
カルチャースクール

ホテルオークラ神戸 レストラン

ご予約・お問い合わせは直接ホテルにご連絡ください。

淡路島海上ホテル（宿泊ご優待）

基本宿泊料金のご優待
（入湯税150円別途要）
平日：税別11,500円～⇒10％割引
土・休日前日：税別14,500円～
⇒5％引き※除外日(5/1～5/5、
8/7～8/14、12/31～1/3)

季節の日帰り昼食ご優待プラン
（温泉付き）もございます。
（11時～14時まで）

♪特典施設・店舗等をご利用の際は、受付や精算時に会員証のご提示をお願いいたします。
♪特別展などの展示内容により優待対象外になる場合や年齢等により料金が異なる場合が
ありますので、詳細は各施設・店舗へお問い合わせください。

兵庫県芸術文化協会 友の会 会員特典のご案内
２０２２年度

ホテル・店舗（精算時に会員証のご提示をお願いします。詳細は各施設へお問い合わせください。)
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神戸市中央区波止場町
2-1
（三宮よりシャトルバスあり）

☎078-333-0111

神戸ポートピアホテル レストラン

通年レストランご飲食代金の
10％割引
※但し、以下に定める特定日は除く
（12/31～1/3、花火大会、レスト
ランイベント日、特別メニュー）

利用対象レストラン施設
• フレンチレストラン トランテアン
• スカイグリルブッフェ GOCOCU
• 中国レストラン 聚景園
• 鉄板焼 但馬
• 日本料理 神戸たむら
• 鮨 すし萬

など全レストラン

※他の特典との併用は不可
※メニューには除外品がございますの

でご利用の際はご確認ください

神戸市中央区港島中町
６-1０-１
（三宮よりシャトルバスあり）

☎078-303-5207

ご予約・お問い合わせは直接ホテルにご連絡ください。

ホテルサンルートソプラ神戸
ホテルサンルートソプラ神戸アネッサ

南あわじ市福良甲21-1
☎0799-52-1175
ご予約・お問い合わせは直接ホテルにご連絡ください。

ホテルサンルートソプラ神戸「ル・ミストラル」
神戸市中央区磯辺通１-１-22 ☎078-222-7500 

ホテルサンルートソプラ神戸アネッサ「アビー」
神戸市兵庫区湊町４-１-11   ☎078-578-7500

ご予約・お問い合わせは直接ホテルにご連絡ください。

下記の２ホテルのうちどちらか
で「素泊まりプラン」をご利用
の上、ホテルフロントで「健康
朝食」をお申込みいただいた場
合、同メニューを優待料金価格
（半額。１円未満の端数切捨）
でご提供
※但し、事前に「朝食付き宿泊

プラン」をお申込みいただい
ている場合は対象外

神戸みなと温泉 蓮

日帰り温泉の利用で「温泉
の素(25g)」3個(990円相
当)プレゼント
※他の優待・割引との併用は不可
※日帰りの施設利用につきまして

は、中学生未満のご利用をご遠
慮いただいております

※イレズミ・タトゥーをされてい
る方のご入館は固くお断りいた
します

神戸市中央区新港町1-1（三宮よりシャトルバスあり）

☎078-381-7000
ご予約・お問い合わせは直接施設にご連絡ください。

利用対象レストラン施設
• 鉄板焼 さざんか
• フランス料理 レストラン エメラルド
• 中国料理 桃花林
• ブッフェレストランAriake-有明-
• カフェレストラン カメリア
• 和食堂 山里
• 天ぷら にしき
• 寿し はま磯

※レストランのテイクアウトメニューも
ご用意しております。

グランドニッコー淡路

淡路市夢舞台２ ☎0799‐74‐1111
ご予約・お問い合わせは直接ホテルにご連絡ください。

利用レストラン施設
・FUN DINING コッコラーレ

(鉄板焼きを除く）
・日本料理 あわみ

(寿司カウンターを除く）
通年宿泊料金の割引

正規料金の20％割引（平日・休日）
正規料金の10％割引（土曜・休前日）

※但し、右に定める特定日は除く（12/31～1/3 、GW、お盆）

通年レストランご飲食代金の
10％割引
※但し、以下に定める特定日は除く
（12/31～1/3、花火大会、レスト
ランイベント日、特別メニュー）

通年レストランご食事代金の
10％割引
※但し、以下に定める特定日は除く
（12/31～1/3、花火大会、レスト
ランイベント日、特別メニュー）

※お飲み物代は除く



カフェフォルテシモ
(兵庫県立美術館内）

カフェご利用代金
700円（税込）以上は
100円割引

神戸市中央区脇浜海岸通
1-1-1
☎ 078-262-1011
（兵庫県立美術館代表）

ぱんだかふぇ
（横尾忠則現代美術館併設）

ご飲食代金より50円割引

神戸市灘区原田通3-8-30
☎078-855-7808

書道用具 (株)高山草月堂

ルナ画材店

洋画材を20～30％割引
油彩、水彩、日本画用額縁
(既製品)を通常価格より25％
割引

神戸市中央区八幡通4-1-16
ラムール神戸三宮ビル1F
☎078-251-0803

甲風画苑
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額縁・画材（赤札および一部
商品を除く）を通常価格より
5％割引

西宮市甲風園1-7-8
☎0798-67-9174

「お買い物ポイントカード」
2倍ポイントサービス

神戸市中央区楠町6-2-9
☎078-351-1547

営業時間：10時～18時
定休日：日曜日

兵庫県民会館内店舗での割引優待

1F  Café はぁとす。

メニュー掲載商品50円
割引

地下1Ｆ 理容室 今井

調髪（オール）
3,500円⇒3,200円

女性お顔剃り
2,500円⇒2,300円

美術館・博物館等

神戸地域（中央区・灘区・東灘区）

兵庫県立美術館「芸術の館」

コレクション展500円
⇒ 団体割引料金400円で入館
特別展⇒団体割引料金適用

神戸市中央区脇浜海岸通
1-1-1
☎078-262-1011

横尾忠則現代美術館

一般、大学生、70歳以上の方は
団体割引料金適用

神戸市灘区原田通3-8-30
☎078-855-5607

阪急「王子公園駅」より徒歩6分
JR「灘駅」より徒歩10分
阪神「岩屋駅」より徒歩12分
神戸市営バス「王子動物園前」下車徒歩3分

☎078-393-5155
営業時間：10時～16時（土曜日は15時まで）
定休日：月曜日、日曜日、兵庫県民会館休館日

営業時間：10時～17時
定休日：月曜日（月曜が祝日の場合火曜日）

営業時間：10時～18時
定休日：日曜日、年末年始、GW、お盆

営業時間：11時30分～17時
定休日：月曜日（月曜が祝日の場合火曜日）

☎078-335-0335
営業時間：11時～15時
定休日：兵庫県民会館休館日

阪神「岩屋駅」より徒歩約8分
JR「灘駅」より徒歩約10分

阪急「王子公園駅」より徒歩約20分

阪神・淡路大震災記念

人と防災未来センター

団体割引料金適用

神戸市中央区脇浜海岸通
1-5-2(HAT神戸内）
☎078-262-5050
阪神「岩屋駅」「春日野道駅」より
徒歩約10分
JR「灘駅」南口より徒歩12分

営業時間：10時～17時30分（額縁）
10時～18時（画材）

定休日：木曜日



KOBEとんぼ玉ミュージアム

ＢＢプラザ美術館

通常料金1,000円
⇒団体割引料金800円で入館

神戸市東灘区向洋町中
2-9-1
☎078-858-0050

JR「住吉駅」または阪神「魚崎駅」から
六甲ライナー「アイランドセンター駅」
下車、南東すぐ

団体割引料金適用

神戸市中央区京町79
日本ビルヂング2Ｆ
☎078-393-8500

各線「三宮駅」「元町駅」より徒歩8
分
神戸市立博物館から京町筋沿いを北へ
約2分

通常料金より20％割引で入館

神戸市灘区岩屋中町4-2-7
BBプラザ2Ｆ
☎078-802-9286

阪神「岩屋駅」下車すぐ
JR「灘駅」より南へ徒歩3分

神戸市立小磯記念美術館

常設展200円
⇒団体割引料金160円で入館
特別展⇒団体割引料金適用

神戸市東灘区向洋町中5-7
☎078-857-5880

JR「住吉駅」または阪神「魚崎駅」か
ら六甲ライナー「アイランド北口駅」
下車、西へ徒歩すぐ（六甲アイランド
公園内）

神戸ファッション美術館

神戸ゆかりの美術館

通常料金200円
⇒団体割引料金150円で入館
特別展⇒団体割引料金適用

神戸市東灘区向洋町中2-9-1
神戸ファッション美術館内
☎078-858-1520
JR「住吉駅」または阪神「魚崎駅」か
ら六甲ライナー「アイランドセンター
駅」下車、南東すぐ

香雪美術館

現在休館中

神戸市東灘区御影郡家2‐12‐1
☎078-841-0652

JR「住吉駅」より徒歩15分
阪急「御影駅」より徒歩5分

白鶴美術館

通常料金800円
⇒団体割引料金640円で入館

6/6～9/22休館

神戸市東灘区住吉山手6-1-1
☎078-851-6001
阪神「御影駅」またはJR「住吉駅」か
ら市バス38系統渦森台行「白鶴美術館
前」下車すぐ
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神戸市立博物館

団体割引料金適用

神戸市中央区京町24

☎078-391-0035

各線「三宮駅」より南西へ徒歩10分
地下鉄(海岸線)「旧居留地・大丸前
駅」より徒歩5分

通常料金700円
⇒団体割引料金600円で入館

神戸市中央区熊内町7-5-1
☎078-242-0216

地下鉄「新神戸駅」北出口②より徒歩
3分
市バス2・18系統「熊内6丁目」下車
徒歩約2分

公益財団法人

竹中大工道具館

阪神地域（芦屋市・西宮市・伊丹市・三田市）

美術館・博物館等

通常料金200円
⇒団体割引料金150円で入館

三田市弥生が丘6
☎079-559-2001

神鉄公園都市線「フラワータウン駅」から
神姫バス「フラワータウンセンター」下車
徒歩5分
中国自動車道神戸三田ICより車で10分

兵庫県立人と自然の博物館



芦屋市谷崎潤一郎記念館

エンバ中国近代美術館

俵美術館

日本玩具博物館

1,000円（税込）以上の一般
⇒団体割引料金適用

西宮市中浜町4-38 
☎0798-33-0164

阪神「香櫨園駅」より南西へ徒歩6分

団体割引料金適用

芦屋市伊勢町12-15
☎0797-23-5852

JR「芦屋駅」から阪急バス（北側5番
乗り場）「緑町」下車すぐ
阪神「芦屋駅」より南東へ徒歩15分

通常料金800円
⇒団体割引料金640円で入館
開館日：金・土・日・祝日
（夏季・冬季休館あり）
※ 感染状況を鑑みてGW明けより

開館予定

芦屋市奥池町12-1
☎0797-38-0021

JR・阪神「芦屋駅」、阪急「芦屋川
駅」から阪急バス「奥池」下車すぐ

通常料金600円
⇒団体割引料金500円で入館

芦屋市月若町6-1
☎0797-23-2878

阪急「芦屋川駅」下車南へ徒歩2分
JR「芦屋駅」下車、北西へ徒歩10分

公益財団法人

黒川古文化研究所

市立伊丹ミュージアム
4/22オープン

伊丹市宮ノ前2-5-20
☎072-772-5959

JR「伊丹駅」下車、北西へ徒歩約6

分

阪急「伊丹駅」下車、北出口また

は東出口より北東へ徒歩約9分

兵庫県立歴史博物館

休館中（令和５年3月まで）

姫路市本町68
☎079-288-9011

西宮市大谷記念美術館

通常料金500円
⇒団体割引料金400円で入館
開館は春(4月中旬～5月末)、
秋(10月中旬～11月末)

西宮市苦楽園三番町14-50  
☎0798-71-1205

美術館・博物館等

中播磨地域（姫路市）

通常料金600円
⇒540円で入館

姫路市香寺町中仁野
671-3
☎079-232-4388

姫路市立美術館

常設展210円
⇒団体割引料金160円で入館
特別企画展、特別展
⇒団体割引料金で入館

姫路市本町68-25
☎079-222-2288阪急「夙川駅」、JR「さくら夙川駅」からさくらやまなみバス北部方

面行「柏堂町」下車、西へ徒歩15～20分

展観期間中に阪急「苦楽園口駅」駅前より無料シャトルバス運行（土日祝のみ）
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JR・山陽「姫路駅」から神姫バス

（姫路医療センター経由）「姫山

公園北」「博物館前」下車すぐ

JR・山陽「姫路駅」から神姫バス「姫山公園南」「医療セン

ター」「美術館前」下車すぐ

JR播但線「香呂駅」より徒歩15分

播但道船津ランプより西へ車で5分

姫路文学館

常設展310円
⇒団体割引料金240円で入館
特別展
⇒団体割引料金適用

姫路市山野井町84
☎079-293-8228

JR・山陽「姫路駅」から神姫バス「市之橋文学館前」下車、
北へ徒歩４分



明石市立文化博物館

鶴林寺宝物館

兵庫県立考古博物館

赤穂市立美術工芸館 田淵記念館

通常料金300円⇒250円
シルバー(65歳以上)250円
⇒200円で入館
（企画展により料金変更あり）

※へそ公園内「地球科学館共通割引チ

ケット」での入館は対象外

西脇市上比延町345-1
☎0795-23-6223

通常料金より20％割引で入館

明石市上ノ丸2-13-1
☎078-918-5400

JR・山陽「明石駅」下車、北へ徒歩5分

通常料金500円⇒450円
（入山料・宝物館拝観料各500
円を別払いの場合）
入山料・拝観料セット通常料
金800円⇒720円で入館

加古川市加古川町北在家424
☎079-454-7053

通常料金200円
⇒団体割引料金160円で入館
赤穂市御崎1891-4
☎0791-43-4192
JR「播州赤穂駅」からウエスト神姫バス赤
穂市民病院経由御崎または、かんぽの宿赤

穂行「赤穂高校」下車、南へ約1㎞
山陽自動車道赤穂ICより車で約15分

霞城館・矢野勘治記念館

通常料金200円
⇒150円で入館

たつの市龍野町上霞城30-3
☎0791-63-2900

JR姫新線「本龍野駅」下車、徒歩25分

西脇市岡之山美術館

通常料金⇒団体割引料金適用

加古郡播磨町大中1-1-1
☎079-437-5589

JR「土山駅」南口から”であいのみち”

を徒歩15分 第2神明道路・加古川バ

イパス明石西ICより車で5分

東播磨地域（明石市・加古川市・加古郡播磨町）

美術館・博物館等
赤穂市立海洋科学館・塩の国

美術館・博物館等
北播磨地域・西播磨地域

（西脇市・赤穂市・たつの市）

通常料金200円
⇒団体割引料金160円で入館
特別展期間中は別料金
赤穂市御崎314-10
☎0791-42-0520
JR「播州赤穂駅」からウエスト神姫バス御
崎経由かんぽの宿赤穂行「川口町東」下車
すぐ

山陽自動車道赤穂ICより車で約20分

赤穂市立民俗資料館

通常料金100円
⇒団体割引料金80円で入館
赤穂市加里屋805-2
☎0791-42-1361
JR「播州赤穂駅」より徒歩約25分
山陽自動車道赤穂ICより車で約5分

大石神社義士史料館

通常料金450円
⇒220円で入館
赤穂市上仮屋旧城内
☎0791-42-2054
JR赤穂線「播州赤穂駅」より徒歩15分

新幹線「相生駅」より車で20分
山陽自動車道赤穂ICより車で10分

赤穂市立歴史博物館

通常料金200円
⇒団体割引料金160円で入館
特別展期間中は別料金
赤穂市上仮屋916-1
☎0791-43-4600
JR「播州赤穂駅」より徒歩20分、または神
姫バス御崎方面行「大石神社前」下車、徒
歩3分
山陽自動車道赤穂ICより車で約10分
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JR加古川線「日本へそ公園駅」下車
すぐ
中国自動車道滝野社ICより車で15分

JR「加古川駅」から、かこバス「鶴林
寺」下車すぐ
JR「加古川駅」または山陽「尾上の松
駅」より徒歩15分



あさご芸術の森美術館 淀井敏夫記念館

通常料金500円
⇒400円で入館
特別展期間中は別料金

豊岡市出石町内町98
☎0796-52-5456
JR山陰線「豊岡駅」「八鹿駅」「江
原駅」から全但バス「出石」下車、
徒歩5分

美術館の企画展覧会、所蔵
品展の観覧料50円割引
大人料金のみ対象(70歳以上は
大人通常料金の半額、高校生以
下無料のため)

豊岡市小島1163
☎0796-28-3085

全但バス日和山行「小島」下車、徒歩
約20分

篠山能楽資料館

単館券および丹波古陶館・能
楽資料館の共通券を100円割
引で入館

丹波篠山市河原町175
☎079-552-3513 
JR福知山線「篠山口駅」から神姫グ
リーンバス「本篠山」下車、徒歩3分
舞鶴若狭自動車道丹南篠山口ICより東
へ車で10分

豊岡市立美術館ー伊藤清永記念館ー

兵庫県立円山川公苑（美術館）

美術館・博物館等

但馬地域・丹波地域
（豊岡市・朝来市・丹波篠山市）

通常料金500円
⇒団体割引料金450円で入館

朝来市多々良木739－3
☎079-670-4111
JR播但線「新井駅」下車、タクシーで約8分

山陽自動車道（姫路）/中国自動車道（福
崎）⇒播但連絡道（朝来IC）⇒国道312号
線（多々良木交差点）⇒あさご芸術の森美

術館

兵庫陶芸美術館

通常料金⇒団体割引料金適用

丹波篠山市今田町上立杭4
☎079-597-3961

JR福知山線「相野駅」から神姫グリー

ンバス「兵庫陶芸美術館」下車すぐ

舞鶴若狭自動車道三田西ICより車で約

15分

丹波古陶館

単館券および丹波古陶館・能
楽資料館の共通券を100円割
引で入館

丹波篠山市河原町185
☎079-552-2524
JR福知山線「篠山口駅」から神姫グ
リーンバス「本篠山」下車、徒歩3分
舞鶴若狭自動車道丹南篠山口ICより東
へ車で10分

丹波伝統工芸公園 立杭陶の郷

通常料金200円
⇒団体割引料金160円で入館

丹波篠山市今田町上立杭3
☎079-597-2034
JR福知山線「相野駅」から清水・兵庫
陶芸美術館行神姫グリーンバス「陶の
郷前」下車すぐ
舞鶴若狭自動車道三田西ICより車で約
20分

玄武洞ミュージアム

通常料金大人800円
⇒750円で入館

豊岡市赤石1362
☎0796-23-3821
JR山陰線「玄武洞駅」下車、渡し
船にて約7分
国道312号･178号線豊岡並びに城
崎より約5km

美術館・博物館等

淡路地域（南あわじ市・洲本市）

南あわじ市滝川記念美術館 玉青館

通常料金300円
⇒270円で入館

南あわじ市松帆西路1137-1
☎0799-36-2314
神戸淡路鳴門自動車道西淡三原ICより約
5分
淡路交通高速バス「陸の港西淡」下車、
タクシーで約5分

高田屋顕彰館・歴史文化資料館

通常料金500円
⇒団体割引料金400円で入館

洲本市五色町都志1087
高田屋嘉兵衛公園内
☎0799-33-0354

淡路交通高速バスまたは神姫バス

「高田屋嘉兵衛公園」下車、徒歩すぐ

-６-



カルチャースクール

神戸新開地 喜楽館

西宮能楽堂

指定公演のチケット斡旋販売について

劇場・ホール等

チケットの優待は対象公演のみの適用となります。詳細は各施設へ直接お問い合わせ
ください。なお、指定公演のチケット斡旋販売は当協会へお問い合わせください。

★西宮能楽堂主催公演の入場料金について

会員本人のみ200円割引
※ 事前予約の上、入場料金（一般料金）をお振

込ください。当日受付にて会員証ご提示のう
え、優待料金との差額を返金いたします。

西宮市鳴尾町 3-6-20 ☎0798-48-5570
（受付時間 10時～17時）

-７-

公益財団法人宝塚市文化財団

白鷹禄水苑文化アカデミー

★特別公開講座受講特別割引

・通年 一般１回受講料100円割引
・対象講座

能のふるさと逍遥 2,900円⇒ 2,800円
演者と巡る世阿弥 4,000円⇒ 3,900円
日本酒文化サロン

１回 2,300円⇒ 2,200円
全４回 8,000円⇒ 7,600円

※ 事前予約の上、定められた期限までに禄水苑店
頭にて会員証提示とともにお支払いください。

西宮市鞍掛町5-1 ☎ 0798-39-0235

★神戸新開地喜楽館主催公演の入場料金について

当日2,800円、前売り2,300円のところ、
事前電話予約のうえ
当日友の会会員証の提示により2,000円

神戸新開地喜楽館ご予約窓口
神戸市兵庫区新開地2-4-13
☎ 078-576-1218
（受付時間 11時～18時）

★シネマインソリオ
（ソリオホールの映画シリーズ）入場料

一般前売価格900円(当日1,100円) ⇒ 800円

宝塚ソリオホール（宝塚市文化財団）、宝塚ベ
ガ・ホール、宝塚文化創造館の３館プレイガイ
ドにて電話予約・ネット予約、当日窓口引き取
り限定（要会員証提示）

☎ 0797-85-8844
（受付時間 9時～17時

日曜、祝日定休日）

★新歌舞伎座・国立文楽劇場等が主催する
斡旋販売指定公演についてのみ対象

★兵庫県芸術文化協会友の会会員限定

★指定公演の詳細については「すずかけ」等で
ご案内いたします。

チケット斡旋販売のお申込み・お問い合わせは

兵庫県芸術文化協会友の会 特典施設係

☎078-321-2002

★主な提携劇場

【新歌舞伎座】
上本町YUFURA 6Ｆ～8Ｆ近鉄「大阪上本町
駅」 と直結。大阪市営地下鉄「谷町九丁目駅」
から徒歩5分

【国立文楽劇場】
大阪市営地下鉄（堺筋線・千日前線）「日本橋
駅」、近鉄（奈良線）「近鉄日本橋駅」下車、
7号出口より徒歩1分

淡路人形座

通常料金 大人1,800円 中高生
1,300円 小学生1,000円 幼児
300円
⇒10％割引で入館

南あわじ市福良甲1528-1地先
☎0799-52-0260

神戸淡路鳴門自動車道西淡三原ICより車
で15分
高速バス「福良」下車すぐ

ＱＲコードでアクセス‼
各施設の名称の横にあるＱＲコード
から当協会のホームページにアクセ
スしてください。各施設のより詳細な
情報がご覧いただけます。
ぜひご活用ください‼



カルチャースクール

名鉄観光サービス(株)神戸支店

神姫観光(株)姫路旅行センター

★対象商品3％割引

国内・海外の団体旅行や個人旅行もお気軽にご相
談ください。

☎078-321-5005 担当：奥谷

神戸市中央区伊藤町121
神戸伊藤町ビルディング2Ｆ

(株)日本旅行 神戸支店

東武トップツアーズ(株)神戸支店

旅行会社

優待は対象店舗のみの適用となります。店舗へご来店の際、会員証のご提示をお願い
します。電話でのお申し込みは、担当者に会員番号をお知らせください。

★対象商品3％割引
・神姫観光主催旅行商品（国内・海外）

☎079-289-0111 担当：田中

姫路市西駅前町1-4
キュエル姫路1Ｆ

★対象商品3～5％割引
・マッハ ⇒5％割引
・ベスト、赤い風船⇒3％割引
※ゴールデンウィーク、お盆、正月は対象外

☎078-371-2810 担当：和田・星長

神戸市中央区東川崎町1-3-2

★対象商品3％割引
・東武トップツアーズ主催旅行商品（国内・海外）

☎078-221-1090   担当：木南・松尾

神戸市中央区御幸通6-1-20
ジイテックス・アセントビル3Ｆ

新規特典施設

【お問い合わせ】
公益財団法人兵庫県芸術文化協会
文化振興部事業第２課
TEL:078-321-2002/FAX:078-321-2139
Mail:sinkoubu@hyogo-arts.or.jp

-８-

オリエンタルホテルレストラン

神戸北野ホテル レストラン ファウンテンアクリエひめじ

ホテル日航姫路 レストラン

通年レストランご飲食代金
の10％割引
※但し、以下に定める特定日は除く

（12/31～1/3、その他レストラン
イベント日）

※前日までの要予約
※他の特典・割引との併用不可

対象レストラン
・ALL DAY DINING「セリーナ」
・中国料理「桃李」
・鉄板焼「銀杏」

神戸市中央区京町25
☎078-326-1577

通年レストラン施設利用時
にワンドリンクサービス
※但し、以下に定める特定日は除く

（レストランの定める特別営業日、
年末年始、GW等の連休）

※他の特典・割引との併用不可

対象レストラン
• MAIN DINING by THE HOUSE 
OF PACIFIC

通年レストランご飲食代金
の10％割引
※但し、以下に定める特定日は除く

（年末年始、GW、お盆、花火大
会、レストランイベント日、ブラ
イダル開催日）

※対象日はご予約時に確認してくだ
さい

※前日までの要予約
※他の特典・割引との併用不可

対象レストラン
• ダイニング「イグレック」
• フレンチレストラン「アッシュ」

神戸市中央区山本通
3-3-20
☎078-271-3711

姫路市南駅前町100
☎079-222-2231(代表)

通年レストランご飲食代金
の5％割引
※他の特典・割引との併用不可

姫路市神屋町143-2
姫路市文化コンベンションセ
ンターアクリエひめじ１Ｆ
☎079-281-7000

ご予約・お問い合わせは直接ホテルにご連絡ください。
ご予約・お問い合わせは直接ホテルにご連絡ください。

ご予約・お問い合わせは直接ホテルにご連絡ください。

お問い合わせは直接店舗にご連絡ください。

tel:078-321-2002/FAX:078-321-2139

