
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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秋のハーブ園は、イベント盛りだくさん！
EVENTS INFORMATION

JOIN US! HERB GARDENS

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　※12/1までの土日祝  9:30～20:15（ロープウェイ上り時刻）

▶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

HERB GARDENS PRESS

CONTENTS
P.2　収穫の秋フェア開催！レストラン&カフェラウンジ　 RESTAURANT & CAFÉ LOUNGE
P.4　秋のガーデンへようこそ　 GARDEN & LOCATION
P.6　ガーデンフェスト 2019 - 秋 -　 GARDEN FEST 2019 -Autumn-
P.8　イベントインフォメーション　 EVENTS INFORMATION

厳選した本場ドイツのビールやワインで乾杯しよう！ 
特製のカリーヴルストとオリジナルハーブソーセージ
が登場

場所：展望プラザ　※雨天時中止

ハーブやスパイスで遊ぶ、つくる、
体験するがいっぱいの年に1度
のお祭り

ガーデンカフェが期間限定でオープン
秋のイングリッシュローズとハーブ＆フラワーに囲ま
れながら、優雅なティータイムを

場所：ローズシンフォニーガーデン

ハロウィンフォトスタジオで仮装を楽しんで、思い出
の写真を撮ろう！
10/26（土）、27（日）は、ハロウィンデー♪

場所：園内各所

秋空の下で食べるハーブ料理、センニチコウの摘
み取りやクラフトイベントなど、おいしい、楽しいが
いっぱい！

場所：風の丘芝生広場　※雨天時中止

モミジやヤマザクラが鮮やかに色づく山々に囲ま
れ、スイーツやハーブティーで秋を感じませんか

場所：風の丘芝生広場　※雨天時中止

 ドイツ祭り ガーデンカフェ ハロウィンフェア

Herb&Spiceカーニバル
10/26(土) - 10/27(日)
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土日祝
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土日祝
のみ

9/14(土) - 11/24(日) 9/14(土) - 11/4(月・祝)

11/2(土) - 11/4(月・祝) 11/16(土) - 11/24(日)

9/14(土) - 11/4(月・祝)

10/26（土）
小人（中学生以下）
入場無料

※2019年10月1日からの税率改定後の料金です

※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　※表記金額は全て税込です

AUTUMN2019 2 0 1 9年  秋号

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

シャインマスカット入りスパークリング／¥950～

旬の食材を使った前菜ブッフェ

季節のクリエーション／¥1,230

Special Menu  牛ほほ肉の赤ワイン煮込み ポルチーニ香るきのこクリームソース

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

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

収穫の秋フェア
園内のレストランやカフェラウンジなどで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）

～

2019.09.14(Sat.) - 12.01(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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  秋のメイン料理
 （肉料理）
　・ 鴨のロースト バルサミコソース 菜園をイメージして
　・ 骨付き鶏もも肉のコンフィ マスタードソース
　・ ガリシア栗豚のソテー ゴルゴンゾーラのクリームソース
　・ 仔牛のカツレツ ミラノ風 ２種のトマトソース
　Special Menu / プラス¥500
　・ 牛ほほ肉の赤ワイン煮込み ポルチーニ香るきのこクリームソース
　 （魚料理）
　・ キャベツで包んだ帆立とサーモンのムース きのこソース
　 （パスタ）
　・ 渡り蟹のトマトパスタ
　・ 燻製した牡蠣と青菜のオイルパスタ
　・ ベーコンとマッシュルームのクリームパスタ

「ザ・ヴェランダ神戸」　2Fカフェラウンジ
　ケーキ各種  ¥820
　季節のクリエーション  ¥1,230
　シャインマスカット入りスパークリング  ¥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  ¥1,400
　シャインマスカット入りスパークリング  ¥950
　キティ  ¥950

レストラン「ザ・ハーブダイニング」
　アフォガート  ¥510

～
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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

高く澄みわたる空の下、色づくガーデンで深まる秋を感じてください

秋のガーデンへようこそ
GARDEN & LOCATION

センニチコウ　9月上旬～11月中旬

メキシカンブッシュセージ　9月下旬～11月下旬サルビア・イエローマジェスティ　9月下旬～11月下旬

フジバカマ　9月下旬～11月上旬

ローズ　10月上旬～11月上旬 コスモス　10月上旬～12月上旬

布引の紅葉　11月上旬～12月上旬

風の丘フラワー園

CHRISTMAS

神戸のまちを見渡す展望プラザに、約6mのクリスマスタワーが登場。冬の風物詩「クリスマスマーケット」
やクリスマスディスプレイで賑わいをみせます。グリューワインやシュトーレンを片手に楽しいクリスマスを

古城のクリスマス2019　11/23（土・祝）～12/25（水）
ROPEWAY

全長約1,460m、高低差330m
眼下に広がる神戸の景色、赤や黄色に染まりゆく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寛ぎください

ハンモック
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※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

古城の広場で乾杯! 期間限定のドイツ祭り（土日祝のみ）

9/14(Sat.)▶12/1(Sun.)

のんびり、ぶらり、秋散歩

GARDEN FEST 2019 - Autumn -
澄みわたる空、秋色に色づく花畑と山々
園内をゆっくりと歩きながら、秋の贅沢な時間を過ごしませんか？

ハーブをふんだんに使った料理をお腹いっぱい堪能
レストランや展望プラザの「ドイツ祭り」では、神戸北野の老舗
ワイン専門店 Rote Rose がおすすめするワインも楽しめます

ワイン片手にくつろぐ
贅沢なひととき

知れば知るほど好きになる、ハーブの世界
癒しの香りを心ゆくまでお楽しみください

ハーブ、香りに癒される

 参加無料  「ハーブガイドツアー」
①11:00 暮らしにとりいれよう！ アロマと香り
②13:30 ふれて楽しむフレッシュハーブ
③14:30 ハーブガーデンを巡る

 無料展示  「至高の香り探し」
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

展望プラザ

ハーブの家

香りの資料館

鮮やかに色づく秋のガーデンをゆっくりお散歩しませんか
手ぶらで来てもピクニックが満喫できる「ガーデンピクニック」もおすすめです

秋、彩るガーデンをゆっくり散歩

眼下に広がる美しい眺望を眺めながら心も身体も満たされて
毎週水曜日にはクラシックの生演奏でより一層ラグジュアリーな空間に

心潤すティータイム

The Veranda Live
毎週水曜日　①13:00 ②14:00 ③15:00

 事前予約制  「ガーデンピクニック」
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：2019年9月28日（土）～11月10日（日）
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2日前の15:00まで（電話予約 078-271-1160）

四季の庭

「ザ・ヴェランダ神戸」 2Fカフェラウンジ


