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デートをテーマとした神戸への観光プロモーション

「ＤＡＴＥ ＫＯＢＥ」プロジェクトスタート
三宮周辺の施設が一体となったキックオフイベント「DATE KOBE FESTA」を開催！
阪神電気鉄道株式会社、デザイン・クリエイティブセンター神戸及び神戸市の３者は共同で、２
月１日から、
「神戸でのデートによるおそろいの思い出」をテーマとした神戸への観光プロモーショ
ン「ＤＡＴＥ ＫＯＢＥ」プロジェクトをスタートし、プロジェクトのキックオフとして、三宮周辺
の商業施設・商店街・観光施設が連携して行う共同イベント「ＤＡＴＥ ＫＯＢＥ ＦＥＳＴＡ」を
同日から開催します。
「ＤＡＴＥ ＫＯＢＥ」プロジェクトは、神戸を初めとする沿線の活性化に積極的に取り組んでい
る阪神電気鉄道㈱と、
「＋クリエイティブ」をコンセプトに、デザインの視点により、さまざまな人々
の交流から生まれるアイデアや工夫を取り入れ、身の周りの社会的な問題の解決に取り組むデザイ
ン・クリエイティブセンター神戸、地元自治体の神戸市が呼びかけたプロジェクトで、デートに適
した場所を数多く有している神戸のポテンシャルを活かし、人々のデートの思い出を通して神戸の
魅力を再発見するとともに、デートの視点で再編集することにより、神戸におけるデート文化を醸
成させながら都市ブランディングと広域誘客につなげていく目的で実施するものです。今後、観光
施設、公共交通機関、地元メディア、商業施設、商店街、ホテルなど、神戸に関係する様々な団体
が一体となって、デートというテーマを通じた神戸エリアの活性化に継続的に取り組んでいくこと
を目指します。
キックオフイベント「ＤＡＴＥ ＫＯＢＥ ＦＥＳＴＡ」では、若いカップルや友だち同士、夫婦
などいろいろな世代の人たちを対象として、三宮の定番縁結びスポットに加えて、三宮周辺施設の
新たな縁結びスポットを巡りながら、
「おそろいの思い出」づくりをしていただくためのスタンプラ
リー「三宮縁結びめぐり」を実施（２月７日～３月３０日）するほか、協賛各施設においても連携
イベントを実施します。
プロジェクトの構想、及び「ＤＡＴＥ ＫＯＢＥ ＦＥＳＴＡ」の概要は、次頁以降をご覧くださ
い。

【プロジェクトロゴ・キャッチフレーズ】

１

ＤＡＴＥ ＫＯＢＥ プロジェクトについて
神戸市では、創造的活動支援事業として、観光コンベン

ション推進室と協力して 2011 年 10 月から 2012 年 2 月に
実施した「+DESIGN ゼミ vol.5 観光編 神戸プロモーシ
ョン」で、市民の方々と共に神戸の観光について調査・検
討をしてきました。
そのゼミの中から出てきた提案のひとつ、
「デート」が似
合う街、神戸において、
「デート」という視点で神戸の観光
をプロモーションする、というアイデアが今回、デザイン・
クリエイティブセンター神戸と、神戸を初めとした沿線の
活性化に積極的に取り組んでいる阪神電気鉄道㈱、地元自
治体である神戸市も主催者となり、「DATE KOBE」プロ
ジェクトとして実現します。今後は、神戸に関係する諸団
体が一体となって、デートをテーマとした神戸の活性化に
取り組むことを目指します。
なお、デザイン・クリエイティブセンター神戸と阪神電
気鉄道株式会社は、これまでも、神戸市立王子動物園から
兵庫県立美術館までのエリアの地域活性化プロジェクト
「神戸ミュージアムロード

美かえるカラフルプロジェク

【プロジェクトの構想】

ト」にも共同で取り組んでいます。
２

ＤＡＴＥ ＫＯＢＥ ＦＥＳＴＡについて

（１）開催概要
【企画名称】ＤＡＴＥ ＫＯＢＥ ＦＥＳＴＡ
【実施期間】２０１４年２月１日（土）～３月３０日（日）
※「三宮縁結びめぐり」は２月７日（金）～３月３０日（日）
【開催場所】三宮周辺エリア
【開催内容】 ・三宮縁結びめぐり（スタンプラリーイベント）
・その他、各施設等による連携イベント
【主

催】阪神電気鉄道株式会社、デザイン・クリエイティブセンター神戸、神戸市

【特別協賛】クレフィ三宮、神戸国際会館ＳＯＬ、神戸・三宮センター街、さんちか、ＳＡＮ Ｐ
ＬＡＺＡ ＣＥＮＴＥＲ ＰＬＡＺＡ ＰＬＡＺＡ ＷＥＳＴ、そごう神戸店、ミン
ト神戸（五十音順）
【特別協力】生田神社
【協

賛】ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸、オステリア・アランチェート、ＯＳシネマズミ
ント神戸、ＫＩＴＡＮＯ ＣＬＵＢ、近畿タクシー株式会社、クリスタル・ワールド、
株式会社ケーニヒス クローネ、神戸国際松竹、ホテル ラ・スイート神戸ハーバー
ランド、六甲山観光株式会社（五十音順）

【協

力】Ｋｉｓｓ ＦＭ ＫＯＢＥ、ラジオ関西（五十音順）

（２）三宮縁結びめぐり（スタンプラリーイベント）の概要
① 実施概要
【実施期間】２０１４年２月７日（金）～３月３０日（日）
【参加施設】クレフィ三宮、神戸国際会館ＳＯＬ、神戸・三宮センター街、さんちか、
ＳＡＮ ＰＬＡＺＡ ＣＥＮＴＥＲ ＰＬＡＺＡ ＰＬＡＺＡ ＷＥＳＴ、
そごう神戸店、ミント神戸
② 企画のポイント
＜テーマは「縁結び」＞
ＤＡＴＥ ＫＯＢＥプロジェクトが目指す「神戸におけるデート文化の醸成」において、
デートの思い出（デートログ）とともに重要なコンテンツと位置づけている「恋愛・縁結
びにまつわる“いわれ”を持つスポット＝縁結びスポット」に着目。
＜新・縁結びスポット＞
生田神社という定番縁結びスポットとともに、新たな縁結びにまつわる“いわれ”を発
掘し、新・縁結びスポットをスタンプラリー参加施設として設定。
＜３テーマのコース設定＞
縁結びを軸に、良縁を求める「ご縁」
、若いカップルが縁を育む「結び」
、成熟したご縁
をさらに深める「絆」の３コースに分け、縁結びスポットと立ち寄りスポットをめぐるお
すすめコースを設定。
＜ゴールは生田神社での願掛け＞
縁結びめぐりのゴールは、縁結びの御利益で有名な生田神社。３つ以上のスタンプを集
めると、生田神社の授与所で「ＤＡＴＥ ＫＯＢＥオリジナル縁結び絵馬」が授けられ、願
掛けで縁結びめぐりの思い出を締めくくります。
＜デートログのご応募で特別なデートコースにご招待＞
縁結びめぐりの参加でできた新たなデートログを、専用はがきで募集。最も素敵なデー
トログをご応募いただいた方の中から、
「アンサナ・スパ ＡＮＡクラウンプラザホテル神
戸」でのボディ・マッサージ（ご縁コース）や、
「北野クラブ」でのディナー（結びコース）
、
憧れの「ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド」でのご宿泊（絆コース）をはじめ、神
戸での特別なデートをお楽しみいただける「SPECIAL DATE KOBE コース」に、各コー
ス１組２名様、合計３組６名様をご招待。
【イメージ写真】

アンサナ・スパ
ANA クラウンプラザホテル神戸
（ご縁コースより）

KITANO CLUB
（結びコースより）

ホテル ラ・スイート神戸
ハーバーランド
（絆コースより）

③ 参加方法
・期間中、阪神電車主要駅及び参加施設に設置するガイドブックを入手する。
・ガイドブック内のスタンプ台帳に、参加７施設のうち３つ以上のスタンプを集める。
・３つ以上のスタンプが集まった台帳を生田神社の授与所に持って行くと、ゴール印と
ＤＡＴＥ ＫＯＢＥ オリジナル縁結び絵馬が授けられる。
・ガイドブック付属の専用はがき（ゴール印要）に、デートの思い出を書いて応募する。
３コースそれぞれで最も素敵なデートログをご応募いただいた方を、ＳＰＥＣＩＡＬ Ｄ
ＡＴＥ ＫＯＢＥコースにご招待。また、抽選で映画鑑賞券等をプレゼント。
④ 縁結びスポット
＜新・縁結びスポット（スタンプラリー対象施設）＞
・神戸国際会館 SOL タイルアート柱

・クレフィ三宮 ウィンドウディスプレイ
（ふたりのデート指数がチェック

（待ち合わせスポット）

できるＱＲコード）

・神戸・三宮センター街２丁目 ストリートミュージアム「ブルーニライ」
（出会いと幸せを運ぶモニュメント）

・さんちか 夢広場
（待ち合わせスポット）

・さんセンタープラザ 世界時計マゼランくん
（待ち合わせスポット）

・そごう神戸店 サンファーレ広場

・ミント神戸 ロゼチェアー

（待ち合わせスポット）

（座ったカップルが幸せになれる椅子）

（参考）
＜主な定番縁結びスポット＞
・生田神社
縁結びの御利益で有名な神社
・うろこの家 ポルチェリーノ像
鼻に触れると幸運を呼ぶとされるイノシシのブロンズ像
・山手八番館 サートゥルヌスの椅子
腰掛けると願い事がかなうとされている
⑤ デートログ応募プレゼント
＜ＳＰＥＣＩＡＬ ＤＡＴＥ ＫＯＢＥコースご招待＞ 各１組２名様、合計３組６名様
○ ご縁コース
・神戸北野のイタリアンレストラン「オステリア・アランチェート」のランチ
・そごう神戸店「ソゴウキレイステーション」で肌診断＆プレゼント
・
「クリスタル・ワールド」で恋に効くインカローズのブレスレットをプレゼント
・
「アンサナ・スパ ＡＮＡクラウンプラザホテル神戸」でボディ・マッサージ
○ 結びコース
・そごう神戸店デートファッションコーディネートアドバイス＆プレゼント
・
「KITANO CLUB」でのディナー
・
「ホテルケーニヒスクローネ神戸」ご宿泊
○ 絆コース
・
「オルゴールタクシー」でめぐる六甲山＆オルゴール組立体験
・ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド内「レストラン ル・クール神戸」
でのディナー
・
「ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド」エグゼクティブスーペリアルームご宿泊
＜ダブルチャンス抽選プレゼント＞ 各５組１０名様、合計１５組３０名様
・ＯＳシネマズ映画鑑賞券
・神戸国際松竹映画鑑賞券
・北野工房のまち「クラフト工房 ファーストピクチャー」レザークラフト体験

⑥ 阪神電車三宮駅巨大絵馬＆縁結びミニステッカープレゼント
本イベント期間中、阪神電車三宮駅東改札外に縁結び巨大絵馬（高さ 2ｍ×幅 2.4ｍ）を
設置し、絵馬に付けられた鈴を鳴らしていただくことで、縁結びめぐりのスタートとしてい
ただきます。
さらに、以下の２日間には、巨大絵馬の鈴を鳴らしていただいた方にＤＡＴＥ ＫＯＢＥ
オリジナルの縁結びミニステッカーをプレゼント。ＤＡＴＥ ＫＯＢＥのロゴとイラストを
あしらったかわいいデザインで、携帯やスマートフォンに貼っていただけるミニサイズです。
【実施日時】2014 年 2 月 15 日（土）
、3 月 15 日（土） 各日 11:00～14:00
【場

所】阪神電車三宮駅東改札外 縁結び巨大絵馬前

【内

容】ＤＡＴＥ ＫＯＢＥオリジナル縁結びミニステッカープレゼント
※数量限定。なくなり次第終了。

⑦お客さまからのお問合せ先
三宮縁結びめぐり事務局
TEL：06-4706-3445（2 月 7 日～3 月 30 日、毎日 10 時から 18 時）
以 上

