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報道関係各位                                                                             

2020年６月 25日(木) 

株式会社NESTA RESORT 
  

ネスタリゾート神戸 「大自然の冒険テーマパーク」大拡張プロジェクト 全容発表 
 

まさに鳥になる！ 
ここでしか体験できない大空の大冒険「スピード・ホーク」「スカイ・イーグル」 

7月 17日（金）いよいよオープン 
 

 小さなお子様も、大人も、本能を揺さぶる大興奮がもう止まらない！ 

大地を全身で楽しめる数々の新アクティビティも同時に誕生、 

5万㎡の広大な新エリア「アドベンチャー・キャニオン」 遂に完成！ 
  

株式会社 NESTA RESORT（ネスタリゾート／代表取締役：延田久弐生）は、日本初（注１）の「大自然の冒

険テーマパーク」でこの春から始動した大拡張プロジェクトの全容についてお知らせさせていただきます。 
 

大拡張プロジェクトの目玉は、まさに鳥のように大空を大冒険する「スピード・ホーク」と「スカイ・イーグ

ル」。日本最速・日本最長(注 2)を誇るこの大冒険アクティビティをいよいよ 2020年 7月 17日（金）にオープ

ンいたします。さらに、小さなお子様から大人まで緑豊かな大地を全身で楽しめる新アクティビティも同時に

誕生し、およそ 5万㎡となる広大なエリア「アドベンチャー・キャニオン」がこの夏ついに完成いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥になったように大空を大冒険する「スピード・ホーク」と「スカイ・イーグル」に加えて同時にオープンする

のは、前後上下左右に揺さぶられながら全身で大地を転がり落ち、歓喜の絶叫が止まらなくなるほど大興

奮が体験できる「キャニオン・ドロップ」、そして、大地を直に感じながら風を切って斜面を滑走、全身で爽

快感を満喫できる「キャニオン・スライド」です。この大地を体感するアクティビティは、小さなお子さまもご一

緒に楽しめます。 

頭上に広がる大空と緑豊かな大地を全身で感じながら、本能を揺さぶる大興奮の新アクティビティを備

える広大な「アドベンチャー・キャニオン」の完成で、ネスタリゾート神戸はこれまで以上に本能を揺さぶる大

興奮と感動を皆様にお届けしてまいります。 

スピード・ホーク スカイ・イーグル 
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「大自然の冒険テーマパーク」MAP 

ネスタリゾート神戸は都市圏から 1時間もかからない距離にある身近な大自然の中で「本能」が揺さぶら

れ、冒険心、感動、癒しで満たされる体験を、小さなお子さまから大人まで、お届けしてまいります。新エリ

ア「アドベンチャー・キャニオン」の完成に伴い、4つのアクティビティが新たに加わることで、約 40にも及ぶ

バラエティ豊かなアクティビティを楽しめる「大自然の冒険テーマパーク」の１Dayパス料金を改定いたしま

す。 

注１：2018年 9月現在 国内 603箇所のレジャー・集客施設のうちテーマパークにおける施設種類による自社調べ。 

注 2：2020年 3月現在 国内 91か所のレジャー・集客施設のうち、レールタイプ・ジップラインにおける自社調べ。 
 

三密対策を徹底。安全安心に「大自然の冒険テーマパーク」をお楽しみいただけます 

ネスタリゾート神戸では、3密対策を徹底しております。 

1、 ネスタリゾート神戸 入場ゲートでの検温を実施 

入園されるすべてのお客様には、非接触体温計による検温のご協力をお願いしています。 

37.5度以上のお客様にはご入園をお断りさせていただきます。 

2、 ソーシャルディスタンスの確保 

アクティビティでの待ち列における間隔は、2ｍを確保する事とし、立ち位置の目印を設置などでソーシャ

ルディスタンス確保を促進いたします。 

3、 プール入場者数に人数制限を設定 

3,000名様の入場を上限とし、それ以上はご入場いただけません。また、更衣室でのロッカーは、隣同士

の使用を不可能にし、密になる事を防ぎます。 
 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ＞ 

ネスタリゾート神戸 広報担当：山口 

TEL:0794-83-5120 / FAX：0794-86-2620 / MAIL：press@nesta.co.jp 
 

tel:0794-83-50005211
mailto:press@nesta.co.jp
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【参考資料】 
 「大自然の冒険テーマパーク」大拡張プロジェクト概要 

 

スピード・ホーク 

 「スピード・ホーク」は、生身の身体ひとつ、うつ伏せ状態で、日本最大高低差（注３）を誇る 415 メートルも

の日本最長のコース(注４)を、日本最速で(注５)滑空するライド型アクティビティです。 

コースは、鷹匠のアドバイスを忠実に設計に

取り入れ、よりリアルな鷹の動きを再現していま

す。日本最速で大空を旋回したり、日本最大の

高低差から生み出される独特の動きで森の中を

疾走すれば、気分はまさに“本物”の鷹に！  

満を持して、「大自然の冒険テーマパーク」で

しか体験することのできない、大興奮の大空の

大冒険をお届けいたします。 
 

【概要】 

名称 ：スピード・ホーク 

ジャンル ：レールタイプ・ジップライン 

コースの長さ ：415m 日本最長（注４）    

最大速度 ：50km/時 日本最速（注５） 

コースの高低差 ：32m 日本最大高低差（注３） 

最大傾斜 ：30度 

対象 ：身長 125cm以上、体重 30kg以上  

体験人数 ：2名様まで同時に体験可能（合計体重は 140kgまで） 

※体験にあたってご利用をご遠慮いただく場合がございます。詳しくは公式 WEBサイトでご確認ください。 

※2名同時体験の開始時期は公式WEBサイトにてお知らせいたします。 
 

スカイ・イーグル 

「スカイ・イーグル」は、一直線に大自然を眼下に見渡せる上空をうつ伏せで滑空するライド型のアクティ

ビティです。 

560 メートルにも及ぶ日本最長の空中飛行距

離（注６）を日本最速（注７）で滑走。勇壮に飛行す

る様子はまさに“鷲”。風を受けながら、眼下に

広がる森や湖の景色を楽しみ、“鷲”になった気

分で大空を飛ぶ気持ちのよさは格別です。 

「スカイ・イーグル」は、国内で唯一、4人一緒

にうつ伏せ飛行を体験できるジップラインアクテ

ィビティです。お子さまや気の合う仲間と一緒に

空を飛ぶ感動の体験を共有すれば、絆はますま

す深まります。 
 

【概要】 

名称 :スカイ・イーグル  ジャンル ：ジップラン 

コースの長さ ：560m 日本最長滑走距離（注６） 瞬間最大速度 ：75km/時（体重 85～115kg の場合）（注７）     

コースの高低差 ：57m 

対象 ：身長 200cm以下、体重 35kg～115kg 体験人数 ：4名様まで体験可能 

※体験にあたってご利用をご遠慮いただく場合がございます。詳しくは公式 WEBサイトでご確認ください。 

▲ スピード・ホーク 

▲ スカイ・イーグル 
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キャニオン・ドロップ 

「キャニオン・ドロップ」は、広大な「アドベンチャー・キャニオ

ン」の自然の起伏に恵まれた大地を、全身で転がり落ちていく

ボール型ライド・アクティビティです。 

直径 3.2 メートルの巨大な透明のボールに入って、体ごと

前後上下左右に回転したり、飛び跳ねたりしながら、長い斜

面をドロップしていきます。無重力感覚と 360度回転する遠

心力の予想もつかない動きの組み合わせの連続に大絶叫、

歓喜に満ちた大興奮に包まれます。 

コースはジャンプコース、スピードコース、ワインディングコース 

の 3 コースをご用意。それぞれに個性豊かな仕掛けがあり、 

毎回違う未知の体験をお楽しみいただけます。 

さらに、夏の期間は限定で、水の入った巨大な透明のボールでのドロップを体験いただけます。水と一

緒に全身で転がり落ちれば、爽快さと大興奮が入り混じる超絶ハイテンションをお楽しみいただけます。 
 

【概要】 

名称 ： キャニオン・ドロップ ジャンル ：ボール型ライド 

コース種およびその長さ、体験人数 ： 全 3 コース 

スピードコース 160 メートル 体重～250ｋｇまで、4歳以上、1～2名様 

ジャンプコース 190 メートル 体重 50～120ｋｇまで、4歳以上、1名様のみ 

ワインディングコース 200 メートル 体重～180ｋｇまで、4歳以上、1～2名様。 

 ※体験にあたってご利用をご遠慮いただく場合がございます。詳しくは公式 WEBサイトでご確認ください。 

 

キャニオン・スライド 

「キャニオン・スライド」は、「キャニオン・ドロップ」同様、広大

な「アドベンチャー・キャニオン」の自然の起伏に恵まれた丘陵

を滑走するスライダー型アクティビティです。 

最長 65mのエキサイトコースをはじめとして、お子様から大

人まで誰もが楽しめる４コースをご用意。専用のライドやボード

に乗って、大地を直に感じながら、爽快に風を切って、緑まぶ

しいみずみずしい芝の斜面を一気に滑走。その爽快感と興奮

に、思わず大声で笑ったり叫んだり、身も心も開放されます。 
 

【概要】 

名称 ：キャニオン・スライド ジャンル ：スライダー 

コース種およびその長さ ： 全 4 コース 

エキサイトコース（2 コース） 65 メートルおよび 39 メートル、 

チャレンジコース （2 コース） 36 メートルおよび 34 メートル 

最大斜度 ：22度対象 ：4歳以上 ただし、未就

学児は保護者同伴 

体験人数 ： コースによって 2名まで同時に体験可能 

※体験にあたってご利用をご遠慮いただく場合がございます。詳しくは公式 WEBサイトでご確認ください 
 

注３、４および５：2020年 3月現在 国内 91か所のレジャー・集客施設のうち、レールタイプ・ジップラインにおける自社調べ。 

注６および７：2020年 3月現在 国内 91か所のレジャー・集客施設のうち、うつ伏せ状態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。 

▲ キャニオン・ドロップ 

▲ キャニオン・スライド 
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アドベンチャー・キャニオン スペシャルメニュー 

「アドベンチャー・キャニオン」完成を記念して、エリア限定の

フードメニューも発売。広大な大自然を感じるエリアの中で、「ス

ピード・ホーク」の”鳥”になったような気分を食でもお楽しみいた

だけます。 

名称 ：ホーク・ホットサンド 

価格 ：300円（税抜） 

販売場所 ：フォレスト・マーケット 

 

ネスタリゾート神戸では、下記のアクティビティも引き続き好評をいただいております。 

夏限定 キッズあそびプログラム 

夏のネスタリゾート神戸では、子どもたちが自ら考え、能動的に大自然を冒険できる「キッズあそびプログ

ラム」に３つの期間限定アクティビティをご用意いたします。この春に開催し、小さなお子様連れのご家族か

ら好評をいただきましたので、この夏もバージョンアップしての開催を決定いたしました。 

竹を使った水鉄砲作りをはじめ、動物を観察して絵を描いたり、流星群を観察したりと、子ども

の好奇心をかきたてる、夏の自由研究にもぴったりのプログラムです。 

開催期間  ： 7 月 1 日（水）～8 月 31 日（月）の毎日開催  

※開催期間は予告なく変更になる場合があります。  

  対象者  ：1Day パス（子供）購入者（4 歳～小学生）、整理券（無料）を配布します。 
 

 プログラム内容： 

＜竹を使って水鉄砲を作ろう＞ 

竹を組み合わせて、自分だけの水鉄砲を作ってみよう。自然素材だか

らこその他にはない世界でたった一つだけのオリジナル水鉄砲で、 

的当てして遊ぼう！ 

所要時間  ：30 分程度  

場所  ：ワイルド・ハーベスト 
 

＜どうぶつとおともだちになろう＞ 

どうぶつをモデルにスケッチ体験。本物の動物たちを間近に感じて、 

子どもの好奇心がかき立てられます。描いた絵はお持ち帰りいただけま

す。 

所要時間  ：30 分程度  

場所  ：アニマル・フレンズ 
 

＜見えるかな？ペルセウス座流星群観測＞ 

8 月 11 日～13 日の間に極大するペルセウス座流星群を  

ネスタで観察しよう！壮大な星空に自然の雄大さを実感いただけます。  

開催日  ： 8 月 12 日  21：00～22：00（予定） 

場所： アドベンチャー・キャニオン頂上  
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夏限定！ワイルド・カヌー 

大自然の冒険テーマパークで人気の「ワイルド・カヌー」が夏限定でさらに涼しく・ワイルドになります。 

大自然の中ゆったりとカヌーを漕いでいくと、突然、間欠泉のように空高く水しぶきが噴き上がります。オ

ールを操り、無事に回避できるか、それともびしょ濡れになるかは、カヌーの漕ぎ手の腕次第です。夏ならで

はのワイルドな冒険をお楽しみください。 

このワイルド・カヌーから高く噴き上げる水しぶきは、スカイ・イーグルで大空を“鷲”になって気分よく滑走

するお客様にも届くかも!? 空と水と陸のコラボレーションをお楽しみいただけます。 

 

大自然のプールで本能開放！大自然のプール施設「WATER FORT」期間限定開催 

大自然の美しい緑に囲まれたプール「WATER FORT（ウォーターフォート）」が 7月 2日（木）から 9月

22日（火・祝）まで期間限定でオープン、「大自然のプール」で味わう最高の爽快感でリフレッシュいただけ

ます。 

「WATER FORT」には、大人気の急降下と急上昇を 3回も繰り返す水のジェットコースター「グレートブラ

スター」や、異次元スライダー「ダーク・スパイラル」をはじめとする大型スライダー4種類がラインナップ。さら

に、巨大なバケツから 2ｔもの水が降り注ぐウォーターアドベンチャーエリア「水の要塞」や、キッズプール

「JAVA JAVA（ジャバジャバ）」など、多種多様なプールが 6種類。心身を解き放って大興奮できる仕掛け

が満載です。大人から子どもまで楽しめる計 10種類の“爽快エリア”で本能を解き放てば、超絶に「気持ち

いい！」があふれ出します。 

入場料金：大人（中学生以上）：2,400円（税別）、子供（2歳から小学生）：1,800円（税別） 

営業時間等の詳細は、WEBサイトでご確認ください。：https://nesta.co.jp/pool 

※ プール施設「WATER FORT」のみご利用の方は 1Day パスは不要です。プール施設に加えて「ワイルド・バギ

ー」などの大自然アクティビティを利用する場合には、プール入場とは別に 1Day パスの購入が必要です 

 

「本能が揺さぶられる」体験の数々を、お得に気軽に！ 

日本初の「大自然の冒険テーマパーク」では、大人気「ワイルド・バギー」のほか、「アニマル・フレンズ」「ワイル

ド・ハーベスト」「ワイルド・カヌー」などを 1Dayパスのみでお楽しみいただけます。この度、この夏にオープンす

る“本物の鳥になる”体験「スピード・ホーク」「スカイ・イーグル」を含む新エリア「アドベンチャー・キャニオン」の新

アクティビティの数々が加わり、約 40にも及ぶ大自然アクティビティをすべてお楽しみいただける 1Day パス料

金を 7月 17日（金）より改訂いたします。 

1Day パス新料金： 大人(中学生以上）：3,800 円(税別)、子供(4 歳～小学生)：2,800 円(税別) 

※ 大自然アクティビティの内容は天候によって予告なく変更になる場合があります 

※ 上記料金は、2020年 7月 17日時点の料金となります。7月 16日以前の料金は、大人（中学生以上）3,300 円

（税別）、子供（4歳～小学生）2,300 円（税別）となります。 

 

 

https://nesta.co.jp/pool

