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資料提供：２０１８年３月１２日（月） 
六甲山観光株式会社 

 

 
News Release 

  
春の六甲山を満喫 

山上６施設で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、六甲山観光株式会社（本社：神戸市 

社長：宮西幸治）が運営している山上施設(六甲ガーデンテラス、六甲山スノーパーク、六甲山フィールド・アスレチッ
ク、六甲高山植物園、六甲オルゴールミュージアム、六甲ケーブル)では、春の六甲山をより多くのお客様に楽しん
でいただくため、３月下旬から、それぞれの施設の特色を生かしたイベントを開催いたします。 

 
３月に入り、気候は随分と暖かくなりました。山上では、花々が徐々に芽吹き始め、六甲山フィールド・アスレチッ

クや六甲高山植物園は３月１７日(土)にシーズンオープンの見込みです。一方で、六甲山スノーパークではまだま
だ潤沢に残っている雪を活かしたキャンペーンを実施するほか、六甲ガーデンテラス、六甲オルゴールミュージア
ム、六甲ケーブルでも、春の六甲山の魅力を最大限に引き出す催しを開催いたします。  
 

 

■六甲ガーデンテラス「六甲山スイスフェア ～アルプスの少女ハイジに囲まれて～」 
 
 スイスの山岳牧場をイメージして作られた神戸市立六甲山牧場やス
イスのシーニゲプラッテ高山植物園と姉妹提携を結び、スイスアルプ
スの花々を植栽展示している六甲高山植物園など、スイスのイメージ
が随所に感じられる六甲山。六甲ガーデンテラスではそのスイスを更
に感じていただくため、「アルプスの少女ハイジ」とコラボレーションし、
パネルの展示をはじめ、アルプスの少女ハイジのキャラクター衣装の
無料レンタルなどのイベントの他、フェア限定のスイスに関する料理
の提供などを行います。 
  
【開催期間】 ２０１８年３月１７日（土）から５月３１日（木） ※期間中無休 
【営業時間】 ９：３０～２１：００ ※店舗・天候により異なる 
【入場料金】 無料 ※一部有料施設あり    
■六甲山スノーパーク 「とってもお得な春の５大特典」 
 
 厳しい冷え込みも去り、六甲山も暖かな日差しが届くようになりまし
たが、六甲山スノーパークでは昨年導入した新型造雪機を活用するこ
とで雪を潤沢に製造できるため、４月１日（日）の営業終了までスキー、
スノーボード、雪あそび等をお楽しみいただけます。この度、お客様に
春休みも手軽にウィンターレジャーを楽しんでいただこうと、シーズン
ラストの感謝の意を込めて、大変お得な５大特典を実施する運びとな
りました。 
①スキースクール「小学生コース」１,５００円割引(５,０００円→３,５００円)  
３月１７日（土）～４月１日（日） ※スクール開講日のみ (要予約)  

②１日リフト券が１,０５０円に！(通常：平日１,５５０円、土日祝３,１００円) 
３月２１日（水・祝）～４月１日（日） 毎日  

③雪ゾリレンタル料金 無料！(通常：５００円) 
３月２１日（水・祝）～４月１日（日） 毎日 ※１グループ１台まで  

④六甲山カンツリーハウス入園招待券 プレゼント！ 
３月２１日（水・祝）～４月１日（日） 毎日 
※シーズンパスご利用の方は除く  

⑤スノーボードスクール「小学生コース」 開講！ 
３月２４日（土）～４月１日（日）の毎日(要予約) 

 
 
 
 
 
 
 
   

＜この資料に関するお問い合わせ先＞ 六甲山観光株式会社 
六甲ガーデンテラス   広報担当 ０７８－８９４－２２８１  

六甲山スノーパーク＆ 

六甲山フィールド・アスレチック  広報担当 ０７８－８９１－０３６６  

六甲高山植物園   広報担当 ０７８－８９１－１２４７  

六甲オルゴールミュージアム  広報担当 ０７８－８９１－１２８４  

六甲ケーブル   広報担当 ０７８－８９４－２０８８  

六甲山スイスフェア 
期間限定メニュー(左) 

キャラクターパネル設置イメージ(上) 
ⓒZUIYO 

雪ゾリイメージ(左) 

小学生 
ボードスクール 
イメージ(右) 

六甲山 
カンツリーハウス 
イメージ(左) 
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■六甲山フィールド・アスレチック「シーズンオープン＆次回入場無料券プレゼント」 
 
 国立公園・六甲山の地形を生かした山あり谷ありの緑に囲まれた約
３０，０００㎡のエリアに、丸太で作られた木製遊具が４０ポイント点在
する全長約１㎞におよぶ本格アスレチックコースが今年もオープンし
ます。今回はシーズンオープンを記念して、３月１７日（土）、１８日
（日）、２１日（水・祝）の３日間にご来場いただいたお子様限定で、次
回ご来園時に使える『六甲山フィールド・アスレチック入場招待券』を
プレゼントします。 
【営業期間】 ３月１７日（土）～１１月２５日（日） 

※雨天等コンディション不良の場合は、営業を中止する場合あり 

【営業時間】 １０：００～１７：００ （１５：３０受付終了） 
【入場料金】 中学生以上 ９３０円 ／ ４歳～小学生 ５１０円  
＜シーズンオープン記念 入場無料券配布キャンペーン＞ 

３月１７日（土）、１８日（日）、２１日（水・祝）の３日間に、有料入場
されたお子様(４歳～１２歳)限定で、『次回入場無料券』を１名様に
つき１枚プレゼントいたします。  
※シーズン期間中有効 ※ご来場日の翌日からご利用いただけます 

 
■六甲高山植物園「シーズンオープン＆ミズバショウまつり」 
 
 暖かな日差しを受け、日に日に花々が芽吹き始めている六甲高山
植物園は３月１７日(土)から今シーズンの営業をスタートいたします。
例年好評をいただいているカタクリやヘレボルス・チベタヌスをはじめ
とする、早春の花の魅力をより深く知ってもらうためのクイズラリーを
今年も開催するほか、新たな取り組みとして、灘五郷の酒蔵と連携し
た「ミズバショウまつり」も３月３１日(土)からスタートします。 
 
【営業期間】 ３月１７日（土）～１１月２５日（日） 
【営業時間】 １０：００～１７：００ （１６：３０受付終了） 
【入園料金】 中学生以上 ６２０円 ／ ４歳～小学生 ３１０円  
＜六甲高山植物園 ミズバショウまつり＞ 

  ３月３１日(土)から４月１５日(日)の間でミズバショウの開花に合わ
せて、ライブ演奏や絵手紙講座を開催し、園内の賑わいを醸成しま
す。期間中の土曜日には５つの酒蔵が週替わりで有料試飲会を行
うほか、芋煮の屋台も登場します。 

https://www.rokkosan.com/hana/event/cat_profit_info/1602/ 
 

■六甲オルゴールミュージアム 特集コンサート 
「ストリート・オルガン・フェスティバル〜手回しオルガンを演奏しよう！〜」 
 
 華やかな装飾と情緒豊かな音色で人々を楽しませる手回しオルガン
は、ヨーロッパのお祭りや大道芸のＢＧＭとして古くから愛されてきま
した。イベント期間中、それらの楽器を紹介し、ヨーロッパのお祭り気
分で春の訪れを一緒に祝って楽しめます。お客様自身が手回しオル
ガンの演奏に参加することもできます。実際に所蔵品である楽器に触
れることは貴重な経験になるだけでなく、華やかで陽気なオルガンの
音色でより一層楽しい気持ちを盛り上げてくれます。 
 
【開催期間】 ３月１６日（金）～５月１０日（木）※会期中無休 
【演奏時間】 １０：３０～１６：３０の間、毎時３０分から各回約１５分間 
【入館料金】 中学生以上 １,０３０円 ／ ４歳～小学生 ５２０円 
【営業時間】 １０：００～１７：００（１６：２０ 受付終了） 

 

■六甲ケーブル「こども駅長体験＆夜景観賞ミニハイキング」 
１９３２年に開業し、間もなく８６周年を迎える六甲ケーブルでは、よ

り多くのお客様に親しんでいただくため、お子様に向けた「こども駅長
体験」及び、夜の六甲山を存分に楽しむ「夜景観賞ミニハイキング」を
開催いたします。 

六甲山フィールド・アスレチック 場内の様子 

ミズバショウの群落 

演奏体験(イメージ) 
演奏体験(イメージ) 
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＜六甲ケーブル こども駅長体験 キミの合図で出発だ！＞ 

六甲ケーブルの制服を着て、構内アナウンスや改札業務、出発
の合図を体験します。 
【開催日程】 ３月３日(土)～３１日(土)の土日祝 (要予約) 
【開催時間】 １０:００／１０:４０／１１:２０／１２:００／１２:４０ 
【参加料金】 無料 
【参加対象】 ４歳～小学生までのお子様  

※ＷＥＢサイト(https://www.rokkosan.com)もしくは、 

電話(０７８-８９４-２０７１)での事前予約が必要です。 
 
＜六甲ケーブルハイキングスタッフと歩く 夜景観賞ミニハイキング＞ 

六甲ケーブル山上駅から六甲ガーデンテラスの夜景スポットを案
内します。ゴールは絶景の広がる自然体感展望台 六甲枝垂れ。 
【開催日程】 ２０１８年３月１８日（日）、２５日（日） 
【開催時間】 １７:３０～１９:３０ ※受付は六甲ケーブル下駅 
【参加料金】 １,７００円 

 ※ＷＥＢサイト(https://www.rokkosan.com)もしくは、 

 電話(０７８-８９４-２０７１)での事前予約が必要です。 

 
 

＜各施設営業概要＞ 
 
 

                                   

こども駅長 イメージ(写真上) 
夜景ミニハイキング イメージ(写真下) 

六甲ガーデンテラス 
【営業時間】  ９：３０～２１：００ ※イベント開催期間中無休     【入場料】 無料 ※一部有料施設あり  

【所在地】 〒６５７-０１０１ 神戸市灘区六甲山町五介山１８７７-９ 

 六甲山スノーパーク 
【営業期間】 ２０１８年４月１日（日）まで ※コンディション等により営業を中止･内容を一部変更する場合あり。 

【営業時間】 月～木曜日 ※土日祝日を除く ９：００～１７：００（１６：３０受付終了） 

         金曜日、土日祝日  ９：００～２２：００（２１：３０受付終了） 

 ※スノーランドは９：００～１７：００ 

【入園料】 ◆デイタイムチケット （９：００～１６：３０） 中学生以上２,１００円 ／４歳～小学生１，０５０円 

 ※リフト料金別 ※ナイター実施日は１５：３０までの販売 

 ◆ナイターチケット （１６：００～２１：３０） 中学生以上２,６００円 ／４歳～小学生１，５５０円  

 ※乗り放題のリフト券付 ※金曜日、土日祝日のみ販売 

 【所在地】  〒６５７－０１０１ 神戸市灘区六甲山町北六甲４５１２－９８ 

                                        
六甲山フィールド・アスレチック 
【営業期間】 ３月１７日（土）～１１月２５日（日） ※ 雨天等コンディション不良の場合は、営業を中止する場合あり

【営業時間】 １０：００～１７：００ （１５：３０受付終了） 
【入場料】 中学生以上 ９３０円 ／ ４歳～小学生 ５１０円 
【休場日】  祝日及び夏休み期間（７月２６日（木）～８月３０日（木））を除く木曜日、４月９日（月）～１２日（木） 

  【所在地】  〒６５７－０１０１ 神戸市灘区六甲山町北六甲４５１２－９８ 

 
六甲高山植物園 
【営業期間】 ３月１７日(土)～１１月２５日(日) ※９月６日(木)は休園 

【営業時間】 １０：００～１７：００（１６：３０ 受付終了） 

【入園料】  大人（中学生以上）６２０円 ／ 小人（４歳～小学生）３１０円 ／ シニア(６５歳以上)５２０円 

【所在地】  〒６５７－０１０１  神戸市灘区六甲山町北六甲４５１２－１５０ 

 六甲オルゴールミュージアム 
【営業時間】 １０：００～１７：００（１６：２０ 受付終了） ※イベント開催期間中無休 

【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】  〒６５７－０１０１  神戸市灘区六甲山町北六甲４５１２－１４５ 

 
六甲ケーブル 
【運行時間】７：１０～２１：１０                        【定 休 日】無休 

【 運 賃 】片道／大人５９０円、小児３００円 往復／大人１,０００円、小児５００円   ※往復は 2日間有効 


