


                 ご利用内容（9:00 ～ 18:00）

施設使用料

追加タープ

環境整備費（1 日あたり）

タープ 1 張り含む

1 張り

1 人（小学生以上）

ブルー料金日 グリーン料金日 ゴールド料金日

500 円

500 円

500 円

750 円

750 円

500 円

1000 円

1000 円

500 円

● デイキャンプ・BBQ

・ゴールド料金日︓夏休み、お盆、ゴールデンウイークなど

・グリーン料金日︓ゴールドシーズンを除く土曜日、祝日、
祝前日の日曜など

・ブルー料金日︓ゴールド、グリーン料金日を除く平日など

※各料金日の設定は、キャンプ場 HP にて「営業日カレンダー」
をご確認ください。

※マウンドアップサイト・フリーサイトとも同一料金です。
場所の指定予約はできません。

※2 ルームテント（ドーム型テント（寝室部）に、リビング
スペース（前室）がついているタイプのテント）は、テント
+ タープの扱いとなります。

※2 ルームテントに加えてタープをご利用の場合は、
追加タープの料金が必要となります。

※ご予約いただく前に、必ず本紙裏面・HP にて、ご利用規約・
場内ルール・キャンセルポリシーをご確認ください。

※デイキャンプの予約は承っておりません。
ご来場時、管理棟にて受付をしてください。

※宿泊キャンプ・デイキャンプ共、団体でご利用の場合は、
事前にお問い合わせください。

フリーサイトエリアは広々使えて、
思い通りのレイアウトに。

マウンドアップサイトは 7ｍｘ7ｍあって、
周辺スペースにも余裕あり。

なかなか触れることのなくなった
リヤカーで荷物を運搬。
子どもたちも楽しみながらお手伝い︕

キャンプの一番贅沢なところは、
野外で夜を過ごすこの時間。
条件のそろった夜には、満天の星空も★

徒歩 5 分（車で 1 分）で、“神鍋温泉ゆとろぎ”
と “道の駅・神鍋高原” へ。流した汗も温泉
でサッパリ︕ 夏には名産 “神鍋スイカ” が
入手可能。オススメは、道の駅のパン屋さん

『Pain de “A”（パン・ド・アー）』。
コンビニやコインランドリー（車で 2 分）、
飲食店も多数あるので、いざという時も便利
で安心です。

直火 OK エリアなら、溶岩石を並べて焚き火
ピットを作ったり、飯盒やダッチオーブンな
ど火力が必要な調理も大丈夫♪
闇に浮かぶオレンジの炎と火の温もり、パチ
パチと火の粉を散らす薪の音、焚き火は夜を
野外で過ごすキャンプならでは醍醐味 !!

敷地面積 33,000m2︕松林に囲まれた自然の中
で、ゆったり楽しめるキャンプ場です。
車の乗入は不可ですが、おかげで排気ガスやエ
ンジン音を気にすることなく、静かな時間を過
ごせますよ。

ゴミステーション完備︕きちんとルールに従っ
て分別にご協力いただければ、キャンプで出た
飲食ゴミは無料で引き取ります︕
暑い季節に生ゴミを持って帰らなくていいのは
嬉しいですよね♪

神鍋高原キャンプ場 / 営業期間：4月下旬～11月上旬・毎日営業
（※予約のない平日は休業の場合があります。） ※詳しくはWeb又はお電話で

ビギナーキャンパーも安心♪

はじめてみちゃう!?
 エンジョイ
  アウトドア

ご利用内容（チェックイン 13:00 / チェックアウト 13:00）

ソロテント（1 人用 + タープ）

テント（2 ～ 6 人用）+ タープ

 / 2 ルームテント（2 ～ 6 人用）

テント（7 ～ 10 人用）+ タープ

 / 2 ルームテント（7 ～ 10 人用） 

追加タープ 

環境整備費（1 泊あたり） 

1 張り +1 張り

1 張り +1 張り

　/　1 張り

1 張り +1 張り

　/　1 張り

1 張り 

1 人（小学生以上）

ブルー料金日 グリーン料金日 ゴールド料金日

500 円

2000 円

2500 円

1000 円

500 円

● 宿泊キャンプ（要予約）

1000 円

2750 円

3750 円

1000 円

500 円

1500 円

3500 円

5000 円

1000 円

500 円



全長 平均斜度

使う用具もコースも冬のゲレンデとまったく同じ︕
だから、プロスキーヤーも夏のトレーニングとして
おおいに活用しています。

※スキーレンタルは、スキー板・ブーツ・ストック、
　ボードレンタルには、スノーボード板・ブーツが
　含まれます。

大人リフト券 3,000 円

子どもリフト券（中学３年生まで） 2,000 円

１日利用料金表（土日祝・夏休み期間 9:00 ～ 16:55）

スキー・ボードレンタル 1,000 円

※転倒時の怪我防止のため、長袖・長ズボン等、
　肌の露出の少ない服装をお勧めいたします。
　また、滑走性向上のため散水をしておりますので、
　濡れてもいい服装でご利用ください。

※サマーゲレンデの滑走感覚は雪上と全く同じでは
　ありません。特にブレーキングから止まるまでの
　制動距離は長くなります。
　スピードの出しすぎにはご注意ください。

グラススキー・マウンテンボード・バギークロス/サマーゲレンデ
営業期間：4月下旬～11月上旬の土日祝・夏休み期間営業 ※詳しくはWeb又はお電話で

人間とは、『斜面を滑る』ことが楽しい生き物です！

日本最長！

　　全長１５０ｍの『スーパーウェイ』に乗ろう！

冬のスキーやそり遊びはもちろん、滑り台や自転車で下る坂道、はたまたジェットコースターだったり !? 

　「斜面を滑る」「スピードに乗って坂を下る」って、子どもはもちろん大人だって楽しいでしょ !!

キレイな緑のヒミツは、
　　　　　　管理された『天然芝』

思わず「ゴロン」ってしたくなっちゃう︕気持ちいい緑のヒミツは「天然芝」      でも、手つかずの自然が何でもいいって訳じゃありません。ほったらかしだと雑草がボウボウに︕  
日々おじさんたちが草刈りを絶やさず、管理してる芝生だから、こんなにキレイなんです。

動く歩道「スーパーウェイ」があるから、斜面を上るのも楽々♪　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高原の風を切って、快適ロングクルージング !!

大人
子ども

（中学３年生まで）

１日利用 PM３時以降

3,000 円

2,000 円

2,000 円

1,500 円

料金表
（土日祝・夏休み期間 9:00～16:55）

※スーパーウェイ乗車・アイテムレンタル・パターゴルフが利用できます。

パターゴルフのみ 1,000 円（大人・子ども共通）

キャタピラで草の上を滑るグラススキー。
上手く滑れた時の感動と爽快感は格別︕

ヨコノリ系にはコチラ︕コツをつかんで
斜面をクールに駆け抜けよう !!

ブレーキもついているので、安全＆お手軽に
高原クルージングが楽しめます♪

みんなで楽しめるパターゴルフ。天然芝・
全 18ホール、子ども用クラブもあります。

小さなお子様向けに、ブレーキ付きのバランスバイクも︕
ペダルなしタイプと、ペダル付きタイプの両方があるから、
自転車に乗る練習もバッチリできますよ♪

※転倒時、擦傷等の怪我防止の為、長袖・長ズボンなど
　肌の露出の少ない服装をお勧めいたします。

ご利用時間内でのアイテムチェンジもＯＫ︕

複数アイテムの占有はご遠慮ください。
長い休憩をとる時はアイテムをご返却下さい。

多くのみなさんが楽しんでいただけますよう、
ご協力をお願いいたします。



〒669－5372 兵庫県豊岡市栗栖野59-13

Tel ： 0796-45-0800

国定公園　　神鍋高原
日高神鍋観光協会

http://hidaka.kannabe.info

北近畿豊岡道・日高神鍋高原 IC を降りて左折
国道 482 号を香美・村岡方面へ → 神鍋高原
※北近畿豊岡道の渋滞が予想される場合は、和田山 IC から国道 9 号、
   もしくは、円山川リバーサイドラインへの迂回ルートがあります︕

〒669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野59－78

[ 中央事務所 ]

Tel ： 0796-45-1545

神鍋高原 アップかんなべ
http://www.kannabe.co.jp

Tel ： 0796-45-1520 

[ 神鍋高原キャンプ場 ]

兵庫県

神鍋高原はココ！

食料調達などのお買い物も、
インター周辺でそろうのでとっても便利 !!

直径 6cm のボールをクラブ
で打って、ホールポストに
ホールインするまでの打数
を競うスポーツです。親子
でもグループでも、レジャー
感覚でプレイできます。

※詳しくはWeb又はお電話で グリーンクロスクリスノ
グラウンド ・ ゴルフ場

日本グラウンド・ゴルフ協会認定コース

８ホールｘ４コース　計３２ホール

「グラウンド・ゴルフ」 って、 な・ん・だ !?

ホールポスト

クラブとボール

スタートマットのティーに
ボールをセットして、第１
打目をショット～︕ ホール
ポストまでの距離は、ホー
ルによって 15 ～ 50ｍくら
いです。

ホールポストの輪っかの中
にボールが入れば OK ︕
でも、輪っかの中で止まら
ないと NG↓ 目指せ︕ホー
ルイン・ワン (^^♪

料金︓大人 500 円・子ども 300 円 /1 日（用具代別）
クラブ・ボール貸出︓大人 300 円・子ども 200 円 /1 日

営業期間︓４月下旬～ 11 月中旬・毎日営業


