
神戸の商店街 神戸の商店街  市場市場 銭湯も
あるよ！神戸の商店街 神戸の商店街  市場市場

スマホで

 参加しよう！ 対象スポットは
 裏面を見てね！

豪 華 賞 品 は こ ち ら ！
●応募方法はRALLYの応募画面に従って必要情報を入力してください。

●当選は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

A賞
（7地点以上）

B賞
（5地点以上）

C賞
（3地点以上）

神戸市内の商店街・市場・銭湯を巡って賞品に応募しよう！
RALLY参加に必要なのはスマホだけ！
いろんな場所を散策して新たな魅力を発見しよう！

期間：平成29年

10月16日〜12月31日

参加は
こちらから！

下記の二次元コードを読み取って
RALLYに参加！
マップをヒントに対象スポットへ行こう！

3地点以上 対象スポットを回って
スタンプを集めて賞品に応募しよう！

RALLYのページを
ブックマークして
おくといつでも
開けて便利です！

フェリーさんふらわあ
ペア往復乗船券（関西⇄九州 往復）

3組様

【問い合わせ先】神戸市経済観光局経済部 商業流通課　　TEL.078-322-5336

ご 注 意
スマホのブラウザで「位置情報の利用」を許可して参加してください。
スポットにいるにもかかわらずスタンプを取得できない場合、GPSの精度に誤差が
生じている可能性がございます。少し場所を移動して再試行してください。
ブラウザのクッキーや履歴を削除すると実績が消えてしまうので注意してください。

S T E P 1

対象スポットに近づいて、スタンプを押す
画面がでたらスタンプを押そう！
対象スポット先でお買い物や散策も
楽しんでね！

S T E P 2 S T E P 3

あるよ！

マホで

商店街の商品券または
商店街のオリジナルグッズ

●「クロス」のボールペン5,000円相当
　（トアロード中央商店街）
●「マキシン」の帽子（トアロード中央商店街）

1名様

1名様
●「丸武商店」の天ぷらの詰め合わせ 
　3,000円相当（御影市場）
●お菓子詰め合わせ（岡本商店街）

3名様

10名様

10名様

10名様

10名様

10名様

50名様

●商品券1,000円
　（大安亭市場）
●商品券1,000円
　（神戸新鮮市場）
●商品券1,000円
　（長田神社前）
●商品券1,000円
　（須磨寺前商店街）
●セルバえらべるギフト
　（セルバ名店会）

5名様

5名様

10名様

10名様

●新開地の名所が書かれた
　手ぬぐい（新開地商店街）
●きよもんタオル
　（平野商店街）
●石だたみボーイズのCD
　（岡本商店街）
●「いたやどかりちゃん」の
　ぬいぐるみ（板宿本通商店街）

※画面はイメージです。

R A L L Y の 参 加 方 法

歩きスマホは事故やトラブルにつながるなど、大変危険です。
MAPを見る際は安全な場所で、立ち止まって利用しましょう。！

・7地点以上で1口ずつ
 応募できます A賞 B賞 C賞

・5地点以上で1口ずつ
 応募できます B賞 C賞

・3地点以上で1口
 応募できます C賞

●応募はお1人さま各賞1口ずつ最大3口までご応募できます。

い

ずれ
か当たる！

い

ずれ
か当たる！



対象スポット一覧
セルバ名店会（東灘区）

JR「甲南山手」駅から南へ徒歩3分

1
食料・衣料・雑貨・日用品からフィッ
トネスやアミューズメント、カル
チャーまで、全てがそろっていて、
子どもも大人も満足できます。

アクセス

御影市場（東灘区）

阪神「御影」駅前すぐ

2
新しいモダンなお店と歴史のある
お店が入り混じり、「沢の井寄席」を
開いたり、日本酒のイベントがあっ
たり、楽しくて面白い市場です。

アクセス

岡本商店街（東灘区）

阪急「岡本」駅前すぐ

3
ヨーロッパの街並みを思わせる石
畳が印象的で、おしゃれで感性豊
かな女性がゆっくり一日を過ごせ
る、兵庫県最大規模の商店街です。

アクセス

六甲本通商店街（灘区）

JR「六甲道」駅から北へ徒歩3分

4
暮らしに便利がすべてここにある。
地元の方にも、観光客にも愛され、
店主の個性が光る活気ある店舗が
魅力です。

アクセス

灘中央市場（灘区）

阪急「「王子公園」駅から東へ徒歩10分

5
一歩入ると昭和の世界にタイムス
リップ。新鮮な食材で安心安全。
美味しい！見て！食べて！遊ん
で！市場を探検してください。

アクセス

メルカロード宇治川（中央区）

阪神「西元町」駅から北へすぐ

6
新鮮素材の生鮮食品を中心に日用
品などと共に庶民の台所となって
います。老舗専門家が揃った市場
「ジョイエール宇治川」も注目。

アクセス

トアロード中央商店街（中央区）

阪急・阪神「神戸三宮」、JR「三ノ宮」駅
から西へ徒歩5分

7
旧居留地から北野を結ぶまっすぐ
な坂道「トアロード」。“神戸ハイカ
ラ文化発祥の地”として人々に親
しまれています。

アクセス

大安亭市場（中央区）

阪急「春日野道」駅から西へ徒歩10分

8
商品の豊富さと価格の安さなどで
地域の方に親しまれ、近畿のイケ
テル商店街にも選ばれています。

アクセス

神戸新鮮市場（兵庫区）

地下鉄西神・山手線「湊川公園」駅前すぐ

9
衣食住、全てがそろう約500店舗
がぎっしり立ち並び、『神戸の台
所』と呼ばれています。

アクセス

新開地商店街（兵庫区）

神戸高速線「新開地」駅前すぐ、
JR「神戸」駅から西へ徒歩8分

10
大衆演劇、映画館、老舗飲食店も多
く、「B面の神戸」として皆様に親
しまれています。

アクセス

平野商店街（兵庫区）

JR「神戸」駅より神戸市バス7系統約9分
「平野」からすぐ

11
平清盛ゆかりの街ひらの。商店街
のスローガンは「やさしいまち平
野」。個々のお店が「やさしい」サー
ビスに力を入れています。

アクセス

長田神社前（長田区）

地下鉄西神・山手線「長田」駅、
神戸高速線「高速長田」駅前すぐ

12
シンボルとなる「萬福グージーモ
ニュメント」を建立し、福のある
町・長田神社前として、住みたい町、
訪れたい町を目指しています。

アクセス

西神戸センター街（長田区）

地下鉄西神・山手線、JR「新長田」駅から
南へ徒歩8分

13
「下町子ども将棋フェスティバル」
などのイベント実施や、飲食店の
新規出店で賑わいを見せています。

アクセス

板宿本通商店街（須磨区）

地下鉄西神・山手線、山陽「板宿」駅から
すぐ

14
日常生活に密着した中で昔からの
懐かしい店や新しい店がいっぱい、
楽しいテーマソングが流れている
商店街です。

アクセス

須磨寺前商店街（須磨区）

山陽「須磨寺」駅から北へすぐ

15
須磨寺と綱敷天満宮を結ぶ道を
「智慧の道」と呼んでいて、その間
に位置します。散策・買物・食事に
便利です。

アクセス

垂水商店街（垂水区）

JR「垂水」、山陽「山陽垂水」駅から
北へすぐ

16
昔ながらの店舗も多く、「楽しい」
「面白い」「美味しい」「珍しい」レト
ロな商店街。回ってみると、きっ
とお気に入りの店が見つかります。

アクセス

塩屋商店街（垂水区）

JR「塩屋」駅前すぐ

17
行き交う人々が気さくに声をかけ
あう、あたたかい商店街。最近で
は若い人の移住者が増え、新しい
お店が続々とオープン。

アクセス

森温泉（東灘区）

JR「甲南山手」駅から南へ徒歩2分

18
ホームを降りたら２分でお風呂！
乾式サウナにジェットバスに電気
風呂、美人の湯と呼ばれる露店風
呂も揃えています。

アクセス

灘温泉（灘区）

阪急「王子公園」駅から東に徒歩15分

19
男女共に9種類の浴槽があり、遠く
の温泉まで行かなくても、街中の
露店風呂で気軽なリラックスタイ
ムを過ごすこともできます。

アクセス

二宮温泉（中央区）

阪急・阪神「神戸三宮」、JR「三ノ宮」駅
から北東へ徒歩5分

20
人工炭酸泉が人気の銭湯です。サ
ウナや水風呂、ジェットバスを完
備し、14時から翌朝10時までの
オールナイト営業。

アクセス

笠松湯（兵庫区）

地下鉄海岸線「和田岬」駅から徒歩2分

21
笠松商店街の中に位置し、浴室の
中央に大きな浴槽が1つある下町
情緒あふれるレトロな温泉です。

アクセス

朝日温泉（兵庫区）

神戸高速線「新開地」駅から南西へ徒歩5分

22
創業1941年の神戸の真ん中から
天然温泉が湧き出した温泉です。
豊富な湯船と抜群の湯質でお肌す
べすべ化粧水いらず！

アクセス

銭湯スポットは

5ヶ所！

商店街・市場

 スポットは17ヶ所！

●表面の二次元コードからアクセスした
専用ページにMAPがあるよ！

長田神社商店街・長田中央いちば・食遊館・プレノ長田

神戸市商店街連合会商店街 神戸市小売市場連合会 神戸の銭湯
今回のスポット以外の神戸市の
商店街・市場・銭湯にも遊びにきてね！ 市場 銭湯


