
ACCESS 営業時間

利用料金

JR新神戸駅から徒歩約５分、北野異人館エリアにも隣接。

電　車 JR「三ノ宮」、阪急･阪神「神戸三宮」、
神戸市営地下鉄「三宮」から「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「神戸三宮」、
神戸市営地下鉄「三宮」から市バス（2･18･90
･92系統）「布引」下車、徒歩約5分
JR「三ノ宮」、阪急・阪神「神戸三宮」、神戸市
営地下鉄「三宮」から市バス（64系統）「新神戸
駅前」下車、徒歩約5分
　シティー・ループバス 「神戸布引ハーブ園／
ロープウェイ」下車、徒歩約5分
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トンガリ屋根に風見鶏がチョコンと乗っ
た「風見鶏の館」は北野のシンボル
今も残る異国情緒をたずねて、ぶらりと
歩くのが楽しいエリアです

北野異人館エリアから徒歩約10分!!
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ロープウェイの広い窓からは神戸の景色とともに「布引の滝」や
重要文化財「五本松堰堤」などの名所を眺めることができます。

ロープウェイからの見どころ

Welcome to Kobe Nunobiki Herb Gardens

山桜やコブシの花が山々に彩りをそえる春
きらめく夜景が美しい夏
木々の葉が深紅に色づく秋
澄み渡る空と街並みが広がる冬
ロープウェイの車窓からは、四季の趣を感じる事
ができます。
眼下に広がる景色をゆっくりお楽しみいただいた
あとは、ハーブガーデンがお出迎え。
そこは緑が香り、風がそよぐ天空の楽園です。

ようこそ、神戸布引ハーブ園へ

全長1,460m、標高400mへ
約10分の優雅な空中散歩
快適な空間とパノラマ風景
山麓駅から山頂駅までの空中散歩、
ゆったりと神戸の景色・夜景をお楽しみください。

だれにも“やさしい”バリアフリー
ロープウェイ乗り場は、段差がなく乗降のしやすい
バリアフリー仕様です。

えん てい
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カフェ／テラス

ハーブの家／スパイス工房
温室／愛の像

散策ルート案内

Four Seasons Garden

四季折々、広がる12のガーデン

ラベンダー園ラベンダー園 四季の庭四季の庭

風の丘フラワー園風の丘フラワー園

風の丘芝生広場風の丘芝生広場

ショップ「ハーバルマーケット」ショップ「ハーバルマーケット」ローズシンフォニーガーデンローズシンフォニーガーデン展望プラザ展望プラザ

展望エリア

風の丘エリアガーデンエリア

グラスハウスエリア

約200種75,000株の花やハーブが咲き集う日本最大級のハーブ園。
テーマの異なる12のガーデンには、
四季折々、様々な花やハーブが咲き集います。
小径や花壇、丘で季節を感じ、色や香りをお楽しみください。

ハーブミュージアムハーブミュージアム

家庭菜園ポタジェ家庭菜園ポタジェ

温室温室 カフェ「ザ・ヴェランダ神戸」カフェ「ザ・ヴェランダ神戸」
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春は、ハーブガーデンの最盛期。
ハーブや花たちが自らが主役とばかりに華やかに咲き
集います。
春の訪れを知らせる花の一つ、ハナナや甘いリンゴの
ような香りを待つカモミール、約60品種ものローズが
お出迎えします。
生命力に満ちた新緑の森や、色彩溢れるガーデンで
春の香りや色をたっぷりとお楽しみください。

ハナナ
4月上旬～5月上旬

カモミール
5月上旬～6月上旬

ローズ
5月中旬～6月下旬

Flowers of The SeasonFour Seasons Garden

キレイ、楽しい、春

Spring
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Summer

陽光が燦 と々降り注ぐ本格的な夏には、都会の喧騒
を離れてハーブ園へ。
ひんやり爽やかな風が夏のガーデンを吹き抜けます。
ハーブの女王と言われるラベンダーや、太陽に向かっ
て元気に咲く向日葵たちがあなたを待っています。
大人も子供も1日中楽しい夏のハーブ園。
昼はたっぷり遊び、夜はきらきらの夜景を楽しんで
「きっと忘れない」思い出をつくりませんか。

ラベンダー
5月下旬～7月上旬

ユリ
6月下旬～7月下旬

ヒマワリ
7月下旬～8月下旬

Flowers of The SeasonFour Seasons Garden

きっと忘れない、夏
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Autumn

空が高くなり、そよぐ風が涼しさを帯びてきたら、待ちに
待った秋の始まり。
優しい木漏れ日が気持ち良く、心もからだも癒され
ます。
可憐なコスモスに、色深く香り立つローズ、少しずつ
赤く染まる山々の色彩。
しっとり落ち着いた雰囲気に秋の風情を感じること
でしょう。

Flowers of The Season

セージ
9月下旬～12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

Four Seasons Garden

のんびり、ぶらり、秋散歩

1009



ブーゲンビレア
12月中旬～3月上旬

ハイビスカス
12月中旬～3月上旬

ストレリチア
12月中旬～3月上旬

Flowers of The SeasonWinter

頬をかすめる冷たい空気に、冬の訪れを感じたら
グラスハウスへ。
暖かい温室に入ると、ブーゲンビレアやストレプトカーパス
などの色鮮やかな南国の花々が迎えてくれます。
ラグジュアリーなカフェ空間で、温かいハーブティーや
おいしいスイーツを楽しんだり、愛の名所「愛の像」に
大切な恋人との幸せを願ったりと、冬ならではの楽しみ
方が見つかります。

Four Season Garden

あったか冬の散歩道
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香りの資料館では、アンティーク香水瓶や香りを抽出
する道具など、香りにまつわる品々を展示しています。
美しい装飾が施された香水瓶や、刻まれた歴史に寄り
添えば、香りのルーツを体感できます。
天然エッセンシャルオイルコーナーには、約80種類の
オイルがあり、香りの奥深さに触れられます。
アロマスタジオでは、エッセンシャルオイルを使った
石鹸、ルームスプレーなどオリジナルのアロマグッズを
つくることができます。
お気に入りの香りを見つけて、香りがもたらす幸せな
時間を心ゆくまでお過ごしください。

ロープウェイを降り立つと、四季折々の花が咲き誇る
ウェルカムガーデンがお出迎え。
ドイツの古城「ヴァルトブルク城」をモチーフにしたレスト
ハウスや城門に囲われた憩いの広場、中世ヨーロッパの
雰囲気漂う空間にあなたを誘います。
レストハウスには、朝摘みハーブをふんだんに使った
至福のランチが楽しめるレストランやハーブ園オリジ
ナル商品などを取りそろえたショップがあります。
また、春と秋にはこだわりのハーブ料理を味わえる
屋外マルシェがオープン。
ここから始まる素敵な時間に、心も弾むことでしょう。

展望プラザ 香りの資料館
Fragrance MuseumView Plaza
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Activity

出合いの門の先にある、美しいガラス張りのグラス
ハウスでは、衣・食・住をテーマに、ハーブで暮らしをワン
ランクアップさせる「ハーブ活用術」を展示しています。
ハーブの香りや効能について学ぶ事で、豊かな香り
に心癒され、安らぎに満ちた暮らしを描く事ができるで
しょう。
温室では、季節を問わず、色鮮やかな熱帯の花や
植物が咲き競い、南国感に溢れています。

ゆったりハーブ園を満喫するなら、ローズシンフォニー
ガーデンへ。香り豊かな約60品種のイングリッシュローズ
に包まれる「ガーデンカフェ」で癒しのティータイム。
アクティブに散策するなら、ハーブガイドツアーに参加。
ハーブ園スタッフが、ハーブの活用法や楽しさ、魅力を
たっぷりとご紹介いたします。
散策の合間には、ガーデンで採れた季節のハーブが
浮かぶ足湯でリラックス。
思い思いにハーブの世界をお楽しみください。
ゴールデンウィークや夏休みには、大人も子供も楽し
めるハーブイベントを開催いたします。

ガーデンカフェ（季節限定） ハーブガイドツアー

ハーブを楽しむ

グラスハウス

夏休みキッズプロジェクト ハーブの足湯

Glasshouse

バレンタイン発祥の地、イタリア・テルニ市から寄贈された
「愛の像」。母が子を抱きしめる慈愛に満ちた姿は、心を
癒やす愛の名所になっています。
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Location

ハーブ園では、眼下に広がる神戸の美しい眺望も魅
力です。
グラスハウスエリアの「ザ・ヴェランダ神戸」は、緑や花々に
囲まれながら特別な神戸を体感できるハーブ園随一の
空間です。
風の丘芝生広場の先には神戸の街並み、そして遠
く海までの風景が続きます。
緑に包まれ、海を眺めて過ごす時間は、きっと素敵な
思い出になるでしょう。
夕方から夜に移り変わる僅かな時間は、海と空の色
が群青色に染まり、息をのむほどの美しさ。
ナイター営業期間には、展望プラザにイルミネーション
が施され、幻想的な空間｢光の森｣があらわれます。

景色を楽しむ

「ザ・ヴェランダ神戸」のテラス 夕日に染まるグラスハウス

風の丘芝生広場

幻想的な空間 「光の森」展望プラザ からの神戸の夜景

展望プラザの 「クリスマスタワー」
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Precious Time

澄みきった空気と目覚めたばかりの草花たちの香りが
心地よい朝。
にぎやかな古城の広場で美味しいワインを楽しんだり、
木漏れ日の中、木々を揺らす爽やかなそよ風を感じ
られる昼。
沈みゆく夕日に染まる景色の中、おだやかに時が流
れる夕暮れ。
きらめく夜景と色鮮やかなイルミネーションで心弾む夜。
今ここでしか出合えない特別な一瞬を、目で、耳で、
心で、存分に感じてください。

特別な時を過ごす

19 20



展望レストハウス ２F
レストラン
「ザ・ハーブダイニング」

「色と香りと味わいの世界」を体験できる
山頂レストラン「ザ・ハーブダイニング」では、
メイン料理（パスタ、肉、魚料理）からお好きな
一皿をお選びいただけます。
前菜ブッフェ、メイン料理、オリジナルブレンド
ハーブティーがセットになった「ガーデンプレート
コレクション」。
「Herb Garden」をイメージした華やかな
料理で至福のひとときをお過ごしください。

営業時間  １１：００～１５：００（L.O. １４：００)
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グラスハウス 1F・２F
カフェ
「ザ・ヴェランダ神戸」

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。

営業時間  １０：３０～１６：３０（2FのみL.O. １６：００)

エレガントに、心潤す

2018.4.7(sat) Grand Opening
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「香りで暮らしを鮮やかに」をテーマにした
神戸布引ハーブ園オリジナルブランド。
ハーブ園だからこそ提案できる「本当にいいもの」にこだわり
スタッフが企画、開発を重ねつくりあげた商品です。
色、香り、味わいを心とからだで感じながら
ハーブのチカラで美しく健やかな毎日を。

www.kobeherb-original.com

ハーブティーハーブティー ハーバルクッキーハーバルクッキー エッセンシャルオイルエッセンシャルオイル

ルームスプレールームスプレーソープソープ ボディクリーム/ハンドクリーム//リップバームボディクリーム/ハンドクリーム//リップバーム
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