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ポートピアホテル 夏の風物詩が今年も登場 

アーバンアイランドリゾート ルーフガーデンプール＆ポートピアナイトプール     
7/12 オープン！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年の夏も神戸でリゾート感じるプールへおしゃれ旅を 

ポートピアホテルの南館 4 階にある屋外プールは、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、

夜は大人が楽しむアーバンアイランドリゾート感じるポートピアナイトプールと時間帯によって 2 つの顔を持

つプール。神戸・三宮から 10 分、1,000 平米以上の広さという開放感たっぷりのオープンエア空間です。水深

約 130cm のプールと、水深約 10cm～70cm（最深部）の小プールの 2 種類あり、お子さまと一緒に夏休みの思い

出作りに最適です。ホテルならではのおもてなしで、ご家族みんなでゆったりとお過ごしいただけます。 

ナイトプールでは光と水が織りなす幻想的な空間が好評。心地よい夜風、おしゃれなドリンクとライトアップに

よりエモーショナルな体験をお約束します。 

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。 

 

■優雅な時間を体験できる人気のプレミアムシートを増設 

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、予約制）をご用意。

毎年人気のソファーブースを増設し、全 4 ブースでご予約いただきやすくなりました。 

 

 

 

 

 





News Release 

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 2022 年 7 月 12 日（火）～8 月 31 日

（水）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。今年も感染症対策としてプールの入

場を事前予約制とし、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。 



■フルーツが爽やかなスムージードリンクが新登場！ 

 

例年好評のフルーツジャーに加えて、今年は見た目も可愛いマ

ンゴーMIXスムージー・ストロベリーMIXスムージーが新登場。

ポップなカラーが目を引くドリンクはプールサイドのブルー

も相まって“映え”の相乗効果も期待できます。 

 

プールサイドのお料理には「鶏のうまっ辛！オーブン焼き」が

仲間入り！インパクトあるビジュアルと癖になる“旨辛”で食

欲もそそられます。 

そのほか、ビーフバーガーやオニオンリングツリー、お子さま

が大好きなフライドチキンなど、家族みんなでお楽しみいただ

けるホテルならではのグルメがラインナップいたします。 

 

 

■木曜限定の「ファミリーナイト」～木曜日は家族で夜遊び♪～ 

毎週木曜日は今年も 「ファミリーナイト」を実施。通常は 18 歳以上に限定して

いるナイトプールですが、木曜日はお子さまも入場可能です。今年はさらに 8/10

（水）～15（月）の期間もファミリーナイトとして設定いたしました。 

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。 

 

 

 

■家族みんな大満足！プール＆GREENIA 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、平日限定のホテル内レストランとプールのご利用

をセットにしたプランなど多彩に取り揃えました。 

日本最大級のアスレチック施設「六甲山アスレチックパーク GREENIA」

とルーフガーデンプールがセットになった宿泊プランでは、ご家族で

の夏の思い出作りにおすすめです。 

 

 

■新型コロナウイルス感染症等予防への取り組みについて 

神戸ポートピアホテルは、お客さまに安全・安心なホテル環境をお届けするため、感

染症予防対策において国際的な衛生基準を満たした施設であることを証明するGBAC 

STAR Facility Accreditationを取得しております。 

https://www.portopia.co.jp/information/detail/146/ 

https://www.portopia.co.jp/information/detail/146/


■営業期間 

2022年 7月 12日（火）～2022年 8月 31日（水） 

ルーフガーデンプール：  9:00～17:30（最終受付 16:30 荒天時は中止）  

午前の部；9：00～13:00 午後の部；13:30～17:30 

※8/10（水）～8/15（月）は 8:30オープン 

ポートピアナイトプール：18:30～22:00（最終受付 21:00、荒天時は中止） 

毎週木曜日・8/10（水）～15（月）はファミリーナイト開催 

■場所      南館 4階 屋外プール 

■予約方法    ホテル HP にて（宿泊プランはお電話でもご予約可能です） 

2022 年 6 月 1 日（水）予約受付開始 

 

■料金 

＜ルーフガーデンプール＞  https://www.portopia.co.jp/information/detail/58/ 

 

■ 平日（一般利用） 午前または午後の部 終日 

大人（中学生以上） ¥4,000 ¥6,000 

小人（４歳以上） ¥2,000 ¥3,000 

 

■ 土・日曜日、祝日・8/10（水）～15（月） 午前または午後の部 終日 

大人（中学生以上） ¥5,500 ¥8,000 

小人（４歳以上） ¥3,000 ¥4,500 

 

■ 毎週水曜日（レディースデー） 午前または午後の部 終日 

女性の方は特別料金 ※8/10 は除く ¥2,500 ¥4,000 

 

■ 平日（ご宿泊） 午前または午後の部 終日 

大人（中学生以上） ¥2,500 ¥4,000 

小人（４歳以上） ¥1,500 ¥2,000 

 

■ ご宿泊 

土・日曜日、祝日・8/10（水）～15（月） 
午前または午後の部 終日 

大人（中学生以上） ¥3,000 ¥5,000 

小人（４歳以上） ¥2,000 ¥3,000 

 

＜ポートピアナイトプール＞  https://www.portopia.co.jp/information/detail/72/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一般 7 月 8 月 

平日 ¥3,000 ¥4,000 

土・日曜日、祝日 8/10（水）～15（月） ¥4,000 ¥5,000 

■ご宿泊 7 月、8月共通 

平日 ¥2,500 

土・日曜日、祝日 8/10（水）～15（月） ¥3,000 

■毎週水曜日レディースデー 7 月 8 月 

女性の方は特別料金 ※8/10 は除く ¥2,500 ¥3,500 

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


 

 

 

 

 

※ご利用には、ご宿泊の有無にかかわらず予約が必要です。（プール利用付プランを除く） 

※大人は中学生以上、小人は 4歳～小学生です。 

※ナイトプールはファミリーナイトを除き、ご利用は 18 歳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です。 

（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 

 

＜プレミアムシート＞  

 

 

 

 

 

昼 2部制（9:00～13:00、13:30～17:30）、夜 1部制 

※料金にはプール入場料は含まれておりません。プール入場予約とは別途プレミアムシートの予約が必要です。 

 

＜プール利用付き宿泊プラン＞ 

夏のプール＆ステイ～DAY TIME～  

ルーフガーデンプール利用・朝食付 南館サウスリゾートフロア  お 1人さま￥11,990～ 

夏のプール＆ステイ～グリーニアセットプラン～  

ルーフガーデンプール利用・朝食付・GREENIA 入場券 南館サウスリゾートフロア お 1 人さま￥12,000～ 

 

※ほかにもナイトプール付きのプランなど多数の宿泊プランをご用意しております。 

＜プール＆レストランプラン～平日限定～＞ 

大人のナイトプール＆神戸たむら「夏祭りプレート」プラン 

ナイトプールご利用前後に、神戸 たむら（南館 4 階）にてワンプレート

ミニ会席とワンドリンクを 

【平日】大人（18歳以上） 7月：￥7,700 8月：￥8,600 

 

プール＆GOCOCU ランチブッフェプラン 

【平日】大人（中学生以上）￥6,900 小人（4歳以上）\3,300  

※プールご利用は午前の部また午後の部を選択。 

プール＆SOCO ディナーブッフェプラン 

【平日】大人（中学生以上）￥6,700 小人（4歳以上）\3,500 

※プールご利用は午後の部。 

※ほかにもレストラン利用付きプランをご用意しております。        

 

※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) 

11:00～20:00(7/15 までは 11:00～17:00) 

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） 10:00～18:30 

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）10:00～17:30 

■ファミリーナイト【ご家族で利用できるナイトプール】   

 
一般 ご宿泊のお客さま 

毎週木曜日 ¥2,000 ¥1,500  

8/10（水）～15（月） ¥3,000  ¥2,000 

1 ブースあたり料金 平日 
土・日曜日、祝日 

8/10（水）～15（月） 

ソファーブース席（6名さままで） ¥6,000 ¥8,000 

テーブルブース席（4名さままで） ¥4,000 ¥6,000 

＜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 pkikkau@portopia.co.jp 


