
一般車の駐車場はございません。 ANAクラウンプラザ
ホテル神戸または、近隣の駐車場をご利用ください
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春のハーブ園は、イベント盛りだくさん！

コトノハコ神戸

人気No.1のオリジナルハーブソーセージのほか、マ
ルシェ特製メニューが登場! 古城の広場で、春の
風を感じながら乾杯しよう 

場所:展望プラザ　※雨天時中止

春色の山々に囲まれ、ハーブティーやスイーツでお
花見はいかがですか。 クラフトマーケットやコンサート
も開催いたします

場所：風の丘芝生広場　※雨天時中止

「ハーブの女王」ラベンダーに触れて、香って…
鮮やかな青紫の花穂、癒しの香りに包まれながら
摘み取り体験を楽しもう！ 

場所：ラベンダー園　※雨天時中止　※参加無料

ハーブマルシェ 山桜カフェ 
01

EVENTS INFORMATION
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JOIN US! HERB GARDENS

※写真はイメージです
※内容は事前に変更となる場合がございます
※表記金額は全て税込です
※イベントの詳細はホームページをご覧ください

ゴールデンウィークは、食べて、飲んで、いっぱい遊
ぼう! キッズスペースや宝探しゲーム2020など、大
人も子どもも楽しめるイベントが目白押しです 

GWカーニバル
4/29(水・祝) - 5/6(水・祝)03

JOIN US!
HERB
GARDENS

ラベンダー摘み取り
06

JOIN US!
HERB
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土日祝
のみ

土日
のみ

土日
のみ

料　　金 大人 ¥1,500  小人 ¥750 （ナイター料金<17:00以降>：大人 ¥900  小人 ¥550）

営業時間 平日9:30～16:45　※3/14からの土日祝  9:30～20:15（ロープウェイ上り時刻）

3/14(土) - 7/5(日) 4/4(土) - 4/12(日)

色、香り豊かな約60種のイングリッシュローズに包
まれて、癒しのティータイム。ローズが美しく、より鮮
やかに映える“雨の日”もオープンします

場所：ローズシンフォニーガーデン

04

JOIN US!
HERB
GARDENS ローズカフェ

5/11(月) - 6/28(日) 5/30(土) - 6/28(日)

土日
のみ

触れると甘いリンゴのような香りが漂うカモミールの
収穫体験のほか、フレッシュハーブティーの無料サービ
ス、ハーブの花束づくりなど春のハーブを満喫しよう

場所：風の丘芝生広場　※雨天時中止

春の収穫祭
05

JOIN US!
HERB
GARDENS

5/16(土) - 5/24(日)

▶神戸市営地下鉄 JR･阪急･阪神･神戸市営地下鉄「三宮」→神戸市営地下鉄「新神戸」下車、徒歩約5分
 ▶新幹線 「新神戸」下車、徒歩約5分
 ▶市バス　JR「三ノ宮」、阪急・阪神・神戸市営地下鉄「三宮」→市バス（2･18･90･92系統）「布引」下車、徒歩約5分 
 JR「三ノ宮」、阪急・阪神・神戸市営地下鉄「三宮」→市バス（64系統）「新神戸駅前」下車、徒歩約5分

アクセス

※小人は小・中学生。未就学児は無料
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かすい

Lavender & Rose Fair
キレイが楽しい、ガーデンめぐり

5/11（月）から7/5（日）までは
ラベンダー＆ローズフェアも開催
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神戸布引ハーブ園より季節のお便り



肉料理、魚料理、パスタからお好きな1品を選んでいただけるメイン料理、旬の
食材を使った彩り豊かな前菜ブッフェ（15種）、そしてオリジナルブレンドハー
ブティーを組み合わせた「ガーデンプレートコレクション」。おすすめのワインやデ
ザートも取り揃えており、贅沢なランチタイムをお過ごしいただけます。お子様メ
ニューもご用意しております

エレガントに、心潤す
暖かな陽光が差し込む大きな窓から、煌く海と豊かな緑が望
めるラグジュアリーな2Fカフェラウンジでは、12種類から選べる
ハーブティーや、季節のフルーツを使った華やかなデザート
プレートなどをご用意しております。 広い空と鮮やかな緑が美
しい開放感溢れる1Fテラス席では、心地よい風を感じなが
らオリジナルバーガーやスイーツをお楽しみいただけます

２F：カフェラウンジ　
季節を彩るデザート、サンドウィッチを
はじめ、こだわりのハーブティーや
コーヒーなどをご用意。優雅なティー
タイムをお楽しみいただけます
 
１F：テラス　
オリジナルのハンバーガーやスイーツ、
ハーブティー、ソフトクリームなどを
お手軽にお楽しみいただけます

オリジナルブレンドハーブティー
　2F 全12種 各¥1,020／1F 全3種 各¥650

牛ほほ肉と春野菜の煮込み

季節のクリエーション／¥1,830スパークリングワイン／¥950～

展望レストハウス2F

レストラン「ザ・ハーブダイニング」
営業時間 １１：００～１５：００ （ L.O. １４：００）

  

※写真はイメージです　※内容は事前に変更となる場合がございます　※詳細はホームページをご覧ください

園内のレストランやカフェラウンジなどで
苺をふんだんに使用した

期間限定メニューをお楽しみいただけます

グラスハウス1F・2F
「ザ・ヴェランダ神戸」
営業時間 １０：３０～１６：３０ （２FのみL.O.１６：００）

レストラン「ザ・ハーブダイニング」
　イチゴのカタラーナ  ¥700
　ストロベリーアイスミルクティー  ¥600
　ストロベリークリームソーダ  ¥800
　ストロベリースパークリング  ¥1,000

「ザ・ヴェランダ神戸」　2Fカフェラウンジ
　苺を使ったケーキ各種  ¥820
　季節のクリエーション  ¥1,830
　苺サンド  ¥2,040
　苺入りスパークリングロゼ  ¥1,230

「ザ・ヴェランダ神戸」　1Fテラス
　季節のスペシャルサヴァラン あまおう  ¥1,400
　苺入りスパークリングロゼ  ¥950
　苺アーモンドミルク  ¥850

～

2020.02.29(Sat.) -  05.10(Sun.)

心躍る、至福のひととき
色鮮やかな「Herb  Garden」をイメージした9種類のメイン
料理（肉料理、魚料理、パスタ）をご用意いたします
ハーブ園で育ったハーブやエディブルフラワーをふんだんに
使った、見て楽しい、食べておいしい、こだわりのお料理をご
堪能ください

The Veranda Live
ザ・ヴェランダライブ

ラグジュアリーな空間でクラシック生演奏
毎週水曜日  ①13:00  ②14:00  ③15:00

料金：大人¥2,480  小学生¥1,210  ※小学生未満無料（メイン料理除く）
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  春のメイン料理
 （肉料理）
　・ 仔牛とチーズのカツレツ フレッシュトマトのソース
　・ 鴨のロースト バルサミコソース 菜園をイメージして
　・ ガリシア栗豚の“ピッツァイオーラ”
　・ 鶏もも肉のスパイス焼き 塩レモンの効いた冷たいカポナータ
　Special Menu / プラス¥500
　・ 牛ほほ肉と春野菜の煮込み
　 （魚料理）
　・ 玉葱のヴルーテに浮かべた天然真鯛の香草ロースト
　 （パスタ）
　・ あさりと菜花のトマトパスタ
　・ 釜揚げしらすとアンチョビのオイルパスタ
　・ 鶏とアスパラガスのクリームパスタ
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※開花時期は気象状況などにより変更となる場合がございます

新しい季節の訪れに合わせ、自らが主役とばかりにハーブや花たちが華やかに咲き集います
生命の息吹を感じる新緑の森、四季彩あふれるガーデンでたっぷり春をお楽しみください

春のガーデンへようこそ
GARDEN & LOCATION

ROPEWAY

全長約1,460m、高低差330m
眼下に広がる神戸の景色、淡い緑の雄大な山の景色も楽しめます

約１０分間の空中散歩
HAMMOCK

園内各所にハンモックが登場
ゆったりと身体を預けて、心地よい風を感じながらおくつろぎください

ハンモック

ハナナ 3月下旬～4月中旬

ラベンダー  5月下旬～7月上旬ローズ  5月中旬～6月下旬

カモミール  5月上旬～6月上旬

チューリップ 3月下旬～4月下旬

ポットマリーゴールド  4月下旬～6月上旬

アジサイ  6月中旬～7月下旬 ユリ  6月下旬～7月下旬

風の丘フラワー園

ローズシンフォニーガーデン

土日祝日は光、音で演出する森の中の幻想的空間「光の森」を開催
ロープウェイから望む京阪神に広がるパノラマの夜景も格別です

NIGHT VIEW
キラキラの思い出づくり



3/14(Sat.)▶7/5(Sun.)

ハーブとともに、優雅に過ごす

GARDEN FEST 2020 - Spring -
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ハーブガーデンが最も美しいこの季節、ハーブを楽しめるイベントが盛りだくさん！
色鮮やかなガーデンを散歩したり、ハーブの香りや味を楽しんだり・・・
春のハーブ園で美しい花々やハーブに包まれながら優雅な一日を過ごしませんか

約8０種類の天然エッセンシャルオイルの香りくらべで、
お気に入りの香りを見つけてください
香りと暮らしについての無料展示もお楽しみいただけます
場所：香りの資料館

きっと、あなただけのお気に入りが見つかる
「至高の香り探し」

香りと出合う

※写真はイメージです　※内容は事前に変更となる場合がございます　※イベントの詳細はホームページをご覧ください

ハーブの風味豊かなオリジナルソーセージや特製ステーキなど、春の限定メニューが登場
古城の広場の中で、春風を感じながら楽しむワインは最高です
お腹いっぱいになった後は、園内各所にあるハンモックでくつろぎのひとときを

場所：展望プラザ

「ハーブマルシェ」で乾杯

内容：ランチボックス、ワインミニボトル、ミネラルウォーター、お菓子など
期間：2020年3月20日（金・祝）～7月5日（日）
　　 ※GW期間（4月29日（水・祝）～5月6日（水・祝））は除く
料金：2名様分　¥7,000

※備品はご返却いただきます
※ご予約はご利用日2日前の15:00まで（電話予約 078-271-1160）

手ぶらできても、ピクニックが満喫できる
「ガーデンピクニック」

優雅に過ごす

ハーブについて楽しく学べる「ハーブガイドツアー」や、ハーブをとり入れた
暮らしの展示「ハーブの家」など、暮らしを豊かにするアイデアが満載
知れば知るほど好きになる、ハーブの世界をご堪能ください

暮らしの中にハーブのアイデア

ハーブを満喫

満開のハーブやフラワーが咲き誇る園内を、飲み物を片手に
カメラを持って、のんびりお散歩しませんか。ハーブの香りや
心地よい風を感じながらゆっくりとお過ごしください

色鮮やかなガーデンの中で春に触れる

ガーデンを散策

四季の庭

ハーブの家

林の小径

ハーブガイドツアー
　11:00　暮らしにとりいれよう！アロマと香り
　13:30　ふれて楽しむ フレッシュハーブ
　14:30　ハーブガーデンを巡る

無料 所要時間 約45分

事前予約制


