
施設名

クルーズ・カフェ
〔A号館１階〕

屋内99席・屋外32席
（土・日・祝日は休業）

カフェテリア ブレス
〔Ｂ号館１階〕

屋内404席・屋外148席
（土・日・祝日は休業）

レストラン　ジョリポー
〔Ｂ号館１階〕

屋内161席・屋外32席
（日・祝日は休業）

トラットリア フェリーチェ
〔D号館１階〕
屋内 232席

（土・日・祝日は休業）

フードコート シーガル
〔D号館１階〕
屋内360席

（日・祝日は休業）

コミュニティストア
マルゼン（コンビニ）

〔Ｂ号館１階〕
（日・祝日は休業）

プレイガイドＱ
（旅行代理店）
〔Ｂ号館１階〕

（土・日・祝日は休業）

ブックカフェハオン
マルゼン（書店）

〔D号館１階〕
（日・祝日は休業）

通常期間
4月8日（金）～8月8日（月）

9月19日（月）～12月24日（土）
１月6日（金）～2月6日（月）

※定期試験期間の営業は別表

10：30～15：00

※祝日授業日（4/29・7/18・
9/19・9/22・10/10）

　　休業

10：30～15：00

※祝日授業日（4/29・7/18・
9/19・9/22・10/10）

11：00～14：00　営業

11：00～15：30
〔ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ　15：00〕

※祝日授業日（4/29・7/18・
9/19・9/22・10/10）

休業

10：30～16：00

※祝日授業日（4/29・7/18・
9/19・9/22・10/10）

11：00～14：00　営業

平日　8：30～19：00
土　　 8：30～14：00

※祝日授業日（4/29・7/18・
9/19・9/22・10/10）

11：00～14：00　営業

平日　8：30～19：00
土　　 8：30～15：00

※祝日授業日（4/29・7/18・
9/19・9/22・10/10）
8：30～19：00　営業

平日　10：30～13：30
　　　　14：30～16：30

※祝日授業日（4/29・7/18・
9/19・9/22・10/10）

通常営業

平日　9：00～18：30
土　　 9：00～15：00

※祝日授業日（4/29・7/18・
9/19・9/22・10/10）
9：00～15：00　営業

夏期休業
8月9日（火）～9月18日（日）

※事務一斉休業
8月12日（金）～8月19日（金）

休業 11：00～14：00

※事務一斉休業期間
　休業

8/9～8/19　休業

8/20（土）～9/18（日）
11：00～15：30

〔ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ　15：00〕

11：00～14：00

※事務一斉休業期間
休業

　平日　11：00～14：00
　土　　 休業

※事務一斉休業期間
休業

　平日　8：30～15：00
　土　　 休業

※事務一斉休業期間
休業

毎週木曜のみ営業
10：30～13：30
14：30～16：30

（土・日・祝日は休業）
※事務一斉休業期間

休業

　平日　9：00～15：00
　土　　 休業

※事務一斉休業期間
休業

冬期休業
12月25日（日）～1月5日（木）

※事務一斉休業
12月28日（水）～1月5日（木）

休業 休業 休業 休業 休業 休業 休業 休業

春期休業
2月7日（火）～3月31日（金）

休業 11：00～14：00
※限定メニュー

での営業

11：00～15：00
〔ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ　14：30〕
土・日・祝日　休業
※3/25（土）　営業

11：00～14：00
※限定メニュー

での営業

　平日　11：00～14：00
　土　　 休業

　平日　8：30～15：00
　土　　 休業

毎週水・木曜のみ営業
10：30～13：30
14：30～16：30

　平日　9：00～15：00
　土　　 休業

神戸学院大学　ポートアイランドキャンパス厚生施設　年間営業時間一覧表　(2016年度) 　　　

　※祝日授業日（4/29・7/18・9/19・9/22・10/10）については、一部の店舗で短縮営業、休業になります。　　※8月12日（金）～8月19日（金）・12月28日（水）～1月5日（木）は、事務一斉休業。

　※試験期間中の営業時間については、変更の可能性あります。追って案内させて頂きます。

　※上記以外にも、営業時間の短縮、休業になる場合がございます。各店舗の入口付近に掲示をします。確認ください。



施設名

クルーズ・カフェ
〔A号館１階〕

屋内99席・屋外32席
（土・日・祝日は休業）

カフェテリア ブレス
〔Ｂ号館１階〕

屋内404席・屋外148席
（土・日・祝日は休業）

レストラン　ジョリポー
〔Ｂ号館１階〕

屋内161席・屋外32席
（日・祝日は休業）

トラットリア フェリーチェ
〔D号館１階〕
屋内 232席

（土・日・祝日は休業）

フードコート シーガル
〔D号館１階〕
屋内360席

（日・祝日は休業）

コミュニティストア
マルゼン（コンビニ）

〔Ｂ号館１階〕
（日・祝日は休業）

プレイガイドＱ
（旅行代理店）
〔Ｂ号館１階〕

（土・日・祝日は休業）

ブックカフェハオン
マルゼン（書店）

〔D号館１階〕
（日・祝日は休業）

新入生オリエンテーション期間
4月1日（金）～4月7日（木）

※4月6日（水）入学式

11：00～14：00 11：00～14：00
4/2（土）　11：00～14：00

11：00～15：30
〔ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ　15：00〕

11：00～14：00 11：00～14：00 　平日　8：30～15：00
　土　　 8：30～15：00

平日　10：30～13：30
　　　　14：30～16：30

※4/1は休業

　平日　9：00～15：00
　土　　　　　休業

6月19日（日）
オープンキャンパス

〔薬学のみ〕

　
休業

　
11:00～14：00 休業

　
休業 休業 9:30～15：00 休業 休業

8月10日（水）・11日（祝日）
オープンキャンパス

〔薬学のみ〕

　
休業 8/10　11：00～14：00

8/11　11：00～14：00
休業 休業 休業 8/10　　9：30～15：00

8/11　　9：30～15：00
休業 8/10　　休業

8/11　　休業

8月26日（金）・27日（土）
オープンキャンパス

〔全学部※総リハ・栄養除く〕

　
休業 8/26　11：00～14：00

8/27　11：00～14：00
11：00～15：00

　〔ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ　14：30〕
8/26　11：00～14：00
8/27　11：00～14：00

8/26　11：00～14：00
8/27　11：00～14：00

8/26　9：30～15：00
8/27　9：30～15：00

休業 8/26　10：00～16：00
8/27　10：00～16：00

9月18日（日）
オープンキャンパス

〔全学部※総リハ・栄養除く〕

　
休業 11：00～14：00 11：00～15：00

　〔ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ　14：30〕
11：00～14：00 11：00～14：00

　
9:30～15：00 休業 10：00～16：00

3月18日（土）
オープンキャンパス

〔全学部※総リハ・栄養除く〕

　
休業 11：00～14：00 調整中 休業 休業

　
9:30～15：00 休業 13：00～16：00

11月3日（木）～6日（日）
大学祭

11/3.4：KPC　11/5.6：KAC

休業 休業 休業 休業 休業 11/3・11/4　9：00～15：00
11/5・11/6　休業

休業 休業

11月12日（土）・13日（日）
公募制推薦入試

休業 休業 11/12　11：00～15：30
〔ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ　15：00〕

11/13　休業

休業 11/12　　8：30～14：00
11/13　休業

11/12　　 8：30～15：00
11/13　休業

休業 休業

11月23日（水・祝日）
指定校推薦入試

休業 休業 休業 休業 休業 休業 休業 休業

1月30日（月）・31日（火）
一般入試（前期日程）

休業 休業 休業 休業 休業 9：00～12：30 休業 休業

2月7日（火）・8日（水）
一般入試（中期日程）

休業 休業 休業 休業 休業 9：00～12：30 休業 休業

3月9日（木）
一般入試（後期日程）

休業 休業 休業 休業 休業 9：00～12：30 休業 休業

　※上記以外にも、営業時間の短縮、休業になる場合がございます。各店舗の入口付近に掲示をします。確認ください。

神戸学院大学　ポートアイランドキャンパス厚生施設　年間営業時間一覧表　(2016年度) 　　　

　※試験期間中の営業時間については、変更の可能性あります。追って案内させて頂きます。


