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スポーツの秋！食欲の秋！
六甲山でお手軽アウトドア体験！
～六 甲 山 ア ウ ト ド ア ・ フ ェ ス タ ８/２０（月）から予約イベント受付開始！～
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）が運営する六甲山カンツリーハウスは、車で神戸・三宮から約３５分、大阪市内から
約６０分の位置にあるアウトドアレジャー施設です。当園では、スポーツの秋・食欲の秋を満喫していただく
ために、９月３０日（日）から１１月４日（日）の土曜・日曜・祝日に、「秋の六甲山アウトドア・フェスタ」を
開催します。これに伴い、８月２０日（月）から予約イベントの受付を開始します。
期間中の１０月は主にスポーツをテーマとし、六甲山上施設を巡り、得点を競いながらスタンプラリーや「六甲
ミーツ・アート 芸術散歩 2018」のアート作品も楽しめる「六甲山チャレンジスタンプラリー」を初開催するほか、
春季開催時に大好評をいただいた「パラグライダー」、秋のさわやかな空気に包まれながら山上を歩く「六甲山
ファミリーハイキング」など、多岐に渡るアウトドアイベントを開催します。
１０月後半から１１月にかけては食を中心に、親子で挑戦する「アウトドアクッキング」や、お酒を飲みながら
全国の野宴料理が堪能できる「六甲山野宴サミット２０１８ 秋」などのグルメイベントを開催し、参加者の食欲を
満たします。

■六甲山アウトドア・フェスタ 日程
日程

プログラム

９月３０日（日）

ストライダーエンジョイカップ ※要予約

１０月６日（土）～１１月４日（日）の土、日、祝

ストライダーエンジョイパーク ※１０月１３日（土）、１４日（日）は除く

１０月６日（土）

＜ＮＥＷ＞六甲山チャレンジスタンプラリー ※要予約

１０月７日（日）～８日（月・祝）

青空ヨガ／ハンモック体験

１０月１３日（土）

いも掘り＆やきいも体験 ※要予約

１０月１３日（土）、１４日（日）

カヤック ※要予約

１０月２０日（土）

六甲山ファミリーハイキング ※要予約

１０月２１日（日）

親子で挑戦！デイキャンプ体験 ※要予約

１０月２７日（土）、２８日（日）

パラグライダー ※要予約

１０月２８日（日）

六甲山野宴サミット２０１８秋 ※要予約

１１月３日（土・祝）

親子で挑戦！パンといちごジャムを作ろう！ ※要予約

１１月４日（日）

親子で挑戦！飯ごう炊さん ※要予約

＜備考＞予約制イベントは、８月２０日（月）より Web サイト（www.rokkosan.com/country/）で受付を開始します。
※「ストライダーエンジョイカップ」のみ７月３１日（火）より予約受付を開始しております。

上記要予約アウトドアイベントの詳細は２ページ目以降をご覧ください。

＜この資料に関する問合せ先＞
六甲山カンツリーハウス
ＴＥＬ：０７８－８９１－０３６６／ＦＡＸ：０７８－８９１－０７５７
〒６５７－０１０１ 神戸市灘区六甲山町北六甲４５１２－９８
営業概要は右記URLをご参照ください。 www/rokkosan.com/country/
六甲山ポータルサイト
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＜要予約イベントは下記詳細をご確認ください＞
■ストライダーエンジョイカップ
足で地面を蹴って進むお子様に大人気のランニングバイク
「ストライダー」。そんなストライダーを使った、２歳から参加できる世界
最年少のレースを六甲山で開催します。
【日
【対
【料
【定

程】
象】
金】
員】

９月３０日（日） ※少雨決行、荒天中止
２歳～５歳
２，５００円（入園料別途要）
カテゴリーにより異なる

【主

催】 ストライダーエンジョイカップ実行委員会

※六甲山カンツリーハウスでの受付はなし
ストライダーの様子

■六甲山チャレンジスタンプラリー ＜NEW＞
グループやファミリーで六甲山上施設を回り、各施設に散りばめられた
スタンプラリーやアウトドアチャレンジをして得点を集め、順位を競います。
また、各施設の「六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2018」のアート作品も
楽しむことができます。
【日
程】 １０月６日（土） ※少雨決行、荒天中止
【時
間】 １０：３０～１７：００（９：００受付開始）
【対
象】 ４歳以上 ※中学生以下の方が参加する場合は保護者同伴が条件
【料
金】 大人３，０００円 小人１，５００円
※六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2018 周遊券含む

【定

員】 ３００人（２～４名のグループでの申込が必須）

六甲山チャレンジスタンプラリー イメージ

※web サイトでの事前予約制。開催日２日前まで

■いも掘り＆やきいも体験
六甲山の体験農園で育てたさつまいもを収穫し、六甲山産のやきいも
を作ります。火おこしも体験できます。
【日
程】 １０月１３日（土） ※雨天中止
【時
間】 ①１１：００～②１４：００～
【対
象】 ４歳以上
【料
金】 大人１，５００円 小人１，０００円（入園料別途要）
【定
員】 各回８グループ（１グループ２名以上、最大５名まで）
※web サイトでの事前予約制。開催日前日まで ※空きがあれば当日受付あり
※いもの生育状況によっては、いも堀りを中止する場合があります

昨年度いもほり体験 開催時の様子

■カヤック
園内の池で行うので水の流れが少なく、初めての方でも安心して体験
できます。
【日
程】 １０月１３日（土）、１４日（日） ※雨天中止、強風時は実施見合わせ
【時
間】 ①１１：００～ ②１２：３０～
③１４：００～ ④１５：３０～（各回４５分）
【対
象】 中学生以上を含む２人組
【料
金】 大人２，０００円、小人１，５００円（入園料別途要）
【定
員】 各回５グループ（１グループ２名）
※web サイトでの事前予約制。開催日前日まで ※空きがあれば当日受付あり

カヤック 開催時の様子

■パラグライダー
園内の芝生広場でパラグライダーの体験ができます。専属のインストラク
ターが指導するので、お子様でも安心して浮遊感を体験できます。
【日
程】 １０月２７日（土）、２８日（日） ※雨天中止、強風時は実施見合わせ
【時
間】 ①１０：３０～ ②１２：３０～ ③１４：３０～
【対
象】 小学生限定（体重２０ｋｇ～７０ｋｇの方に限る）
【料
金】 ３，０００円（入園料別途要）
【定
員】 各回１０名
※web サイトでの事前予約制。開催日前日まで ※空きがあれば当日受付あり

【主

催】 ウエストジャパンアウトドアスクール
六甲山ポータルサイト

パラグライダー 開催時の様子
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■六甲山ファミリーハイキング
ガイドによる親子ハイキング講座やカレーの振る舞い、ゲーム大会も
あり、アウトドアを気軽に楽しめます。
【日
【時
【対
【料

程】
間】
象】
金】

１０月２０日（土） ※雨天中止
１０：００～１４：００ （９：３０受付開始）
４歳～小学生までのお子様を含む親子
大人１，５００円 小人１，０００円（入園料・保険料・昼食代込）

【定
【共

員】 １５０名 ※web サイトでの事前予約制。開催日前日まで

※遊具券 1 枚つき

催】 阪急電鉄株式会社

六甲山ファミリーハイキング イメージ

■親子で挑戦！デイキャンプ体験
アウトドアブームの到来に合わせ、タープの立て方や、テントの張り方、
簡単に作れるランチなど基本技術をレクチャーします。
【日
【時
【対
【料
【定

程】
間】
象】
金】
員】

１０月２１日（日） ※雨天中止
１０：３０～１４：３０
４歳～小学生までのお子様を含む親子
大人２，０００円 小人１，５００円（入園料別途要）
１０グループ（１グループ２名以上、最大５名まで）
※web サイトでの事前予約制。開催日２日前まで
親子 DE デイキャンプ！ 開催時の様子

■六甲山野宴サミット２０１８ 秋
野宴とは野外でする宴のこと。六甲山野宴サミットでは、全国の「野宴
料理」をご紹介していきます。お土産と豪華賞品が当たるじゃんけん大会
も実施します。
【日
程】
【時
間】
【対
象】
【料
金】
【定
員】
【企画制作】

１０月２８日（日） ※雨天決行、荒天中止
１２：００～１４：００
２０歳以上の方
５，０００円（飲み放題、入園料込） ※無料送迎付き（ＪＲ六甲道駅発）
７０名 ※web サイトでの事前予約制。開催日２日前まで
全国野宴サミット実行委員会（株式会社リバーストン
日本料理「よし邑」冨澤浩一、キリンビール株式会社、
六甲山観光株式会社）

六甲山野宴サミット 開催時の様子

■親子で挑戦！パンとイチゴジャムを作ろう！
家族で生地から作って焼き上げたパンに、手作りのイチゴジャムをつけて
召し上がっていただけます。
【日
【時
【対
【料
【定

程】
間】
象】
金】
員】

１１月３日（土・祝） ※雨天中止
１０：３０～１３:３０
４歳以上のお子様を含む親子
大人２，０００円、小人１，５００円（入園料別途要）
８グループ（１グループ２名以上、最大５名まで）
※web サイトでの事前予約制。開催日２日前まで

イチゴジャム イメージ

■親子で挑戦！飯ごう炊さん
家族で力を合わせ薪で火をおこし、飯ごう炊さんやカレー作りに挑戦
します。デザートにはコロダッチを使い、焼きリンゴを作ります。
【日
【時
【対
【料
【定

程】
間】
象】
金】
員】

１１月４日（日） ※雨天決行、荒天中止
１０：３０～１３：３０
４歳以上のお子様を含む親子
大人２，０００円、小人１，５００円（入園料別途要）
８グループ（１グループ２名以上、最大５名まで）
※web サイトでの事前予約制。開催日２日前まで

六甲山ポータルサイト

親子で挑戦！飯ごう炊さん 開催時の様子
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