
オンラインでの
購入はこちら‼

SMART PASSPORT
神戸

市内の
観光施設を巡り放題！

KOBE観光 
スマートハスホート
KOBE観光 
スマートハスホート K

O
B

ET O U R I S MS M A R TPA S S P O R T

使用期間 5 31日まで2023年 月

販売期間 4 1 日 ～月 3 31 日月2023年2022年

¥ 5,900
2日券／対象施設 48 件

DAY2

¥ 3,900
2日券／対象施設 35 件

DAY2

パスポートは選べる4種類!

¥ 3,600
1日券／対象施設 48 件

DAY1

¥ 2,500
1日券／対象施設 35 件

DAY1

ベーシック プレミアム

例えば…

●1DAYパスポート／プレミアムご利用の場合（金額は入場料）●パスポートなしの場合

¥4,900

神戸どうぶつ王国

boh boh KOBE 号

風見鶏の館

モザイク大観覧車

¥ 1,800 ¥ 500

¥ 800¥ 1,800

パスポート料金
だけで

全部回れるので

¥1,300
お得！

¥3,600

1DAYパスポート／プレミアム ¥3,600

ベーシックなら通常料金800円以下の35施設、
プレミアムなら通常料金2,000円以下の 48 施設で
使える電子周遊パスポート。
神戸の観光施設をこれ１枚でお得に遊びまわろう！

1日 or 2日

巡り放題
対象施設

48件最
大

神戸どうぶつ王国

boh boh KOBE 号

風見鶏の館

モザイク大観覧車

KOBE
観光

スマート
パスポ

ート

とは…

KOBE TOURISM

SMART PASSPORT



お問い合わせ 本事業に
ついて

チケットの購入・
使い方について
「webket （ウェブケット）」

株式会社グッドフェローズ
0422-27-6238
9：30～ 17：00

問い合わせ先……
TEL………………
時間………………

一般財団法人神戸観光局
078-230-1120
平日（月～金）9：30～ 17：30

問い合わせ先……
TEL………………
時間………………

その他・注意事項
● パスポートの有効期間は使用開始した当日になります（2dayは連続する2
日間）

● いかなる場合もチケットのキャンセル、払い戻しは出来ませんので、予め
ご了承ください。

● こども券の販売はありません。

● 各施設の定休日・営業時間については、事前にご確認ください。
　（新型コロナウイルス感染拡大により、定休日・営業時間が変更になる場
合がありますのでご注意ください）

● 混雑時は入場制限等が発生する場合があります。

　　 風見鶏の館
　　 萌黄の館
　　 ウイーン・オーストリアの家
　　 香りの家　オランダ館
　　 デンマーク館
　　 SPACE11 ダルビッシュミュージアム
　　 神戸布引ハーブ園 /ロープウェイ
　　 竹中大工道具館

新神戸・北野

078-242-3223
078-855-5221
078-261-3466
078-261-3330
078-261-3591
078-291-4515
078-271-1160
078-242-0216

　　 神戸市立博物館（コレクション展示室）
　　 KOBEとんぼ玉ミュージアム
　　 相楽園

078-391-0035
078-393-8500
078-351-5155

三宮・市街地

　　 boh boh KOBE 号
　　 御座船 安宅丸  
　　 ロイヤルプリンセス
　　 モザイク大観覧車
　　 神戸海洋博物館・カワサキワールド
　　 felissimo chocolate museum

0120-370-764
078-360-0039
078-360-0039
078-382-7100
078-327-8983
078-325-5767

神戸港

　　 神戸どうぶつ王国
　　 バンドー神戸青少年科学館（展示室のみ）

078-302-8899
078-302-5177

ポートアイランド

　　 神戸ファッション美術館
　　 神戸市立小磯記念美術館
　　 （コレクション企画展示）
　　 神戸ゆかりの美術館（企画展）

078-858-0050
078-857-5880

078-858-1520

六甲アイランド

　 　横尾忠則現代美術館（企画展）
　 　BBプラザ美術館
　 　阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター
　 　王子動物園
　 　白鶴美術館

078-855-5607
078-802-9286
078-262-5050
078-861-5624
078-851-6001

灘・東灘

078-882-7788
078-822-8907
078-854-1029
078-821-2911
078-411-8339

　 　「昔の酒蔵」沢の鶴資料館
　 　白鶴酒造資料館
　 　菊正宗酒造記念館
　 　神戸酒心館
　 　浜福鶴 吟醸工房
※各酒造資料館は無料入館施設のため、パスポート提示で有料試飲等がご利用いただけます。

灘の酒蔵

078-891-0222
078-891-0031
078-861-2998

078-891-1284
078-891-1247
078-894-2281
078-591-0253
078-891-0280

　　 六甲ケーブル（往復）
　　 六甲有馬ロープウェー（往復）
　　 まやビューライン
　 　 （摩耶ケーブル・摩耶ロープウェー）（往復）
　　 ROKKO 森の音   ミュージアム
　　 六甲高山植物園
　　 自然体感展望台 六甲枝垂れ
　　 神戸市立 森林植物園
　　 神戸市立 六甲山牧場

六甲・摩耶

078-903-6971
078-904-0680
078-904-0256
078-904-0024
078-904-0309

　　 有馬玩具博物館
　　 有馬本温泉 金の湯
　　 有馬温泉 銀の湯
　　 切手文化博物館
　　 有馬 ます池（釣り料）

有馬温泉

078-731-7301
078-732-6688
078-731-2520

　　 須磨海浜水族園
　　 須磨離宮公園
　　 須磨浦山上遊園
　　  （ロープウェイ、カーレーター、展望閣）

須磨・垂水

KOBE観光 スマートパスポート ベーシックパスポート対象施設
プレミアムパスポート対象施設

各施設で、
スマートフォン画面に
表示されるQRコード
を提示して入場
※同一施設は１回限り有効

check!

KOBE 観光スマート
パスポートWebサイトへ
アクセス

PASS   PORT

「オンラインでの
購入はこちら」
ボタンをタップ
オンラインでの
ご購入はこちら

クレジットカード
決済等にて電子チケット
（QRコード）の購入

CARD

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4

(2022.04.01 時点 )


