日韓技術士国際会議

で神戸に来られる方へ

観光情報

せっかく神戸まで来て頂いたので 週末にかけて神戸周辺の観光もぜひお願いします。
たくさんある観光地から 一部ですが、ご紹介・ご提案させていただきます。
10/19 視察研修後 14：00 にＪＲ芦屋駅を降りてから
1） 神戸市内 観光
ＪＲ芦屋駅

⇒

(新快速 約 10 分)

ＪＲ三ノ宮駅

異人館、布引の滝、兵庫県立美術館、神戸市立博物館、王子動物園、須磨水族館などたくさんの
観光地があります。下記のホームページを参考にお気に入りの場所を見つけてください。
神戸コンベンションビューロー

【日本語版】

【英語版】

神戸観光局（Feel Kobe）

【日本語版】

【英語版】

日本語版から 右上の「ＬＡＮＧＵＡＧＥ」を選ぶと韓国語版もあります。
2） 神戸 夜景観光
三ノ宮で美味しいスイーツと楽しんだあと、三宮駅より市バス 18 系統「摩耶ケーブル下」下車、まやビュ
ーライン（ケーブル・ロープウェイ）「星の駅」下車すぐで

『まやビューライン 掬星台』から絶景の夜

景をご覧いただいてはいかがでしょうか。 https://www.feel-kobe.jp/kobe-yakei/area/mountain/03/
三宮駅ターミナル前 市バス 18 系統

摩耶ケーブル下

(下車時に 210 円)

まやビューライン(ケーブル・ロープウエイ)
摩耶ケーブル駅 ― 虹の駅
(運転間隔は 20 分毎

約 5 分 虹の駅

星の駅最終 20：50)

―

星の駅 約 5 分

帰りは上記の逆

(往復 1,540 円)

時刻表を各自確認ください。

3） 有馬温泉 宿泊コース
ＪＲ芦屋駅南口 (研修バス降車場所)
阪急バス [80] 山口営業所前 行

15：33
(運賃

―

16：11

有馬駅前

780 円)

時刻表は変更がありますので各自確認をお願いします。
有馬温泉観光協会公式サイト

http://www.arima-onsen.com/

(ホームページ左上から 韓国語に変更できます)
赤い色の温泉が特徴です。
鉄分を多く含んだ温泉で 金泉と呼ばれています。
透明な温泉もあります。炭酸を含んだ温泉で銀泉と呼ばれています。
有馬温泉では 金泉・銀泉の 2 つの種類のお湯を
楽しむことができます。

翌日 関空までの帰り方は
約 45 分

阪急バス・神姫バス 「有馬温泉」 ―

「三宮駅前」

リムジンバス

「関西国際空港」 約 75 分

「神戸三宮」 ―

4） ＵＳＪ (ユニバーサルスタジオジャパン Universal Studios Japan
ＪＲ芦屋駅 ― ＪＲ大阪駅

乗り換え

スプリング・トワイライト・パス
要予約

環状線外回り

(運賃

770 円)

(運賃 1,950 円)
)

ユニバーサルシティ駅

15:00 から入場の半日券（入場券）

(約 40 分)

6200 円（2018..4.25 現在）

売り出し日未定 ハロウィンナイト開催時期になりますので かなりの混雑が

予想されます。チケットの予約も激戦になるかと思います。こまめにホームページを確認して
チケットを取ってください。
ＵＳＪ

http://www.usj.co.jp/

(ホームページ左上から 韓国語に変更できます)

21 時または 22 時ごろまで遊ぶ場合は お近くの大阪市内で宿泊がいいかと思います。

翌日 10/20 土曜日 の観光情報
1） 姫路城
ＪＲ三ノ宮駅 ― ＪＲ姫路駅 約 40 分 （運賃

970 円）

阪神三ノ宮駅 ― 山陽姫路駅 約 70 分 （運賃

960 円）

各 姫路駅から 徒歩 約 20 分
姫路城

入城料 1,000 円

http://www.city.himeji.lg.jp/guide/castle/
(ホームページ左上から 韓国語に変更できます)
ゆっくり見て回ると 2 時間程度かかります。
リムジンバス

「姫路駅」 ―

「関西国際空港」 約 2 時間 10 分 (運賃 3,300 円)

運行数が少ないので、必ず時刻表をご確認ください。
確実なのは三宮まで戻って、リムジンバス で 関西国際空港です。
ＪＲ姫路駅には 新幹線の乗り場もあります。止まらない列車もありますのでご確認ください。

2）有馬温泉

日帰り

阪急バス・神姫バス 「三宮駅前」 ―

「有馬温泉」

地下鉄 三宮 ― 有馬温泉 （神鉄に乗り換え）
有馬温泉観光協会公式サイト

約 45 分

約 30 分

（運賃

(運賃

770 円)

930 円）

http://www.arima-onsen.com/

(ホームページ左上から 韓国語に変更できます)
日帰り昼食プラン 10：00

～ 15：00 （おおよその時間）

昼食 入浴料 込みで 5,000 円 ～ 8,000 円
各旅館によって、プランによって 料金は変わります。
要予約
各旅館・旅行サイトから予約をしてください。

3）ＵＳＪ (ユニバーサルスタジオジャパン Universal Studios Japan
ＪＲ三宮駅 ― ＪＲ大阪駅

乗り換え 環状線外回り ユニバーサルシティ駅

(約 50 分)
（運賃 640 円）

（入場券） 7900 円（2018..4.25 現在）

１デイ スタジオ・パス
要予約

)

売り出し日未定 ハロウィンパーティ開催時期になりますので かなりの混雑が

予想されます。チケットの予約も激戦になるかと思います。こまめにホームページを確認して
チケットを取ってください。
ＵＳＪ

http://www.usj.co.jp/

(ホームページ左上から 韓国語に変更できます)
5） 京都
ＪＲ三宮駅 ― ＪＲ京都駅
京都観光

約 ６０分

（運賃

1,080 円）

https://kanko.city.kyoto.lg.jp/

観光地がたくさんありますので、ホームページを参考にご計画ください。
神姫バスツアー

http://www.limonbus.com/

大阪発・京都発のバスツアーです。ホームページ左上の ＥＮ から英語版がみられます。
申し込みは各自で 責任をもってお願いします。

いかがでしょうか。まだまだたくさん楽しいところがありますので、ぜひゆっくりと
神戸を満喫してください。
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