
[ 交通アクセス ]

より快適に楽しもう！
公式アプリは
こちらから

温　泉 家族風呂「離れ湯舎」古式蒸窯

大自然の冒険テーマパーク

https://nesta.co.jp

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

〒673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894-60

<お車で>山陽自動車道 三木東Ｉ.Ｃ.から 約  2分
　　　　  中国自動車道 吉川Ｉ.Ｃ.から  約30分
<直通バスで>
ＪＲ大阪駅発（北港観光バス）　　　　　 約60分
ＪＲ三ノ宮駅発（神姫バス） 約40分
<経由あり>※事前予約制（全席指定席）
京都駅八条口発（京阪バス） 約90分
<公共交通機関で>　神姫ゾーンバス
神戸電鉄 緑ヶ丘駅発（土日祝のみ） 約20分

営業時間/一般入浴 10:00～24:00 最終受付23:00まで
　　　　 古式蒸窯 10:00～24:00 最終受付22:00まで
　　　　 離れ湯舎 10:00～24:00 最終受付23:00まで

アクティビティ
ＡＣＴＩＶＩＴＹ

スカイ・イーグル スピード・ホークキャニオン・ドロップ

ワイルド・ジャンピング

キッズ・レーサー

ヒーローズ キッズ・エアジムボルダリング

ガンバトル・ザ・リアル

キャニオン・スライド ワイルド・カヌー

アニマル・フレンズ

ワイルド・ハーベスト

ワイルド・バギー ジャイロボード

高さ日本一※の「生身ダイブ」で、身震いするほどの大興奮を!

「キャニオン・ダイブ」が新登場
高さ日本一※、最大11mの高さからハーネスなしで自然に飛び込む

※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

天然温泉 延羽の湯 野天 閑雅山荘
ＳＰＡ

山懐に抱かれた閑（しず）かな里山にひっそりと優雅に佇む閑雅山荘
野鳥の囀りや木々を抜ける風の音を耳にしながら心までリラックス

里山に抱かれて最上のくつろぎを
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ＧＬＡＭＰ ＢＢＱ ＰＡＲＫ
グランプＢＢＱパーク

ＨＯＴＥＬ ＴＨＥ ＰＡＶＯＮＥ
ホテル ザ・パヴォーネ

緑豊かな大自然を眺めながらの本格リゾートステイ
グルメや温泉、各種イベントなどご滞在中のお楽しみもふんだんにご用意

各アクティビティへ向かう拠点としてもご活用いただけます。

これぞ、リゾートの最高峰
他のお客様を気にすることなく、独立した空間の中で

自然を感じていただき、ゆったりとしたお時間をお過ごしください。

壮大なスケールでお届けする本格BBQエリア
三木の大自然が一望できる最高のロケーションの中

いつもと違うオシャレな雰囲気で、グランピング＆バーベキューを満喫

美味しいひとときを過ごす、とっておきの時間
ホテルのメインダイニング「ソーニ・ディ・ソーニ」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。

個性豊かな空間が、心に残る集いを演出
ご人数・用途に合わせて、

最適なお部屋をご提供させていただきます。

グランピングを贅沢に愉しむ宿泊可能なキャビン初心者向オートキャンプサイトと本格キャンプサイト
都会では味わえない、圧倒的に非日常な自然体験に満たされる一日を

自然いっぱいの環境で、坂を上がった高台にあり
誰にも邪魔されない１棟貸し切りのプライベートな空間

定員/４名　梅( ウ メ )  ・梗(キキョウ)　※ペット不可
定員/５名　檀(マユミ)・柊(ヒイラギ)　※ペット可

総部屋数/16室（部屋は５タイプ）
　　　　 ※内８室ペット可
定　　員/4～5名
駐 車  場/専用駐車場あり
　　　　 専用カート付

建築構造/鉄筋コンクリート造７階建
総部屋数/ 109室　※ペット不可
定　　員/2～4名
駐 車  場/ホテル前駐車場あり

チェックイン　15:00　　チェックアウト　11:00

チェックイン　15:00　　チェックアウト　11:00 炭焼き 七厘場
11:00～22:00
LO.食　  事 21:00
　 ドリンク 21:00

囲炉裏料理 熾火
11:00～22:00
LO.食　  事 21:00
　 ドリンク 21:00

地場旬彩 美嚢舎
11:00～22:00
LO.食　  事 21:00
　 ドリンク 21:00

鮨　はりま
定休日：水曜日

鉄板焼  さくら
定休日：木曜日

大阪うどん  明日喜

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

営業時間
11：00～21：00
最終受付20：00

営業時間
ラ ン チ 11:30～14:30（LO/14:30）
カ フ ェ 14:30～17:00
ディナー 17:30～21:30（LO/21:00）

Guest Room
チェックイン　　15：00
チェックアウト　 11：00

Guest Room
チェックイン　　15：00
チェックアウト　 11：00

グランプテント
　　　   サイト数 / １ｻｲﾄ
　　　   定       員 /10名

ＢＢＱフィールド
　　　   サイト数 /75ｻｲﾄ
　　　   定       員 /  6名

ドッグフィールド
　　　  サイト数 /26ｻｲﾄ
　　　  定       員 /  6名

パーティーテント
　　　     サイト数/ 4張
　　　     定       員 /20名

プレミアムテント
　　　     サイト数 / 1棟
　　　     定       員 /10名

グランプキャビン
　　　　  サイト数 / 4棟
　　　　  定       員 / 8名

新和食  さざんか

ＢＢＱサイト　フリータイム　　11：00～21：00
　　　　　　   ２部制　　　   ①11：00～15：00
　　　　　　　　　　　　　②16：00～21：00
メニュー　        ワンオーダー制
　　　　　       ※ご注文なき場合持込料要

ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ
レストラン

ＣＯＴＴＥＧＥ
コテージ

ＰＲＥＭＩＵＭ  ＣＡＢＩＮ
プレミアムキャビン

ＮＡＴＵＲＥ  ＣＡＭＰ  ＦＩＥＬＤ
ネスタ・ネイチャー・キャンプフィールド

面　積/キャビン内    40㎡
　　　 デッキテラス 24㎡
駐車場/専用駐車場あり

定員/ 4名〈 6棟〉 ※内１棟ペット可
　　/ 6名〈 8棟〉 ※内３棟ペット可
　　/ 8名〈 7棟〉 ※ペット不可

キャンプフィールド　 面積/１区画約80㎡
 定員/  5名〈10サイト〉
星の広場（フリーサイト） 面積/              700㎡

チェックイン    13:00～17:00
チェックアウト 10:00～12:00

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、ＷＥＢサイト又はお電話にてお問い合わせ下さい。

ＣＬＵＢ ＲＯＯＭ
クラブルーム

Guest Room
チェックイン　　15：00
チェックアウト　 12：00

ＳＥＭＩＮＡＲ ＲＯＯＭ
セミナーハウス

ＢＡＮＱＵＥＴ  ＨＡＬＬ
バンケットルーム

プールサイドでゆったり楽しむ上質なリゾートステイ

部屋数/全３棟　※ペット可
定　員/6～8名
駐車場/専用駐車場あり
　　　 専用カート付

チェックイン    15:00
チェックアウト 12:00

定員/    5名
敷地/308㎡
延床/１階(94㎡)
　　 ２階(47㎡)

温水プール(46㎡・水深1.35ｍ)
ＢＢＱテラス・ジャグジー
ペット可(ドッグラン付)
専用駐車場あり(専用カート付)

ＲＯＹＡＬ ＳＵＩＴＥ
ロイヤルスイート

Royal Suite Ａ
定員/8名

温水プール（69㎡・水深1.4ｍ）
ジャグジー・独立サウナ
ＢＢＱテラス

敷地面積/1,659㎡
延床面積/　249㎡

温水プール（75㎡・水深1.4ｍ）
ジャグジー・独立サウナ
ＢＢＱテラス

敷地面積/1,355㎡
延床面積/  259㎡

温水プール（101㎡・水深1.35ｍ）
ＢＢＱテラス・ジャグジー・独立サウナ
バスルーム/天然温泉専用給水口有

敷地面積/1,036㎡
延床面積/  175㎡

ＭＡＩＳＯＮＥＴＴＥ ＳＵＩＴＥ
メゾネット スイート

すべてがそろった最上級のグランピングキャビン
部屋数/全９棟
ペット/内２棟ペット可
駐車場/専用駐車場あり
　　　 専用カート付

チェックイン　15:00
チェックアウト 11:00

定　　員/　4名
敷地面積/115㎡
延床面積/１階(51㎡)
　　　　 ２階(35㎡)

ＰＯＯＬ ＧＡＲＤＥＮ ＳＵＩＴＥ
プール ガーデン スイート

星の広場
STAR SQUARE

面　積/426㎡
正　餐/240名
スクール/300名
シアター/400名

ハナミズキ

第１会議室/40～ 72名
第２会議室/20～   36名
第３会議室/20～   36名
第４会議室/50～112名

第５会議室/6~16名
第６会議室/6~18名

講義室(シアター)
    面  積/   90㎡
    定  員/～87名

第７会議室/10～24名

ネスタホール
　面　積/560㎡
　正　餐/280名
　スクール/380名
　シアター/500名

洋宴会場 面　積/150㎡
正　餐/  80名
スクール/  90名
シアター/120名

面　積/ 175㎡
正　餐/  84名
面　積/87.5㎡
正　餐/  40名

和宴会場
　　　　
ネムノキ

※レストランのみのご利用も可能です。

地元で採れる自然の恵みを活かした和食、
囲炉裏や七厘でいただく旬の味覚。

※全会議室で、無線LAN接続によるインターネットを無料で
　ご利用いただけます。 （パソコン・周辺機器の貸出不可）

全室温泉を完備したハイクオリティーなフォレストリゾート
浴室から寝室、テラスまでが連続した開放的な空間で
お客様に優雅なフォレストリゾートライフをご提供します。

Royal Suite B
定員/8名

Royal Suite C
定員/6名

各種ミーティングルームがスタンバイ
緑あふれる静かなエリアで、

有意義な時間をお過ごしいただけます。

※要予約※要予約


