
 

2021年 5月 25日（火） 

報道関係各位 

株式会社神戸ポートピアホテル 

 

 

アーバンアイランドリゾート 7/16オープン 

今年もルーフガーデンプール＆ナイトプールでサマーリゾート満喫！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社神戸ポートピアホテル（神戸市中央区、総支配人 伊藤 剛）は 2021年 7 月 16日（金）～2021

年 8月 31日（火）の期間、南館 4階屋外プールにてアーバンアイランドリゾートを満喫できる、昼の「ル

ーフガーデンプール」、夜の「ポートピアナイトプール」を営業いたします。 

 

夏季限定のルーフガーデンプールが今年もオープン！ 

ポートピアホテルの南館 4階にある屋外プールでは、昼はお子さまから大人まで楽しめるルーフガーデン

プールを営業いたします。神戸・三宮から 10 分、1,000 平米以上の広さで開放感たっぷりのオープンエ

アでリゾート気分を感じながら過ごすことができます。 

遠くへ行けない今だからこそ、都心からすぐ、ポートアイランドならではの〈アーバンアイランドリゾー

ト〉をお楽しみください。 

また、ルーフガーデンプールは水深約 130cm のプールと、水深約 10cm～70cm（最深部）の流れるプール

の 2種類。お子さまと一緒に夏休みの思い出を作ってはいかがでしょうか。 

 

また、夜のアーバンアイランドリゾートを楽しめるポートピアナイトプールではプールサイドをおしゃれ

にライトアップした非日常的な空間が広がり、大人なチルアウトタイムをお愉しみいただけます。 

さらにラグジュアリーにリゾートを満喫したい方には昼、夜ともにプレミアムシート（有料）をご用意。

ファミリー、カップル、女子会と様々なシーンにプールサイドで優雅な時間をお過ごしいただけます。 

 

 

News Release 

神戸ポートピアホテルは 2021 年 7 月 16 日（金）～8 月 31 日（火）の期間、南館 4 階屋外プールにて昼の「ル

ーフガーデンプール」、夜の「ポートピアナイトプール」を営業いたします。昼は青空のもと開放感たっぷりの

サマーリゾートを、夜はライトアップされたおしゃれで大人なチルアウト空間でラグジュアリーなひとときを

お楽しみいただけます。今年は感染症対策としてプールの入場を予約制・事前決済とし、安全に、より快適に

ご利用いただけます。神戸・三宮からほど近い距離にありながらゆったりと時が流れるポートアイランドで、

涼しく楽しく過ごせる夏のアーバンリゾートをご提供いたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予約制導入で安全・安心でスムーズにご案内 

本年度、「ルーフガーデンプール」「ナイトプール」は、予約制を導入いたします。ホテルホームページ

より事前にご利用日、ご利用時間帯（午前・午後、終日、夜）を選び、事前決済にてご予約いただけま

す。入場料を事前決済制にすることで当日スムーズにご入場いただきます。 

  プール利用予約及びプール利用がセットになった宿泊、食事プランのご予約は 2021年 6 月 1日より受付

開始いたします。 

 

人気のフルーツジャードリンクが今年も登場！ 

夏のプールに欠かせないのがよく冷えたドリンクとお料理。例年大人気のフルーツジャードリンクを今

年もプールサイドにてご提供いたします。 

 

スパークリングワイン、もしくは、よく冷えたソーダで仕上げるノ

ンアルコールタイプもご用意。お子さまもリゾート感あふれるドリ

ンクをお楽しみただけます。今年は新たにミックスベリースムージ

ージャー、グリーンスムージージャーもご用意。見た目も可愛いド

リンクは夏の青空をバックに気分を盛り上げます。(各ソーダアップ

1,300 円、スパークリングワインアップ 1,700円) 

 

お料理はビーフバーガー、オニオンリングツリーなど夏のプールサ

イドにぴったりなメニューを多彩にご用意いたします。 

 

また、ナイトプール限定で「シューアイスタワー」（￥1,200）が新登場。 

プチシューアイスのタワーにお客さまご自身で 3 種のソースをかけていただくと何とも可愛らしいス

イーツの出来上がり！完成するまでの楽しさ、見た目の可愛らしいはインスタ映えすること間違いあり

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リゾート感を味わえるフルーツジャー 

ビーフバーガー 1,200 円 

 

オニオンリングツリー 900 円 
シューアイスタワー 1,200 円 

（ソース：チョコ、マンゴー、ベリー） 



木曜限定の「ファミリーナイト」～この日だけはお子さまも夜遊び♪～ 

毎週木曜日は今年も 「ファミリーナイト」を実施。通常は 18才以上に限定しているナイトプールです

が、木曜日（8月 12 日を除く）はお子さまも入場可能です。大人のおしゃれな雰囲気を家族で楽しめる

と好評で、特別な夜遊びにお子さまの笑顔もあふれます。 

 

 アイランドリゾートを満喫できる宿泊プランや食事付きプラン 

  ルーフガーデンプールやポートピアナイトプールのご利用がセットになった宿泊プラン、ホテル内レス

トランでのブッフェ利用とプールのご利用をセットにした食事付きプランをご用意しています。 

神戸、三宮から 10 分の海の上でゆったりとしたリゾートを満喫できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全・安心への取り組み 

お客さまにはご入場の際に検温、手指の消毒、体調確認にご協力いただくほか、テーブルや椅子、デッ

キチェアなどを定期的に消毒することで、安心して屋外プールをご利用いただけるように努めてまいり

ます。プール受付エリア、ロッカー室エリア（ロッカー外部および内部・シャワー室・化粧室）には抗

菌加工を施し、空気清浄機を設置するなど安全を確保する取り組みを行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バルコニー付き南館サウスリゾートフロア 
眺めのよい本館スーペリアフロア 

専用ラウンジを備えた本館エグゼクティブフロア 

ロッカールーム内 各所を抗菌加工しております 

 

人気のブッフェレストラン GOCOGUの食事つきプラン 



＜ルーフガーデンプール＞ 

https://www.portopia.co.jp/information/detail/58/ 

営業期間 ； 2021年 7月 16 日（金）～2021年 8月 31 日（火） 

9:00a.m.～5:30p.m.（最終受付 4:30p.m.、荒天時は中止）  

※8/7～8/15は 8:30a.m.～ 

午前；9：00a.m.～1:00p.m. 午後；1:30p.m.～5:30p.m. 

 

場  所 ； 南館 4 階 屋外プール 

入 場 料 ； お 1人さま 平日 大人 【終日】￥6,000 【午前または午後】￥4,000 

小人 【終日】￥3,000 【午前または午後】￥2,000 

 

土・日曜日・祝日、8/10～13  

大人 【終日】￥8,000 【午前または午後】￥5,500 

小人 【終日】￥4,500 【午前または午後】￥3,000 

 

ご宿泊のお客さま【全日】 

大人 【終日】￥3,500 【午前または午後】￥2,500 

小人 【終日】￥2,000 【午前または午後】￥1,500 

※ご利用の際は、ご宿泊のお客さまもご予約をお願いいたします。 

 （プール利用付プランを除く） 

 

※毎週水曜日はレディースデー（8/11を除く） 

女性 【終日】￥3,500 【午前または午後】￥2,000 

※大人は中学生以上、小人は 4才～小学生です。 

 

 

＜ポートピアナイトプール＞ 

https://www.portopia.co.jp/information/detail/72/ 

営業期間 ； 2021年 7月 16 日（金）～2021年 8月 31 日（火） 

6:30p.m.～10:00p.m.（最終受付 9:00p.m.、荒天時は中止） 

場  所 ； 南館 4 階 屋外プール 

入 場 料 ； お 1人さま 7月の平日 ￥3,000  7 月の土・日曜日・祝日 ￥4,000 

8 月の平日 ￥4,000  8月の土・日曜日・祝日、8/10～13 ￥5,000 

※ご宿泊の方は曜日に関わらず￥2,000 

※毎週水曜日はレディースナイト（8/11を除く）女性は通常料金より￥1,000引き 

※毎週木曜日はファミリーナイト（8/12を除く）小人￥1,000 

 

  ※ファミリーナイトを除き、ご利用は 18 才以上の方となります。 

  ※ファミリーナイト実施時、お子さまだけの入場不可、保護者も一緒に入場が必要（大人 1 名につきお子さま

2 名まで） 

 

※昼のルーフガーデンプールと夜のナイトプールは完全入替制です 

 ＜プールサイドを優雅に楽しむプレミアムシート＞  

昼 2部制（9:00a.m.～1:00p.m.、1:30p.m.～6:00p.m.）、夜 1部制 

ソファ席（6 名さままで） 平日 ￥6,000、 土・日曜日・祝日、8/10～13 ￥8,000 

テーブル席（4名さままで）平日 ￥4,000、 土・日曜日・祝日、8/10～13 ￥6,000 

  ※プレミアムシートはホテル HPから予約受付 

  ※別途入場料金が必要 

https://www.portopia.co.jp/information/detail/58/
https://www.portopia.co.jp/information/detail/72/


＜プール利用付き宿泊プラン＞ 

 ルーフガーデンプール利用・朝食付 南館サウスリゾートツイン お 1人さま￥12,780～ 

                  エグゼクティブフロア ツイン/ダブル ￥17,720～  

 

 ポートピアナイトプール利用・朝食付 本館スーペリアトリプル お 1人さま￥9,620～ 

 

ルーフガーデンプール利用付きのプール利用時間は、チェックイン日の 1:30p.m.～5：30p.m. 

チェックアウト日の 9：00a.m.～1:00p.m.です。 

 

 

 

＜プール＆ブッフェプラン＞ 

 ルーフガーデンプールのご利用と、スカイグリルブッフェ GOCOCUでの食事がセットになったプラン。  

ランチブッフェ  

【平日】大人￥6,500 小人\3,000  

【土・日曜日、祝日、8/10（火）～13（金）】 大人\8,000 小人\4,000 

ランチ前またはランチ後のいずれかでプールをご利用いただけるプランです。 

 

ディナーブッフェ  

【平日】大人￥7,000 小人\3,500 

【土・日曜日、祝日、8/10（火）～13（金）】大人\8,500 小人\4,500 

ディナーブッフェプランは、午後の部でプールご利用後、ディナータイムにお食事いただけます。 

 

 

 

※表記の料金はいずれも税金・サービス料込です 

 

 

プールに関するお問い合わせ ルーフガーデンプール Tel. 078-302-1113 (直通) 

11:00a.m.～8:00p.m.(7/15 までは 11:00a.m.～5:00p.m.) 

 

 宿泊プランに関するお問い合わせ 宿泊予約 Tel.078-302-1122（直通） 9:00a.m.～7:30p.m. 

 

食事付きプランに関するお問い合わせ レストラン総合案内 Tel.078-303-5207（直通）10:00a.m.～5:30p.m. 

 

 

 

 

 

 
＜このリリースに関するお問い合わせ＞  

株式会社 神戸ポートピアホテル 総支配人室 営業企画 川中 佑一 

Tel.078-303-5223（直通）Fax.078-302-1137（直通） E-mail y_kawanaka@portopia.co.jp 


