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阪急・阪神共同企画 

「神戸べっぴんスタンプラリー」を開催します 

  

阪急電鉄と阪神電気鉄道では、「神戸に根差した企業」や「神戸発祥の商品」を“他にはない特

別に良いもの”といった意味を持つ『べっぴん』として、今回厳選して取り上げ、これらの企業の

店舗や施設を訪れ商品等に触れながら、神戸市内を巡っていただく「神戸べっぴんスタンプラリー」

を２月１０日(金)から３月３１日(金）までの間、開催します。 

この取組みは、現在、放映中（２０１６年１０月３日～２０１７年４月１日予定）のＮＨＫ連続

テレビ小説「べっぴんさん」の舞台として紹介されている神戸方面へ、電車を利用して多くの方に

訪れていただき、神戸の街の魅力を再発見いただくことを目的に共同企画したものです。 

概要は次のとおりです。 

 

１．名  称  「神戸べっぴんスタンプラリー」 

 

２．開催時期  ２月１０日（金）～３月３１日（金） 

 

３．開催内容  『べっぴん』として取り上げた対象企業の店舗や施設で商品等を購入する際、 

スタンプを押印した所定のパンフレットを提示すると特典（割引等）を受ける 

ことができます 

        また、別途「Ｗチャンス賞」にご応募いただくと抽選で賞品をプレゼントします 

 

４．参加方法 （１）パンフレットを入手する 

       （２）スタンプ設置駅でスタンプを押す 

（３）神戸市内の対象店舗など（次頁参照）で商品等を購入する際に、スタンプ

を押したパンフレットを提示し特典を受け、あわせて「Ｗチャンス賞」に

応募できるシールを受け取る 

   ※いずれの駅のスタンプでも対象店舗などで特典を受けることができます 

※スタンプを押した数（最大８個まで）の特典を受けることができます   

 但し、同一店舗での特典の受け取りは一回限りとします 

（４）ゴールポイントの「神戸スタイル展」会場※1 を訪れ、「Ｗチャンス賞」の 

   応募用紙を受け取り、集めたシール（一枚を 1 口として）を貼付して、同   

   会場 1 階「神戸別品博覧会」に設置された応募箱に投函する 

 ※1 三宮ゼロゲート(仮称)(旧メディアテラス)３階 神戸市中央区三宮町 2-11-3 

   ※一人 8 口まで応募可能です（口数を 1 つの賞品にまとめても、8 つの賞品  

    に分散しても応募可能です） 

       （５）応募者の中から抽選で「Ｗチャンス賞」をプレゼント 



５． パンフレット配布場所 

     阪急主要駅とスタンプ設置駅、阪神全駅（大阪難波駅、西代駅、武庫川線各駅  

     を除く）、三宮ゼロゲート（仮称）内「神戸スタイル展」会場、「神戸別品博覧    

     会」会場 

 

６．スタンプ設置駅 

        阪急電車:御影駅、六甲駅、神戸三宮駅、花隈駅  

        阪神電車:御影駅、大石駅、神戸三宮駅、元町駅 

 

７．「べっぴん」として取り上げた対象店舗・施設および特典内容 

対象店舗名・施設名 お店のカテゴリー 最寄駅 特典内容 

ＳＴＵＤＩＯ ＫＩＩＣＨＩ本店 革製品 阪神 西元町駅 
商品お買い上げの方に「神戸開港 150 年記

念オリジナルキーホルダー」プレゼント 

patisserie ＡＫＩＴＯ ジャム・洋菓子 阪急 花隈駅 
1,000 円（税別）以上お買い上げの方に

「焼菓子」プレゼント 

神戸凮月堂 本店 洋菓子 阪神 元町駅 

菓子販売、１階喫茶室「サロン・ド・テ」 

ご利用を通常価格の１０％OFF 

（他のサービスとの併用不可）  

ユーハイム 神戸元町本店 洋菓子 阪神 元町駅 
2,000 円(税別)以上お買い上げの方に 

「クライナークーヘン」1 個プレゼント 

マキシン 

神戸トアロード本店 
帽子 

阪神 元町駅 

または 

阪急神戸三宮駅 

5,000 円（税別）以上お買い上げの方に 

「オリジナルポーチ」プレゼント 

神戸ワイン 三宮店 ワイン 

阪神 元町駅 

または 

阪急 神戸三宮駅 

2,000 円（税別）以上ワインをお買い上げ

の方に「スパークリングワインストッ

パー」プレゼント 

モロゾフ 

センター街ショップ店 
洋菓子 

阪急・阪神  

神戸三宮駅 

1,000 円（税別）以上お買い上げの方に 

半生菓子 1 つプレゼント 

※2 月 15 日（水）～特典提供開始 

アシックスストア神戸 スポーツ用品 
阪急・阪神  

神戸三宮駅 

10,000 円（税別）以上お買い上げで 

通常価格の１０％OFF 

沢の鶴資料館 清酒 阪神 大石駅 
商品お買い上げの方に 

「ぐい呑み」1 つプレゼント 

六甲オルゴール 

ミュージアム 
ミュージアム 

阪神 御影駅、 

阪急 六甲駅から 

市バス、ケーブル

乗り継ぎ 

入館料割引 

大人（中学生以上）通常 1,030 円→820 円 

小人（4 歳～小学生）通常 510 円→410 円 

（本人のみ、他のサービスとの併用不可） 

御影髙杉 御影本店 洋菓子 阪急 御影駅 
商品お買い上げ・ご飲食の方に 

「布製ミニバッグ」プレゼント 

神戸紅茶 御影店 紅茶 阪急 御影駅 

1,000 円（税別）以上お買い上げ・ご飲食

の方に「生紅茶ティーバッグ 4P」1 袋プレ

ゼント 

白鶴酒造資料館 清酒 阪神 住吉駅 
商品お買い上げの方に 

「甘酒 1 本（190ｇ缶）」プレゼント 

※店舗・施設情報については各社局ＨＰ上バナーからもご覧いただけます。 

・阪急電鉄株式会社    http://www.hankyu.co.jp/ 

・阪神電気鉄道株式会社  http://rail.hanshin.co.jp/ 



 

８．Ｗチャンス賞 

（１）賞品 

・patisserie ＡＫＩＴＯ ミルクジャム（160ｇ）    ３名様 

・神戸凮月堂 神戸六景ミニゴーフル６缶入り     ３名様 

・ユーハイム 「別品」コラボ商品 「デアバウムクーヘン」   ３名様 

・神戸ワイン 「別品」コラボ商品 「白光の 暁あびて」２本入り  １名様 

・モロゾフ クッキー「ファヤージュ」（36 個入り）    ３名様 

・沢の鶴 純米大吟醸「瑞兆」（720ml）     ６名様 

・六甲オルゴールミュージアム ご招待券     ５組１０名様 

・神戸紅茶 ティーバッグテイスティングボックス 生紅茶 28ｐ入り  ３名様 

・白鶴酒造資料館限定 特別純米原酒「蔵酒」（500ml）    ６名様 

・ファミリアベアー        ３名様 

・阪急・阪神 鉄道ノベルティグッズセット       ５０名様 

・有馬温泉 太閤の湯 入館ご招待券 ※入湯税 75 円別途要   ５組１０名様 

・六甲山ホテルランチ券       ５組１０名様 

・神戸メリケンパークオリエンタルホテル 宿泊ご招待券   ２組 ４名様 

・神戸開港１５０年記念オリジナルグッズ（ブランケット・泉州タオル）セット ５名様 

 

（２）応募締切 ２０１７年４月１０日（月） 

「神戸別品博覧会」に設置された応募箱に営業時間内（２０時まで）に投函してください 

※駅や郵送での応募は受け付けておりません 

 

（３）当選発表 ２０１７年４月下旬 

    ※当選発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます 

     

 

９．お客様からの問い合わせ窓口 

   阪急電鉄 交通ご案内センター ０５７０－０８９－５００ ０６－６１３３－３４７３ 

 （平日９時～２２時、土休日９時～１９時） 

   阪神電気鉄道 運輸部営業課  ０６－６４５７－２２２２（平日９時～１７時） 

 

10．協 力 

  「べっぴんさん」推進協議会、神戸別品博覧会実行委員会 

  

≪参考≫神戸別品博覧会（期間：2016 年 10 月 5 日～2017 年 5 月 7 日 会場：三宮センター街内・

三宮ゼロゲート（仮称） 神戸市中央区三宮町 2-11-3 時間：11 時～20 時） 

以 上 

 

 

 

 

                                            


