ROKKO

COTTAGES
六甲コテージ

アクセス
車では、大阪から約１時間、神戸から30分、京都から約
１時間半。国道２号線から表六甲ドライブウェーを上が
ると六甲山上まで約20分程度。山上の記念碑台よりコ
テージまで約５分

別荘の楽しいところだけ、山ライフをもっと気軽
に快適に楽しんで頂けたら、、、という思いから
六甲コテージは生まれました。

公共交通機関では、JR六甲道駅/阪急六甲駅より、市バ
ス１６系統（またはタクシー）で六甲ケーブル下駅へ。
ケーブルで山上駅まで10分、山上駅から徒歩15分

２棟だけのプライベートコテージには、ベッドルーム、ダイ
ニング/ソファスペース、ロフトがあり、広々としたデッキ
に一歩出れば森の中、夏には緑の甘い香りに、冬には凛と
した空気に包まれます。寒い夜は薪ストーブの火のぬくもり
をどうぞ。霧の日や蒸し暑い時でも快適に過ごせるよう
に、エアコン、除湿機を備えています。ロフト部分は、人
数が多い場合の宿泊場所として、また子供達の遊び場/寝る
場所に。ご自分の山荘に行くような気分でステイして頂け
るよう、家電、調理器具、食器、バス用品、タオル、寝
具、ワイドスクリーンTV、DVDプレイヤー、iPhone/iPod
用スピーカーなど揃えてあります。
デッキでWeberのグリル（炭火）でBBQ、ワインを飲みな
がら語り合ったり... 楽しみ方も色々です。
ワイヤレス環境でメールやネットが必要な時も安心です。
標高780mのコテージは、神戸の街より６〜１０度ほど気
温が低く東北/北海道南部の気候。気持ちよくお過ごし頂け
るようにフリースジャケット、電気ヒーター、電気毛布な
どをご用意しています。

ご予約の際に、詳しくご案内致します
当コテージ敷地内は禁煙とさせて頂いております。森林
火災防止にご協力お願い致します。会員専用のコテージ
となっております。利用規約にご同意頂き、会員登録を
されてからのご利用となります。

六甲山ライフ
六甲山上、大阪湾を一望する自分だけの場所。街を後
にし、四季折々の自然があふれる山のコテージへ
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六甲コテージ
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街から20分の六甲山なら、山を下りて街へお出かけも
簡単。山ライフと街ライフ
の両方を楽しめます。

The Best of Both Worlds
六甲山でなにしよう？

六甲山主義！

瀬戸内海国立公園に属する六甲連山（最高峰の標高931m）
は東西に30kmにわたって神戸阪神間の街の背後に広がってい
ます。街から至近距離にありながら豊かな自然の中、幼児か
ら大人まで世代を問わず楽しめる場所として親しまれており
アクティビティ、イベントが年間を通じて行われています。
☆カンツリーハウスでは広い芝生で遊んだり、池でボートこ
ぎ、パターゴルフ、子供が喜ぶ遊具、施設がいっぱい。冬には
人工スキー場、雪遊びも。

山も街も楽しみ方いろいろ

☆フィールドアスレチックは40

自分たちだけの雲上の隠れ家、六甲コテージ。
眼下に広がる街を見ると、空中に浮き上がるような解放され
た気分に。 静かな森の中では、自然に心も体もゆったりとリ
ラックスして、そこにいるだけで元気が充電されてくるから
不思議です。
六甲山の「ほっとする」魅力に、きっとまた何度も帰って来
たくなることを願って。

種類、山の斜面を活かしたアップダウンのある、なかなか
ハードなコース。歩くだけでもいい運動で、子供も大人も楽
しめます。

☆六甲山牧場では羊や牛、ポニーなどの動物を

見たり、体験型イベントに参加できます。

☆ロープウェイで

山の裏にある有馬温泉へ。温泉、足湯はもちろん、散策しな
がらお店を覗いたり、美味しそうな物をつまんだり。健脚の
方は有馬まで歩いてみるのもいいですね（約１時間）。

☆

広大な森林植物園（総面積142ヘクタール）は、植物や野
鳥、昆虫の観察以外に、のびのび遊べる広場、遊具、ランチ
の美味しいカフェも。 ときにはジャズライブ、ヴァイオリン
コンサート、クラフトなど多彩なイベントを行っています。
☆無数にあるハイキングコースは、初心者からベテランま

こころもからだも「山時間」にひたる
明け方、早朝、夕暮れ、夜、いろいろに表情を
変える山の風景。外に出て、空や雲、木々や草
花を眺め、思い切り森の空気を吸い込もう！
見上げると星がたくさん！月の明かりって、こん
なに明るかったんだ... 人工の明かりも音も無い
ところにいると体も自然のペースに。なぜかぐっ
すり眠れます。夜通し語り明かすつもりが、いつ
もより早寝してしまうかもしれません。

で、長くも短くも、散歩程度にもハードにもプランニング自

六甲コテージのデザイン

在。

鳥取県出身、横浜国立大学大学院修了後、妹島和世建築設計

☆ロッククライミング、ボルダリングできる所も。

by 建築家 吉村寿博

☆他に、オルゴール博物館、高山植物園、ガーデンテラス、

事務所SANAA（東京）に勤務、金沢２１世紀美術館の建設

レトロ建築（明治〜昭和初期）、アートイベント、参加型ク

にはプロジェクトリーダーとして携わり、その後、金沢にて

ラフトイベントなど、運動以外の楽しみもあります。

吉村寿博建築設計事務所設立。

山上に、日本で最初に作られた名門ゴルフ場「神戸ゴルフ倶

「Live diﬀerent

楽部」があります。ゴルフ場まではコテージから歩いてすぐ。

Live creative

違いのある暮らし
創造的な暮らし

素晴らしい景色、アップダウンのきつさ、ショートホールが

建築を作ることは、ひとを幸せにすること、世の中を変える

多いユニークなコース。薬剤を使わず自然を大切にする姿勢

こと。よい建築はひとの感情に影響を与え、日々の生活を豊

は創立以来の伝統です。またクラブハウスは、阪神間モダニ

かにします。未来に向けた資産になること。それが建築を考

ズムを象徴する建築（ヴォーリーズ設計）で、クラシックな

えることの面白さだと思っています。」

佇まいが素敵です。
2014.7.1
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すっきりとした長方形、直線レイアウトの「まつ」
キッチンに少しゆとりを持たせ、長期滞在に使いやすい作りです。
ソファベッドはシングルサイズ、ベッド（クィーン）に２名、ロフトに４名
最大７名ですが、３〜４名までですと、より快適にお過ごし頂けると思います。

デッキ

正方形の箱が入れ子になったデザインの「さくら」
キッチンはコンパクトですが、リビングスペースを
ゆったり取っています。
ソファベッド、ベッド共にクィーンサイズ（各２名）
、
ロフトに４名で最大８名ですが、４〜５名までですと
より快適にステイをお楽しみ頂けます。
長期滞在の方：
食材：山上に小さい食品店（藤原商店と内藤商店の２店）があります。品揃えに限り
があるので、足りないものは、山の下のスーパー（車で 20 分）でお買い物して頂く
ことになります。
お洗濯：母屋の洗濯機、ガス乾燥機をご利用頂けます。ガスの大型乾燥機は、雨でも
霧でも、速くふんわり乾きます（40〜50 分）

コテージには、ご自分の山荘に行くような気分でご滞在頂けるよう基本的な
ものは備えてあります。エアコン、冷蔵庫、掃除機、コーヒーメーカー
電子レンジ、炊飯器、オーブントースター、ホットプレート、お鍋や包丁、その
他の調理器具、食器類、ペーパータオル、ティッシュ、指定のごみ袋、ふきん
キッチンタオル、食器洗い洗剤やスポンジ、シャンプー、ソープ、歯ブラシ
人数分のタオル、寒い季節には羽毛布団と厚手の毛布、電気毛布、ヒーターも
ご用意しています。街より６〜１０度気温が低く朝晩は冷えますから、夏以外
の３シーズン、フリースジャケットをご用意しています。Weber の BBQ グリル
をデッキでご利用頂けます。こちらで炭、着火など準備も致します。
コテージはワイヤレス環境です。室内でもデッキでもメール、インターネット
可能です。TV と DVD プレーヤーの他に iPhone/iPod 用スピーカーがあり
iPhone を充電できます。携帯各社対応の充電器もありますが、念のためご自身の
充電ケーブルをお持ち下さい。
備品のご希望などございましたら、出来る限り対応致します。

宿泊料金表
1 night １泊
Number of
staying
guests

2 nights ２泊

1 week ７泊

/cottage

/pers/night

/cottage

/pers/night

/cottage

/pers/night

宿泊料金（一棟）

一泊一人当たり

宿泊料金（一棟）

一泊一人当たり

宿泊料金（一棟）

一泊一人当たり

利用者数

2

¥40,000

¥20,000

¥60,000

¥15,000

¥98,000

¥7,000

3

¥45,000

¥15,000

¥66,000

¥11,000

¥115,500

¥5,500

4

¥48,000

¥12,000

¥68,000

¥8,500

¥126,000

¥4,500

5

¥50,000

¥10,000

¥70,000

¥7,000

¥140,000

¥4,000

6

¥54,000

¥9,000

¥78,000

¥6,500

¥159,600

¥3,800

7

¥56,000

¥8,000

¥84,000

¥6,000

¥176,400

¥3,600

8

¥58,000

¥7,250

¥88,000

¥5,500

¥190,400

¥3,400

- 上記料金に別途消費税を申し受けます
- 料金表の利用者数は、ご利用になる大人（１８歳以上）の人数でご参照下さい。高校生以下の家族、子供はカウントしなくて結構ですが、寝具等の準備の
ため、利用者全員のお名前と年齢をお知らせ下さい。
- 上記以外の期間、また１週間以上のご滞在については、お問い合わせ下さい。

