
駐車場のご案内 

◆第1駐車場(普通車)入庫5時-23時(出庫24時間) 

◆地下註車場(普通車)入出庫8時30分～18時30分(イベント時は延長あり) 

◆大型車詮車場入出庫8時30分～18時30分 
◆休業日12月29日-12月31日 

◆駐車料金普通車198台1時間200円 
大型車12台2時間迄1.600円(以降1時間毎に800円) 

〃圏茜岨搭握E動種O

｢舞子海上プロムナード｣舞子公園管理事務所

〒655-0047神戸市垂水区東舞子町2051番地

TEL (078)785-5090　FAX (078)785-5109
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兵庫県立都市公園

舞子公園
Hyogo Prefecturai Maiko Park



亮子海上プロムナード

舞子海上プロムナード

施工され1 998年4月5日に開設ざ満捷舞子海上プロムナードは､海面

から高さ約47m握地から細50縫覿石海峡へ頼緋延長約31 7m

の回遊式遊歩道です｡

入口1階は明石海峡大橋をわかりやすく解説した資料やDVDシスチ

ムがあり､ 8階展望ラウンジには明石海峡大橋の主塔高さ約300mに

登った気分が味わえる展望カメラシステムがあり明石海峡を眺望しな

がらゆっくりご休憩していただけ藷を｡また､スリルを体感したい方に

は｢海上47mの丸木橋｣をおすすめします｡

The Ma､k｡ Ma,､ne Pr｡m｡na｡｡霊料｡n A｡｢､善灘an a時
fpaec:I:t.yono nb,I.hdegeK?nb:.: lt:.S!.d.e Tot:hS,oAiaesnh:d:l富離"ad,gel:fee,:oanbgSJs繕略

一evel, has a tota一 一ength of about 317 meters and proiect'S～ abotlt 158 m敏eJS

into the Akashi Strait

Near the ls割Oor entrance to the promenade you w用find easy-10-under-

stand expianatiOnS and DVD of蛤e Akashi Ka恢yo Bridge, wh鳴from the 8th-

fioor observatlCn 一ounge you can enjoy 一ooking Out OVer the entire bridge Vla

a camera erected on top of the 300-metertaii main Py一on if you want a rea一

thrili, try the 一og bridge 47 meters above the ocean wavesl

S館内案内図　　　　　　　　　　　　　　　｢海上47 mの丸木橋｣

＼薄鵬ヾ展望ラウンジ＼展望鵬 

漢世界一のつり橋"明石海峡大橋"

Maiko Marine Promenade

世界一のつり橋明石海峡大橋体験展望施設
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舞子海上プロムナード
～軽食･喫茶～

8階展望ラウンジにある海上
レストランでは､美しい景色を
眺めながらゆったりくつろげる
76席を御用意して､皆様のお
越しをお待ちしております｡
各種おみやげ品も豊富に取り
揃えております｡

明石海峡大橋は､橋長3,911m､ケーブルを支える2つの主塔間の長

さ工991mで､世界一のつり橋です｡

Span of the Akashi Kaikyo Bridge iS 3,911m Distance between two main

tower supporting Cab一e (center span) iS 1,991m it iS the woridis 一ongest

suspension bridge

音明石海峡大橋

S世界の主な長大支間吊矯
鴻毛 明石清廉大橋 勞ﾙ;V���ﾔン���国名 [亘]日本 乘Y�ﾉD���ｳ涛��

舟山西候門大場 亦緜S��臆中田 �#����

一一624 �686h987ﾘ�ｸ4��ー998 

一､550 ��粂6x8ｸ5"�20-6(荒) 

辛目臣大館 �ｪCSCR�[歪]緯国 �#��2�

澗締長江公詔大摺 亦紊���鵜中国 �#��R�

願寮長;I第四大庭 鐙��6ﾈ*ｲ�○中国 �#��"�

八ンバー態 ��3C���日昌イギリス �ｦs���

江穏長江大隅 ��3C����33コ�teiトルコ S中国 �#��R�����ｳ涛��

S日本の主な橋の主塔の高さ
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舞子海上プロムナード
Maiko Marine Promenade

＼

海上47mの丸木橋

.LhOeg.b.r:dagneJ4a7veT

明石海峡大橋
(パールブIj ･y- Sj.-)

Akashi Kaikyo (Pear一 Bridge)

Om　　　　50m 1 Com

( Former"Kanebo

●舞子ホテル
Maik° Hote一

山陽電鉄舞子公園駅

meters above

孫文記念館(移借問)
sun Vat-sen Memoria一 Hai一 (iiOkaku)

凡例

｢譜罵鶉言禦
｣

回国　軽食･喫茶

囲　　駐車場

回田トイレ

回国　多目的トイレ

田園　訟諾えシ~ト

i日木下泰住宅
Former Residence

of the Kinoshita Fami一y

ホテルセトレ
H°tei Setre

●

アジュール
舞子
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千鳥通う白砂青松の義子浜ば古くから詩歌lこ詠まれ､陸路を､海路を旅する人にこよなく愛されて謙し虚騨明治天皇はとの地をことの_lSb､

愛され､7回行幸されました｡　rへ､

･兵庫県は明治33年(鴨88).この天下の景勝の地を初の県立都市公園として開園しました｡その後申国の轟商業錦堂が別荘として建てた｢移博聞｣

は､異国鯖鰭豊かな建物で､松林とも調和し､舞子浜のシンボルとして親しまれてきました｡そしてごご漂相国革命の父･孫文が亡命中立ち寄った

ことから､日中国交回復10周年を記念し､昭和59年(1984) ､ ｢孫中山記念館｣ (現｢孫文記念館｣)として開館しました:

このような天下の名勝も都市の近代化ととBに変貌を遂げ,今､世界一の吊り橋である明石海峡大橋"'パー)

世界から人々を迎えることになりました｡今なお昔日の面影を偲13めどかT:j海峡風景とともに､海上終50mの

よる新しい視点から､橋と海峡の眺めが楽しめることになりました｡　　　　　　　　　　　iI

The picturesque Matko Seashore, with its Wh1-te sand p鵬groves that attract f一ocks ot,かもvers言S ce一ebrated

been 一oved by the peop一e who trave同ereを減もPth 一and and sea since ancient tlmeS. Emperor Meiji tack a partI'cular fancy to席and >縞ited

as manyas seven t刷eS                                          )      / /

This see" area was ｡｡｡∩｡d as a Park u｡d｡. theme-.age圃t ｡f ｡y｡g｡ P.efe｡議. 966..,｡kaku was Sbse｡u調b…｡｢｡ as t.｡ /
v用a of a wealthy Crnnese merchant. This exotic building. Whlch now sltS in htarrnbny-擁th the BIrte grove, lS COnSidefed､to be a symbol of

the M甜ko Seashore･ lt was opened to the. publ'C 'n I 984 to commemorate一章he I Qthtnn-versary of the re-nstatem弾iOf-diplomatic rela-+,

lions betw軸n Japan and Ch活a as the Sun Nakayama Memoria一 Haii (curren廿y,known as鉦e Sun Yet-Sen Memt縮aI Ha旧さ舶ifwas

n.a.Tse号aaitoeuregsuk浩.t~bSeean霊,h es霊ot.I:raosf at.hseo Cahni i:speo謹呈繰謡競nh:sp.oe.t'ie..ion鵬T蕊h｡,こ,0.8 ｡h誌｡

the modemiZatiorr of the crt,y･ it now serves as the gateway to秘諷i Bn碇e, the wor一d lon轟st suspen議締櫛dge.I and the Aka.shl Kai撥､

Bridge. and it welcomes pe°ple from around the wor一d Comda融enJOy the sceneryLOf the brid軽and the ehamei from the new ,V檀wB_OS諦

now available on the promenade buiit approximately flfty

所　在　増補声帯垂水医東舞子町

開園年月日明治33年7月25日

面　　　積78ha

主な施設管理事務所･松林･舞子海上プロムナード
孫文記念館･旧木下剥主宅･旧武猿山治邸･
駐車場･舞子デッキコンビネーション遊具

meters above

叢諾諾AtkOa-sBilPKe霊線

sea levei~between the struts-of the bndge･



T. eE柴EIg.i.?.Ymjn ｡ ら e

~~~~~~ "~~~~二二二二~〃~~~]"三三三轟音

㊦舞子海上夢ロムナード

〃離灘蔚閏○　　喜一　教書擬髄○

9●00-1 8:00(通等)i

9:〇〇･一1 9:00

(ゴールデンウイーク衷休め)

最終入館閉館30分前

(紬轟音劃0

4月～9月　無休

lo居-3月毎月第2月曜日
(視日の場合は翌日)

12月29日～12月31日

●1日木下家住宅･旧武藤山治郎

〃藷閣閏茜○　　　　　-隠○

10iO〇･一17:00

最終入館　閉館30分前

〃畠書籍音量○

月曜日(祝日の場合は翌日)

12月29日～1月3日

●高校生･中学生･小学生以下は無料

●高校生･シルl L(70歳以上)の方は年齢確認のできるものが必要です｡

●身体障害者手帳､療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示の場合は､
本人およびその付添者1名が入館料無料と拡ります｡

便利でお得な も発売しております｡

旧武藤山治郎)

旧木下家住専)

孫文記念館(移晴間)

大人34隅田蓑書籍紫官撰隷書諜謙んo

孫文記念館(彩備闇)
Sun Yet-sen Memoria一 Hai一 (iiokaku)

孫文を顕彰する日本で唯一の博物館

この記念館は､中国の革命家･政治家･思

想家である孫文を顕彰する日本で唯一の博

物館です｡神戸で活躍していた中国人実業家

呉錦堂の別荘｢松海別荘｣を前身としており､

その別荘の東側に｢移情閣｣が建てられました｡

その後､兵庫県が｢移情閣｣を管理してい

た神戸華僑総会から寄贈をうげ､改修を行い､

1984(昭和59)年11月12日､孫文生誕の日

iこ｢孫中山記念館｣ (現｢孫文記念館｣)として一一一般に公開

されました｡また2001年11月には､国の重要文化財に指

定されました｡

この記念館には､孫文と神戸の関わりを中心に､呉錦堂

の生涯､移情閥の変遷などに関する展示が行われています｡

(二ノお問い合わせ先｢孫文記念館(諺情閻)｣

〒655-0047神戸市垂水区東舞子町2051番地
孫文(孫中山)　　　TEL.(078)7837172　FAX (078)785-3440

橋の科学館
Ak細胸kyoBRiDGEEXHiBmONC酬TER L

明石海峡大橋のすべてがわかる
サイエンスミュージアム

本州四国連絡橋は風.地震､潮流､複雑な

海底地形などの自然条件､頭韻する鯨行船　-一一　一一一一一---i

舶､漁労船など海峡を取り巻く厳しい建設条件などを様々な技術開発ど

創意工夫により克服し､調査から40年の歳月を費やし完成するに至りました｡

｢橋の科学館｣は､その本州四国連絡橋のうちでも世界一を誇る明石演

峡大橋を主体に本州四国連絡橋の建設に使われた､世界最高水準の架橋

技術を一堂に集め､人々の知的向上心を高める学習の場として､また架橋

技術をわかりやすく紹介したサイエンスミュージアムです｡

(つお問い合わせ先｢橋の科学館｣

〒655-0047神戸市垂水区東舞子町4-i 14　TEL (078) 784-3339

便利でお得な 護(も発売しております｡

孫文記念館(移情閤) )

舞子海上プロムナード)

橋の科学館　)

大人6甜円祭器繋菩提詫課盤暴諾欝｡




