
2019年度HIMEJI TOURIST PASS　優待一覧

エリア 施設名 特典内容

1 姫路 姫路城 入場料20％割引

2 姫路 好古園 入場料20％割引

3 姫路 高田の馬場 姫路城の絵ハガキ1枚プレゼント

4 姫路 ビフテキのカワムラ　姫路店 お一人様につきソフトドリンク1杯サービス

5 姫路 姫路セントラルパーク 入園料金10％割引

6 姫路 兵庫県立歴史博物館 観覧料(常設展・特別展とも）団体料金扱い

7 姫路 山陽百貨店　本館3階　cha-ya　KINEYA 店内ご飲食のお客さまにアイスクリームまたは季節の和菓子をプレゼント

8 姫路 山陽百貨店　西館6階　リストランテ　アンティーコ　アルベルゴディナーお一人様2,980円以上のコースを10名以上様ご注文でお一人様無料

9 姫路 山陽百貨店　西館6階　東天紅 コース料理ご注文のお客さまにワンドリンクサービス

10 姫路 山陽百貨店　西館6階　しゃぽーるーじゅ 季節限定オムライスのサイズアップ無料

11 姫路 山陽百貨店　西館6階　とんかついなば和幸 「ロースカツ定食」ご注文のお客さまにお好きなフロートをサービス

12 姫路 山陽百貨店　西館6階　飛騨の高山らーめん 「和風コーンらーめんと明太子ご飯セット」」ご注文の客さまにお好きなフロートをサービス

13 姫路 山陽百貨店　西館6階　和食処　かいと 店内ご飲食のお客さまに当店手作りのちりめん山椒をプレゼント

14 姫路 山陽百貨店　西館6階　実演　手打ちうどん　杵屋 店内ご飲食のお客さまにえび天一本サービス

15 姫路 山陽百貨店　西館6階　カフェモロゾフ 季節限定デザートプレートとお飲み物を50円引き

16 高砂 刀田山　鶴林寺 団体割引料金を適用

17 明石 明石市立文化博物館 一般観覧料金の2割引

18 明石 山陽そば明石店 店内でのご飲食いただいたお客さまへおにぎり1個サービス

19 明石 山陽たい焼き明石店 たい焼きお買い上げのお客さまへたい焼き一匹(小倉あんorクリーム）をお一つサービス

20 舞子 舞子海上プロムナード
大人料金　土日祝　300円→200円　平日　250円→200円

70歳以上　土日祝　150円→120円　※平日は100円

21 舞子 橋の科学館 入館料割引　大人310円→270円　小中学生　150円→130円

22 舞子 旧武藤山治邸 大人　100円→50円　70歳以上　50円→40円

23 舞子 旧木下家住宅 大人　100円→50円　70歳以上　50円→40円

24 舞子 孫文記念館(移情閣） 団体料金を適用　300円→200円　※高校生以下無料

25 舞子 舞子ホテル ランチ・ディナーコース料理代金　10％割引

26 垂水 三井アウトレットパーク　マリンピア神戸 スペシャルクーポンプレゼント

27 垂水 絵葉書資料館 入館料の100円引き

28 須磨 須磨浦山上遊園 ロープウェイ往復・片道、Aコース・Bコース回遊券の料金を20％割引

29 須磨 須磨浦山上遊園　回転展望閣3階　喫茶コスモス 券袋のクーポンと引換でコーヒーを半額に割引

30 須磨 PATISSERIE　TOOTHTOOTHシーサイドカフェ 店内飲食に対してお会計時パスを提示いただけると10％引き

31 須磨 須磨離宮公園 入園料金20％割引

32 元町 相楽園 入園料金20％割引

33 三宮 森林植物園(神戸三宮からバスで40分） 入園料金20％割引

2019年度HIMEJI TOURIST PASS　優待一覽

區域 設施名 特典內容

1 姫路 姫路城 入場費20％OFF

2 姫路 好古園    入場費20％OFF

3 姫路 高田の馬場 可獲得姬路城的明信片1張 

4 姫路 川村牛排 姬路店 每位客人免費贈送一杯飲料

5 姫路 姫路Central park  入場費10％ OFF

6 姫路 兵庫縣立歷史博物館 參觀費(包含常設展和特別展)，按團體價格收費

7 姫路 山陽百貨店  本館3樓　cha-ya　KINEYA 店內用餐的顧客可贈送冰淇淋或當季和式點心

8 姫路 山陽百貨店　西館6樓  RISTORANTE ANTICO ALBERGO 預約10人以上每人2980日元以上的晚餐，一位可免費

9 姫路 山陽百貨店　西館6樓　東天紅 點套餐的顧客可免費提供一杯飲料

10 姫路 山陽百貨店　西館6樓   しゃぽーるーじゅ 季節限定的大份蛋包飯可免費

11 姫路 山陽百貨店　西館6樓　とんかついなば和幸  點「里脊炸猪排套餐」的顧客可免費提供您選擇的冰淇淋冷飲

12 姫路 山陽百貨店　西館6樓  飛騨の高山らーめん  點「和式玉米拉麵和明太子飯」套餐的顧客可免費提供您選擇的冰淇淋冷飲

13 姫路 山陽百貨店　西館6樓  和食処　かいと 店內用餐的顧客可免費獲得本店手製的小魚山椒

14 姫路 山陽百貨店　西館6樓  実演　手打ちうどん　杵屋 店內用餐的顧客可免費提供炸蝦天婦羅

15 姬路 山陽百貨店　西館6樓  咖啡摩洛索夫 季節限定甜點盤和飲料可享受50日圓折扣

16 高砂 刀田山　鶴林寺 可使用團體優惠價

17 明石 明石市立文化博物館 可享普通參觀費的20% OFF

18 明石 山陽そば明石店 對在店內用餐的顧客免費贈送1個飯糰

19 明石 山陽鯛魚燒明石店 對購買鯛魚燒的顧客贈送一個鯛魚燒(小倉豆沙或奶油)

20 舞子 MAIKO 舞子公園 PARK
成人票價 周末和公共假日 　300日圓→200日圓  平日　250日圓→200日圓               70歲以上 周
末和公共假日   150日圓→120日圓  ※平日100日圓

21 舞子 橋の科學館 入館費折扣　成人310日圓→270日圓    中小学生　150日圓→130日圓 

22 舞子 舊武藤山治邸 成人　100日圓→50日圓    　70歳以上　50日圓→40日圓

23 舞子 舊木下家住宅 成人　100日圓→50日圓　    70歳以上　50日圓→40日圓

24 舞子 孫文記念館(移情閣） 可使用團體優惠價  300日圓→200日圓　※高中生以下免費

25 舞子 舞子飯店 午餐・晚餐套餐費用10％OFF

26 垂水 MITSUI OUTLET PARK 瑪林匹亞神戶 贈送特價優惠券

27 垂水 繪葉書資料館 入館費減100日圓

28 須磨 須磨浦山上遊樂園 纜車往返·單程，A路線·B路線的往返券可享20%OFF

29 須磨 須磨浦山上遊樂園 旋轉展望閣3樓　CoffeeandCake「cosmos」憑票券袋上的優惠券和引換券可換咖啡半價優惠

30 須磨 PATISSERIE　TOOTHTOOTH SeaSideCafe 結賬時出示套票可享受店內飲食10%優惠

31 須磨 須磨離宮公園 入場費20%OFF

32 元町 相楽園 入場費20%OFF

33 三宮 森林植物園 入場費20%OFF
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