山上滞在者向けの生活ガイド
LIFE STYLE GUIDE FOR MOUNTAIN DWELLER

14 routes down the mountain

Mountain Life Hacking

山暮らしのスナップショット

14 の山くだりルート

山暮らしの生活の知恵

住人だから知っているお気に入りスポット。

起点は山上。買い物、温泉、ランチ、晩御飯に。

山上の厳しい自然を乗り越える。

As soon as you step out of your front door, you will ﬁnd yourself
living in the mountains, where the scenery is different from the
city. There are special times, scenes, and spaces on a daily basis,
such as the beautiful night sky that makes you fall in love with it,
or on a rock where you can forget about time and immerse
yourself. Here is a list of spots where you can spend such special
times, chosen by people who love the mountains. I hope you will
ﬁnd a special place for you in Mt. Rokko.
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玄関を出たら、街とは違う情景が広がる山暮らし。見惚れてしまうほ
どの美しい夜空や、時間を忘れ自分に没頭できる岩の上など、特別
な時間や情景、空間が日常的にあります。ここにあるのは山を愛し
た人が選んだそんな特別な時間が過ごせるスポットリスト。あなたに
とっての特別な場所が六甲山で見つかりますように。
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唐櫃

ギャップを愉しむプロセス。
森→街。自然→文明。

n o m iy

4

K a rato

六甲山から三宮まではギャップがいっぱい。そのプロセスを楽しみ
ながら街へ。温泉で一息ついて繁華街で美味しいビールをぐびっと
飲むのもいいですね。
帰り道ルート：三宮〜（JR・阪急）〜六甲道・六甲〜（市バス）〜六
甲ケーブル下〜（六甲ケーブル）〜六甲山上
車で行くなら：片道 40 分
銭湯スポット：神戸クアハウス、二宮温泉、神戸サウナ＆スパ
おすすめ飲食店：IN THA DOOR BREWING（クラフトビール醸造
所）、いたぎ家（居酒屋）、THE EMBER ROOM（屋上バー）、
買い出しスポット：EAT LOCAL KOBE FARMERS MARKET（朝市）、
FARMSTAND（野菜＆デリ）、NEIGHBOR FOOD（食料品）、
BEYOND COFFEE ROASTERS（コーヒー）、Jeroboam（ワイン）、
いかりスーパー、大丸百貨店、阪急百貨店、大安亭市場

Enjoy the process. Forest→City. Nature→Civilization.
There are many gaps between Mt.Rokko and Sannomiya. Enjoy
the process as you head into town. It's nice to take a break at a hot
spring and drink a good beer in the downtown area.

仕事中、コーヒー飲みに森へ行く。

During work, it's nice to go to the forest to drink coffee.

Return Path : Sannomiya - (JR / Hankyu) - Rokkomichi / Rokko (City Bus) - Rokko Cable Shita - (Rokko Cable) - Rokko Sanjo
By Car : 40mins one way
Public Baths: Kobe Kua House, Ninomiya-onsen,Kobe Sauna & Spa
Restaurants: IN THA DOOR BREWING(beer), Itagi-ya (izakaya),
THE EMBER ROOM (rooftop bar)
Shopping: EAT LOCAL KOBE FARMERS MARKET (morning
market), FARMSTAND (vegetable & deli), NEIGHBOR FOOD
(food), BEYOND COFFEE ROASTERS (coffee), Jeroboam (wine),
Ikari Supermarket, Daimaru Department Store, Hankyu
Department Store,Ooyasutei Ichiba(market)
815m

Mt. Maya
Ichigahara

3h

4h

6h

id o

"Time alone" on a favorite rock
六甲比命大善神社付近 Rokko Hime Daizen Shrine

815m
Inohana-taki Falls

stay

1h

815m

Rokko Sanjo Sta.
Karatodai Sta.

hike down
7h

2h

1h

ROKKONOMAD

12

有馬

山スポーツ
Sports in the Mountain

唐櫃

4

ROKKONOMAD（ロコノマド）は、六甲山上にある「泊まれる森
のシェアオフィス」です。六甲山は、まれにみる街から近い山。神
戸を含む阪神間の住民であれば、車で片道 30 分〜1 時間で到着で
きます。最近はインターネット光回線が開通して、ネット会議なども
問題なく行うことができるようになりました。創造的・集中的な仕事
は山の上でするのはいかが？長期滞在プラン「ワーク・イン・レジ
デンス」や、創作活動をする人への滞在支援制度、初めての方向け
の「お試しプラン」もあります。

天空に、輝く星と街あかり。

In the sky, shining stars and city lights.
掬星台 Kikuseidai

問合せ：info@rokkonomad.org

www.rokkonomad.org

3h

船坂

Mt.Maya

Ogo

stay
2h

3h

return
4h
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宝塚

Takarazuka
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平野

Hirano

水道筋

Suidosuji

三宮
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六甲

芦屋

815m Mt. Rokko Top
Enpeiji Temple
Yumotodai
hike down

鷲林寺

1h

Jurinji

2h

Rokko Sanjo Sta.
Takarazuka Sta.

stay
3h

4h

5h

u m osh
iy

気分は宮水。
川の流れに沿って海まで。

Just like Miyamizu. Flowing from the river to the ocean.
The sake of Nada Gogo, a sake production area, is a treasure
brought about by the delicious water of Rokko and Rokko Oroshi
(winds). Hike down the mountain like the wind to the sea. At the
ﬁnish line, enjoy tastings at a sake brewery. Be careful not to drink
too much.
Return Path: Hanshin Mikage - (City Bus) - Rokko Cable Shita (Rokko Cable) - Rokko Sanjo
By Car: 40mins one way
Public Bath: Uhara-no-yu(hot spring)
Restaurants: Kobe-Shu-Shi-Kan Brewery Sakabayashi,
Sakuramasamune Sakuraen (sake & japanese restaurant)
Shopping: Hamadaya(sake & wine),R -the wine shop-(wine),Seer
(supermarket)
Stop-off Spots: Hakutsuru Sake Brewery Museum,
Kiku-Masamune Sake Brewery Museum

■発行日 2021 年 3 月
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Shrine road
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甲山上
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仕事が行き詰まったら、
「とにかく歩こう」的な散歩道。
k ko
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とりあえず、六甲山系、
東の入り口へ。

When getting stuck with work, just go for a walk.
“The dog that trots ﬁnds the bone.” If you walk, your mood will
change and your head will be refreshed. Raise your back and go
out. By the time you come back, you should be full of new ideas
on what to do.
Restaurants: THIRD PLACE ROKKO (BBQ Menu)
Stop-off Spot: Mt.Rokko Visitor Center
Shopping: Hotel Geihinkan Forest DeLi Cafe (cafe & snack),
Fujiwara Shoten (liquor & food)
View Spot: Diamond Point

815m
Diamond Point
take a walk
1h

nasa
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芦屋
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人生はロッククライミングのようだ。

A s hiya

2h

Life is like rock climbing.
Clinging with both hands and feet to the wall that stands in front
of us, we climb upward. It's a path like life itself. Ashiya also has
teahouses, pubs, and outdoor stores where mountain lovers
gather.
Return Path: Ashiyagawa - (Hankyu) - Rokko - (City Bus) - Rokko
Cable Shita - (Rokko Cable) - Rokko Sanjo
By Car: 40mins one way
Restaurants: WAFLA (crofﬂe), Hanana Ashiya (udon), The
Clapham Inn（pub）,Ashiyagawa̲beer̲stand (beer stand/Fri Sun)/Ashiyagawa Sign Language Cafe＆Bar Knot (Mon Tue Thu),
Tea Saloon MUSICA(tea salon)
Shopping: Sky High Mountain Works (outdoor shop), BÄCKEREI
BIOBROT (bread),M ET ZG EREI KU S U DA（d e lic ate s s e n）、
Silvicola (bread & plant)
815m

Mt. Rokko Top

Kazefuki Rock

ブライアン佳世（山暮らしが楽しすぎてコテージ経営していました）
、益谷佳幸（神戸市：六甲山と共に歩む神戸市職員）
、上田均（いきいきライフ阪急阪神の MR. 六甲山）
、小泉寛明（神戸 R 不動産：北野〈街〉
・淡河〈里〉
・六甲山〈山〉の
神戸内 3 拠点生活を開始）
、山田真輝（神戸 R 不動産：六甲山初心者）
、山納洋（リュックサックマーケット産みの親）
、藤田育（フォトグラファー）
、慈馨子（六甲技研：摩耶山大人の下山部 部長）
、原田賢明（六甲技研：六甲縦走キャノン

Rokko Sanjo Sta.

hike down
1h

2h

stay
3h

4h

Gather around the fire for coffee, ice cream, or beer.
ROKKONOMAD

イノシシ Wild Boars
イノシシに出会ったら走りだしたりせずに、目をそら
さずに後ずさりしながらその場から離れましょう。大
丈夫、イノシシもあなたを怖がっています。

There is nothing really special about it. It's just a beautiful home
town.

If you encounter a wild boar, don't start running, just back
away from it slowly while keeping an eye on it. Don't worry,
the boar is scared of you too.

Restaurants: Kayabuki Old Folk House Cafe Tsumutsumu,Little
Lanka (Sri Lankan restaurant)
Shopping : Daddys Bakery, Honoka Syoten (hokkaido cheese shop)
View Spot: Horai Valley
815m
Funasaka
stay
1h

drive
2h

湖畔の静けさが、しみる身体にじわじわと。

The tranquility of the lakeside gradually flows into the body.

鷲林寺

丘の上のテラスで
お茶をしませんか。
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J u ri nji

ひょうたん池

Hyotan pond

おすすめ飲食店：TAOCA COFFEE JURINJI、Cafe GREEN（カフェ）
、
森の農 ~mori no minori~（レストラン）
、Flowers（ハンバーガー）
、
ARROW TREE（果物とケーキ）
立ち寄りスポット：西宮甲山乗馬クラブ、鷲林寺

The halfway point between the forest and the city. It's a
wonderful stopover during a drive.

リュックサック Backpacks
山道を歩くときは両手が自由に使えるリュックサック
が便利。懐中電灯（ヘッドライト）、雨具、防寒具
はつねにリュックに。きっといいことがあります。

Restaurants: TAOCA COFFEE JURINJI, Cafe GREEN (cafe),mori
no minori(restaurant),Flowers(hamburger),ARROW TREE(cake &
fruit）
Stop-off Spots: Nishinomiya Kabutoyama Riding Club, Jurinji Temple

When hiking in the mountains, it is convenient to use a
backpack to keep both hands free. Always carry a ﬂashlight
(headlamp), rain gear, and warm clothes in your backpack.
They will be useful if needed.

815m

野の花は、季節を知らすカレンダー。

Jurinji
drive

stay
1h

drive
2h

Wasps are active in the summer and autumn and target black
objects, so white clothing is more effective. Use a hackberry
spray to avoid gnats, which can cause swelling for a week.

If you go down the front Rokko Driveway, you will ﬁnd many
supermarkets near Hankyu Rokko Station and JR Rokkomichi.
Don' t forget to refuel at the gas station near the Rokko
intersection before heading back.

Why not have tea on the hill terrace?

5h

ハチ、アブ、ブヨ Bees, Wasps, Gnats
夏から秋に活発になるスズメバチは黒いものを狙うの
で白っぽい服装が有効。酒や香水にも寄ってきます。
1 週間腫れるブヨ避けにはハッカスプレーを。

買い出し Shopping
表六甲ドライブウェーを下れば、阪急六甲駅、JR
六甲道近辺にスーパー多数。ついでに六甲口交差
点近くのガソリンスタンドで給油もお忘れなく。

森と街の中間地点。ドライブにはちょうどいい寄り道です。

return

冬のドライブ Winter Driving
冬は路面が凍結することがあります。冬が来る前に
スタッドレスタイヤ、チェーンの用意を。家の前の道
の凍結防止には塩化カルシウムが有効。
In winter, the road surface may freeze. Before winter comes,
change to studless tires and make sure to have chains. Calcium
chloride is effective in preventing the road in front of your
house from freezing.

The eastern entrance of the Rokko mountain range

Ashiyagawa Sta.

5h

火を囲み、コーヒー、アイス、ビールでも。

おすすめ飲食店：かやぶき古民家カフェ つむつむ、Little Lanka（ス
リランカ料理）
買い出しスポット：山のパン屋 Daddys Bakery、北海道チーズの専門店 ほの
か商店（北海道チーズ）
眺望スポット：蓬莱峡

drive

交通ルール Trafﬁc Rules
山にも交通ルールがあります。とくに丁字ケ辻の一
旦停止は見落としがち。奥摩耶ドライブウェーは二
輪通行禁止、掬星台は許可車両以外は入れません。

There are trafﬁc rules in the mountains as well. In particular, it
i s e a s y to ove r lo o k th e s to p s i g n a t C h o j i g a Ts u j i . N o
motorcycles are allowed on Far Maya Driveway, and only
authorized vehicles are allowed up to Kikuseidai.

hike down
4h

郵便局 Post Ofﬁce
高速な光ケーブルでも荷物は送れません。たまには
手紙も送りたいというあなたには六甲山郵便局が頼
りに。山上で唯一の ATM もあります。

STOP

Nakayama
City Park

Tanigami Sta.

Th e te m p e r atu re d i f fe re n ce b e t we e n th e ci t y a n d th e
mountains is often more than 5 degrees celsius. The difference
between day and night is so much that it can be quite hot in the
daytime and very chilly in the evening. Don't forget to bring
light layers when you go.

Even with high-speed ﬁber optic cables, you cannot send
packages. If you want to send a letter once in a while, you can
rely on the Rokkosan Post Ofﬁce. It also has the only ATM on
the mountain.

何も珍しいものはありません。ただきれいな里山があるのです。

慈憲一（六甲技研：山くだリスト）
、ヤンセン尚子（ROKKONOMAD Manager : 息子と登ると頑張れます）
、ヤンセンロク（ROKKONOMAD House artist : Yama is everything. ）
、ブライアンネイソン（ガイジンズ：六甲山に 16 年住んだ男）

ボール POWER 毎回出場）
、坪田卓巳（いきいきライフ阪急阪神：六甲山は初デートの思い出の場所）

Kobe Municipal
Arboretum Yuge Farm
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return
4h

815m

hike down

Rokko Sanjo Sta.

hike down

シュラインロード

Return Path: Bus,Train,Cable or Ropeway,Rokko Cable
By Car: 20mins one way
Restaurants: Yuge Farm(lunch & cafe),Kimori (Japanese
restaurant), Ogojuku Honjin Ruins (Japanese restaurant),
Hanatone (bagel), Soba Awatake (soba),Cafe Le Pic
Shopping: Michi-no-Eki Ogo, Mangetsudo (manju)
Recommended Spot: Shakubuji Temple
Recommended Inn: Ke・ha・re

船坂

Uozaki sta. Hanshin Mikage Sta.
1h

A stone Buddha pondering in the mountains.

1h

Sumiyoshi

6

気温 Temperature
-5° 街と山上の気温差は約 5 度以上。昼夜の寒暖の差
が激しく、昼暑くても夕方肌寒くなることがあります。
出かける時は薄手のレイヤーも忘れずに。

山中で、なにを思うか石仏。

Fu

If you go out with the windows open, fog, not thieves, may
sneak in and surprise you when you come back. Don't forget to
close your windows when you go out. A fan is effective against
humidity in rooms.

There are almost no street lights in the mountains. Unlike towns,
the darkness in the mountains is pitch black. Don't forget to bring
a ﬂashlight or headlamp when you are on the road at night. It is
also useful in case of power outages such as during typhoons.

Ashiya

Rokko

窓 Window
窓を開けて出かけると、泥棒ではなく霧が忍び込み、
戻ってきてびっくりということも。お出かけの時は窓
締めを忘れずに。部屋の湿気には扇風機が有効。

懐中電灯 Flashlight
山には街灯がほとんどありません。街と違って山の闇
は漆黒。夜道ではかならず懐中電灯かヘッドライトを
忘れずに。台風など停電の時にも役立ちます。

Walk to a farming village. A long course for challengers.

7h

住吉

住吉

Kouza fall

Half a day by bicycle. One day on foot. Welcome to the world of
the Satoyama on the backside of Mt. Rokko.
So nice to stay in an old house and take a bus back the following
day.

return
6h

6

815m

六甲山スマートシティ運営共同事業体

3h

帰り道ルート：バス、電車、六甲有馬ロープウェー、六甲ケーブル
を経由
車で行くなら：片道 20 分
おすすめ飲食店：弓削牧場（ランチ）
、キモリ（和食）
、淡河宿本
陣跡（和食）
、
ハナトネ（ベーグル）
、
そば淡竹（そば）
、
森のカフェ ル・
ピック
買い出しスポット：道の駅淡河、満月堂（饅頭）
おすすめスポット：石峯寺（しゃくぶじ）
おすすめ宿：ケハレ

帰り道ルート：芦屋川〜（阪急）〜六甲〜（市バス）〜六甲ケーブル下
〜（六甲ケーブル）〜六甲山上
車で行くなら：片道 40 分
おすすめ飲食店：WAFLA（クロッフル）、
花菜芦屋店（うどん）
、The Clapham Inn（パブ）
、
Ashiyagawa̲beer̲stand（ビアスタンド / 金土日）／芦屋川手話
カフェ＆バー Knot（月火木）,Tea Saloon MUSICA（ティーサロン）,
買い出しスポット：Sky High Mountain Works（アウトドアライフ
セレクトショップ）
、BÄCKEREI BIOBROT（パン）
、METZGEREI
KUSUDA（デリカテッセン）
、Silvicola ( パンと植物 )

hike down

2h

帰り道ルート：宝塚〜（阪急）〜六甲〜（市バス）
〜六甲ケーブル下〜
（六甲ケーブル）
〜六甲山上
車で行くなら：片道 40 分
立ち寄りスポット：NATURE SPA TAKARAZUKA（天然温泉）
おすすめ飲食店：サンドウィッチ ルマン（サンドイッチ）
買い出しスポット：たからづか牛乳（ノンホモ牛乳）
、みちみち屋こ
ぐまパン

おすすめ飲食店：THIRD PLACE ROKKO（cafe & BBQ）
立ち寄りスポット：六甲山ビジターセンター
買い出しスポット：Forest DeLi Cafe（cafe & Snack）
、
藤原商店（酒、
日用品）
眺望スポット：ダイヤモンドポイント

Arima Onsen sta.
(Ropeway)

In the mountains, greet people even if you don't know them.
Originally, it was a way of saying, "I'm not suspicious.” Just
saying "hello" is a nice gesture.

Listening to the sounds, taking deep breaths

自転車で半日。徒歩なら 1 日。裏六甲の里山の世界へようこそ。
古民家に民泊して、次の日バスで帰るのがいいのかもしれません。

帰り道ルート：阪神御影〜（市バス）〜六甲ケーブル下〜（六甲ケー
ブル）〜六甲山上
車で行くなら：片道 40 分
銭湯スポット：恋野温泉うはらの湯
おすすめ飲食店：神戸酒心館 / さかばやし、櫻正宗記念館 / 櫻宴（日
本酒と和食）
買い出しスポット：濱田屋（地酒とワイン）、シーア（スーパー）
、
R-the wine shop-( ワイン )
立ち寄りスポット：白鶴酒造資料館、菊正宗酒造記念館

If you're going to the hot springs, it feels really nice to do a little
exercise before you get in. If you go down the Momijidani Road, it
takes two hours to get to Arima. You can drink alcohol before
heading back because you are not driving.

return

「なぜ山を登るのか。そこに山があるからだ」
山にいるなら一度はやってみたい。六甲山から宝塚。

Return Path: Takarazuka - (Hankyu) - Rokko- (City Bus) - Rokko
Cable Shita - (Rokko Cable) - Rokko Sanjo
By Car: 40mins one way
Stop-off Spot: NATURE SPA TAKARAZUKA (hot spring)
Restaurant: Sandwich Le Mans (sandwich)
Shopping: Takarazuka milk (non-homo milk), Michimichiya
Koguma Bread

あいさつ Say "Hello"
山では知らない人でもあいさつを。もともとは「怪し
いものではないよ」という意思表示。「こんにちは」
とあいさつするだけで気持ちがいいものです。

農村まで歩いてみる。
チャレンジャー向けのロングコース。

12

A refreshing downhill run. A 20km long trail run.

Funasaka

7

摩耶山

9

arazuk

淡河

走って下りてリフレッシュ。
全長 20km のトレイルラン。

The basic principle of mountain trails is to share them. Hikers
and runners alike should be willing to share the trail. When
passing each other, give priority to those going uphill, and
when giving way, wait on the side to avoid risks.

Hello!

音聞いて、胸いっぱいに深呼吸。

stay

1h

帰り道ルート：有馬温泉〜（六甲有馬ロープウェー）〜六甲山頂〜（六
甲山上バス）〜記念碑台
車で行くなら：片道 20 分
立ち寄りスポット：金の湯、銀の湯（温泉）
おすすめ飲食店：堂加亭、Brücke hostel & cafe ARIMA、全寿庵
ごんそば（そば）、グリル六甲（洋食）

Kin-no-yu

ROKKONOMAD

down hill

目の前に立ちはだかる壁に、両手両足でしがみつき、ひたすら上を
向いて登っていく。まるで人生のような道です。芦屋には山好きが
集まる茶屋やパブ、アウトドアショップも。

■発行

（株式会社いきいきライフ阪急阪神／有限会社ルーシー）

2h

return

犬も歩けば棒に当たる。歩けば気分も変わり、頭もすっきりする。
爽やかな林間コースを歩けば、帰ってくるころにはやりたいことで頭
がいっぱいなはず。

815m

Blue sky as far as the eye can see, and clouds
with no end in sight.

1h

stay

酒どころ灘五郷の酒は、六甲のおいしい水と六甲おろしがもたらし
た宝物。風のように山をくだって、海まで一気にハイクダウン。ゴー
ルは酒蔵で試飲も。飲み過ぎ注意。

BBQ

営業日：月〜土 9:30-19:30
運営元：六甲山スマートシティ運営共同事業体

3

Mt.Rokko

6h

Return Path: Arima Onsen - (Rokko Arima Ropeway) - Rokko
Sancho - (Rokko Sanjo Bus) - Kinenhidai
By Car: 20mins one way
Public Baths: Kin-no-yu, Gin-no-yu(hot spring)
Restaurants : Douka-Tei(cafe),Brücke hostel & cafe ARIMA,
ZEN-JU-AN Gonsoba,Grill Rokko(western food)

見渡す限りの青空と、先も見えない雲の中。

hike down

Kouza fall

Rokko Sanjo Sta.
Suwayama Park

せっかく温泉に入るなら、少し運動してから入った方が気持ちがいい。
紅葉谷道を下れば有馬まで 2 時間。帰りも車じゃないから、お酒を
飲んでも大丈夫。

1h

STAY

5h

815m
Kinenhidai

"Why climb a mountain? Because the mountain is there."
If you are in the mountains, a great run to at least try once. From
Mt. Rokko to Takarazuka.

Arima

return

Walking distance to the hot spring resort
The return trip takes one hour by ropeway.

ROKKONOMAD is a "shared ofﬁce in the forest where you can
also stay." It is located on Mt. Rokko, a mountain that is unusually
close to the city of Kobe. Residents of the Hanshin area, including
Kobe, can reach the mountain by car in 30 mins to an hour. With
the recent start of high speed internet services, it is now possible
to hold internet conferences without any problems. Wouldnʼ t it
be nice to do your creative and intensive work on the mountain?
There is also a "work-in-residence" plan for long-term stays, a
residency support system for creative people, and a "trial plan"
for ﬁrst-time visitors.

WORK

4h

Drive

有馬

六甲山上

S

A ri m a

How about having a base on Mt. Rokko?

ドライブ

Karato

Sannomiya

温泉街までも徒歩圏内。
帰りはロープウェイで 1 時間。

3

六甲山上に拠点を持ちませんか？

3h

Return Path: By bicycle or Rokko Cable(bicycle bag required)
By Car: 30mins one way
Public Bath: Minatoyama-onsen(hot spring)
Restaurants: Xing Xing (Taiwanese restaurant), Toro Chaya
(eating house)
Recommended Spot: SPARK scones & bicycles(cafe & rental
cycle)

ak

山上の散歩
Mountain Walking

Mt. Maya

2h

return
3h

Restaurant and Shopping

i

Breakfast in the mountains, just like camping.

Return Path: Maya Ropeway Station - (Rokko Maya Sky Shuttle
Bus) - Kinenhidai
By Car: 15mins one way
Stop-off Spots: Mayasan Tenjoji Temple, monte702 (rental)
Restaurant: CAFE702 (BBQ)
View Spots : Hotaka Lake, Kikuseidai

宝塚

ご飯と買い物

Suidosuji
stay

2h

Ogo

Return Path: Maya Cable Station - (Maya View Line) - Maya
Ropeway Station - (Rokko Maya Sky Shuttle Bus) - Kinenhidai
By Car: 30mins one way
Public Bath: Nada-onsen(hot spring)
Restaurants: Funakoshi, Ittoen (kushikatsu), Chinta Honten
(yakitori), Karapincha (Sri Lankan curry), Sushitoyo (sushi)
Shopping: Nada Chuo Ichiba(market), Super Maruhachi, Gourmet
city (fresh food, grocery), World Ends Garden (old books)

hike down

stay

1h

4h

Enjoying hot spring and kushikatsu. "Nadan Holiday"

朝食はキャンプさながら山の中。

In the morning, descend from the top of the mountain and bathe
at the Minatoyama Hot Springs.
Afterwards, breakfast at a Taiwanese restaurant at the foot of the
mountain

Mt. Maya

シェア・ザ・トレイル Share the Trail
山道はシェア・ザ・トレイルが基本。ハイカーもラ
ンナーも譲り合いの気持ちで。すれ違う時は登り優
先、道を譲る時は山側で待つのがリスク回避のコツ。
高座の滝

This is a traverse route from Mt. Rokko to nearby Mt. Maya. After
passing Hotaka Lake and Tenjoji Temple, there is the Kikuseisai
area. Kikuseidai has a co-working place with WiFi, and at night,
you can enjoy the 10 million dollar night view and BBQ.

815m

It sounds like a tongue twister, but all of these are useful
things for mountain life. Unlike the asphalt city, boots play an
active part on the mountain terraine. When a tree falls due to a
typhoon, a saw comes in very handy.

帰り道ルート：自転車で自走か六甲ケーブル経由（輪行バック必要）
車で行くなら：片道 30 分
銭湯スポット：湊山温泉
おすすめ飲食店：杏杏諏訪山工房（台湾料理）
、燈籠茶屋（朝食他）
おすすめスポット：SPARK scones & bicycles（自転車とスコーン）

Mid-trail to the next mountain, a favorite of locals.

Rokko Sanjo Sta.

hike down

return
3h

帰り道ルート：摩耶ケーブル駅〜（まやビューライン）〜摩耶ロープ
ウェー駅〜（六甲摩耶スカイシャトルバス）〜記念碑台
車で行くなら：片道 30 分
立ち寄りスポット：灘温泉水道筋店（温泉）
おすすめ飲食店：船越、一燈園（串カツ）、チンタ本店（アウト
ドア焼き鳥）、カラピンチャ（スリランカカレー）、寿し豊（寿司）
買い出しスポット：灘中央市場、スーパーマルハチ、グルメシティ
（生鮮品、食品）、古本屋ワールドエンズ・ガーデン（古書）

Mt. Maya

朝、山上からひたすら降りて、まずは湊山温泉で朝風呂に。
その後は、山麓の台湾料理店で朝粥を。

Downhill riding on a road bike and a hot spring
in the ancient city of Kobe.

Rokko Sta.

淡河

温泉と串カツを楽しむ。
「ナーダの休日」
s uj

815m

11

高座の滝

Sleep in until 11a, have brunch and then set off. Head down the
mountain with only a backpack, work up a sweat and then enjoy
beer and kushikatsu after a nice hot spring. Be careful not to have
too much fun and miss the last cable on the way back.

This is a map for people staying on Mt. Rokko. The mountain is the
starting point. Introducing routes to go shopping down the
mountain, hot spring spots and wonderful places to eat at after
going down the mountain. There are also tips about living on the
mountain. This can also be used as a map for crossing the
mountain from one town to another.

長靴ノコギリ厚手袋 Boots,Saw,Thick Gloves
早口言葉のようですが、どれも山暮らしには便利な
グッズ。アスファルトの街と違って土の地面では長靴
が活躍。台風で木が折れた時はノコギリの出番。

ロードバイクでダウンヒルして、
神戸の古都で温泉。

H ira n o

帰り道ルート：摩耶ロープウェー駅〜
（六甲摩耶スカイシャトルバス）
〜記念碑台
車で行くなら：片道 15 分
立ち寄りスポット：摩耶山天上寺、monte702（アウトドア用品レンタル）
おすすめ飲食店：CAFE702（軽食＆BBQ）
眺望スポット：穂高湖、掬星台

Return Path: Rokkomichi / Rokko - (City Bus) - Rokko Cable Shita
- (Rokko Cable) - Rokko Sanjo
By Car: 20mins one way
Public Bath: Nada-onsen(hot spring)
Restaurants: MONTO TABLE (lunch/dinner), Rokkoen (chinese
restaurant),Pizza House F(pizza)
Shopping: Ikari Supermarket, Hankyu OASIS, Co-op Kobe,
H a k u b a d o Ro k ko ( o u td o o r s h o p ) , Ku c h i b u e B u n ko ( o ld
books),Yamaya(liquor & food)

11 時くらいに目を覚まし、ブランチ食べてさぁ出発。リュック
一つで山道下り、一汗かいて温泉のあとはビールと串カツを。
帰りの最終ケーブル要注意。

「ひとり時間」決まっていつも岩の上。

. M aya

帰り道ルート：六甲道・六甲〜
（市バス）
〜六甲ケーブル下〜
（六甲
ケーブル）
〜六甲山上
車で行くなら：片道 20 分
おすすめ飲食店：MONTO TABLE
（ランチ/ディナー）
、
六甲苑
（中華）
立ち寄りスポット：灘温泉六甲道店（温泉）
、Pizza House F（ピザ）
買い出しスポット：いかりスーパー、阪急オアシス、コープこうべ、
白馬堂 Rokko（アウトドア用品）
、口笛文庫（古書）
、酒のやまや

Return Path: Karatodai - (Kobe Electric Railway) - Tanigami (Kobe City Subway) - Sannomiya - (Hankyu / JR) - Rokko / Rokko
michi - (City Bus) - Rokko Cable Shita - (Rokko Cable) - Rokko
Sanjo
By Car: 20mins one way
Public Bath : Karato-no-yu(hot spring)
View Spots:Inohana-taki Falls,Nabetanino-taki Falls,Zizono-taki Falls
Restaurants: Old Folk House Cafe Slow Life (lunch), Kushikatsu
Tiger(izakaya)

i

Su

8

六甲山からおとなりの摩耶山まで縦走路を行くルート。穂高湖、天
上寺を経て天空の広場掬星台へ。掬星台は専用 Wi-Fi 完備でコワー
キング、夜は 1000 万ドルの夜景と BBQ を。

Hankyu Rokko and JR Rokkomichi are the closest towns to the
foot of Mt. Rokko. You can ﬁnd a wide variety of foods that you
will want to take back to eat in the mountains. Delicious
campagne, wine, and cheese. Get some exercise, go shopping, and
take the cable car on the way back.

水道筋

2

平野

地元民に愛される、となりの
山までミッドトレイル。

六甲山の麓の街、阪急六甲〜JR 六甲道は六甲山から一番近い街。
山で食べたくなる食材が豊富に揃う。美味しいカンパーニュ、
ワイン、
チーズ。運動して買出し、帰りはケーブルカーで。

If you are bored with the front side, go to Kita (North) Rokko.
Deep and dope fun is always on the back side. Go down a small
road lined with stone Buddhas, listen to the sound of waterfalls,
and go to Karato, where there is a natural hot spring.

return

5h

Mt

Is this buying dinner for the night? Exercise? Or both?

Soothed by the sound of the waterfall,
a refreshing downhill journey.

Shin-Kobe Sta.
stay

2h

帰り道ルート：唐櫃台〜（神戸電鉄）〜谷上〜
（市営地下鉄）
〜三宮
〜（阪急・JR）〜六甲・六甲道〜（市バス）〜六甲ケーブル下〜（六甲
ケーブル）〜六甲山上
車で行くなら：片道 20 分
立ち寄りスポット：猪ノ鼻滝、鍋谷ノ滝、地蔵ノ滝、からとの湯（天
然温泉）
おすすめ飲食店：古民家 Cafe Slow Life（ランチ）、串カツタイガー
（居酒屋）

Rokko Sanjo Sta.

hike down
1h

5

R o kko

表が飽きたら北六甲。ディープでドープな面白さはいつも裏側にあり
ます。石仏が並ぶシュラインロードを下り、滝の音を聞きながら、
天然温泉のあるからとへ。

摩耶山

これは夜ご飯の買い出し？
運動？それとも両方 ?

T

これは六甲山に滞在する人向けの地図です。起点は山上。山を下っ
て買い物へ行くためのルートや、山くだり後の目的地で楽しめる温
泉スポットやごはん処、そして山暮らしの生活のコツなどを紹介して
います。山麓の街から、別の山麓の街までの山越え地図としても使
えます。

六甲

滝の音に癒されて、
さわやかにダウンヒル。

a

ROKKO MOUNTAIN MAP
六甲山やまくだり地図

Snapshot of Mountain Life

a

Take Free

Wild flowers are a calendar that tells the seasons.

