アート鑑賞におすすめ! お得な『鑑賞チケット』散策に便利な周遊マップ付き!
場できるチケットです。作品の展示場所や会場の移動
方法、ショップ情報などを掲載した周遊マップ付きなの

見 本

当日券

大人（中学生以上）2,000 円 小人（4 歳〜小学生）1,000 円

〈販売期間〉9月8 日
（土）〜11月25日
（日）
〈販売場所〉①有料 5 会場の各窓口 ②六甲ケーブル六甲山上駅構内の

見 本

「ショップ 737」 ③六甲ミーツ・アートオフィシャルショップ「リトルホルティ」

で、六甲山を初めて訪れる方も気軽に散策が楽しめます。 ※学生証（中学・高校・大学・専門学校 等）の提示で学生割引料金（1,800 円）を適用
○本券で「自然体感展望台 六甲枝垂れ」
「六甲山カンツリーハウス」
「六甲高山植物園」
「六
甲オルゴールミュージアム」
「風の教会」への入場が可能です ○
「六甲ケーブル」
「六甲山上
バス」
「六甲摩耶スカイシャトルバス」
「六甲有馬ロープウェー」の運賃は含まれていません
設に入場後も、2019 年 3月31日
（日）
までのお好きな日にさらに1回入場できる特典つきで
す。なお、六甲山カンツリーハウス、風の教会は会期終了後は入場できません。六甲高山
植物園は冬季休園期間
（11/26 〜3/15）
を除き利用可能です ○鑑賞チケットを購入され
た方には来場時にインフォメーション、または有料会場の窓口で周遊マップをお渡しします

大人（中学生以上）1,700 円 小人（4 歳〜小学生）850 円

〈販売期間〉〜9月7日
（金）
〈販売場所〉① e+（イープラス） ②チケットぴあ ③ JTBレジャーチケット ④ JTB 電子チケット
PassMe! ⑤六甲ミーツ・アートオフィシャルショップ
「リトルホルティ」 ⑥六甲ケーブル六甲山上駅
（JR 三ノ宮駅構内） ⑧阪神プレイガ
構内の「ショップ 737」⑦神戸市総合インフォメーションセンター
と おん
（梅田店・三宮店）⑨阪神電車サービスセンター
（神戸三宮） ⑩時音〜神戸 北野工房のまち店〜
イド

鑑賞チケットの購入方法など詳しくは、QRコードからご確認ください

ザ・ナイトミュージアム

http://www.rokkosan.com/art2018/ticket/

夜間鑑賞作品

六甲ミーツ・アートオフィシャルショップ

（六甲ガーデンテラス・自然体感展望台 六甲枝垂れ）

（六甲高山植物園・六甲オルゴールミュージアム）

※イメージ

前売券

（日）

○各有料会場とも会期中1回に限り入場が可能、利用当日は再入場が可能です ○対象施

（土）

「六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2018」の有料 5 会場に入

「リトルホルティ」

六甲高山植物園の木々が紅葉する時期にあわせて、

六甲山から見える1000万ドルの夜景とともに鑑賞で

アーティスト 飯川雄大が猫の小林さんの仲間たち

夕刻から特別開園を行います。ライトアップされる紅

きる作品を展示しています。自然体感展望台 六甲

と一緒に
「リトルホルティ」
とコラボレーション。店内

葉と、アート作品が楽しめます。期間限定作品も登場!

枝垂れでは、幻想的な光で建物全体を演出する「六

では出展アーティストの書籍やグッズの他、六甲ミー

期間 10 月19 日
（金）〜11月11日
（日）

甲山光のアート」や、見晴らしの塔付近では、六甲山

ツ・アート 芸術散歩オリジナルグッズなど多数取り

光のアートを手掛ける伏見雅之による別作品の展示

揃えています。クリアファイルやオリジナルパッケー

も先行して8月1日
（水）
から鑑賞できます。

ジのやまみつラスクはお土産にもぴったり！

伏見雅之 六甲山光のアート「Lightscape in Rokko」秋バージョン「秋は夕暮れ」

© Takehiro Iikawa／猫の小林さん

時間 平日17:00 〜18:30（18:00 受付終了）

土日祝17:00 〜19:30（19:00 受付終了）

髙橋匡太 「Glow with Night Garden Project in ROKKO 提灯行列ランドスケープ」
2016 六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2016

直行 !

三宮・新神戸から六甲ケーブル下へ!

駅
ノ宮 三宮駅
JR 三ートライナー

◆運賃 片道大人 210 円、小児110 円

ポ

交番

※エコファミリーなら土日祝および 7/21
（土）
〜8/31
（金）は大人1人につき小学生以下2 人まで無料

急行バスのりば

急行バスに関するお問い合わせは 神戸市交通局 市バス運輸サービス課 TEL：078-322-5950
（平日8：45 〜17：45） お得な企画乗車券については http://ktbsp.jp/ticket/5990/ 営業推進課 TEL：078-322-5994

六甲・まや レジャーきっぷ 阪神電車・阪急電鉄の主要駅で販売

お得な
乗車券の
ご案内

電車・バス・ケーブルカーなど、六甲山・まや山へのアクセスがセットになった
便利でお得なチケット
〈阪神版〉大人1,800 円 小児 900 円〈阪急版〉大人1,950 円 小児 980 円

※乗車券は全て
大人：12 歳以上
小児：6 歳以上〜
12 歳未満

六甲ケーブルの往復と六甲山上バスのフリー（乗降自由）のチケット
大人1,350 円 小児 680 円

阪神
神戸三宮駅
［A23］

お問い合わせ先

六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2018インフォメーション
Tel：078-891-0048（10:00 〜17:00）
e-mail：rma-info@rokkosan.com
六甲山ポータルサイト

表六甲周遊乗車券 六甲ケーブル下駅で販売

ミント
神 戸

六甲・摩耶急行バス運行 !

《期間限定》7/1（日）→ 11/30（金）

◆三宮駅ターミナル前〜地下鉄三宮駅前〜新神戸駅前〜摩耶ケーブル下〜六甲ケーブル下
◆月〜木 ５往復／金土日祝 6 往復
（7/20 〜8/31は毎日 6 往復）

www.rokkosan.com

六甲山

で

検索

【主催】六甲山観光株式会社、阪神電気鉄道株式会社

六甲山上各施設までのアクセス

【共催】六甲摩耶観光推進協議会
【運営協力】グランドホテル 六甲スカイヴィラ、一般財団法人神戸すまいまちづくり公社、

飛行機

新神戸駅
新大阪駅
有馬温泉街

神戸市営地下鉄 約 2 分

神戸市バス
約 30 分

阪急六甲駅

神戸市バス

JR 六甲道駅

神戸市バス

約15 〜20 分

約 20 〜25 分

JR 線 約 30 分

有馬温泉駅

六甲有馬ロープウェー
約12 分

六甲山頂駅

【特別協力】一般社団法人 兵庫県宅地建物取引業協会

六甲ケーブル
約10 分

六甲山上駅

新幹線

約 65 分

宮

関西国際空港

約 45 分

阪神御影駅

兵庫県神戸県民センター、大阪市立デザイン教育研究所

六甲ケーブル下駅

リムジンバス

伊丹空港

三

神戸空港

公共交通機関で

ポートライナー 約18 分

【助成】公益財団法人 神戸文化支援基金、

六甲山上
各施設

損保ジャパン日本興亜
「SOMPO アート・ファンド」
（企業メセナ協議会 2021Arts Fund）
【協力】アサヒビール株式会社、味の素株式会社、株式会社うしお、株式会社大阪めいらく、
キーコーヒー株式会社、株式会社キートン、キリンビール株式会社、株式会社 熊谷組、
株式会社神戸メリケン工房、扇港興産株式会社、株式会社トーホーフードサービス、

会場施設までは
六甲山上バスで約 4 〜13 分
※
「風の教会」会場へは、六甲山
上バス
（風の教会回り）
をご利用
ください
（有料）

日産プリンス兵庫販売株式会社、日本ケーブル株式会社、阪神園芸株式会社、株式会社方城組、
株式会社前川製作所、株式会社増田組、株式会社益田工務店、有限会社万両
【後援】兵庫県、兵庫県教育委員会、公益財団法人 兵庫県芸術文化協会、神戸市、神戸市教育委員会、
公益財団法人 神戸市民文化振興財団、公益社団法人 日本建築家協会近畿支部、
兵庫エフエム放送株式会社
※●月●日（●）現在［敬称略、順不同］

インフォメーション

カフェ・レストラン

六甲山上バス

←有
馬温
泉

ショップ

六甲山上バス（風の教会回り）

六甲摩耶スカイシャトルバス

六甲有馬ロープウェー

方面

六甲山頂駅
し

だ

自然体感展望台 六甲枝垂れ

会期

ロープウェー山頂駅

2018 年 9 月 8 日（土）〜 11月 25 日（日）
開催時間

10：00 〜17：00

※受付終了時間は会場により異なります

会場

し

六甲ガーデンテラス

六甲山カンツリーハウス

だ

六甲ガーデンテラス、自然体感展望台 六甲枝垂れ、六甲山カンツリーハウス、
六甲高山植物園、六甲オルゴールミュージアム、六甲ケーブル、天覧台、
1

風の教会（グランドホテル 六甲スカイヴィラ会場含む）、

カンツリーハウス

六甲有馬ロープウェー（六甲山頂駅）、記念碑台（六甲山ビジターセンター）
［プラス会場］TENRAN

六甲ガーデンテラス

CAFE

※受付終了時間は施設により異なります

六甲ミーツ・アート
オフィシャルショップ

※会場により21：00（土日祝は 22：00）まで鑑賞できる作品があります

「リトルホルティ」

※ TENRAN CAFE の展示作品は、カフェのご飲食利用が必要です
※六甲山上バス、六甲摩耶スカイシャトルバスの詳しいダイヤはWEB をご覧ください

アーティストグッズを
販売しています

高山植物園
オルゴール
ミュージアム前

2

3

六甲高山植物園
記念碑台

「六甲ミーツ・アート 芸術散歩」は、現代アートの魅力と共に、六甲山をより多く

「記念碑台」は六甲山の開祖と称されるイギ
リス人『アーサー・ヘスケス・グルーム』の記
念碑が立てられた標高 795.6m に位置する

のみなさまに知っていただくことを目的に、2010年に始まりました。

六甲オルゴールミュージアム

グランドホテル 六甲スカイヴィラ

記念碑台

高台で、初めて本展覧会の会場となります。

これまでに280組を超えるアーティストが出展し、毎年、たくさんの方々に斬新な
作品や、作品によって変化する風景を楽しんでいただきました。9回目の開催とな

六甲ケーブル
山上駅

る本年もアートと出会う発見や驚きとともに“ 新しい六甲山の魅力 ”をお伝えでき
ればと思っています。

六甲ケーブルから

六甲山は明治時代、居留外国人によってレジャーの山として開発が始まりました。
その素晴らしい眺望や豊かな自然は、時代が移り変わった今もなお多くの人々に
愛され続けています。アートファンの方はもちろん、観光やレジャーで六甲山を
訪れるみなさまにも自然の移ろいを五感で感じていただきながら、本展がアート
と六甲山のコラボレーションを通して豊かな時間を過ごしていただける場、そし

六甲オルゴールミュージアム

アーティスト情報 敬称略、50 音順

六甲山上駅

の間は六甲山上バスが便利 !!

厚地朋子、飯川雄大、井上裕起、梅沢和木、大木土木とミツヤ電機、大宮エリー、

風の教会

TENRAN CAFE

［プラス会場］

六甲ケーブル

OBI、表良樹、笠井祐輔、釜本幸治、神谷紀彰、川上和歌子、木村剛士、
qvt、久保寛子、黒川岳、劇団かかし座、榮建太郎、佐川好弘、さわひらき、
志茂浩和、松蔭中学校・高等学校 美術部、髙橋匡太、照沼敦朗、中尾慶一郎、
中﨑透、新山浩＋神戸市立科学技術高校、西村正徳、葉栗里、花田千絵、

て新しい六甲山と出会う場になることを願っています。

天覧台

神戸市バス⑯
神戸市バス

六甲ケーブル下駅

林勇気、日比野克彦、平井里奈、伏見雅之、鉾井喬、森太三、ユアサエボシ

面
大阪方

三宮・新神戸から六甲ケーブル下
駅まで運行する
「六甲・摩耶急行
バス
（神戸市バス）
」について詳し
くは裏面をご参照ください

SNS フォトコンテスト開催 !

甲駅
阪急六

「# 六甲ミーツアート2018 行ったよ」

4

方面
・三宮
新神戸

2 梅沢和木「東方新超死 朱鷺妹様 」“Touhou Neo-X-death -Toki＆Sister-”
2010 年
3 ユアサエボシ「女性行員No.4」2017 年
4 大宮エリー「A HOUSE OF LOVE BY ELLIE OMIYA」2013 年 （表参道 GYRE）
©Ellie Omiya, courtesy of Tomio Koyama Gallery

5 日比野克彦「種は船」 2007 年 （「ホーム→アンド←アウェー」方式 金沢 21 世紀美術館）
6 川上和歌子「青空アパート」 2017 年 東京 撮影：山下大輔
7 鉾井喬「風と土の接点」2017 年 （中之条ビエンナーレ、群馬） 撮影：鉾井喬

駅

開催場所、料金、申込方法など詳細はWEB をご覧ください。

大木土木とミツヤ電機
「おしゃまなユンボワークショップ『土木体験イメクラ』」
9月9 日
（日）
、10月7日
（日）
、11月24日
（土）11：00 〜16：00

（「風の教会」隣接 旧六甲オリエンタルホテル跡地）

榮建太郎
「ストーンバランシング・ワークショップ」

9月16 日
（日）
、10月21日
（日）、11月18 日
（日）13：00 〜16：00
7

「風の教会」について

イベント・ワークショップ

（六甲オルゴールミュージアム）

劇団かかし座
「手影絵パフォーマンス」

10月7日
（日）18：15 〜19：15（六甲オルゴールミュージアム）
表紙作品 花田千絵「ほどけるとき」 六甲オルゴールミュージアム 撮影：高嶋清俊

影
阪神御

道駅
JR六甲

5
1 さわひらき「Locker room」 2016 年 六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2016

6

面
三宮方
神戸・

© 劇団かかし座

© 大木土木とミツヤ電機

森太三「“海の風景エコバック” を山で作ろう」

10月21日
（日）13：00 〜16：00（六甲山カンツリーハウス）

大阪市立デザイン教育研究所「アートなポンチョづくり」
会期中複数回実施（記念碑台）

「風の教会（六甲の教会）
」
は、
1986 年に竣工し、
大阪府の
「光の教会」
、北海道の
「水の教会」
と合わせて、安藤忠雄
「教会三部作」のひと
つに数えられています。本展覧会の会場とな
るのは 2015 年以来 2 回目で、今回は映像作
家として国内外で活躍するさわひらきのイン
スタレーション作品を展示します。
開場時間 10：00 〜16：50（最終受付16:30）
入場料 六甲ミーツ・アート 芸術散歩 2018 の

鑑賞チケットの他、
「風の教会」単館
入場券 500 円（4 歳以上一律料金）でも
入場できます

