　  480

（往復）
大人（高校生以上）  1350
小・中学生     　  675
（片道）
大人（高校生以上） 　855
小・中学生      ※432

　〒 650-0002
　 中央区北野町1-4-3
　 TEL.(078)271-1160
　 FAX.(078)271-1180

・定休日：無休（冬期臨時休業有）

・組合員証提示
・組合員及び同伴者4名適用
・※割引額は入場者の通常料
　金合計額の10％となります。
・ナイター料金は割引適用外

神戸どうぶつ王国

大人（中学生以上） 1800
小人（小学生）   　 1000
65歳以上　　　　1300
幼児（4・5歳）　　 　300

大人（中学生以上） 1700
小人（小学生）　　 　950
65歳以上　　　　1200
幼児（4・5歳）　　 　250

　〒650-0047
　 中央区港島南町7-1-9
　 TEL.(078)302-8899
　 FAX.(078）302-8222

・休園日：木曜日（夏休み期間
　、年末年始は開園）
・組合員証提示
・組合員及び同伴者4名適用

神戸市民生協組合員割引施設

中
央
区

バンドー神戸
青少年科学館

　〒650-0046
　中央区港島中町7-7-6
　TEL.(078)302-5177
　FAX.(078)302-4816

・休館日：水曜日（休日の場合
　は翌日）、年末年始(春休み･
  夏休みは開館）
・組合員証提示
・組合員及び同伴者1名適用

小人：小学生以上18歳未満

平成30年2月5日から平成31年11月1日までリニューアル工事のため休館中です。



平成31年3月20日現在

※組合員証のほか、別途割引券必要（ホームページより印刷できます）

神戸市民生協組合員割引施設

地区 施設名称 通常料金  （円）　 割引料金  （円）　 住所・TEL 備　　考

賀川記念館
一般              　300
学生　　 　        100

一般              　100
　〒651-0076
　 中央区吾妻通5-2-20
　 TEL.(078)221-3627
　 FAX.(078）221-0810

・休館日：月曜日（年末年始等
　臨時休館有り）
・組合員証提示
・組合員及び同伴者1名適用
※団体等割引についてはお問
　い合わせください

神戸シーバス
ファンタジー号
スカイマリン

クルーズ

大人　　　　      1,200
中高生　　       1,000
60歳以上　      1,000
小学生　　 　      600

大人　　            840
中高生             700
60歳以上          700
小学生             420

  〒650-0042
  中央区波止場町7-1
  中突堤旅客ターミナル
   TEL.(0120)370-764
   FAX.(078)321-0583

・定休日：不定休
・組合員証提示
・組合員及び同伴者４名割引
・営業時間：10：00～17：00
・運行ダイヤの事前確認を
  お願い致します。

神戸市立
ポートアイランド
スポーツセンター

（スケートリンク）
大人（高校生以上） 1,400
小人（中学生以下）   750
親子（大人と未就学児1名）

　                   1,400
親子（大人と小・中学生1人）

　　 　              1,800
（プール）
大人（高校生以上）   650
小人（中学生以下）   300
親子（大人と未就学児1名）

　                     650
親子（大人と小・中学生1人）

　　 　                800

（スケートリンク）
大人（高校生以上） 1,250
小人（中学生以下）   650
親子（大人と未就学児1名）

　                   1,250
親子（大人と小・中学生1人）

　　 　              1,600
（プール）
大人（高校生以上）   600
小人（中学生以下）   250
親子（大人と未就学児1名）

　                     600
親子（大人と小・中学生1人）

　　 　                700

  〒650-0046
  中央区港島中町6-12-1
   TEL.(078)302-1031
   FAX.(078)302-1032

・定休日：水曜日（祝日は営業）
　　　　　　12月30日～１月１日
　　　　　　競技会の開催日
　　　　　　（日程については
　　　　　　　ホームページ又は
　　　　　　　施設へお問い合わ
　　　　　　　せください）
・スケートリンクは冬期のみ
　営業
・組合員証提示
・組合員及び同伴者５名割引
　

神戸市立
小磯記念美術館

神戸ファッション
美術館

（常設）
一般　　            200
大学生・65歳以上
100
（特別展）
団体割引適用

（常設）
一般　　           　 150
大学生・65歳以上　50
（特別展）
 団体割引適用

　〒658-0032
　東灘区向洋町中2-9-1
　TEL.(078)858-0050
　FAX.(078)858-0058

・休館日：月曜日（休日の場合
　は翌日）、年末年始
・組合員証提示
・組合員及び同伴者1名適用

神戸ゆかりの
美術館

一般　　            200
小・中・高校生・  100
65歳以上

一般　　            150
小・中・高校生・　 50
65歳以上

　〒658-0032
　東灘区向洋町中2-9-1
　TEL.(078)858-1520
　FAX.(078)858-1522

・休館日：月曜日（休日の場合
　は翌日）、年末年始
・組合員証提示
・組合員及び同伴者1名適用

　
六甲山牧場

大人                500
小・中学生        200

大人                450
小・中学生        180

　〒657-0101
　灘区六甲山町中一里山1-1
　TEL.(078)891-0280
　FAX.(078)891-0592

・定休日：11月～3月の火曜日
　及び年末年始
・組合員証提示
・組合員及び同伴者1名適用

神戸市立
須磨離宮公園

大人                400
小・中学生        200

大人                360
小・中学生        180

　〒654-0018
　須磨区東須磨1-1
　TEL.(078)732-6688
　FAX.(078)734-6022

・休園日：木曜日（休日の場合
　は翌日）、年末年始
・組合員証提示
・組合員及び同伴者1名適用

神戸市立
須磨海浜水族園

※

大人　　　　 　　1,300
中人（15～17歳）
　　　　　　　　　 　800
小人（小・中学生）
　　　　　　　　　 　500

大人　　　　 　　1,170　　中
人（15～17歳）
　　　　　　　　　 　720
小人（小・中学生）
　　　　　　　　　 　450

　〒654-0049
　須磨区若宮町1-3-5
　TEL.(078)731-7301
　FAX.(078)733-6333

・休園日：12月～翌年2月まで
　の水曜日（祝日・春休みは
　除く）
・組合員証提示
・組合員及び同伴者1名適用
・他に割引券が必要

平成30年11月26日から平成31年5月頃まで整備工事のため休館中です。

中
央
区

東
灘
区
・
灘
区

須
磨
区



平成31年3月20日現在

※組合員証のほか、別途割引券必要（ホームページより印刷できます）

神戸市民生協組合員割引施設

地区 施設名称 通常料金  （円）　 割引料金  （円）　 住所・TEL 備　　考

しあわせの村
温泉健康セン

ター
　「しあわせの湯」

大人　　　　　　 　800
中学生以下　　　400

大人　　　　　　 　720　　中
学生以下　　　360

　〒651-1106
　北区しあわせの村１番１号
　TEL.(078)743-8040
　FAX.(078)743-8043

・定休日：無休
（但し、2月に臨時休業有）
・組合員証提示
・組合員及び同伴者1名適用

有馬温泉
金の湯

大人　　            650
小学生　　 　  　  340

大人　　            520
小学生　　 　 　   270

　〒651-1401
　北区有馬町833
　TEL.(078)904-0680
　FAX.(078)907-3370

・定休日：第2･第4火曜日（休
　日の場合は翌日）、1月1日
・組合員証提示
・組合員及び同伴者5名適用

有馬温泉
銀の湯

大人　　            550
小学生　　  　 　　290

大人　　            440
小学生　　 　  　　230

　〒651-1401
　北区有馬町1039-1
　TEL.(078)904-0256
　FAX.(078)904-0257

・定休日：第1･第3火曜日（休
　日の場合は翌日）、1月1日
・組合員証提示
・組合員及び同伴者5名適用

有馬温泉
太閤の湯殿館

神戸市立
森林植物園

大人（高校生以上）  300
小・中学生        150

大人（高校生以上）  270
小・中学生        135

　〒651-1102
　北区山田町上谷上字長尾1-2

　TEL.(078)591-0253
　FAX.(078)594-2324

・休園日：水曜日（休日の場合
　は翌日）、年末年始
・組合員証提示
・組合員及び同伴者1名適用

日本玩具博物館
大人　　            600
高・大学生　　    400
子供（4歳以上）  200

大人　　            540
高・大学生　　    360
子供（4歳以上）  180

　〒679-2143
　姫路市香寺町中仁野
　671-3
　TEL.(079)232-4388
　FAX.(079)232-7174

・休館日：水曜日（祝日は開
　館）、年末年始
・組合員証提示
・組合員及び同伴者1名適用

兵庫陶芸美術館

観覧料は展覧会ごと
に異なります（サイト
http://www.mcart.jp/
にてご確認ください）

団体割引適用

　〒669-2135
　篠山市今田町上立杭4
　TEL.(079)597-3961
　FAX.(079)597-3967

・休館日：月曜日（休日の場合
　は翌日）、年末年始
・組合員証提示
・組合員及び同伴者1名適用

地区 施設名称 住所・TEL 備　　考

中
央
区

神戸国際会館
こくさいホール

　〒651-0087
　 中央区御幸通8-1-6
   TEL.(078)231-8162
   FAX(078)231-8120

・休館日：無休
・申込時に組合員であると通知
・組合員証提示
・組合員及び同伴者全員適用
 （ただし、公演内容により購入
　枚数制限あり）

垂
水
区

シーサイドホテル
舞子ビラ神戸

　〒655-0047
　垂水区東舞子町18-11
　TEL.(078)706-3711
　FAX.(078)706-2212

・定休日：無休
・組合員証提示（フロント・
　各レストラン）
・（宿泊）1グループ全員適用
・（レストラン）1グループ計10
　名まで適用

神
戸
市
外

ニジゲンノモリ
　〒656-2301
　淡路市楠本2425番2号
　TEL.(0799)-64-7061

・休園日：無休（臨時休園有り）
・組合員証提示
・組合員及び同伴者4名適用

全アトラクション　10％（期間限定イベントは対象外）
レストラン「モリノテラス」全メニュー　10％

神
戸
市
外

主催公演を特別割引料金にてあっせん
（※詳しくは会館までお問い合わせいただくか、当
サイトの斡旋公演のご案内をご覧ください。）

宿泊料金－休前日10％、平日・休日20％
レストラン－休日５％、休日以外10％
レストラン割引は、料理本体のみ適用

現在、施設の点検、整備のため休館中です。

北
区

割引内容


