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Ｎｅｗｓ Release

大阪・神戸から約１時間
ー５℃のオアシス 六甲山で夏休み
～夏休みを涼しく楽しく過ごせるイベント盛りだくさん～
阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市 社長：秦雅夫）のグループ会社である六甲山観光株式会社（本社：神戸市
社長：宮西幸治）が運営する六甲山上の各施設（六甲山カンツリーハウス、六甲ガーデンテラス、六甲高山植物園、六甲
オルゴールミュージアム）は、標高約７４０～８８０メートルに位置し、市街地に比べ気温が約５℃低いため、昔から
避暑地として親しまれています。六甲山上施設では、７月から９月までの期間中、夏休みを涼しく楽しく過ごせる様々
なイベントを開催します。気象庁の１ヶ月予報（７/１４発表）では、この先８月にかけて近畿地方では暖かい空気に覆われ
やすく、平均気温が高くなる見通しのため、本格的な夏シーズンの到来で「涼」を求める来山者の増加を期待しています。
【六甲山上への車でのアクセスについて（７/１９現在）】 六甲山上への道路は先日の豪雨により、現在「裏六甲ドライブウェイ」
「東六甲ドライブウェイ」が利用可能です。表六甲方面からお越しの方は、六甲山トンネルを通って「裏六甲ドライブウェイ」を
ご利用ください。※表六甲方面から迂回（裏六甲回り）にかかる所要時間は３～５分程度です

◆ 手ぶらでアウトドア体験 「ROKKO BBQ 野宴 STYLE」
六甲山カンツリーハウス園内のバーベキュー場に野外で
宴を楽しむ「野宴 STYLE」を新たに導入しました。食材や
調理器具を全て予約（一部有料）することができ、スペアリブ
の甘辛煮やアヒージョなど本格アウトドア料理が楽しめます。
また、今年で４０回目を迎える六甲山の夏の風物詩
「真夏の雪まつり」では、約１４０トンの雪の広場で雪あそび
や宝さがしゲームなど涼しい夏をお楽しみいただけます。
【施
設】
【開催時間】
【料
金】
【予
約】

六甲山カンツリーハウス（園内バーベキュー場）
１０：００～１６：００（１４：００受付終了）
バーベキュー場利用料５１０円 ※入園料別途要
電話：前日１７：００まで／WEB：前日２４：００まで
※食材予約は前日１７：００まで

＜真夏の雪まつり＞ 夏休み期間、毎日開催！

※雨天中止

７月１４日（土）～９月２日（日）、８日（土）、９日（日） １１：００～１６：３０

六甲山カンツリーハウス
「ROKKO BBQ 野宴 STYLE」 イメージ

※８月１１日（土・祝）～１５日（水）は１０：３０～１７：３０

◆ 六甲山で夕涼み「Summer Lighting Night Cafe」
眼下に１,０００万ドルの夜景が広がる、日本有数の夜景
スポット「六甲ガーデンテラス」で、夏の夜をさらに楽しく
過 ご し て い た だ く た め 「 Summer Lighting Night Cafe 」 を
初開催します。同エリア内「見晴らしの塔」と特設パラソルを
幻想的な音色に合わせて優雅にライティングします。冷えた
クラフトビールやコーヒー、光るわたあめなどの限定メニュー
販売の他、大道芸・ジャズ演奏などをお楽しみいただけます。
【施
設】 六甲ガーデンテラス
【開催期間】 ８月４日（土）、５日（日）、１１日（土・祝）～１５日（水）
１８日（土）、１９日（日）、２５日（土）、２６日（日）

【開催時間】 １９：００～２１：００（L.O. ２０：４５） ※雨天中止
【料
金】 エリア内入場無料
※ライティングは 8 月中毎日開催
※カフェエリアはテイクアウトメニュー購入者のみ利用可

六甲ガーデンテラス
「Summer Lighting Night Cafe」 イメージ
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◆ 木陰のハンモックで大人の休日「ブナカフェ」
ブナやカエデをはじめとする多くの広葉樹が生育している
六甲高山植物園の樹林区は、真夏でも３０℃を超えること
はあ り ませ ん。 納 涼 エ リ ア に 昨年 好 評 の 「 ブナ カ フ ェ 」
屋台を設置します。エリアにはハンモックやブックスタンドを
常 設 し、 日替 わり の ハー ブ テ ィ ーや コ ー ヒ ー とと もに 、
木陰の中でゆったりとしたひと時が楽しめます。
【施
設】 六甲高山植物園
【開催期間】 ７月１４日（土）～９月２日（日）の土日祝
８月１３日（月）～１５日（火） ※雨天中止
【開催時間】 １１：００～１６：００（１５：３０受付終了）
※ハンモック、ブックスタンドは１７時まで

【メ ニ ュ ー】 日替わりハーブティー ３００円
神戸ウォーターレモネード ３３０円
やまみつラスク ５４０円
コーヒー ３００円 他

六甲高山植物園
「ブナカフェ」 イメージ

◆ 特集コンサート 世界最大級のダンス・オルガンで聴く「ミッキーマウス・マーチ」
六甲オルゴールミュージアム内のコンサート展示室では、
世界最大級のダンス・オルガンである「デカップ・
ダンス・オルガン“ケンペナー”」に加えて、アンティーク・
オルゴールや手回しオルガンなど 自動演奏楽器 で、
小人から大人まで、幅広く親しまれているディズニー映画
の楽曲を 演奏 します。 市街地よりも５℃程気温が低い
六甲山で、澄んだオルゴールの音色が夏の暑さを忘れる
ひと時を演出します。
【施
設】 六甲オルゴールミュージアム
【開催期間】 ７月６日（金）～９月７日（金）
※会期中の休館日：９月６日（木）
【開催時間】 １０：３０～１６：３０までの毎時３０分から
※コンサートは各回約１５分
※入館料のみでコンサートをご覧いただけます
※毎時００分スタートで別プログラムのコンサートも実施

【演奏曲目】 映画「美女と野獣」から“美女と野獣”
アラン・メンケン作曲
映画「ピノキオ」から“星に願いを”
リー・ハーライン作曲
映画「アラジン」から“ア・ホール・ニューワールド”
アラン・メンケン作曲 他

六甲オルゴールミュージアム
特集コンサート 世界最大級のダンス・オルガンで
聴く「ミッキーマウス・マーチ」 イメージ

三宮・新神戸から六甲ケーブル下へ！六甲・摩耶 急行バス運行！！≪期間限定≫7/1（日）⇒11/30（金）
◆三宮駅ターミナル前～地下鉄三宮駅前～新神戸駅前～摩耶ケーブル下～六甲ケーブル下
◆月～木 ５往復／金土日祝 6 往復（7/20～8/31 は毎日 6 往復）
◆運賃 片道大人 210 円、小児 110 円
※エコファミリーなら土日祝および 7/21（土）～8/31（金）は大人 1 人につき小学生以下 2 名まで無料

�

急行バス（神戸市バス）について詳しくは、右記 QR コードよりご参照ください

＜この資料に関するお問合せ＞ 六甲山観光株式会社 www.rokkosan.com
六甲山カンツリーハウス
六甲ガーデンテラス
六甲高山植物園
六甲オルゴールミュージアム

広報担当
広報担当
広報担当
広報担当

０７８－８９１－０３６６
０７８－８９４－２２８１
０７８－８９１－１２４７
０７８－８９１－１２８４
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＜六甲山カンツリーハウス営業概要＞
【営業期間】
【営業時間】
【休 園 日】
【入 園 料】

４月１４日（土）～１１月２５日（日）
１０：００～１７：００（１６：３０受付終了）
９月６日（木）
大人（中学生以上）６２０円
小人（４歳～小学生）３１０円
ワンちゃん１００円
※ワンちゃんの入園には、一定の条件あり

【所 在 地】 神戸市灘区六甲山町北六甲４５１２－９８
六甲山カンツリーハウス（イメージ）

＜六甲ガーデンテラス 営業概要＞
【営業時間】 平日 ９：３０～２１：００ 土・日・祝 ９：３０～２２：００
※季節、店舗、天候、曜日により異なる

＜自然体感展望台 六甲枝垂れ 営業概要＞
【営業時間】 １０：００～２１：００（最終受付２０：３０）
※天候等により変更する場合あり

【定 休 日】 無休
【入 場 料】 大人（中学生以上）３００円、小人（４歳～小学生）２００円

六甲ガーデンテラス（イメージ）

※ワンちゃんの入場不可

【所 在 地】 神戸市灘区六甲山町五介山１８７７-９
■六甲山光のアート『Lightscape in Rokko 夏バージョン 「夏は夜」』
１０００万色以上の色彩表現ができる最新の LED 照明器具を使い、
展望台全体を覆うフレームを限りなく自然光に近い光で内側から照らす
光のイベントです。今年のテーマは「枕草子」。四季折々の情景を、
ライトアップで表現します。
【日 程】 ～９月６日（木）
【時 間】 １９：００～２１：００（２０：３０受付終了）
自然体感展望台 六甲枝垂れ（イメージ）

＜六甲オルゴールミュージアム 営業概要＞
【営業時間】 １０：００～１７：００（１６：２０受付終了）
【休 館 日】 ９月６日（木）、１１月２９日～３月１４日の木曜日、
１２月３１日（月)、１月１日(火・祝)
【入 館 料】 大人（中学生以上）１,０３０円
小人（４歳～小学生）５１０円
【所 在 地】 神戸市灘区六甲山町北六甲４５１２－１４５
六甲オルゴールミュージアム（イメージ）

＜六甲高山植物園 営業概要＞
【開園期間】
【開園時間】
【休 園 日】
【入 園 料】

３月１７日(土)～１１月２５日(日)
１０：００～１７：００（１６：３０受付終了）
９月６日(木)
大人（中学生～６４歳）６２０円
小人（４歳～小学生）３１０円
シニア（６５歳以上）５２０円
【所 在 地】 神戸市灘区六甲山町北六甲４５１２－１５０

六甲高山植物園（イメージ）
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