
別紙「スポット候補一覧表」

番号 施設名 所在地 休館日 アクセス 備考

1 菊正宗酒造記念館 東灘区魚崎西町1-9-1
年末年始（12/31～
1/3）

阪神魚崎駅から徒歩8分、六甲ラ
イナー南魚崎駅から徒歩2分

国指定重要民俗文化財、予約不
要

2 御影公会堂 東灘区御影石町4-4-1
火、年末年始（12/29～
1/3）

阪神石屋川駅から徒歩5分、JR住
吉駅から徒歩15分、市バス16・
36系統御影公会堂前駅もしくは
阪神バス上石屋駅下車すぐ

3 阪神御影駅（沢の井） 東灘区御影本町4-12 無休 阪神御影駅から徒歩1分

4 谷崎潤一郎旧邸「倚松庵」 東灘区住吉東町1-6-50 平日、年末年始

JR住吉駅から徒歩12分、六甲ラ
イナー魚崎駅から徒歩2分、阪神
魚崎駅から徒歩6分、市バス東灘
区役所前から徒歩6分

番号 施設名 所在地 休館日 アクセス 備考

1
兵庫県立六甲山ビジターセン
ター・六甲山ガイドハウス

灘区六甲山町北六甲

月（祝営業、翌休）、
年末年始（12/27～
1/5）、12/1～3/31の月
～木曜日（祝除く）

阪急バス六甲山頂（記念碑台）
下車すぐ、ケーブルカー六甲山
上駅から徒歩20分

2 摩耶山 掬星台 灘区摩耶山町 無休
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

まやビューラインは火休（祝営
業、翌休）

3 神戸文学館 灘区王子町3-1-2
水（祝営業、翌休)、年
末年始（12/28～1/4）

阪急王子公園駅から徒歩10分、
JR灘駅から徒歩12分、阪神岩屋
駅から徒歩15分、市バス王子動
物園前から徒歩4分

4 神戸市立王子動物園 灘区王子町3-1
水（祝営業、翌休）、
年末年始

阪急王子公園駅から徒歩3分、JR
灘駅から徒歩5分、阪神岩屋駅か
ら徒歩10分、市バス王子動物園
前下車すぐ

番号 施設名 所在地 休館日 アクセス 備考

1 兵庫県立美術館 中央区脇浜海岸通1-1-1
月（祝営業、翌休）、
年末年始（12/31～
1/1）

阪神岩屋駅から徒歩8分、JR灘駅
から徒歩10分、阪急王子公園駅
から徒歩20分、阪神バスもしく
は市バス県立美術館前下車すぐ

2
デザイン・クリエイティブセン
ター神戸(KIITO)

中央区小野浜町1-4
月(祝営業、翌休)、年
末年始

地下鉄三宮・花時計前駅から徒
歩10分、ポートライナー貿易セ
ンター駅から徒歩10分

12/2～/1/9傘の展覧会

3 相楽園 中央区中山手通5-3-1
木(祝営業、翌休)、年
末年始

地下鉄県庁前駅から徒歩5分

番号 施設名 所在地 休館日 アクセス 備考

1 県立兵庫津ミュージアム 兵庫区中之島2-1-17
月（祝営業、翌休）、
年末年始（12/31、
1/1）

地下鉄中央市場前駅から徒歩5
分、JR兵庫駅から徒歩20分

2 能福寺 兵庫区北逆瀬川町1-39 無休 JR兵庫駅から徒歩15分 日本三大仏

2 湊川隧道 兵庫区湊川町9-3-1 無休

神鉄湊川駅から徒歩12分、地下
鉄上沢駅から徒歩5分 、市バス
熊野橋から徒歩4分、上沢駅前か
ら徒歩3分

国登録有形文化財

3 神戸新開地・喜楽館 兵庫区新開地2丁目4-13 無休

神戸高速・阪神・阪急・山陽・
神鉄新開地駅から徒歩2分、JR神
戸駅から徒歩13分、地下鉄湊川
公園駅から徒歩5分、神鉄湊川駅
から徒歩5分

4 高田屋嘉兵衛献上燈籠 兵庫区西出町680 無休 JR神戸駅から徒歩10分 日本遺産

5 NATURE STUDIO 兵庫区雪御所町2-18 店舗による
地下鉄大倉山駅から徒歩18分、
神鉄湊川駅から徒歩17分、市バ
ス石井橋から徒歩1分

番号 施設名 所在地 休館日 アクセス 備考

1
有馬温泉（金の湯、銀の湯、太
閤の湯）

北区有馬町833、北区有馬町
1039-1

第2・4火（祝営業、翌
日休）、1/1

有馬温泉駅から徒歩約5分

2
道の駅神戸フルーツ・フラワー
パーク大沢

北区山田町上谷上字長尾1-2 無休（施設による）
神姫バスフルーツパーク下車す
ぐ

3 箱木千年家 北区山田町衝原字道南1-4 平日 市バス衝原から徒歩5分
日本最古の民家、個人所有のた
め開館状況は電話で要確認

4 千刈ダム 北区道場町 無休 神鉄道場駅から徒歩25分
近代化産業遺産、国登録有形文
化財

　中　央　区

　灘　区

　東　灘　区

　北　区

　兵　庫　区



番号 施設名 所在地 休館日 アクセス 備考

1 鉄人28号モニュメント 長田区若松町6-3若松公園内 無休 JR、地下鉄新長田駅から徒歩5分

2 長田神社 長田区長田町3-1-1 無休
地下鉄長田駅、神戸高速鉄道高
速長田駅から徒歩8分

国指定無形文化財

3 神戸映画資料館
長田区腕塚町5-5-1-201（アスタ
くにづか1番館北棟2F）

水・木 JR・地下鉄新長田駅から徒歩5分
毎週末併設のミニシアターで上
映

4 神戸市立ふたば学舎 長田区二葉町7-1-18
月（祝営業、翌休）
 年末年始（12/28〜
1/5）

JR・地下鉄新長田駅から徒歩13
分、地下鉄駒ヶ林駅から徒歩6分

番号 施設名 所在地 休館日 アクセス 備考

1 神戸市立須磨離宮公園 須磨区東須磨1-1
木（祝営業、翌休）、
年末年始

山陽月見山駅から徒歩10分、市
バス離宮公園前すぐ

2 須磨寺 須磨区須磨寺町4-6-8 無休
JR須磨駅から徒歩12分、山陽・
阪神・阪急須磨寺駅から徒歩5
分、市バス天神下から徒歩12分

3 多井畑厄除八幡宮 須磨区多井畑字宮脇1 無休 市バス多井畑厄神下車すぐ 日本最古の厄除けの霊地

4
須磨浦ロープウェイ・須磨浦山
上遊園

須磨区一ノ谷町5-3-2
火（祝日、正月3が日、
春休み、GW、お盆は営
業）

番号 施設名 所在地 休館日 アクセス 備考

1 兵庫県立舞子公園 垂水区東舞子町2051 年末（12/29～31）
JR舞子駅、山陽舞子公園駅から
徒歩5分、高速バス高速舞子バス
のりばから徒歩5分

2 五色塚古墳 垂水区五色山4
12月～3月の月(祝営
業、翌休）、 年末年始

JR・山陽垂水駅から徒歩15分、
山陽霞ヶ丘駅から徒歩10分

3 旧グッゲンハイム邸 垂水区塩屋町3-5-17 火・水 JR塩屋駅から徒歩5分 第3木に無料見学会開催

4 旧後藤邸 垂水区塩屋町3-1 無休 JR塩屋駅から徒歩約5分
一般公開不可、神戸市指定景観
形成重要建築物

順位 施設名 所在地 休館日 アクセス 備考

1 兵庫楽農生活センター 西区神出町小束野30-17 水（祝営業、翌日休）
JR明石・神戸市営地下鉄西神中
央・神鉄三木駅から神姫バス
「老ノ口」から徒歩約15分

カフェは年末年始以外無休

2 神戸ワイナリー（農業公園） 西区押部谷町高和1557-1
年末年始、２月施設点
検期間

地下鉄西神中央駅から神姫バス
神戸ワイナリー下車すぐ

付近にJA兵庫六甲 農協市場館
六甲のめぐみ

3 神戸市埋蔵文化財センター 西区糀台6-1
月(祝営業、翌日休)、
年末年始(12/28～1/4)

地下鉄西神中央駅から徒歩8分

4 太山寺 本堂 西区伊川谷町前開224-224 無休
JR明石・地下鉄伊川谷駅・名谷
駅から神姫バス太山寺から徒歩4
分

神戸唯一の国宝

　西　区

　長　田　区

　須　磨　区

　垂　水　区


