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『KOBECCO』とは？ 

『KOBECCO（月刊神戸っ子）』は神戸・阪神間の 

  より豊かで、より美しい暮らしのための「道しるべ」。 
  

1868年の神戸開港とともに、山と海に抱かれ、開放感に満ちた神戸の街は、多様な異国文化や人と

の交流から、あらゆる要素を見事に融合させながら、独自の生活文化を創造してきました。 

 

1961年に創刊した『KOBECCO』は、神戸・阪神間が長い時間をかけて育んできた上質で洗練された

衣・食・住・学・遊といったあらゆる生活文化の情報を発信することで街づくりや芸術文化の振興に

貢献し、タウン誌の草分け的存在として多くの方々に愛されています。 

 

創刊100年を見据えながら、これからも信頼性の高い情報誌として、神戸・阪神間のより豊かで、よ

り美しい暮らしを実現するための「道しるべ」として、『KOBECCO』独自の視点から、街と人の情

報を発信して参ります。 



2 

『KOBECCO』媒体プロフィール 

『KOBECCO』のターゲット   

神戸・阪神間で上質な暮らしを求める皆様 

毎月1日発行 B5版変形サイズ 
（168×185mm） 

500円（税込） 27,000部 

『KOBECCO』の主な配布先   

○法人会員企業 ○KOBECCO Selection（専門店） ○神戸っ子グルメ会員店（飲食店） 

○有馬温泉会員旅館（客室に設置） ○神戸・阪神間の会社経営者 ○神戸市内ロータリークラブ会員 

○神戸青年会議所会員 ○兵庫県内の医療機関 ○阪神間の主要ホテル（客室に設置） 

○大丸神戸店VIPサロンでの設置 ○高級外国車ディーラー店舗 ○神戸国際ソロプチミスト協会会員 

○阪神間の主要書店 ○定期購読者 
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『KOBECCO』がめざすのは 

  神戸・阪神間の富裕層に向けた唯一無二の媒体 
  

『KOBECCO』は、約60年にわたり神戸・阪神間の富裕層にご愛顧いただいております。医師会会員、ロータ

リークラブ会員、高級車のオーナー、高級旅館の客室設置、百貨店の外商サロン、高級専門店の顧客、女性会

のサロン…。その配布ルートは、唯一無二とも言えます。 

今後も、神戸・阪神間の富裕層に向けて、配布ルートを開拓してまいります。 

読者層男女比 

女性 

43% 男性 

57% 

読者居住地域 

神戸市 

72% 

神戸市以西 

9% 

神戸市以東 

7% 

その他 

12% 

購読者層 

医師 

35% 

その他 

10% 
会社役員 

20% 

ホテル 
有馬温泉 
宿泊客 

35% 

年齢層 

60〜70歳 

25% 

70歳〜 

5% 

20〜29歳 

2% 

30〜39歳 

19% 

40〜49歳 

22% 
50〜59歳 

27% 

『KOBECCO』媒体プロフィール 
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『KOBECCO』媒体プロフィール 

『KOBECCO』は神戸・阪神間の芸術性・文化性の高い情報を、下記のカテゴリーを主軸に取材・編集していま

す。情報は月刊誌としての紙媒体と、WEBサイトを活用し効果的に発信いたします。 

2021年5月度現在、ホームページのアクセス数は、約2,500/日、約8万/月、約90万/年ほどあり、年々増え続けて

います。その理由の一つは、記事の信頼性の高さにあります。 

KOBECCO 編集カテゴリー   

街 

・神戸 ・芦屋 ・西宮 ・宝塚 ・淡路 ・明石 ・播磨 
  

グルメ 

・洋食 ・和食 ・中華 ・スイーツ ・パン ・ステーキ  
・焼肉 ・コーヒー ・日本酒 ・洋酒 ・ワイン ・神戸ビーフ 

  

お洒落・ファッション 

・紳士服 ・婦人服 ・子供服 ・ジュエリー ・時計 ・ブライダル 
  

  
人 

・行政関係 ・経済人 ・文化人 ・医療関係 ・教育 ・スポーツ 

楽しむ 

・車 ・ゴルフ ・スポーツ 
  

文化・芸術・音楽 

・絵画 ・現代美術 ・音楽 ・舞踏 ・茶道 ・華道 ・書道 
  

観光 

・おすすめスポット ・旅館 ・ホテル ・見どころ 
  

住環境 

・建築 ・インテリア ・雑貨 
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3つのKOBECCO会員 

神戸・阪神間の街の魅力を成すのが、個性がキラリと光る 

企業・商品・専門店・飲食店の存在です。 

そんな神戸・阪神間にしかない企業・商品・専門店・飲食店の魅力を世界に発信することが、 

神戸・阪神間の街のブランド価値の向上、集客増大につながると考えます。 

それこそが『KOBECCO』の存在価値・使命です。 

「神戸・阪神間にこんな本があってほしい」そんなお客様の声を形に― 

『KOBECCO』では、神戸・阪神間の魅力を発信すべく、お客様と協働で誌面の充実を図ってまいります。 

法人会員様・KOBECCOグルメ会員（飲食店様）・KOBECCO有馬のお宿にご入会いただき、 

共に世界で唯一無二のローカルメディアを創造してみませんか。 
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3つのKOBECCO会員 

神戸・阪神間には、世界に冠たるグローバル企業や、専門性の高い商

品・サービスを強みとする企業が数多く存在します。そんな企業のPRを

お手伝いいたします。 

会   費  年間／1口 52,500円（税込） ご入会期間  1年間 

1. 「法人会員ニュース」のページを設けております。貴社のニュースリリース等をお送りいただきましたら継続的に掲載いたし

ます。商品・イベント案内のほか、地域・CSR活動などの広報でも結構です。 

2. 『KOBECCO』のホームページでも、毎月、トピックスとしまして本誌の掲載内容をご紹介いたします。 

3. 新社屋完成やリニューアル、新社長就任など話題性の高いニュースは「法人会員ニュース」以外でも紹介させていただきます。 

4. 『KOBECCO』を毎月10冊を限度に贈呈いたします。 

5. 毎月、旬な情報をお届け可能です。（掲載料無料）  

法人会員の特典 

法人会員 
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3つのKOBECCO会員 

観光都市でもある神戸には、県外から多くの方々が訪れます。

『KOBECCO』は、神戸市内のホテル・有馬温泉の旅館の客室に設置し

ていただくほか、兵庫県内各所でも広く配布していただいております。

「KOBECCOグルメ」では、県内外の読者の皆様に、神戸らしく満足度

の高いお店をご紹介いたします。 

1. 毎月、会員店舗様のご紹介をさせていただきます。また、QRを掲載いたしまして、会員店舗様の公式HPなどご希望のURLに

アクセスいただけます。 

2. 神戸っ子公式ホームページ内に「KOBECCOグルメ」を設け、継続的にご紹介いたします。 

3. 年に1度、レギュラーページ以外で会員店舗様をご紹介いたします。なお誌面とQRを連動させていただくことも可能です。 

4. 『KOBECCO』を毎月10冊を限度に贈呈いたします。お客様にお配り下さいませ。 

5. 毎月、旬な情報をお届け可能です。（掲載料無料）  

KOBECCOグルメの特典 

KOBECCOグルメ 

会  費  月額 3,600円（税込） 
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3つのKOBECCO会員 

日本書紀にも記される有馬温泉は、日本三名湯・日本三古泉に数えられ、

関西からも交通アクセスが良く、そのため神戸・阪神間を中心に全国から

多くの宿泊客が訪れます。旅館のPRだけでなく、客室に『KOBECCO』を

設置いただくことで、神戸・阪神間のガイドとして活用いただけます。 

1. 毎月、会員旅館様のご紹介をさせていただきます。また、QRを掲載いたしまして、会員旅館様の公式HPなどご希望のURL

にアクセスいただけます。 

2. 神戸っ子公式ホームページ内に「KOBECCO有馬のお宿」を設け、会員旅館様を継続的にご紹介いたします。 

3. 年に1度、会員旅館様をレギュラーページ以外でご紹介いたします。なお誌面とQRを連動させていただくことも可能です。   

4. 毎月、『KOBECCO』をお部屋の数だけ贈呈いたします。宿泊のお客様へのガイドとしてご活用ください。 

KOBECCO有馬のお宿の特典 

KOBECCO有馬のお宿 

会  費  月額 5,500円（税込） 
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誌面から様々なメディアへ 

『KOBECCO』のコンテンツを様々な媒体に活用してみませんか。   

記念誌、社史、パンフレット、チラシ、WEB媒体 

『KOBECCO』の特徴のひとつが、記事の信頼性の高さです。毎月、しっかり取材・撮影・制作を行うことで、

記事の価値を認めていただいています。これらの記事は二次利用として、様々な媒体に活用していただいてい

ます。 

○記念誌・社史 ○チラシ ○自費出版 ○『KOBECCO』の内容を別媒体に再編集 

○『KOBECCO』の内容を別冊として発行 ○WEB媒体の作成 
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KOBECCO 広告料金 

種別       価格 
サイズ 

(ケイ囲みmm) 

タテ×ヨコ 

サイズ 
(ケイ無しmm) 

タテ×ヨコ 

表４ ５００,０００円 １４２×１５８ － 

表２ ４００,０００円 １５２×１５８ １６８×１８５ 

表３ ４００,０００円 １５２×１５８ １６８×１８５ 

２ページ ３５０,０００円 １５２×３１０ １６８×３７０ 

１ページ ２００,０００円 １５２×１５８ １６８×１８５ 

１／２ 
ページ 

１２０,０００円 １５２×７５ － 

       ３回(▲５％)  ６回(▲10％) 12回(▲20％） 

表４ １,４２５,０００円 ２,７００,０００円 ４,８００,０００円 

表２ １,１４０,０００円 ２,１６０,０００円 ３,８４０,０００円 

表３ １,１４０,０００円 ２,１６０,０００円 ３,８４０,０００円 

２ページ ９９７,５００円 １,８９０,０００円 ３,３６０,０００円 

１ページ ５７０,０００円 １,０８０,０００円 １,９２０,０００円 

１／２ 
ページ 

３４２,０００円 ６４８,０００円 １,１５２,０００円 

基本料金（1回掲載） 連続掲載割引料金 

※掲載価格に消費税は含みません。 ※広告制作の場合、タレント、アーティストなどの出演料及び撮影、制作費は別料金となります。 

※掲載に関するお問い合わせ・お申込みは 服部プロセス株式会社 神戸っ子出版事業部 神戸っ子編集部 TEL.078-686-0585 
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会社概要 

商 号 

専務取締役 

編 集 長 

所 在 地 

 

 

U R L 

メ ー ル 

 

事  業  内  容 

服部プロセス株式会社 神戸っ子出版事業部 

服部 敬二 

高橋 直人 

神戸市長田区東尻池町２-９-17 

TEL.078（686）0585 

FAX.078（686）0185  

https://kobecco.hpg.co.jp/    

takahashi@oide.or.jp 

 

企画・取材・撮影・デザイン・制作・印刷、WEB 制作・運用サポート                 

○出版 ○会社案内 ○PR 情報誌 ○商品 SP パンフレット                

○メーカー SP パンフレット ○流通 SP チラシ ○データーベース作成 

○通販カタログ ○ギフトカタログ ○CD-ROM 制作 ○CI.VI. 計画  

○WEB 制作 ○製品開発 ○自費出版本 


