


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♪

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

神鍋高原キャンプ場
“初めてキャンプ”にピッタリな、

何かと便利なキャンプ場

実際に見る”気球の大きさ”に圧倒!!

運が良ければ雲海も！？ 
　　　 360度のパノラマビュー!

バスケットに揺られて浮かぶ”非日常感覚”を体験♪
鳥と同じ景色を楽しめるのはもちろん、
「これだけ綺麗に噴火口跡が残っているのは貴重」
と言われる神鍋山のクレーターも空から一望できますよ︕

さらに、1000℃以上・7mもの火柱を放つのバーナーの
熱と音も迫力満点!!  心が躍ります♪
この感動は、「来て」「見て」「乗って」みないと分からない!?

※フリーフライトではありません。気球はロープで地面に係留された状態で上昇・下降します。



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♪

キャンプ用品を持っていなくても大丈夫︕ぜ～んぶセットになったプランもあります♪
テントやキャンプ用品を持っていなくても、アウトドアライフが楽しめますよ♪
設営もスタッフが事前に（または一緒に）行いますので安心・楽チン、後片付けも心配ご無用です︕
テントの種類は、エントリーキャンパーに人気の【snow peak アメニティドーム M】。
テントには、インナーマットやグランドマット、寝袋（4 人分）も完備︕
グランドマットは厚み 2cm のクッションマットなので快適♪ 地面の凹凸に、痛い思をさせません !!
これからテントの購入を考えている方は、試しに使ってみるのもいいかも !?
陽射しを遮って快適に過ごすには必須のタープも、大型のヘキサタープをご用意。
お子様にも安全な電池式の LED ランタン２個、木製ベンチテーブル、 BBQ コンロ（小）もセットに
加えました︕（BBQ コンロは、焚き火台に変更も OK です。）

【燻製工房・煙神特製】燻製付き BBQ セット … \1890/１人前（※予約限定１日30セット）

地元・神鍋高原にある『燻製工房 煙神』から、特製 BBQ セットをご用意いたします♪
キャンプ場から車で 1 分の場所にキッチンがあるので、新鮮なまま現地へお届け︕
セットには、【煙神】手作りの燻製やソーセージもプラスされていています。
これは他で真似できない燻製工房ならでは︕︕
燻製とソーセージは、かるく炙っていただくのも美味しいですよ。
もちろん、そのままでも食べられるので、お肉や野菜が焼けるまでのおつまみとしても重宝します。
お肉と燻製・ソーセージの総量は 320g!! 食べ応えも十分 !!
美味しいだけでなく、「気温が上がる季節に、生食材を準備して管理するのは心配…」というお客様も
” 安心 ” で ” 大助かり ” の BBQ セットです。

神鍋高原キャンプ場に姉妹サイト
【グランピングテントサイト】が誕生しました。
名前は『5 sense（ファイブセンス）』

「五感で感じる」がコンセプト。
自然の中で過ごす時間をゆったりとお楽しみください。

「ちょっぴり豪華＆手ぶらで OK な アウトドアライフはいかが︖」 
～ グランピングサイトが新たに誕生 ～

ご予約・お問い合わせは、0796-45-1545 まで

※フリーフライトではありません。気球はロープで地面に係留された状態で上昇・下降します。

開催期間
大人 （中学生以上） 2900 円

子ども（小学生以下） 1800 円

料金表（搭乗時間・約 5 分、8 人までの乗り合い制）

※幼児（3 歳以下）︓無料
※小学生以下のお子様は 18 歳以上の保護者の同伴が必要です。
※保護者 1 名につき、幼児 1 名の乗車が可能です。

最小遂行人数

4 月下旬 ～ 11 月下旬

運行開始時間

朝と夕方の 2 部制
朝 　 6:30 ～ 7:30 スタート

夕方　17:00 ～ 18:00 スタート
※季節により開始時間が異なります。
　詳しくは HP 等でご確認下さい。

集合・受付場所

アップかんなべ中央ゲレンデ
グリーンクロス クリスノ

※気球乗船場所は、神鍋山山頂（車で送迎あり）
　もしくは、アップかんなべ駐車場となります。
　（当日の気象条件等により決定いたします。）

中止となる場合

備考

５名（貸切フライト等は別途お問い合わせ承ります。）

●安全のため、雨天、および風速 3m/s 以上で運行を
　中止いたします。

（※受付後も天候の変化により中止する場合があります。）

●運行の可否については、安全を最優先し、
　パイロットの判断にて決定をいたします。
　何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

●安全のため、リュック・手荷物・自撮り棒の
　持ち込みは不可。
　（手持ちのカメラ・スマートフォン・携帯電話は OK）

●心臓病、高所恐怖症、妊婦、飲酒、薬物服用の方は
　搭乗をお断りします。

●山頂フライトの場合、山頂にはトイレ設備がないので、
　予めお手洗い等を済ませてからご移動願います。

①バナーチェック。7m もの高さに立ち
　上る炎は、それだけでも迫力満点︕

②まずは大きなファンで気球を膨らませ
　ます。気球の大きさに圧倒されそう︕

③続いてバナーで温めた空気を送り込み
　ます。

④浮力がついて気球が立ち上がりました︕

⑤テイクオフ︕360 度のパノラマビュー。
　山の稜線が朝日に輝いています。

⑥あなたも熱気球に乗って、空の散歩へ
　お出かけしましょ♪ ※ご予約・詳しい情報は、Web又はお電話で



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

1000 円

2750 円

3750 円

1000 円

500 円

1500 円

3500 円

5000 円

1000 円

500 円

● 宿泊キャンプ・持ち込みテントプラン  （要予約）

                 ご利用内容（9:00 ～ 18:00）

施設使用料

環境整備費（1 日あたり）

タープ 1 張り含む

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

750 円

500 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︓ゴールド料金日を除く土曜日など

・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でもフリーサイトでも、お好みの
　サイトをご利用いただけます。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・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、管理棟にて受付をお願いいたします。
　繁忙日の場内状況については、お電話にてご確認ください。

※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。

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。） ※ご予約・詳しい情報は、Web又はお電話で

ご利用内容（チェックイン 13:00 / チェックアウト 11:00）

セットプラン

環境整備費（1 日あたり）

定員 4名

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

18000 円

500 円

19000 円

500 円

20000 円

500 円

● 宿泊キャンプ・テント＆タープ＆キャンプ用品セットプラン（要予約）

※過度な混雑を避け、お客様のテントスペースを守るため、　テント数に上限を設けて入場制限をしております。

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。

かつて活火山だった神鍋山の溶岩石で
作られた水場。この苔の生した感じも
お気に入りです♪

今では珍しくなったリヤカーで運搬。
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★

テレビもなんにもないけれど、
ランタンや焚き火の灯りで照らされた
オレンジ色の顔は、
大人も子供もみんな笑顔。



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・GW・お盆休み期間営業 ※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。




