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RESTAURANT

ACTIVITY
天然温泉 延羽の湯 野天 閑雅山荘

里山に抱かれて最上のくつろぎを

対象は／二輪車・普通車のみ
『延羽の湯 野天 閑雅山荘』では、ご入浴の利用に限り、

お会計時に入浴料金から車両入園券額を割引精算させていただきます。

駐車料金サービスのご案内

　　 ・お会計時に｢車両入園券｣をご提示ください。
　　 ・｢車両入園券｣は、ご利用当日分のみ有効です。
　　 ・お食事のみのご利用は、対象外とさせていただきます。
　　 ・各種優待券、他施設と延羽の湯のセット券は対象外です。
｢車両入園券｣をお持ちでない場合、上記サービスは受けられません。
　　　　※車両入園券は精算時に回収させていただきます。

08

大自然の冒険テーマパーク

【LO】食　　事21:00 
　　　ドリンク21:00 

【LO】食　　事21:00 
　　　 ドリンク21:00  

【LO】食　　事21:00 
　　　ドリンク21:00 

地場旬彩 美嚢舎
みのうや

囲炉裏料理 熾火
おきび

炭焼き 七厘場
しちりば

レストラン営業時間 │ 11:00～22:00　TEL:0794-83-2655

アドベンチャー・キャニオンへは
園内バス（ホテル前下車）
又は遊歩道をご利用下さい。

※要予約

延羽の湯独自の高濃度な“極小炭酸泡”が血
管年齢を若く保ち、健康と美肌の継続が期待
できます。
※自社調べ(高濃度炭酸泉と極小泡0.1μを組み合わせた炭酸)

営業時間　10:00～24:00(最終受付23:00)
                    古式蒸窯は22:00まで
注意事項　施設のご利用には別途料金が
　　　　　必要です。（ご宿泊別途優待）

日本初※の高濃度ナノ炭酸泉 大好評！

※要予約

アクティビティのチャレンジには、
動きやすい服装とスニーカーなどの靴を着用してください。

整理券は、各アクティビティ受付にて
配布させていただきます。

ワイルド・バギー／バギー専用受付

整理券

待ち時間を短縮
ファストレーンパス
(別途有料)
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施設によってはスカート・ヒール・サンダル・クロックス等では
ご利用いただけない場合があります。また、天候により、降雨や
泥ハネ等で衣服が汚れる場合がありますのでご注意ください。

・整理券(時間指定)は代表者による取得可能
  但し、団体は不可（５名様まで）
・お一人様１回のみの利用とさせていただきます。
キャニオン・ダイブ／ダイブ専用受付06
・整理券(時間指定)を配布
  但し、代表者による取得不可
・お一人様１回のみの利用とさせていただきます。

※整理券の再発行は出来ません。
※整理券にてご案内の時間に集合して下さい。
　集合に遅れた場合は無効となります。

ホテル ザ・パヴォーネ
クラブラウンジ
プール(夏季限定)
ワイルド・バギー
アドベンチャー・キャニオン
野外ステージ裏側
延羽の湯 野天 閑雅山荘
ネスタイルミナ
サンシャインジム前
サンシャインホール
ＧＬＡＭＰ ＢＢＱ ＰＡＲＫ

多機能
多機能
多機能
○
多機能
○
多機能
多機能
○
多機能
多機能
○
○

 ・ 第２駐車場・第３駐車場 
 ・ サンシャインホール前バス停

施設ご案内 プール(夏季限定)
アドベンチャー・キャニオン
ネスタイルミナ

ホテル ザ・パヴォーネ
プール(夏季限定)
ワイルド・バギー
アドベンチャー・キャニオン
延羽の湯 野天 閑雅山荘
サンシャインホール
ＧＬＡＭＰ ＢＢＱ ＰＡＲＫ
ガンバトル・ザ・リアル
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02
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05
06
07
08
09
10
11
12

03
06
09

01
03
05
06
08
11
12
16

トイレ

○

○

○

○

オスト
メイト

○

○

○

○
○

○

ベビー
チェア

○

○

○

○
○

○
○

おむつ
交換台

○

○

○

○
○

　
○

授乳室救護室

ＡＥＤ設置場所

ホテル ザ・パヴォーネ
プール(夏季限定)
延羽の湯 野天 閑雅山荘
ＧＬＡＭＰ ＢＢＱ ＰＡＲＫ
ＦＯＲＥＳＴ　ＭＡＲＫＥＴ

01
03
08
12
14

売　店
ホテル ザ・パヴォーネ前(駐車場内)
サンシャインホール前
ＧＬＡＭＰ ＢＢＱ ＰＡＲＫ
第２駐車場(ガンバトル・ザ・リアル最寄り)
延羽の湯  野天 閑雅山荘
第３駐車場(ワイルド・バギー最寄り)

14
P1
12
P2
08
P3

01

園内無料バスのりば
15分ごとに巡回しています。

路線バスのりば
ホテル ザ・パヴォーネ前

ホテル ザ・パヴォーネ
クラブルーム
プレミアムキャビン
メゾネットスイート
プールガーデンスイート
ロイヤルスイート
コテージ
キャンプ・フィールド

01
02
12
13
13
13
14
15

宿　泊

ホテル ザ・パヴォーネ01

案内所

ホテル前(ご宿泊専用)
ＧＬＡＭＰ ＢＢＱ ＰＡＲＫ
延羽の湯 野天 閑雅山荘

Ｐ１・Ｐ２・Ｐ３
14
12
08

駐車場

ホテル ザ・パヴォーネ
延羽の湯 野天 閑雅山荘

01
08

レストラン ホテル ザ・パヴォーネ
延羽の湯 野天 閑雅山荘
ＦＯＲＥＳＴ　ＭＡＲＫＥＴ

01
08
14

おみやげ

※季節により運行経路・時間が変更となります。
※運行時間は最寄りのバス停にてご確認下さい。

https://nesta.co.jp 2021.09

TEL：0794-83-5000（代表）
<ご予約専用> TEL:0794-83-5211
<団体様受付> TEL: 0794-83-5120

ご利用可能レストラン
■レストラン／ソーニ・ディ・ソーニテラス席
■GLAMP BBQ PARK／ドッグフィールド

４歳未満のお子様ご利用可能施設
■ワイルド・ジャンピング ■ネスタイルミナ　
■アニマル・フレンズ ■キッズ・エアジム

㊟保護者同伴(1Dayパス必須)にてご利用下さい。
グランピングエリア横には小さなお子様向けの
ウッドアスレチック遊具「サンシャインジム」あり

アクティビティ施設ご利用上の注意事項
・１Ｄａｙパスは全ての施設の利用を保証するものでは
 ありません。１日の体験人数には限りがあります。
  各施設、定員数に達し次第ご案内を終了します。
・ご利用は同伴者含めご自身の責任による参加に同意
 した方に限ります。未成年者（18歳未満）の体験には
 保護者の同意書サインが必要です。
・小学生以下の体験には保護者の同伴が必要です。

※天候､その他安全上の理由により､予告なく運営を変更・
中止または待ち時間を延長する場合があります。
　その場合、料金の一部返金等は行いません。
※安全上のルール、スタッフの指示等に従わない方は体験
できません。また､掲示してあるルール (注意事項)､スタ
ッフの指示等に従わないことに起因する事故に関しては、
一切の責任を負いかねます。
※体調の優れない方、心身等の疾患やその疑いのある方は、
体験できません。
※飲酒されている方､妊娠されている方は､危険防止のため
体験できない施設があります。
※場内での転倒やケガなどに関しては責任を負いかねます
ので、くれぐれもご注意ください。
※場内での盗難・紛失については一切の責任を負いかねま
す。貴重品等はお客様ご自身で管理してください。

ヒーローズ／サンシャインホール
ボルダリング／サンシャインホール

ガンバトル・ザ・リアル／ガンバトル専用受付16
・整理券(時間指定)は代表者による取得可能
  但し､団体は不可（５名様まで）

11
11
　・時間順整理券を配布（時間指定も可）

より快適に楽しもう！
公式アプリは
こちらから

MAP 　　 施 設 名　　　　  営業時間　　整理券　　　 コ ー ス　　　 　　　     定 員・利用制限駐車場

キャニオン・ドロップ
（スプラッシュ仕様）

16 P2

07 P1
09 P1

11 P1

アニマル・フレンズ 10:00～17:00 配布なし      ●
フリスビーゴルフ 10:00～17:00 配布なし ６ホール ４歳以上 1～4名
ネスタイルミナ            ～22:00 配布なし 最終入場21:00  ※営業日時は季節により異なります。  ● ●
ヒーローズ 10:00～22:00 10:00～ 1回 30分 ４歳以上 30名様毎
ボルダリング 10:00～17:00 10:00～ 1回 20分 ４歳以上 20名様毎
キッズ・エアジム 10:00～17:00 配布なし 1回 20分 ４歳～小学生 30名様毎  ●

ガンバトル・ザ・リアル   体験時間 30～60分 ８歳以上 勝利チーム連続ゲーム参加可10:00～17:00 9:30～
土日祝9:00～ 8:30～

05 P3

04 P3

 10:00～17:00 配布なし スピードサーキット １人乗り
 土日祝9:00～  チャレンジサーキット ２人乗り 　
ワイルド・バギー 

10:00～17:00 9:30～
 ファミリーアドベンチャー １人乗り

   アドベンチャー ２人乗り　 
 

土日祝9:00～ 8:30～ ＥＸアドベンチャー ２人乗り  
ワイルド・ジャンピング 10:00～17:00 配布なし 1回10分交替制 ４歳以上 2人合計体重/150kgまで  ●
ジャイロボード 10:00～17:00　配布なし ２コース/計３周 ４歳以上 体重/30～100kg
キッズ・バイク 10:00～17:00　配布なし 1回10分交替制 １人乗り 4歳～小学生
キッズ・レーサー 10:00～17:00　配布なし 1回  5分交替制 １人乗り 8歳～小学生（身長/130cm以上）

06 P2

スカイ・イーグル 10:00～17:00 配布なし 全長 560ｍ（４ﾚｰﾝ） ４歳以上 １人乗り   身長/ 200cm以下 ● 土日祝9:00～      体重/   35～115kg
　　　　　　　　 

10:00～17:00 
 スピードコース ４歳以上  1～3人 合計体重/100～250kg

　   配布なし ワインディングコース ４歳以上  1～3人 合計体重/  最大 200kg
 

土日祝9:00～ 
 ジャンプコース 小学生以上 １人乗り  体重/  40～120kg

キャニオン・スライド 10:00～17:00 配布なし エキサイトコース ４歳以上 １人乗り
 土日祝9:00～  チャレンジコース ４歳以上 １人乗り

ワイルド・ハーベスト 10:00～17:00 配布なし 野菜調理体験 ４歳以上   　 有料

 10:00～17:00 配布なし 魚のつかみ取り体験 ４歳以上 ※釣り体験は冬季のみ 　 有料

ワイルド・カヌー 10:00～17:00 配布なし シングル艇 中学生以上
   タンデム艇 ４歳以上 合計体重/160kgまで   ●

ファンコース
エキサイトコース
スリリングコース
エクストリームコース

小学生以上

中学生以上

体重/120㎏以下
    基礎体力テストクリア必須
    スタントマンの判断により
    体験可能コース異なります。
※小学生の体験には保護者の同伴が必要

キャニオン・ダイブ

１人乗り:
　10歳(且つ130cm)以上  　
２人乗り:
　運転/普通運転免許必須 
     同乗/４歳(且つ95cm)以上
     合計体重/150kgまで

11:00～17:00 10:00～
土日祝10:30～   9:30～



GLAMP BBQ PARK RESTAURANT

FOREST
MARKET

HOTEL
SHOP01

01

14

SOUVENIR SHOP

ネスタリゾート神戸オリジナルスイーツ 人気ＴＯＰ３

チョコクランチ
お土産にぴったりの
個包装チョコクランチ

不動の人気No.1お菓子です。

ゴーフル
バニラ・ストロベリー・チョコ
の３種をお召し上がりやすい
サイズに　１箱12枚入り

足跡焼きショコラ
動物のかわいい足跡の
ベイクドショコラクッキー

１箱12枚入り

その他オリジナルアイテム、ドリンク、お菓子、BBQグッズや
ワンちゃんグッズを取り揃えております。

ホテル ザ・パヴォーネ <１Ｆ> ホテル前駐車場内

Trattoria SOGNI di SOGNI
(トラットリア・ソーニ・ディ・ソーニ)

大阪うどん 明日喜

新和食 さざんか 鉄板焼 さくら 鮨　はりま

ラ  ン  チ 11:30～14:30（LO/14:30）
カ  フ  ェ 14:30～17:30（LO/16:30）

ディナー 17:30～21:30（LO/21:00）

大阪うどん 明日喜
11:30～15:00（LO/15:00）

三木の大自然が一望できる
最高のロケーションで、
快適に贅沢にアウトドアを楽しもう

12

人気のランチメニュー

グランプバーガー ネスタ宴チキン 窯焼きピッツァを
お楽しみいただけるトラットリア

季節の食材、
地元の味覚に

こだわった新和食を

極上素材を目の前で焼き
上げる本格的な鉄板焼きを

定休日：木曜日
※ご予約承ります。

檜一枚板のカウンターで
贅沢なひとときを
定休日：水曜日
※ご予約承ります。

大阪の街場の味が
大自然の中で味わえる

各レストランの営業時間・営業内容が、変更・休止となる場合がございます。
最新情報につきましては、各レストラン又はホテルまでお問い合わせ下さい。

● パスタやピッツァ　￥1,320～
● デザート　 　　　　　　　　　　￥550～

● 温・冷各種うどん　   ￥693～
● セットメニュー　　￥1,023～

１オーダー制に付、セットメニューのご注文
を承ります。ご注文いただかない場合は、別
途持ち込み料を申し受けます。

受　　付 ＧＬＡＭＰ ＢＢＱ ＰＡＲＫ レセプション
営業時間 11:00～21:00（場所により交替制）
体験条件 ｢1Dayパス｣でBBQフィールド利用可

注意事項　※事前ご予約優先です。当日の
お申込みは直接レセプションにて承ります。
※グランピングサイトのご利用には別途料
金が必要です。

自然と調和したモダンな空間で、ラン
チ・ティータイム・ディナーまで幅広いシ
ーンでご堪能いただけます。

もちもちとした細麺に、最後まで飲み干せる
澄んだ出汁。具材にとことんこだわった見た
目にも鮮やかなうどんが充実しています。

（第１駐車場方面）P1 zone

WILD CANOE

WILD HARVEST

06

CANYON DROP

CANYON SLIDE

（ホテル前）

メンテナンスのため休止中です。

SKY EAGLE

SPEED HAWK

※１、※２：国内91か所のレジャー・集客施設のうち、うつ伏せ姿勢で滑走する
　　　　　ワイヤータイプジップラインにおける自社調べ  … 2020年3月現在

… 日本最長※１・日本最速※２のジップライン

… スライダー型アクティビティ

…  フリーダイブアクティビティ

… ボール型ライド・アクティビティ

Ｐ２からは園内バス
にてホテル前下車Adventure Canyon P2最寄の駐車場

（第２駐車場）

11

HEROES KIDS AIR GYM

Sunshine Hall（第１駐車場方面）
室内・全天候だから、いつでも快適！

受　　付　ワイルド・ハーベスト受付
営業時間　10:00～17:00（最終受付16:30）
整  理  券　整理券の配布なし（待ち列対応）
所要時間　野菜の調理体験　　　約30分
　　　　　魚のつかみ取り体験　 約30分

受　　付　ワイルド・カヌー受付
営業時間　10:00～17:00（最終受付16:30）
整  理  券　整理券の配布なし（待ち列対応）
所要時間　約20分
体験条件　シングル艇：中学生以上
  タンデム艇：４歳以上（定員2名）
   合計体重160kg以下

注意事項　※ライフジャケットの着用
必要（無料貸出）※衣類・靴等が濡れる
可能性有※小学生以下は保護者同乗要

注意事項 ※地上トレーニングから始まり、各コースでスタントマンによる審査
をクリアすると次の高さに進めます。※小学生の体験には保護者の同伴が必要

受　　付　アドベンチャー・キャニオン総合受付
営業時間　平　日　10:00～17:00
　　　　　土日祝　  9:00～17:00
※最終受付時間は待ち時間の状況により変わります。

受　　付　ワイルド・バギー受付
営業時間　平　日　10:00～17:00　整理券（時間指定）配布 9:30～
　　　　　土日祝　  9:00～17:00　整理券（時間指定）配布 8:30～
整 理 券　  整理券の配布はアドベンチャーコースのみ
　　　　　サーキットコースは整理券の配布なし（待ち列対応）
体験条件　１人乗り／10歳（且つ身長130cm）以上
　　　　　２人乗り／運転：普通運転免許所持者
　　　　　　　　　　同乗：４歳以上（且つ身長95cm以上）
　　　　　　　　　　体重：合計体重150㎏以下
　　　　　※同乗者が未成年の場合、運転はその保護者に限ります。

整  理  券　整理券の配布なし（待ち列対応）
体験条件　１人乗り（４レーン）
　　　　　身長/200cm以下・体重/35～115kg
　　　　　※専用のハーネス・ヘルメット着用

整  理  券　整理券の配布なし（待ち列対応）
体験条件  スプラッシュ仕様…水着・タオル要（レンタル有）
  ①スピードコース/４歳以上 1～3人乗り合計体重/100～250kg
　  ②ワインディングコース/４歳以上 1～3人乗り 合計体重/ 最大200kg
　  ③ジャンプコース/小学生以上  １人乗り          体重/ 40～120kg

受    　付     アドベンチャー・キャニオン総合受付
営業時間　平日 　11:00～ 17:00
　　　　　土日祝 10:30～ 17:00
※最終受付時間は、プログラム最終回の開始30分前となります。
※最終受付時間は待ち時間の状況により変わります。
整  理  券　整理券（時間指定）配布 営業時間の60分前～
所要時間　約60分
体験条件
 ①ファンコース  高さ：  3.5ｍ  小学生以上・体重120kg以下
 ②エキサイトコース 高さ：  4.5ｍ 小学生以上・体重120kg以下
 ③スリリングコース 高さ：   8.0ｍ 中学生以上・体重120kg以下
 ④エクストリームコース 高さ：11.0ｍ 中学生以上・体重120kg以下

整  理  券　整理券の配布なし（待ち列対応）
体験条件　①エキサイトコース １人乗り ４歳以上
　　　　　②チャレンジコース １人乗り ４歳以上
※未就学のお子様は保護者（1Dayパス必要）同伴にてご利用下さい。

CANYON DIVE
高さ日本一※3の「生身ダイブ」で、身震いするほどの大興奮！

営業時間 10:00～22:00（最終入場21:00）
整  理  券 整理券（時間順）配布 10:00～
体験条件 ４歳以上 １回30分（30名様毎）
注意事項　※お子様（小学生以下）のみ
の利用不可※保護者（18歳以上）同伴要

BOULDERING
営業時間 10:00～17:00（最終入場16:40）
整  理  券 整理券（時間順）配布 10:00～
体験条件 ４歳以上 １回20分（20名様毎）

営業時間 10:00～17:00（最終入場16:30）
整  理  券 整理券の配布なし（待ち列対応）
体験条件 ４歳～小学生 １回20分（30名様毎）
注意事項　※未就学児は保護者同伴要
※４歳未満のお子様も保護者同伴にて
ご利用可※付添い（保護者）1Dayパス要

WILD JUMPING04
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GYROBOARD04

KIDS BIKE04

 

 

 

 

難易度選べる５つのコース １人乗り ２人乗り
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★★★★★
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－

－
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 300m  
 500m  
 500m  
 700m  
1.7km  

 全長 所要時間 整理券配布
 約20分  
 約20分  
 約20分  
 約20分  
約30分  

×待ち列対応
×待ち列対応
○整理券配布
○整理券配布
○整理券配布

スピードサーキットコース
チャレンジサーキットコース
ファミリーアドベンチャーコース
アドベンチャーコース
エクストリームアドベンチャーコース ※有料

WILD BUGGYWILD BUGGY

受　　付　ワイルド・バギー横
営業時間　10:00～17:00（最終受付16:30）
整  理  券　整理券の配布なし（待ち列対応）
体験条件　ジャンピング内　定員２名
 ※４歳未満保護者同伴にて利用可

受　　付　ワイルド・バギー横テニスコート内
営業時間　10:00～17:00（最終受付16:30）
整 理 券　  整理券の配布なし（待ち列対応）
体験条件　体重/30kg～100kg

注意事項　※年齢・身長制限以外に安全上の理由で体験できない場合があります。
※洋服・装飾品の汚損や破損などに関しては一切の責任を負いかねます。

（第 3駐車場方面）P3 zone

爽快感
と

スリル
満点の

４輪駆
動

バギー
ライド

爽快感
と

スリル
満点の

４輪駆
動

バギー
ライド

CANYONCANYON
ADVENTUREADVENTURE

おもいっ
きり

飛んで、
走って、

転がって
興奮と

絶叫が

とまら
ない！

おもいっ
きり

飛んで、
走って、

転がって
興奮と

絶叫が

とまら
ない！

美味しいひとときを過ごす、とっておきの時間
ホテル内の各種レストランを中心に、

ここでしか味わえないグルメ体験を豊富にご用意しております。
ご気分やシーンに合わせて、どうぞお好きなメニューをお楽しみください。

思わず笑顔になる「美味しい！」がいっぱい

GUN BATTLE THE REAL16

（第２駐車場）P2 zone NEW
OPEN!

大自然で、やるかやられるかの大興奮を！
ネスタリゾート神戸に大自然を舞台に仲間と一緒に挑む

ガンバトル・ザ・リアルが新登場
受　　付　ガンバトル・ザ・リアル受付
営業時間　平　日　10:00～17:00
  土日祝　   9:00～17:00
整  理  券　整理券（時間指定）配布 営業時間の30分前～
体験条件　８歳以上 
所要時間  60分
注意事項　※8～9歳のお子様保護者同伴要
※指定保護具の着用必要（無料貸出）※衣類
･靴等の汚損･破損等は、責任を負えません。

期間限定「スプラッシュ演出」／全身ずぶ濡れでよりアクティブに！

プロのスタントマンの指導により、想像を絶する高さから、
ハーネスなしでフリーダイブする技術を会得する特別体験プログラム。

1Dayパスで1メニュー体験可！

受　　付　ワイルド・バギー横テニスコート内
営業時間　10:00～17:00（最終受付16:30）
整 理 券　  整理券の配布なし（待ち列対応）
体験条件　4歳～小学生

KIDS RACER04
受　　付　フットサルコート内
営業時間　10:00～17:00（最終受付16:30）
整 理 券　  整理券の配布なし（待ち列対応）
体験条件　8歳～小学生（且つ130cm以上）

色々なタイプから選べる有料サイト
・一般有料サイト
　　　定員2～8名　（当日受付）
・ラグジュアリーシート
　　　定員４名　 　（事前予約制）
・プールサイドＢＢＱテント
　　　定員４名　 　（事前予約制）

ANIMAL FRIENDS07

03

受　　付　野外ステージ横
営業時間　10:00～17:00（最終受付16:30）
整  理  券　 整理券の配布なし（待ち列対応）
体験条件　エサやり体験別途有料200円

営業期間 2021年7月8日(木)～9月26日(日)
営業時間 7月   8日(木)～7月16日(金) 9:00～18:00(最終入場17:00)
 7月17日(土)～8月31日(火) 9:00～19:00(最終入場18:00)
 9月   1日(水)～9月26日(日) 9:00～18:00(最終入場17:00)

注意事項　※動物アレルギーやその疑い
のある方は体験できません。※動物のフン
などによる洋服・装飾品・手荷物の汚損や
破損などに関しましては、一切の責任を負
いかねます。

注意事項
※施設のご利用には別料金が必要です。
※プール施設のみご利用の場合は「1Day
パス」不要です。
※小学生以下のお子様のみのご利用不可。
18歳以上の保護者の方の同伴（有料）が
必要です。遊泳に関しても保護者の方の
監督のもとご利用ください。
※食品衛生上、食べ物のお持ち込みはご
遠慮下さい。お食事はプールサイドの
フードコートをご利用ください。

NESTA ILLUMINA
四季が織りなす美しさを輝く光で表現
大自然の冒険テーマパークならではの

感動と興奮をお届け
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(社)夜景観光コンベンション・ビューロー主催
2020年 第８回イルミネーションアワード

「プロフェッショナルパフォーマンス部門」関西No.1獲得

営業時間　～22:00（最終入場 21:00）
※営業日時は季節により異なります。
　詳しくはＷＥＢサイト https://nesta.co.jp

大自然のなかの巨大プールで、ここにしかない夏の大興奮を！
日本でここだけ！水の力で一気に加速する水のジェット
コースター「グレートブラスター」や、２トンもの水が
降り注ぐ関西最大級の「水の要塞」など、大自然ならで
はの爽快感と興奮を味わえる仕掛けが満載！

WATER FORTWATER FORTWATER FORT

NEW
OPEN!

笑顔満
開笑顔満
開

ネスタ
の夏は

プール
が

楽しい！
ネスタ

の夏は

プール
が

楽しい！

※３：国内において、ハーネス無しで常設ジャンプ台から飛び降りるアクティビティ施設としてNo.1

※土日祝のみ営業




