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旅と暮らしがテーマの 2つの空間が、2 0 1 7 年 1 0 月 O P E N 
 2016 年に誕生した、かつてない上質なバス旅「真結（ゆい）」のツアーデスクと 

旅と暮らしのセレクトショップが 2017年 10月神戸・三宮にオープンいたします 

 

完成イメージパース【YUI tour deskは「真結」の専用バス「ゆいプリマ」と同じく水戸岡鋭治氏によるデザイン】 

 

路線バスをはじめとする輸送サービス事業、旅行事業等を手掛ける神姫バス株式会社（代表取締役社長：長

尾 真、本社：兵庫県姫路市西駅前町 1 番地）と、そのグループ会社である神姫バスツアーズ株式会社（代表取

締役社長：今井 治生、本社：兵庫県姫路市保城 338-1）が、2017年 10月下旬に≪旅と 暮らしと≫をテーマに

した≪YUI tour desk≫と≪YUI livings≫をオープン致します。 

 

【店舗詳細情報】 

 YUI tour desk 

（ゆい ツアーデスク） 

YUI livings 

（ゆい リビングス） 

住所： 神戸市中央区三宮町 2-10-7グレースコウベビル 1F 

アクセス： 各線三宮駅から徒歩約 7分、元町駅から徒歩約 6分 

オープン日： 2017年 10月下旬 

営業時間： 10:30～19:30 10:30～19:30 

定休日： 毎週水曜日 / 年末年始 年始 

電話番号：（10/25～） 078-381-8900 078-381-8780 

運営会社： 
神姫バス株式会社 

神姫バスツアーズ株式会社 

神姫バス株式会社 

（業務委託：髙井興産株式会社） 
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旅と暮らしがテーマの 2つの空間が 

2 0 1 7 年 1 0 月 O P E N 

 

2016 年に誕生した、かつてない上質なバス旅「真結（ゆい）」。 

この旅に参加してくださったお客様同士やスタッフとの交流を育む「ゆいクラブ」の 

旅と暮らしをテーマにした物語が生まれるリアルな空間が、神戸・三宮にオープンいたします。 

 

 

日本の真の贅沢に出会える 

真結の旅 

風呂敷の基本的な結び方で、一度結ぶと解けにくい反面、解きたい時にはするりとほどける「真結び」

に由来。研ぎ澄まされた日本の風景や職人の技、真心あふれるおもてなし、行き届いた気配りと親しみ

やすさが人気のツアーアテンダントや運転士とのひとときもお楽しみいただける…「真の」贅沢を味わ

える、かつてない上質なバス旅です。 

 

 

「真結」に出会い、旅するための 

YUI tour desk 

かつてない上質なバス旅「真結」の世界観や魅力をお伝えし、さらに興味を持っていただく結び目と

なるのが「ゆい ツアーデスク」。 

専属スタッフやツアーアテンダントと共に次のツアーを選んだり、旅を通じて知り合ったメンバーと

旅話に花を咲かせたり、さらに旅を楽しむための講座やイベントに参加するなど、「真結」の旅に一度

でもご参加くださった「ゆいクラブ」会員様を中心に、目的に応じてご利用いただける交流の場です。 

 

 

旅と日常、心を豊かに結ぶ 

 YUI livings 
日々の暮らしに密着した、智恵があり役に立つものや、生活の中に旅を感じる、各地の想いあふれる品々を

セレクト。 

「YUI livings」は、自分ならではのスタイルを持って凜と生きる大人のための、旅と日常、心を結ぶクリエイティ

ブなショップです。 
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【真結のこだわり】 

 

“本物”と“こだわり”を追及した、いまだかつてないバス旅「真結（ゆい）」 

「真結」の旅は、『バス会社だからできる“こだわり”のあるツアーを作りたい』という思いで、 

昨年 2016年秋に誕生しました。 

 

「アテンダントさんの心配りや、行き届いたおもてなしに大変満足しました」、「ゆったりとした旅程なので本当に

見たいところ、知りたい事を知ることができました」、「乗り心地の良いバスで疲れを感じませんでした」等、好評を

頂いております。私たちは今後もお客様に「真の」贅沢を味わっていただける「真結」の旅をご提案し続けます。 

 

特別仕様バス「ゆいプリマ」 

使用する車両は、クルーズトレイン「ななつ星 in九州」などを手掛けた工業デザイナー水戸岡鋭治氏デザイン

による専用バス「ゆいプリマ」。 

目的地までの単なる交通手段ではなく、移動中も心地よい快適な空間となるよう、18 席のゆったりとしたシート

はもちろん、天然の木をふんだんに使った車内は、まるでリビングのような雰囲気。車両後方には、お飲み物や

軽食をご用意するサービスコーナーや温水洗浄付洗面所を完備し、長旅でも安心できる設備が揃っています。 

外観から内装まで細かい部分までこだわった、美しく贅沢な“いまだかつてない”特別仕様のバスは、乗ること

が「目的」となります。 

 

“本物”=“高級”ではなく、質素な中にも“本物”を追求した旅程 

その土地ならではのこだわりのお食事や心豊かな時をお約束するお宿、観光地ではゆっくりとご見学いただ

けるゆとりある旅程など、決して“高級”ではなく、質素の中にも“本物”を心と身体で感じていただけるツアーの

内容です。 

 

皆様と一緒に旅をつくるアテンダント＆専属ドライバー 

豊富な経験を持ち、おもてなしの心で、お客様をサポートする旅のコンシェルジュである“アテンダント”と、行

程の安全・安心を担う「ゆいプリマ」専属の運転士が至福のバス旅へといざないます。このツアースタッフは、車

中はもちろん、宿や移動先でもサポートし、18名のお客様同士をつなぎ、結（ゆい）をはぐくんでいく、みなさまの

旅仲間の一員となります。 
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【コンセプト≪旅と 暮らしと≫に込めた想い】 

 

“一期一会”一生に一度の出会いを大切にしたい・・・ 

「真結」の中で繋がっていくお客様同士、また私たちとお客様との結びつきをより強く、永いものにと思う気持

ちから、皆様に交流していただくための場所が必要であると考えました。 

 そんな場所のテーマは≪旅と 暮らしと≫。旅（＝非日常）と、暮らし（＝日常）は、一見相反するものではありま

すが、私たちは神戸という地でこの 2 つを、皆様と“結い”、皆様の「旅と暮らし」が豊かになるようお手伝い致しま

す。 

 旅のスペース（＝YUI tour desk）では旅のプロフェッショナルである「ツアーデスクコンシェルジュ」がお客様の

旅行選びをサポート。またお客様と旅の想い出を、そして次の旅について語り合う・・・そんな満ち足りたひととき

をご一緒できたらと願っています。 

 

暮らしのスペース（＝YUI livings）では、日々の暮らしの中で役立つ知恵ある品々や、旅にも日常にもマッチ

するウェアやバッグ、旅への想いを誘うような日本各地の工芸品など、自分のスタイルを持った大人の目に適う

セレクトされた品々を幅広くご用意しております。 

 

店舗に足を運んでいただいた皆様により心地良く、より思い出深い体験をしていただくために、私たちは真心

を込め基本を大事にしつつ、奥深く、行き届いた、お客様の記憶に残るサービスを提供します。 

 

 

【旅に関わるモノやコト、兵庫のいいモノをテーマとしたフェア】 

 

店舗内では、旅に関わるモノやコト、兵庫のいいモノをご紹介するフェアを随時開催。季節ごとにテーマを定

め、それに合わせてセレクトされた暮らしの品々やおすすめの本をご提案したり、イベントや講習会の開催、「真

結」ツアーのお披露目を行います。 

記念すべき最初のテーマは「紅葉の吉野～自然の恵みに触れる～」。春は桜、秋は紅葉の名所吉野は、最

高級の吉野杉や桧の産地として名高く、中でも手漉き和紙には、千年以上もの歴史と風土、吉野の職人の誇り

が漉き込まれています。 

今回、吉野のものづくりの方々のご協力を得て、代々続く手漉き和紙や、吉野杉のお箸等の手仕事を展示致

します。山の生命力がつたわってくるような品々を手にとって、旅への想いを馳せていただければと思います。

紅葉の吉野山を愛で、世界遺産の金剛峯寺蔵王堂を訪れる「真結」の旅も、あわせてツアーデスクでご案内さ

せていただきます。 

 また、冬の真結の旅でメインとなる東京レトロ旅の訪問地である白州次郎、白州正子の終の住処「武相荘」。骨

董や着物の目利きとして知られた白州正子に学び、骨董や現代の器を暮らしの中に取り入れるお手伝いを致し

ます。 

パンフレットでは伝えきれない想いや情報を、少し異なる角度からご提案するフェアにご期待ください。 
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【会社概要】 

 

■神姫バス株式会社  

路線バスをはじめとする輸送サービス事業を展開。そこで培ったグループならではのネットワークや情報・ノウハ

ウを活かして、車両の整備や部品の販売を行う自動車関連サービス事業と、旅行・不動産・飲食・介護などの生

活サービス事業を手掛け、豊かな暮らしの創造と地域社会の発展に貢献しています。 

URL http://www.shinkibus.co.jp/ 

 

■神姫バスツアーズ株式会社  

神姫バスグループの旅行事業部門として、兵庫・大阪を中心に 4 支店 2 事業所を構え、観光バスを使った国内

バス旅行を主力に、国内、海外へとあらゆる旅を提案し販売する総合旅行会社です。 

近年では、訪日外国人旅行者をもターゲットにした LIMON ブランドを立上げ、人気の京都や奈良、神戸、東京

ディズニーリゾート、スキー場などをバスで結ぶツアーを企画販売しています。 

URL http://www.shinkibus.com/ 

 

■髙井興産株式会社  

神戸の生活文化を体現するインテリアギャラリー「トアロード・リビングス・ギャラリー」や、雑誌「クロワッサン」から

生まれた生活雑貨店「クロワッサンの店」など、ほんとうに地に足の付いた暮らしの品々をお届けする店舗の展開

を昭和 58 年から関西で手掛けています。今回、「モノ」と「コト」を取り結ぶ新しいかたちの「店」を、神戸・三宮の

地でこの街の皆様にご提案いたします。 

URL www.livings.jp 
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■本件全般に関するお問合せ先 

神姫バス株式会社 神戸事業本部 大角 尚子  

〒670-0913 姫路市西駅前町 1番地 

TEL:079-223-1150 / FAX:079-223-1444 / MAIL: oosumi-naoko@shinkibus.co.jp 

 

■真結の旅・ゆいプリマ・YUI tour deskに関するお問合せ先 

神姫バスツアーズ株式会社 企画販売課 矢部 卓也 

〒651-0087 神戸市中央区御幸通 4-1-1 TBM神戸ビル 4階 

TEL: 078-271-8005 / FAX: 078-271-8003 / MAIL: yabe-snk@shinkibus.co.jp 

 

以 上 


