
Hagi Village

Glamping
グランピング

Activity
アクティビティ

Storm Field Guide
はぎビレッジ受付

〒318-0101 高萩市横川1533
こやま湖敷地内

☎080-9175-0217
(9：00 ～ 18：00)

ご予約・お問い合わせ

1人乗用と2人乗用がありますので、
親子でも体験できます。
普段は見る事の出来ない湖面からの景色や、
野鳥観察などをお楽しみください。

Hagi Villageでは、高萩市の魅力である
「海」 「山」 「清流」の3つのコンセプトの
テントを利用することが出来ます。

地元のフレッシュな野菜やお肉、パンなど、
高萩市の美味しいものを集めました！
手ぶらで手軽なバーベキューセットをぜひご利用ください。

カヌー／カヤック

安定感抜群の2人～最大12人乗りの
大型ボートで湖面をゆっくりクルージング。
ご家族やご友人と楽しむことが出来ます。

ボートクルーズ

サップ（SUP）とは、「スタンドアップパドルボード」の略称です。
その名の通りボードの上に立ち、パドルで静かな湖面を
進んでいくアクティビティです。
体幹やバランス感覚を鍛えることが出来るので、
エクササイズ効果も期待できます。

清流の流れる自然の天然プールで泳いだり、
滝壺へ飛び込んだり、花貫川を満喫できる
アクティビティです。
ウェットスーツやヘルメットなどの安全用具を
装着するため、安心してご参加いただけます。 サップ

シャワーウォーク

午前の部　9：30 ～ 11：30
午後の部 13：30 ～ 15：30
大人（中学生以上）
　　　　　　6,500円
子供（4歳以上）
　　　　　　5,500円
※4 ～ 9歳…2人乗り
　10歳以上…1人乗り

カヌー /カヤック

① 9：30 ～ ②10：30 ～
③11：30 ～ ④13：30 ～

大人（中学生以上）
　　　　　　2,500円
子供（4歳以上）
　　　　　　1,500円

ボートクルーズ

午前の部　9：30 ～ 11：30
午後の部 13：30 ～ 15：30

大人（中学生以上）
　　　　　　6,500円
子供（10歳以上）
　　　　　　5,500円

サップ

午前の部　9：00 ～ 11：30
午後の部 13：30 ～ 16：00

大人（中学生以上）
　　　　　　7,500円
子供（10歳以上）
　　　　　　6,000円

シャワーウォーク

大人（中学生以上）
　　　　　　 3,000円
子供（小学生） 1,000円
※食材費別途

デイキャンプ

大人（中学生以上）
　　　　　　14,000円
子供（小学生）
　　　　　　12,000円

グランピング＋
アクティビティ体験セット

（１泊２食付）

大人（中学生以上）
　　　　　　9,000円
子供（小学生）
　　　　　　7,000円

グランピング
（１泊２食付）

7月13日、こやま湖（小山ダム）にアウトドアフィールドが
オープンしました！
雄大な自然に囲まれた、茨城県最大のダムで楽しめる
アクティビティや、グランピングなどの魅力を紹介します。

手ぶらでＢＢＱセット
肉・野菜・パン・食器など
一人分 / 3,000円～

高萩市地域おこし協力隊

百足 学 隊員
む か で

高萩市地域おこし協力隊
橋本 佳織 隊員

アクティビティ体験は8月末まで、グランピング体験は10月～ 12月末の間、
半額で体験できます（BBQセットは除く）。この機会に是非ご利用ください！
※本人確認ができる保険証や運転免許証を各自ご持参ください。

高萩市在住、
在勤の人限定！

グランピングとは、
「グラマラス」と「キャンピング」を
掛け合わせた造語で、テントの設営や

食材の準備等が必要なく
手軽に楽しむことが出来ます。

天体観測やバードウォッチング、
ワークショップ（フェルトバード）

などの体験もございます！
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