
参加店舗 サービス内容等 

第第第第 1111 弾（平成１６年３月～７月）弾（平成１６年３月～７月）弾（平成１６年３月～７月）弾（平成１６年３月～７月）    

南京町商店街 1 人 2,100 円(税込)以上の飲食・買物で 10％割引(営業時間中) 

大丸神戸店 1 人 3,150 円(税込)以上の飲食で 10％割引(夕方 5 時以降) 

第２弾（平成１６年７月～１１月）第２弾（平成１６年７月～１１月）第２弾（平成１６年７月～１１月）第２弾（平成１６年７月～１１月）    

南京町商店街 ・1 人 2,100 円(税込)以上の飲食・買物で 10％割引 

・または店舗オリジナルサービスの提供 

大丸神戸店 ・大丸ミュージアムの入場料金を無料 

 8 月 4 日～16 日「大 Oh！水木しげる展」 

 9 月 2 日～13 日「ハローキティ誕生 30 周年記念展」 

 9 月 15 日～28 日 北澤美術館所蔵「現代日本画名作展」 

神戸タワーサイドホテル ・グループ 3,000 円(税込)以上の飲食で 500 円割引 

・グループ 5,000 円(税込)以上の飲食で 1,000 円割引 

湊川商店街 ・飲食・買物等の 5％割引 

・さらに、1,000 円(税込)以上の飲食・買物等で 1 人分の地下鉄切符(200

円分)を進呈 

ハートフルみなとがわ

【市バス】 

・市バス車内の合言葉を告げると 200 円の金券(お買物券)を進呈 

板宿商業連合会 ・チラシの提示により 5 枚分のエコシールを進呈 

・200 円の買物ごとにエコシール 1 枚を進呈 

・エコシール 15 枚を集め応募すると、抽選でプレゼント 

(賞品：セキュリティバック 1,000 個、地下鉄ピンバッチ 300 個) 

第３弾（平成１６年１２月～平成１７年２月）第３弾（平成１６年１２月～平成１７年２月）第３弾（平成１６年１２月～平成１７年２月）第３弾（平成１６年１２月～平成１７年２月） 

アグロガーデン ・抽選で 50 人に 1 人が無料 

 (上限税込 10 万円、レシート 1 枚分に限る) 

・はずれた方からさらに抽選で毎月 27 名様にアグロ商品券 1 万円分プレゼ

ント 

第４弾（平成１７年３月～５月）第４弾（平成１７年３月～５月）第４弾（平成１７年３月～５月）第４弾（平成１７年３月～５月） 

東急ハンズ ・お買い上げ 5,000 円毎に、買物利用券(商品券)500 円分をプレゼント 

第５段弾（平成１７年７月第５段弾（平成１７年７月第５段弾（平成１７年７月第５段弾（平成１７年７月～９月）～９月）～９月）～９月） 

神戸タワーサイドホテル ・ランチバイキングを食べると帰りの切符プレゼント 

・大人 2 名毎に子供 1 名無料 

・アンケートに答えるとホテル宿泊券等プレゼント 

・アグロガーデン 

・琉球ワールド 

・抽選で 50 人に 1 人が買物無料(上限税込 5 万円) 

・両店で買物をすると「ぼっかけカレー」進呈 

・抽選で沖縄往復空港券、商品券をプレゼント 

神戸ウイング 

スタジアム 

・食事をすると 1 ドリンクサービス 

・アンケートに答えると抽選でディナー、観戦券等プレゼント 

・スポーツクラブ利用料 1,700 円→1,000 円 

（１）実験期間中（平成１６年３月～平成１７年９月）（１）実験期間中（平成１６年３月～平成１７年９月）（１）実験期間中（平成１６年３月～平成１７年９月）（１）実験期間中（平成１６年３月～平成１７年９月） 



 

参加店舗参加店舗参加店舗参加店舗 サービス内容等サービス内容等サービス内容等サービス内容等 

第５弾（平成１７年１０月）第５弾（平成１７年１０月）第５弾（平成１７年１０月）第５弾（平成１７年１０月） 

アグロガーデン 実験期間の続き 

神戸ウイング 

スタジアム 

実験期間の続き 

第６弾（平成１７年１０月～１１月）第６弾（平成１７年１０月～１１月）第６弾（平成１７年１０月～１１月）第６弾（平成１７年１０月～１１月） 

西神オリエンタル 

ホテル 

実験期間の続き 

本格実施後（平成１７年１１月～平成１８年３月）本格実施後（平成１７年１１月～平成１８年３月）本格実施後（平成１７年１１月～平成１８年３月）本格実施後（平成１７年１１月～平成１８年３月） 

ドコモショップ三宮店 

(2.5 ヶ月間) 

・新規契約・機種変更により、端末代金 3,000 円引き 

・映画券 1 枚プレゼント 

・料金プランの変更により、グッズ進呈 

SUR 北落合店 

(1.5 ヶ月間)【市バス】 

・市バス車内にあるチラシ(ポケットティッシュ)を持参すると、料金が 20％

オフ 

本格実施後（平成１８年３月～平成１８年１２月）本格実施後（平成１８年３月～平成１８年１２月）本格実施後（平成１８年３月～平成１８年１２月）本格実施後（平成１８年３月～平成１８年１２月） 

西神オリエンタル 

ホテル 

・レストランご利用 10,000 円につき、1,000 円分のホテル利用券 

・レストラン「プライムタイム」ご利用に限り、大人 1 名様につき 12 歳以

下のお子様 1 名様無料 

・抽選でホテル内レストランのお食事券が当たる 

JA「六甲のめぐみ」と農

業公園ワイン城 

・農協：お米 1 キロと 50 アグリ(地域通貨)をプレゼント 

・ワイン城：バーベキュー場利用により蔵出ワイン一杯サービス 

両施設利用により、抽選で素敵な商品(神戸ビーフ、神戸ワイン等)を進呈 

・コンチェルト 

・神戸国際会館 SOL 

(7 月 10 日～) 

・コンチェルト：10,000 円以上の利用により SOL お買物券 1,000 円分＋

コンチェルトディナー券 1,000 円分プレゼント 

・SOL：一店舗で 5,000 円以上の利用で、コンチェルトペア乗船券プレゼ

ント＋個店ごとに様々な特典あり 

マルアイ須磨若宮店 

(2 ヶ月間) 

【市バス】(8 月 1 日～) 

・バス車内に設置したスタンプカードに、店舗で 1,000 円以上の利用によ

り、スタンプ 1 個進呈。5 個集まれば、素敵な商品(洗剤等)を進呈 

・新神戸オリエンタルア

ベニュー 

（飲食店 15 店舗） 

・布引ハーブ園 

(10 月 1 日～) 

・新神戸オリエンタルアベニュー：１ドリンクサービス、お食事代金 

１０％割引など（店舗により異なる） 

・布引ハーブ園：ハーブ園の入園料無料、園内レストラン「ハーブガーデ

ン」にてお食事を注文された方に１ドリンクサービスなど 

西神オリエンタル 

ホテル 

・レストランご利用 5,000 円につき 1,000 円分のホテル利用券 

・レストラン「プライムタイム」ご利用に限り、大人 1 名様につき 12 歳以

下のお子様 1 名様無料 

（１）の期間の（１）の期間の（１）の期間の（１）の期間の来客数来客数来客数来客数 13,02013,02013,02013,020 人人人人 

（２）本格実施後（平成１７年１０月～）（２）本格実施後（平成１７年１０月～）（２）本格実施後（平成１７年１０月～）（２）本格実施後（平成１７年１０月～） 



本格実施後（平成１９年２月～平成１９年７月）本格実施後（平成１９年２月～平成１９年７月）本格実施後（平成１９年２月～平成１９年７月）本格実施後（平成１９年２月～平成１９年７月） 

・エコミュージアム 

、[KOBE・とんぼ玉ミュ

ージアム]、[神戸ドールミ

ュージアム]、[竹中大工道

具館] 

（2 月 5 日～） 

・神戸らんぷミュージアム：入館料を２０％引（大人４００円→３２０円） 

・KOBE・とんぼ玉ミュージアム：入館料を２５％引（４００円→３００

円）＋とんぼ玉制作体験 １個 １，２００円→１，０００円 

            ２個 ２，０００円→１，８００円 

・神戸ドールミュージアム：入館料を２０％引（大人５００円→４００円） 

＋ポストカード１枚プレゼント 

・竹中大工道具館：入館料を半額（大人３００円→１５０円） 

・WILLCOM エコショッ

ピング 

[WILLCOM COUNTER 

板宿店、神戸ハーバーラ

ンド店、神戸元町店 ]、

[WILLCOM PLAZA 神

戸] 

（3 月 1 日～） 

店頭価格より１，０００円割引で端末を提供 ＋「WILLCOM オリジナル

ネックストラップ」または「ゆうちゃん携帯クリーナー」をプレゼント        

※板宿店限定で、店頭ゲーム大会で楽しいゲームに勝てばさらに特典あり。 

eco を応援するホテル 

[神戸 西神オリエンタル

ホテル] 

（5 月 7 日～） 

・レストランご利用５，０００円毎にホテル利用券１，０００円分をプレ

ゼント。 

・アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で毎月３組６名様にホテ

ルお食事券をプレゼント。 

本格実施後（平成１９年８月～平成１９年１０月）本格実施後（平成１９年８月～平成１９年１０月）本格実施後（平成１９年８月～平成１９年１０月）本格実施後（平成１９年８月～平成１９年１０月） 

マルアイエコショッピン

グ【市バス】  

[マルアイ須磨若宮店・兵

庫松原店] 

（8 月 20 日～） 

・市バス車内（8,81,85 系統のみ）に設置しているスタンプカードに、マル

アイ須磨若宮店・兵庫松原店で 1,000 円以上 のお買い上げの際にスタンプ

1 個進呈 。スタンプ 5 個以上捺印で素敵な景品（洗剤など）を進呈。 

本格実施後（平成２０年３月～平成２０年１０月）本格実施後（平成２０年３月～平成２０年１０月）本格実施後（平成２０年３月～平成２０年１０月）本格実施後（平成２０年３月～平成２０年１０月） 

・エコミュージアム 

[竹中大工道具館]、 [神戸

ドールミュージアム ]、

[KOBEとんぼ玉ミュージ

アム]、[神戸らんぷミュー

ジアム]、[神戸市水の科学

博物館]、 [神戸市立相楽

園]、[人と防災未来センタ

ー] 

（3 月 8 日～） 

・竹中大工道具館：入館料を半額（大人３００円→１５０円） 

・神戸ドールミュージアム：入館料を２割引（大人５００円→４００円） 

・KOBE とんぼ玉ミュージアム：入館料を２割５分引（大人４００円→３

００円）＋とんぼ玉制作体験 １個 1,200 円 → 1,000 円 

              ２個 2,000 円 → 1,800 円 

・神戸らんぷミュージアム：入館料を２割引（大人４００円→３２０円） 

＋マッチシールプレゼント 

・神戸市水の科学博物館：入館料を３割引（大人２００円→１４０円） 

・神戸市立相楽園：入館料を１割引（大人３００円→２７０円） 

・人と防災未来センター：入館料を２割引（２館見学：大人８００円→６

４０円、１館見学：大人５００円→４００円） 

・新長田エコスポーツ 

[ITC 神戸テニススクー

・抽選で素敵な景品 

・体験レッスン１回無料（通常５００円） 



ル]、 [新長田マンボース

イミングスクール＆ウェ

ルネスクラブ] 

（3 月 22 日～） 

・入会金無料（ただしジュニアを除く） 

※特典２と特典３は、西神・ユニバー・名谷テニススクールでも利用可能。      

・エコを応援するホテル 

[神戸 西神オリエンタル

ホテル]  

（5 月 7 日～） 

・ホテル内のレストランご利用 5,000 円毎にホテル利用券 1,000 円分をプ

レゼント。 

※上記サービスを受ける場合、特典の上限は 1 会計 30,000 円（6,000 円分

のホテル利用券プレゼント）まで。 

・『かしこいクルマの使い

方』レンタカー編 

[株式会社トヨタレンタリ

ース神戸]  

（6 月 1 日～） 

・プリウスのレンタカー料金が 1,000 円引き。 

・その他の車種のレンタカー料金が 500 円引き。 

・映画「火垂るの墓」観

賞でエコショッピング 

[神戸国際松竹]  

（8 月 2 日～） 

・料金：一般 300 円割引、学生 200 円割引。 

・プレゼント：エコショッピング限定ポストカード＋通常ポストカード。 

・神戸空港エコショッピ

ング「得 1,000 キャンペ

ーン」 

[神戸空港ターミナル株式

会社]  

（8 月 1 日～） 

・旅客ターミナル内の参加店舗で 1,000 円以上ご利用の方にエコグッズプ

レゼント （マイ箸、扇子、飛行機ストラップのいずれか一品）。 

・飲食店ご利用時に 10％OFF。 

・その他、物販店で割引や粗品進呈などのサービス。 

・市営地下鉄・北神急行

に乗って、そごう神戸店

へ「POP-UP 絵本ミュー

ジアム」 を見に行こうキ

ャンペーン 

[株式会社そごう神戸店］、

［株式会社そごう西神店]  

（11 月 22 日～） 

・駅窓口でスタンプを押してもらったチラシを、「そごう神戸店」の本館地

下インフォメーションか 本館 1 階サービスステーション、もしくは「そご

う西神店」の 1 階店内ご案内所に持参いただくと、 「POP-UP 絵本ミュー

ジアム」の 2 名様無料ご招待券を 1 枚プレゼント。 

※「POP-UP 絵本ミュージアム」は「そごう神戸店」で平成 20 年 12 月 16

日（火）～平成 21 年 1 月 4 日（日）まで開催 

・さぁテニスを始めよ

う！！地下鉄・北神急行

に乗ってエコスポーツ 

[ITC テニスクラブ]、[ユ

ニバー神戸テニス倶楽

部]、[名谷テニスガーデ

ン]、[西神テニスガーデ

ン]  

（11 月 22 日～） 

・駅窓口でスタンプを押してもらったチラシ裏面のアンケートに記入の上、

上記施設にて提示いただくと、抽選で ラケット or ラケットキャリーor 施

設割引券 or 入会優待券をプレゼント。また、合わせて無料体験 レッスン

券（1 回）もしくは「ユニバー神戸」or「ITC 神戸」の貸しコート割引券

（20％OFF）をもれなくプレゼント。 



本格実施後（平成２本格実施後（平成２本格実施後（平成２本格実施後（平成２１１１１年３月～平成２年３月～平成２年３月～平成２年３月～平成２１１１１年年年年８８８８月）月）月）月） 

・市営地下鉄・北神急行

に乗ってそごうへ「行っ

得」キャンペーン 

[そごう神戸店]、[そごう

西神店]  

（3 月 1 日～） 

・【実施期間：3 月 1 日（日）～3 月 30 日（月）】 

3/24～3/30 開催の「キティちゃんと学ぼう！日本文化」ペアご招待券（1

枚で 2 名様有効）1 枚無料配布（プレイ券 2 枚付）  

※通常：一般 300 円、こども 200 円、3 歳以下無料 

・【実施期間：3 月 31 日（火）～4 月 30 日（木）】 

初夏の北海道の味覚（700 円相当）プレゼント 

※10,000 円以上購入したレシートの提示が必要 

・【実施期間：5 月 1 日（金）～5 月 31 日（日）】 

おかいものクマエコバッグ（750 円）をプレゼント 

※10,000 円以上購入したレシートの提示が必要 

・かしこいクルマの使い

方【レンタカー編】 

トヨタレンタリース神戸 

・三宮駅前店 

・新神戸店 

・西神南駅前店 

・新開地店  

（3 月 1 日～） 

・エコスタンプを押したチラシをご持参のお客様にレンタカー代の 500 円

割引を行う 

・プリウスご使用時にはさらに 500 円割引く（合わせて 1000 円割引） 

・市営地下鉄・北神急行

に乗ってそごうへ「行っ

得」キャンペーン 

[そごう神戸店]、[そごう

西神店]  

（6 月 5 日～）    

・【実施期間：6 月 5 日（金）～6 月 30 日（火）】 

そごう神戸店本館 10 階屋上にある｢そごうスカイビアガーデン｣をご利用

の方、先着 500 名様に、次回ご利用いただける 500 円割引券をプレゼント。 

・【実施期間：7 月 1 日（水）～7 月 31 日（金）】 

期間中にエコスタンプを押したチラシと、そごうで 1 回税込 10,000 円以上

お買い物をしたレシートを、そごう神戸店もしくは西神店で提示すると、

沖縄銘菓「ちんすこう」（2 個入×14 袋）をプレゼント。 

・【実施期間：8 月 1 日（土）～8 月 31 日（月）】 

期間中にエコスタンプを押したチラシと、そごうで 1 回税込 10,000 円以上

お買い物をしたレシートを、そごう神戸店もしくは西神店で提示すると、

「おかいものクマエコバッグ」を 1 個プレゼント    

本格実施後（平成２本格実施後（平成２本格実施後（平成２本格実施後（平成２１１１１年年年年９９９９月～平成２月～平成２月～平成２月～平成２１１１１年年年年１２１２１２１２月）月）月）月） 

・市営地下鉄・北神急行

に乗ってそごうへ「行っ

得」キャンペーン 

[そごう神戸店]、[そごう

西神店]  

（9 月 7 日～）    

・【実施期間：9 月 7 日（月）～23 日（水）】 

期間中にエコスタンプを押したチラシをお持ちいただいた方に、そごう神

戸店で開催される「ハローキティ展」ペアご入場券プレゼント。 

※ハローキティ展は 9 月 16 日（水）～23 日（水・祝）の間開催 

・【実施期間：9 月 24 日（木）～10 月 31 日（土）】 

期間中にエコスタンプを押したチラシと、そごうで 1 回税込 10,000 円以

上お買い物をしたレシートを、そごう神戸店もしくは西神店で提示する

と、「北海道の特産品」を 1 個プレゼント（先着 300 名様）    



・エコスポーツ 

[ITC テニスクラブ]、[ユ

ニバー神戸テニス倶楽部] 

（9 月 14 日～） 

・ちらし持参の方に抽選で「ラケット」or「ボール」or「施設利用券」

or「入会優待券」or「ITC 貸しコート割引券」・「ユニバー神戸レスト

ラン割引券」（10～20％OFF）等をプレゼント。 

・ちらし持参の方にテニス＆フィットネスの無料体験チケットをプレゼ

ント 

（２）の期間の（２）の期間の（２）の期間の（２）の期間の来客数来客数来客数来客数 13,81113,81113,81113,811 人人人人 

 

 

参加店舗参加店舗参加店舗参加店舗 サービス内容等サービス内容等サービス内容等サービス内容等 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２２２２２２２２年１０月年１０月年１０月年１０月～１１月～１１月～１１月～１１月）））） 

マルアイ 

〔井吹西フレア・ 

井吹東フレア〕 

・当日ご利用になった PiTaPa、敬老パス、市バス専用カードなどを、 

清算時にご提示いただくか、駅窓口でスタンプを押してもらったチ 

ラシを持参していただき清算時に提示していただくとエコショッピン

グカードにスタンプを 1 個押してもらい、スタンプを 5 個集めると景

品をプレゼント 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２３年２２３年２２３年２２３年２月月月月～～～～３３３３月月月月）））） 

・さんちか 

・須磨パティオ 

・山陽百貨店 

・IKEA 

①期間中に KOBE PiTaPa、神戸市敬老パスで乗車する。 

②各施設で 3,000 円以上お買物をする。 

③当日ご利用になった KOBE PiTaPa、神戸市敬老パスとお買物レシー

トを各店舗のインフォメーションセンターに持って行くとスタンプが

もらえる。 

④スタンプを集めると、スルッと KANSAI カード 500 円プレゼント（先

着 5,000 名様） 

 

支払種類 金額 ｽﾀﾝﾌﾟ数 

現金 3,000 円～6,000 円

未満 

１コ 

6,000 円～以上 ２コ 景品交換 

ｸﾚｼﾞｯﾄ 3,000 円～以上 １コ 景品交換 

 

※ただし、スタンプ対象金額は同一施設内での合計金額で達した場合を

適用 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２３年２２３年２２３年２２３年２月月月月～３月～３月～３月～３月）））） 

・JA 六甲のめぐみ 

・神戸ワイナリー 

①六甲のめぐみ 

1,000 円以上お買い上げのお客様全員に新米白米(約 3 合)プレゼント。 

②神戸ワイナリー  

バーベキュー・ワインショップで 1,500 円以上お買い上げでホイリゲ（発

酵途中のブドウ果汁）を 1 杯サービス。 

 

（３）（３）（３）（３）ICICICIC カード導入カード導入カード導入カード導入後（平成後（平成後（平成後（平成２２２２２２２２年１０月～）年１０月～）年１０月～）年１０月～） 



ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２３年２３年２３年２３年１１１１１１１１月月月月～～～～平成２４年１平成２４年１平成２４年１平成２４年１月月月月）））） 

フルーツ・フラワーパー

ク 

①入園料が半額 

②バーデハウス大沢温泉入浴料が半額 

③園内売店でのお買い物が１０％割引 

④バーベキューお食事料金が１０％割引 

⑤神戸イルミナージュ 2011 の観覧料を１０％割引 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２３年２３年２３年２３年１２１２１２１２月月月月～～～～平成２４年２平成２４年２平成２４年２平成２４年２月月月月）））） 

長田神社前 

 

 

 

 

当日 500 円以上お買い上げにつき、1 枚(100 円)ご利用できる 

お買い物券を 200 円分（100 円券を 2 枚）進呈。 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２４年８２４年８２４年８２４年８月月月月～平成２４年１０月～平成２４年１０月～平成２４年１０月～平成２４年１０月）））） 

神戸ハーバーランド温泉

万葉倶楽部 

 

 

 

来館者にワンドリンクサービスを提供。 

 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２４年２４年２４年２４年１１１１１１１１月月月月～平成２５年２月～平成２５年２月～平成２５年２月～平成２５年２月）））） 

フルーツ・フラワーパー

ク 

 

 

 

①入園料が半額 

②バーデハウス大沢温泉入浴料が半額 

③バーベキューお食事料金が１０％割引 

④ミルク館売店でソフトクリームが５０円引き 

⑤神戸イルミナージュの観覧料が１０％割引 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２２２２５５５５年年年年８８８８月月月月～平成２５年１０～平成２５年１０～平成２５年１０～平成２５年１０月月月月）））） 

神戸ハーバーランド温泉

万葉倶楽部 

 

 

 

来館者にワンドリンクサービスを提供。 

さらに次回使える招待券等が当たる抽選を実施。 

 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２２２２５５５５年年年年９９９９月）月）月）月） 

ヴィッセル神戸 

 

 

当日のスタジアム入場券を割引＋ワンドリンクサービスを提供。 

 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２２２２５５５５年年年年１２１２１２１２月月月月～平成２６年１月～平成２６年１月～平成２６年１月～平成２６年１月）））） 

神戸製鋼コベルコスティ

ーラーズ・そごう神戸店 

 

 

 

地下鉄での来場、またはそごう神戸店での買い物レシート提示で、当日の

スタジアム入場料が無料。 

 



ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２２２２６６６６年年年年３３３３月）月）月）月） 

ヴィッセル神戸 

 

 

当日のスタジアム入場券を割引＋ワンドリンクサービスを提供。 

 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２２２２６６６６年年年年６６６６月）月）月）月） 

INAC 神戸レオネッサ 

 

 

地下鉄での来場者にワンドリンクサービス＋抽選による景品を提供。 

 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平（平（平（平成成成成２２２２６６６６年年年年７７７７月）月）月）月） 

板宿おもてなしバル 

 

 

地下鉄での来場者に対して、バルチケット（5 枚綴り）を割引。さらに景品

として「エコ箸」を先着 100 名に進呈。 

 

 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２２２２６６６６年年年年８８８８月）月）月）月） 

神戸製鋼コベルコスティ

ーラーズ 

 

地下鉄での来場で、当日観戦料を 500 円に割引。 

 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２２２２６６６６年年年年９９９９月月月月～平成２～平成２～平成２～平成２６６６６年１１年１１年１１年１１月月月月）））） 

神戸ハーバーランド温泉

万葉倶楽部 

 

来館者にワンドリンクサービスを提供。 

さらに次回使える招待券等が当たる抽選を実施。 

 

 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２２２２６６６６年年年年９９９９月月月月～１０月～１０月～１０月～１０月）））） 

ヴィッセル神戸 

 

 

当日のスタジアム入場券を割引＋ワンドリンクサービスを提供。 

 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２２２２６６６６年年年年１０１０１０１０月）月）月）月） 

INAC 神戸レオネッサ 

 

 

地下鉄での来場者にワンドリンクサービス＋抽選による景品を提供。 

 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２２２２６６６６年年年年１０１０１０１０月月月月～１１月～１１月～１１月～１１月）））） 

そごう神戸店・西神店 

 

地下鉄での来場者に対して、映画「紙の月」ポストカードを進呈。また抽

選で映画「紙の月」鑑賞券を進呈。 

 

 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２２２２６６６６年年年年１２１２１２１２月）月）月）月） 

ヴィッセル神戸 

 

 

当日のスタジアム入場券を割引。 

 



ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２２２２６６６６年年年年１２１２１２１２月）月）月）月） 

神戸製鋼コベルコスティ

ーラーズ・そごう神戸店 

 

 

 

地下鉄での来場、またはそごう神戸店での買い物レシート提示で、当日の

スタジアム入場料が無料。 

 

ICICICIC カード導入後カード導入後カード導入後カード導入後（平成（平成（平成（平成２２２２７７７７年年年年３３３３月）月）月）月） 

ヴィッセル神戸 

 

 

当日のスタジアム入場券を割引。 

 

（３）の期間の（３）の期間の（３）の期間の（３）の期間の来客数来客数来客数来客数    

((((平成平成平成平成 22227777 年年年年 3333 月月月月末末末末時点時点時点時点)))) 

12,12,12,12,678678678678 人人人人    

エコショッピングエコショッピングエコショッピングエコショッピング    

来客数総計来客数総計来客数総計来客数総計    

((((平成平成平成平成 22227777 年年年年 3333 月末時点月末時点月末時点月末時点)))) 

    

39393939,,,,509509509509 人人人人 

 

 


