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神戸市東灘区深江浜町27-1
営／9時半～16時
土日祝定休、その他工場休業日（土曜不定休）
P12台

キユーピー神戸工場

工場見学の予約方法
見学無料　※要予約
※原則、2カ月前の第一営業日から1カ月分の予約を受付
2078-411-6015（9時半～12時/13時～16時）
http://www.kewpie.co.jp/know/openkitchen/kobe_01.html
見学所要時間：約90分　
見学時間： ①10時～　②10時半～　③13時半～　④14時～
※マヨネーズコースとドレッシングコースの2コース制。
　見学できるコースは日によって変わります。

　マヨネーズ・ドレッシングの製造工程や、食に関する
知識が楽しく学べる「キユーピー神戸工場」の見学施
設がこの春オープン。 最新の技術を導入したマヨネー
ズやドレッシングの製造ラインを臨場感たっぷりに見
学できる。また、専用のキッチンでは試食や、食の体験
イベントが楽しめる。

この春オープン
キユーピー神戸工場見学ツアー

1.見どころは、マヨ
ネーズラインの真上
に設置された空中
通路「マヨデッキ」。
2.1分間に約400
本のマヨネーズを充
填。
3.野菜や卵に関す
る知識、キユーピー
のものづくりの心や
考え方、歴史などに
ついて学べる展示
スペース。
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予約方法：下記から申し込みを

兵庫県豊岡市瀬戸1090番地
営／9時～17時
　　（最終入場16時半まで）
　　7/20～8/31まで：9時～18時
　　（最終入場は17時半まで）
年中無休

20796-28-2300

城崎マリンワールド
料 金 ● 入園料 大人・・・・・・・・・2,470円

 小中学生・・・・・1,230円
 幼児（3歳以上）・・620円
● Fish dance（特別ステージ）
600円（1日7回、各回15名）
当日予約制　※観覧は自由

　城崎マリンワールドに新しいライブ
パフォーマンス「Fish dance」がこの
春登場した。円形水槽の真ん中にある
特別ステージに乗って、魚たちのリア
ルな動きが楽しめる。最新映像技術で
映し出すスクリーンに、魚たちのダン
スはまるで海の中にいるよう。魚たち
の驚きの行動を新しい角度から楽し
める「Fish dance」を体感してみよう。

海の中にいるような体験ができる
新ライブパフォーマンス
「Fish dance」

1.魚群の補食や危険回避行動など
をダンスに見立てて紹介する。
2.Fish danceのオープンを記念し
て地元のアイス店「ice cafe KANO
ボク」と共同開発した一品。ブリの香
りと塩気に生乳を使用したミルクア
イスの甘さがマッチ。

Fish danceオープン記念 
ブリジェラード（380円）
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　淡路島の広大な自然公園の一角に、マンガやア
ニメの世界観が融合した体験型アニメパークがこ
の夏登場。人気アニメ「クレヨンしんちゃん」をテー
マにしたアトラクション、夕方以降にはプロジェクシ
ョンマッピングなどの演出で幻想的に彩られた世
界を体感できる「ナイトウォーク火の鳥」を楽しむ
ことができる。子どもから大人まで満喫できる新感
覚のアトラクションが盛りだくさん。

兵庫県淡路市楠本2425
営／10時～22時
※施設により異なる
20799-64-7061
http://nijigennomori.com

アニメパーク
ニジゲンノモリ

1.夕方以降限定で、
手塚治虫氏原作の
「火の鳥」を題材に、
公園内の自然をプロ
ジェクションマッピ
ング等の技術によっ
て光と音で演出。

2.「チャレンジ！
アクション仮面
飛行隊！」巨大
水鉄砲をくぐり
抜けて滑空す
る225mと140mの水上ジップラインや最大高さ約8m
もの本格アスレチックにチャレンジできる。
3.映画クレヨンしんちゃん「嵐を呼ぶ アッパレ！戦国大合
戦」をモチーフにしたアスレチックで、各所にクレヨンしん
ちゃんのキャラクターや仕掛けが施されている。

料 金
● ナイトウォーク火の鳥（19時～22時）　
　大人・・・3,300円　　  子ども・・・1,200円
● クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク（10時～18時）
　「チャレンジ！ アクション仮面飛行隊！」 ・・・・・1,800円
 　「アッパレ！戦国大冒険！」
　童（わらし）コース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・600円
　足軽コース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円
　侍大将コース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,300円
※季節に応じて営業時間の変更あり

至明石

明石海峡公園神戸淡路鳴門
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自然環境と2次元コンテンツが融合
新感覚アトラクション

大阪府豊能郡能勢町宿野437-1
営／9時～17時（最終入場時間15時）
※営業時間、最終入場時間は季節により異なります　
※要予約　Pあり

2090-4643-4010
（受付時間／9時～17時）
http://forest-ad.jp/nose/

冒険の森 in のせ 
〈ぼうけんのもり いん のせ〉
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　冒険の森の「ディスカバリーコ
ース」は、小学１年生から体験で
きるツリートップアドベンチャー。
自然の地形や樹木を活かしたコ
ースは樹上約10mの高さがあり、
命綱をかけながら自分で安全確
保をして進むという本格的な冒険
に挑戦できる。自然の中で勇気を
出す力や考える力をフルに使って
楽しめる。終わった後の達成感は
格別で、成長した子どもたちの頼
もしい姿が見られるはず。

料 金

樹上約10mを自分の力で進む
考える力を育む冒険に挑戦

1.ディスカバリーコースは、木に登る、木と木の間を渡る、木の
上から地上へ空中滑空して降りるなど全２サイト、27のアクテ
ィビティが楽しめる　
2.自分の安全を自分で確保して進んでいくので、危機管理能力
や自立心の向上につながる
3.木の上では、保護者が先頭を進み、子ども達も自分自身で次
はどうすればいいか考えながら冒険を進めていく

● ディスカバリーコース　2,500円（保険料込み）
※要予約　
   利用条件/身長110cm～　体重120kgまで
※小学生未満の参加は不可。
※18歳以上の方1人につき、
　18歳未満の方2人まで一緒に参加可能。
● その他コース
   アドベンチャーコース　　　 3,500円　　
   フォレストセグウェイツアー　3,000円
※詳しくは問い合わせを

吹田市千里万博公園2-1  
EXPOCITY内
営／10時～20時 
※季節により変更あり
※最終入館19時
年中無休

0570-022060

NIFREL 〈ニフレル〉
入館料 特典
● 大人（高校生／16歳以上）  ………1,900円
● 子ども（小・中学生）  ………………1,000円
● 幼児（3歳以上）………………………600円
● トワイライトペアチケット
  （高校生または16歳以上のペア） …3,500円
  ※17時から利用可（販売は16時～19時）

　海遊館がプロデュースする“生きているミュージア
ム”、ニフレル。蓋がない水槽やぐるりと360°観察でき
る水槽、工夫された照明や演出空間など、生きものの
個性を引き出す展示方法がされているので、一つひと
つをじっくりと観てまわりたくなる。キュレーターが生
きものの特性を教えてくれるので、気になったことは
気軽に質問してみよう！生きものを間近に観ることが
でき、子どもから大人まで感性が刺激され、最後まで
飽きることなく楽しめる。「親子トイレや授乳室があ
るのも、子ども連れには嬉しいポイントですね」と、マ
マも快適に過ごせてにっこり！

夏の暑さ吹き飛ぶ
快適おでかけスポット NIFREL

中国自動車道中国自動車道

エキスポシティエキスポシティ
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ホテル阪急
エキスポパーク

万博記念公園万博記念公園

大阪モノレール大阪モノレール万博記念公園駅

（ナビダイヤル）
並ばずに入館できるので便利
webチケットも販売中！

ニフレル入館時、
インフォメーションで
「シティライフを見た」で
オリジナルグッズプレゼント
（9/3（日）まで）

ママまいさん、み
なちゃん（3歳）、
あやねちゃん（1
歳）

1.ミニカバの「フルフル」が目の前でごはん
を食べている様子に釘づけ。
2.9月3日（日）まで、水槽のフチに巨大化した
生きものたちのフィギュアが展示された特別
企画「FUCHICO on the NIFREL」が実施中。
3.撮影がもっと楽しくなるフレームを無料
配布中。9/3（日）まで、インスタグラムプレ
ゼントキャンペーンも実施中！
4.光のインスタレーション「WONDER 
MOMENTS」は子どもたちに人気のスポッ
ト。光の動きに合わせて動いたりと、みなち
ゃん大喜び！

2Fのピクニックカフェ「EAT EAT 
EAT」で休憩。チョコレート、フロ
ーズンストロベリー、マシュマロが
入ったミックスジュースアイスバ
ー（450円）に、大満足のみなちゃ
ん。「アタリ」が出たら、ミニカバの
ぬいぐるみがもらえるよ！

キュレーターの姿
をしたフチ子さん
のすぐ近くに、カ
ピバラやワオキツ
ネザルなど生きも
のがたくさん！
一緒に記念撮影！見て！指の方

向に寄ってく
るよ～

私たちが
行って
きました


