神戸牛を扱って百三十余年！

モーリヤ三宮店

厳選されたステーキをお楽しみください

モーリヤは神戸牛にこだわって１３０余年︒

シックな雰囲気のロイヤルモーリヤと

ロイヤルモーリヤ

ファミリーで楽しめるモーリヤ三宮店で

皆様のお越しをお待ちしております︒

ロイヤルモーリヤ

KOBE UNIVERSAL TOURISM CENTER

も 高齢の方も み
んな
がある方
い
で
が
障

私たち神戸ユニバーサルツーリズムセンターでは必要なサポート

ロイヤルモーリヤ
神戸市中央区北長狭通1丁目9-9 第一岸ビル2F
TEL.078-321-1328

（入浴、
移動、
食事などの介助、
リフト付タクシー、
宿泊施設などの手配）
を
東急ハンズ

至北野

必要な時間と場所につなぎ、
一人一人にあった旅のプランの企画・提案を行います

2F ロイヤルモーリヤ
3F モーリヤ三宮店

モーリヤ三 宮 店
神戸市中央区北長狭通1丁目9-9 第一岸ビル3F
TEL.078-321-1990
https://www.mouriya.co.jp

至新神戸

セブンイレブン
阪急三宮

店内には車いす対応トイレもあり、
安心してお食事が楽しめます。

JR三ノ宮
阪神三宮

神戸ユニバーサル
ツーリズムセンター
(NPO法人 ウィズアス)

神戸ユニバーサルツーリズムセンター

神戸の旅を
安心して楽しむために

安 楽 低
安心・楽しむ・低コスト
3つの笑顔の中心を
神戸ユニバーサルツーリズムが担います

障がいがある方も、
高齢の方も、
いっしょに神戸の旅をたのしみませんか?
神戸ユニバーサルツーリズムセンターでは、
３つの笑顔
（安心・安全の笑顔、
いっしょに楽しむ笑顔、低コストの
笑顔）
を大切にしながら、滞在中に必要なケアのヒアリ
ングから始まり、各種交通機関、宿泊などの手配・入浴

１
・その
・
顔
笑

2
・その
・
顔
笑

3
・その
・
顔
笑

安心・安全がたいせつ！

いっしょに楽しむ！

旅をより低コストに！

丁寧なヒアリングから始まる！

必要なサポートを
必要な時間と場所につなぐ！

出発地より介助者の
同行の必要がなくなる！

何らかの障がいがある方たちといっしょに旅を
する時、同行者(親、きょうだい、友人たち)は、旅
先で、入浴・食事・移動介助を含め多くの時間と
エネルギーを費やします。
そのことにより、旅の楽
しさが半減することがあります。
もしも、訪れた街
で、必要なサポートを必要な時間と場所につなぐ
ことができればどうでしょうか？
例えば全盲の娘さんとお母さんとの神戸の観
光。娘さんは予約していたガイドヘルパーと４時
間の神戸スイーツ巡り。
その間、
お母さんは一人
で気ままに街に出かけショッピングや食事を楽し
むことができます。
《いっしょに旅を楽しむ・・・こころのリハビリ
テーション》神戸ユニバーサルツーリズムが創り
出す大きな魅力の一つです。

何らかの障がいがある方たちの旅は、着地
(観光地)での移動・入浴・食事介助等のため
に出発地から介助者を同行させるのが一般的
です。それらにかかる経費(人件費・交通費・
宿泊費)は健常者の数倍を支払うことになりま
す。
神戸ユニバーサルツーリズムセンターでは、
ていねいなヒアリングをもとに必要なサポート
を必要な時間と場所につなぐことにより、出発
地から介助者を同行させる必要がなくなりま
す。
このことは、旅行費用の大幅な軽減につな
がっていきます。

何らかの障がいがある方たちとにいっしょに
旅をする時、観光地(着地)のユニバーサルに関す
る交通・宿泊・観光・レストラン・緊急時の対
応などの情報が現状では、有益な情報はあまり
手に入りません。
その結果、
たくさんの不安を抱
え旅に出かけることになります。
神戸ユニバーサルツーリズムセンターでは障
がいがある方、高齢の方にとって、旅先での安心・
安全を基本に旅をより豊かにするために様々な
サービスに取り組んでいます。丁寧な身体状況の
ヒアリングから滞在中に必要とされるサポートの
手配、宿泊施設(ユニバーサルルーム)・移送サー
ビス(リフト付車など)・福祉用具レンタル(車いす、
電動ベッド)などに関する情報の提供と手配を行
います。
また、安心して任せられる介助ヘルパー・看護
師の派遣、宿泊先などへきざみ食などの依頼から
緊急時の対応。
ご希望に添った神戸観光プランの作成から、
神戸のユニバーサル観光情報の提供まで様々な
サービスに取り組んでいます。

用意、車椅子や電動ベッドの手配など、
ご要望に応じて

●きざみ食

リフト付タクシーの手配、
またホテルでのきざみ食のご

ご夫婦(外出・入浴時に介助の必要な奥様とその夫)

東京より介助者と看護師と2名同行の場合
交通費 20,000円 4名=80,000円
宿泊費 12,000円 4名 2泊=96,000円
人件費 20,000円 2名 3日=120,000円

食
事
︵きざみ食︶

●食事 通(常

介護・食事介護・外出介護のヘルパーや看護師の派遣、

東京←→神戸 2泊3日の場合の旅費

)

計

看

同行

より、
より豊かな旅・滞在を創りだす
「神戸ユニバーサル
ツーリズム」
という観光支援活動に取り組んでいます。

母

神戸で介助者と看護師を依頼した場合

母

娘
娘

ショッピングで
神戸を満喫
UTチケット
4時間分を使用

KURAMOTO NAGATOSHI

妻

296,000円

必要な時間と場所に必要なサービスを提供することに

鞍本 長利

夫

介

ヒアリングシート

ユニバーサルライフ
情報紙「びと」

交通費 20,000円 2名=40,000円
夫
妻
宿泊費 12,000円 2名 2泊=48,000円
人件費 3時間10,000円 2名 2日=40,000円
※コーディネート料 2泊=6,000円
介 介

へ

計

派遣ヘルパーと
スイーツを満喫

ユニバーサル観光
ガイドブック

134,000円

神戸ユニバーサルツーリズムセンター
（NPO法人ウィズアス）代表

神戸ユニバーサルツーリズムセンターの
ご利用に関して
お申込に関して

その他

緊急時など
のサポート

言語︑
手話通訳など

車いす︑吸引器などが呼称したとき

などのサポート︒緊急時の病院など

の紹介︑
酸素ケアの事業所への案内

介護用品レンタル

23820013(01)

介助人・看護師の派遣



TEL./FAX. 078-381-6470
info@wing-kobe.org
http://wing-kobe.org
兵庫県知事登録旅行業第2656号
(社)全国旅行業協会正会員

◆申し込みの時、
コーディネート費用がかかります。
（ 詳細はお
問い合わせください）
◆コーディネート費用には
「神戸ユニバーサルツーリズムセンタ
ー」
と利用者様、関係各事業所との通信費などが含まれてい
ます。

コンシェルジュ

〒650-0042 神戸市中央区波止場町５番４号 中突堤中央ビル２F

費用に関して

リフト付タクシーなどの移動

神戸ユニバーサルツーリズムセンター

1

利用者から神戸UTCへ依頼

2

利用者と神戸UTCの間で、
情報を聴き取り、
打ち合わせ

3

情報に基づき、
関係機関・施設・事業所への手配

4

神戸UTCから利用者へ決定事項の連絡

5

利用者が神戸UTCへ費用を支払う

6

神戸UTCより利用者へチケット、
クーポンを渡す

7

旅行実施・
・
・手配内容に基づき、
関係機関・施設・事業所が
サービスを提供する

6

5

3

宿泊施設

(NPO法人 ウィズアス)

4

神戸ユニバーサルツーリズムセンター

交通機関 ＪＲ・航空機など

神戸ユニバーサル
ツーリズムセンター

2

1

7

サービス
メニュー
私たちにできること

◆ご利用の１カ月前までに電話、FAX、
メールでご連絡をお願い
します。
後日、
申し込み用紙を送付します。
◆宿泊に関しては「神戸ユニバーサルツーリズムセンター」
と提
携している宿泊施設にさせて頂きます。

ご利用者

詳しくはお問い合わせいただくか、HPをご覧ください



神戸ユニバーサルツーリズムセンターのサービス内容

コンシェルジュの派遣
宿泊施設の手配

神戸の滞在をよりスムーズに楽しくご提案。

ユニバーサルな情報は、
旅をより安心かつ豊かにします。

神戸の観光地は東西に長く、
また六甲、有馬から海へと南北に広
がっています。初めて神戸を訪れた方、
さらに何らかの障がいがあ
る方が、
ガイドブックを頼りに行き

障がいがある方、高齢の方が旅先で抱える大きな問題として宿泊
先での様々な情報不足や必要なサポートを伝えることのわずらわ
しさが考えられます。
チェックインをする時のカウンターの高さ、入
浴する時の浴室の仕様、
レ
ストランで食事をする時の
食材の形態（きざみ食、ペー
スト状）
やアレルギーに関す
る依頼など神戸UTは、事前

交う姿を目にします。
神戸UTは、利用される方の要望

障がいがある人も、そうでない人も、高齢の方

ュを派遣しています。
コンシェルジ

も、
その家族も、
みんながより充実した暮らしを

ュは観光案内から、車いすの入り

送り、人生を楽しむ…。

やすいお店、
レストラン、ホテルな

神戸ユニバーサルツーリズムは高齢化社会に

どへの案内、
さらには車いす対応

年齢や身体のハンデキャップがある人たちが、

トイレへの案内までサポートいた

この情報紙から得られた情報をもとに家から
外へ一歩踏み出すきっかけになることを願い、
●移動、
観光をサポート

の声を詳細に宿泊関係者に

神戸ユニバーサル情報紙「びと」では、
車いすでも利用しやすいお店や施設な
ど、ユニバーサルな情報をギュッとつめ
こみました。街中の名店やおしゃれな店
など盛りだくさんに、保存に値する情報
を毎号発信しています。

に応じて観光案内のコンシェルジ

します。

にお聞きした利用される方

神戸ユニバーサル
情報紙「びと」

●料金：1時間

1,000円〜

A4変形
16ページ
季刊

ユニバーサルライフ情報紙「びと」
を発行してい
ます。

伝えていく役割を果たし、
よ

一人ひとりの小さな
「気づき」
が、少しずつ大き

り豊かな滞在をつくりだしま

くなりユニバーサルな社会づくりにつながると

す。

介助人の派遣（外出・入浴・食事介助など）

信じています。

●バスルーム

サポーターが、
旅、
滞在をより
豊かでスローなものへとお手伝い。
旅行で同行者（家族・友達）
が日常

神戸ユニバーサル観光ガイド

の介護から離れ、
いっしょに旅を楽

こうべ・だれでも
トイレ(ユニバーサルトイレ)

しんでいただきたいと思います。
●食事

●きざみ食

(通常)

移送タクシーの手配
神戸市内の移動、
観光をサポートします。

るサボートをつなぐことにより、同

車いすでも大丈夫。無理なく行ける、
神戸で人気の観光スポットをご紹介。

必要な場所と時間に、必要とされ
行者が介護から離れ、
ゆったりとし

神戸ユニバーサル観光ガイドでは、旅先での不安を軽減できるようシ

た時間を楽しむことにより心と体

ステムだったサポートを提供しています。

のリフレッシュをはかっていきます。

障がいのある人も、
ご高齢の方もすべての人に神戸の旅を楽しんでも

高齢の方や車いすを利用される方、オスト

らえるようにユニバーサルなサービスをお届けします。

メイトの方（人工肛門・人工膀胱保有者）、

●料金：1時間

3,500円
●食事介助風景
2時間以上は30分ごとに1,500円
（看護師又は時間外については別途料金）

ます。
さらに、神戸を熟知するドライバーが、
とっておきの夜景観光
スポットや下町の懐かしいお店へ案内し、旅をより楽しいものへと
変えていきます。物と人、人と人をつなぐ移送サービスサポートは
神戸の旅の楽しい思い出を何倍にもしてくれます。

「ユニバーサルデザイン」
の考え方を取り入
れてつくられた
「多機能・多目的トイレ」は、

乳幼児連れの方など、すべての人にとって
SAL
KOBE UNIVER

TER
TOURISM CEN

も 高齢の方も みんなで
ある方
いが
障が

利用される方の要望に応じて、神戸到着から出発まで滞在期間
中、障がいに応じた車による移動、
また神戸観光のサポートを行い

あらゆる人にとって
使いやすく快適なトイレ。

の
《使い易さ》
をとことん追求しました。神戸
B5版
本文64ページ

Vol.6

はみなさんが安心して快適に過ごせる街に
するために、
「こうべ・だれでもトイレ」
のある
「だれでもトイレタウン」
をめざしています。

福祉用品レンタル
もしもの時の安全システム。
「自宅からもってきた車いすの具
合が悪くなった」
「介護ベットがな

が徹底調査。
いすユーザー
ット15エリアを車
紹介。
神戸観光スポ
敵なお店・施設を
バーサルな素
車いすで入れるユニ
すように♡♡♡
もっと好きになりま
こんな優しい神戸が

いと心配」
「 吸引器の調子がおか
しくなった」
「旅先での紙おむつの
サル
神戸ユニバー
ー
ツーリズムセンタ
ウィズアス)

手配はできますか？」
など、滞在先

●こうべ・だれでもトイレ

で障がいがある方がかかえる問

「こうべ・だれでもトイレ」
の整備内容は、
各施設で異なっています。

題は様々です。緊急時のサポート
を含め、安心して滞在していただ
けるサービスを提供します。高度

ンター
サルツーリズムセ
神戸ユニバー

(NPO法人

●カートタイプ電動車いす

管理医療機器レンタルの許可も
受けているので、吸引、吸入器や
●乗り降りも安心です
●料金：1時間



5,500円〜

●要望に応じてご案内いたします

パルスオキシメーターの対応も可
能です。
こうべ・だれでもトイレ

●超音波式ネブライザー
（吸入器）

シンボルマーク



日帰りで行ける神戸の人気スポット!

日帰り
コース
全コース
リフト付タクシー
一部必要のないコースには
ついておりません

A

 

C





六甲山の自然を満喫

◆障がいがある方や高齢の方にも安心のゆったりとしたコース
◆車いすの方も安心の観光施設やお店をご案内
◆各ポイントに
「車いす対応トイレ」
もあり安心
◆神戸を知り尽くしたコンシェルジュがコース作りに参加しています
◆長時間歩くのが不安な方は、神戸市内の12カ所の拠点で車いすの無料レンタルが
出来る
「KOBEどこでも車いす」
をご利用頂けます
（詳しくはP9をご覧ください）

所用時間
料金に含まれるもの



5時間

TICKET

リフト付タクシー

昼食1回

入園料

コーディネート料

三宮………（表六甲ドライブウェイ）
………六甲山牧場
（羊・牛の放牧など） …六甲山ジンギスカン
パレス
（昼食）
………六甲ガーデンテラス･自然体感展望台六甲枝垂れ
（見学） ………三宮
新しい六甲山のランドマーク

●

観光地の移動は全コースリフト付タクシーで安心！
介助サービスが必要な方は手配いたします
（１時間3,500円〜）
車いす対応トイレあり

六甲山牧場は神戸の中心部から車で30分ほどで行ける、
自然あふれるレジャースポットです。
スイスを思わせ

こうべ・だれでもトイレ

神戸どうぶつ王国と西日本最大の中華街・南京町
料金に含まれるもの

Tour Point 自然と動物と絶景に出会える !
る広大な敷地で、羊や牛が放牧されていたり、動物たちとのふれあいがやすらぎの場所です。六甲枝垂れは展望

所用時間

7時間

スポットとして、神戸・大阪湾の大パノラマが楽しめます。
また
「1000万ドルの夜景」
の名所です。

TICKET

リフト付タクシー

昼食1回

入園料

料金 お二人様でご利用の場合 おひとり 17,650円〜（平日）

コーディネート料

三宮……………神戸どうぶつ王国（フクロウの飛行ショーや咲き乱れる花や動物と人とのふれ
園内はユニバーサルな施設で車いすの方も安心

●

あい共生パークでの散策・昼食） ……………神戸の中華街・南京町（散策･ショッピング）
本場の中華が存分に味わえる。珍しい食材も買えます

●

D

「灘五郷」酒蔵めぐり

所用時間
料金に含まれるもの

……………旧居留地・神戸らんぷミュージアム
（見学） ……………三宮

リフト付タクシー

3時間

コーディネート料

三宮…………灘五郷･菊正宗酒造記念館（試飲・見学･お買物） ………櫻正宗記念館・櫻宴

Tour Point 天井から咲き乱れる花と動物たち、美味しい中華三昧

お酒と一緒に食事を楽しめる

1Fフロアは段差のない構造になって安心です

●

●

（試飲・見学） …………三宮

神戸どうぶつ王国は年中満開の花々の中で、世界の珍しい鳥や動物とふれあえるテーマパークで

和風レストランがあります

す。
南京町は日本三大中華街の一つで、
すべての人が楽しめる料理店を中心に珍しい食材店や雑貨

Tour Point 歴史にふれる灘・酒蔵の旅

店が目白押し。
旧正月の春節祭や、
秋の中秋節は、
特に賑わい、
行列の出来る人気店もあります。

昔から神戸市灘区から西宮市にかけての海岸地帯は
「灘五郷」
と呼ばれ、酒造りの盛んな場所です。六甲の宮水
が美味しい酒を造りだしています。
お酒の好きな方にはうれしいスポットです。館内は酒蔵そのままの雰囲気で

料金 お二人様でご利用の場合 おひとり 24,380円〜（平日）

酒造り道具などの資料が展示され、試飲や販売もしています。

B

神戸布引ハーブ園と異国情緒あふれる北野異人館街めぐり
料金に含まれるもの

料金 お二人様ご利用の場合 おひとり 9,050円〜（平日）
所用時間

5時間

TICKET

リフト付タクシー

昼食1回

入園料

コーディネート料

三宮………ハーブ園山麓駅+++神戸布引ロープウェイ+++ハーブ園山頂駅・・・神戸布引ハーブ

E

ミュージックグルメ船コンチェルトとスイーツ食べあるき
このコースはリフト付タクシーでの移動はありません。

6時間

●

料金に含まれるもの

全てのロープウェイが車いすの乗車ができます

●

園（散策・昼食） ・・・ハーブ園山頂駅+++神戸布引ロープウェイー+++ハーブ園山麓駅………

所用時間

昼食1回

乗船料

デザート

コーディネート料

みなと元町………元町商店街………神戸凮月堂 （おしゃれなカフェで和スイーツを味あう）

温室やハーブの見本園内はフラットです。坂道は介助型電動アシスト車いす貸出あります

●

北野異人館街・風見鶏の館（館内見学） ………仏蘭西館・英国館（車窓見学）
………三宮
入口に階段がありますが、
スタッフが対応してもらえるので安心

●

Tour Point ハーブの香りで癒しの空間と神戸文化を楽しむ !

………ハーバーランドモザイク〜コンチェルト （ランチクルーズ）………神戸の中華街南京
車いすの方の乗船下船などをサポートしてもらえて安心です

●

町 （散策）………元町

Tour Point 神戸のグルメ盛りだくさん !

神戸観光には外せない観光スポット北野は、伝統的建造物群保存地区に指定され、異国情緒豊

神戸は国内有数のスィーツの激戦区いろいろな所で、
カフェやケーキ専門店に出会えます。

かな、
風見鶏の館を代表とする明治初期の洋風建築の異人館が数多く立ち並ぶ名所です。
布引ロ

コンチェルトはジャズやクラッシックの生演奏をバックに新感覚の広東料理他が楽しめるグルメ船です

ープウェイに乗れば、神戸の街並、六甲の山並みを一望でき、約10分間の空中散歩を楽しめま
す。山頂のハーブ園には四季折々のハーブや花が咲き、
心いやしてくれます。

料金 お二人様でご利用の場合 おひとり 18,430円〜（平日）



料金 お二人様ご利用の場合 おひとり 7,000円〜（平日）
●モデルコースは２名様利用で設定しております。
３名以上の場合は係員にお問い合わせ下さい。
また、
料金は障害者割引、
土・日・祝、
食事内容によって異なります。
コーデネート料金
ご注意 ●旅行代金に含まれるもの：記載の食事代、行程記載のリフト付タクシー代、行程内の観光入場料、
●旅行代金に含まれないもの：駐車場料金その他旅行代金以外の費用
（個人的費用、
飲み物代金）
●最少催行人数 2名様 添乗員は同行しません。
●この旅行条件は2019年3月を基準としています。

食事介助や入浴介助の派遣など、
障がいに合わせた旅行プランをお客様の好みに合わせてオーダーメイドでご提案いたします。
どうぞ、
お気軽にご相談ください。



泊まりで行く神戸の人気スポット!

宿泊
コース
リフト付タクシー

全コース
全コースリフト付タクシー

介助 付き
介助人サポートサービス
リフト付タクシー
2時間付
（入浴・食事・移動）

A

B神戸ポートタワー ・ミュージックグルメ船

◆障がいがある方や高齢の方にも安心のゆったりとしたコース
◆車いすの方も安心の観光施設やお店をご案内
◆各ポイントに
「車いす対応トイレ」
もあり安心
◆神戸を知り尽くしたコンシェルジュがコース作りに参加しています
◆長時間歩くのが不安な方は、神戸市内の12カ所の拠点で車いすの無料レンタルが
出来る
「KOBEどこでも車いす」
をご利用頂けます
（詳しくはP9をご覧ください）
※2日間、
車いすを貸切りのご利用の場合は有料となります

料金に含まれるもの

料金に含まれるもの

宿泊 朝食付

昼食2回



6時間
2日目 6時間

1日目
所用時間

TICKET

リフト付タクシー

宿泊 朝食付

昼食2回

入園料

介助

コーディネート料

みなと元町………神戸ポートタワー （神戸街並みを一望）
………モザイ

1日目 ク〜神戸港・コンチェルト （ランチクルーズ）〜神戸ハーバーランド・モザ
車いすの方の乗船下船などをサポートしてもらえて安心です

●

イク
（散策・ショッピング） ………神戸

神戸市内のホテル
（宿泊）

入浴・食事などの介助人のサポートサービスが付いています
（2時間）
1日目

5時間

2日目

5時間

所用時間

ホテル………北野異人館街・風見鶏の館
（見学） ………
車いすの方は入口に階段がありますが、
スタッフが対応してもらえるので安心

●

2日目

入園料

仏蘭西館・英国館（車窓より見学）‥（昼食）‥北野工
介助

コーディネート料

房のまち
（ショッピング） ………神戸中華街･南京町

三宮…………神戸どうぶつ王国
（フクロウの飛行ショーや咲き乱れる花や動物と人と

1日目



※2日目のみ

TICKET

リフト付タクシー



コンチェルトに乗ってランチクルーズと北野異人館散策

観光地の移動は全コースリフト付タクシーで安心！
介助人のサポートサービス
（入浴・食事・移動など）
が2時間付 !

神戸どうぶつ王国と西日本最大の中華街・南京町
北野異人館街・ハーブ園

 

（散策･ショッピング） ………元町

園内はユニバーサルな施設で、車いすの方も安心

●

のふれあい共生パークでの散策・昼食） ………神戸の中華街・南京町（散策・ショッピ
本場の中華が存分に味わえる。
珍しい食材も買えます

●

ング） …………旧居留地
（15番館など車窓見学）…………神戸市内のホテル
（宿泊）

Tour Point

海から山まで神戸を一望 !

コンチェルトはジャズやクラッシックの生演奏をバックに新感覚の広東料理他が楽しめるグルメ船です。南京町
は日本三大中華街の一つで、
すべての人が楽しめる料理店を中心に珍しい食材店や雑貨店が目白押し。
旧正月の
春節祭や、秋の中秋節は、特に賑わい、
行列の出来る人気店もあります。

料金 お二人様でご利用の場合 おひとり 52,500円〜（平日）

C六甲山と日本最古の名湯・有馬温泉
入浴・食事などの介助人のサポートサービスが付いています
（2時間）

灘五郷酒蔵めぐり
料金に含まれるもの

ホテル…………ハーブ園山麓駅+++神戸布引ロープウェイ+++ハーブ園山頂駅‥神戸布

2日目

全てのロープウェイが車いすの乗車が可能となりました

6時間
2日目 5.5時間

1日目
所用時間

TICKET

リフト付タクシー

宿泊 2食付

昼食2回

入園料

介助

コーディネート料

●

三宮………（表六甲ドライブウェイ）………六甲牧場（羊・牛の放牧/チー

引ハーブ園（散策･展望レストランにて昼食） ‥ハーブ園山頂駅+++神戸布引ロープウ

1日目

温室やハーブ園内はフラットです。坂道は介助型電動アシスト車いす貸出があります

●

ェイ+++ハーブ園山麓駅…………北野異人館街・風見鶏の館（館内見学） …………仏

ズ館など見学） （昼食）………六甲ガーデンテラス
（ショッピング） ‥自
然体感展望台六甲枝垂れ………ホールオブホールズ六甲
（見学） ………

車いすの方は入口に階段がありますが、
スタッフが対応してもらえるので安心

●

世界中から集められたアンティークなオルゴールを展示演奏

昨年オープンしたニュースポット

●

●

蘭西館・英国館（車窓見学）…………三宮

（裏六甲ドライブウェイ）………金の湯・有馬温泉（宿泊）
入浴・食事などの介助人のサポートサービスが付いています
（2時間）

（試飲・見学） ………櫻正宗記念
2日目 ホテル………（芦有ドライブウェイ）………菊正宗酒造記念館
お酒と一緒に
1Fフロアは段差のない構造になって安心です
●

●

館・櫻宴
（見学・昼食） ………阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター
（見学） ………三宮
食事を楽しめる和風レストランがあります

Tour Point

Tour Point
神戸を代表する観光スポット

神戸どうぶつ王国は年中満開の花々の中で、世界の珍しい鳥や動物とふれあえるテーマパーク。南京町は日本三大中華街の一つで、
す
べての人が楽しめる料理店を中心に珍しい食材店や雑貨店が目白押し。
旧正月の春節祭や、秋の中秋節は、特に賑わい、行列の出来る
人気店もあります。異国情緒豊かな北野の異人館街は風見鶏の館をはじめ20の館が一般公開されています。神戸布引ハーブ園/ロー

神戸の大自然でのんびり、
ゆったり歴史にふれる

六甲山牧場は神戸の中心部から車で30分ほどで行ける、
自然あふれるレジャースポットです。
スイスを思わせる広大な敷地で、羊や牛が放牧
されています。神戸・大阪湾の大パノラマと
「1000万ドルの夜景」
の名所です。
日本最古とされる有馬温泉でのんびり一泊。春には桜、秋は紅
葉が楽しめます。灘は昔から神戸市灘区から西宮市にかけての海岸地帯は「灘五郷」
と呼ばれ、酒造りの盛んな場所です。六甲の宮水が美味
しい酒を造りだしています。
お酒の好きな方にはうれしい処です。昔の酒蔵そのままの酒道具の資料館があり、試飲や販売もしています。

プウェイに乗れば、神戸の街並、六甲の山並みを一望でき、約10分間の空中散歩を楽しめまする山頂のハーブ園には四季折々のハー
ブや花が咲き、心いやしてくれます。

料金 お二人様でご利用の場合 おひとり 77,400円〜（平日）
●モデルコースは２名様利用で設定しております。
３名以上の場合は係員にお問い合わせ下さい。
また、
料金は障害者割引、
土・日・祝、
食事内容、
宿泊場所によって異なります。

料金 お二人様でご利用の場合 おひとり 62,860円〜
（平日）



ご注意 ●旅行代金に含まれるもの：宿泊費、記載の食事代、行程記載のリフト付タクシー代、行程内の観光入場料、行程内の介助料金、
コーデネート料金
●旅行代金に含まれないもの：駐車場料金その他旅行代金以外の費用
（個人的費用、
飲み物代金、
クリーニング代金等）
●最少催行人数 2名様 添乗員は同行しません。
●この旅行条件は2019年3月を基準としています。

食事介助や入浴介助の派遣など、
障がいに合わせた旅行プランをお客様の好みに合わせてオーダーメイドでご提案いたします。
どうぞ、
お気軽にご相談ください。



NPO法人 日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワークの想い
高齢者の方、何らかの障がいがある方が旅行をする時、様々な困難や戸惑いを抱えます。旅先での移動・入浴・食事
などの介助、ユニバーサルに関する街の情報、観光に関する情報や緊急時の対応などです。それらの困難や戸惑いは、
介助者としての役割も担うご家族やご友人にとっても同様であり、
「いっしょに旅を楽しむ」という環境には未だ至っ
ていません。
日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワークは「障がいの有無に関わらず、一緒に旅を楽しみませんか？」を合
言葉に、詳細なヒアリングから必要なサポートを把握し、訪れる街の様々なネットワーク（宿泊・観光・福祉・医療・移
動サービスなど）をつなぐことにより、安全安心を基本に、必要なサポートを必要な場所と時間につなぎ、介助する
人も介助される人もいっしょに楽しめる旅を、よりリーズナブルにご提供する活動に取り組んでいます。

NPO 法人日本ユニバーサルツーリズム推進ネットワーク
事務局：神戸ユニバーサルツーリズムセンター（NPO法人ウィズアス）
【 TEL / FAX 】078-381-6470【 Email 】info@wing-kobe.org【 URL 】http://wing-kobe.org
私たちの活動が平成22年度

バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰
「内閣府特命担当大臣表彰優良賞」
に選ばれました。
「バリアフリー・ユニバーサルデザイン
推進功労者表彰」は、平成13年11月
６日に開催された「バリアフリーに関
する関係閣僚会議（第２回）」
において
創設され、
バリアフリー・ユニバーサル
デザインの推進について顕著な功績
のあった者を顕彰し、優れた取組を広
く普及させることを目的として実施さ
れています。

今後とも、
ユニバーサルツーリズムの活動にご支援をよろしくお願い申し上げます。



