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ACCESS

神戸市営地下鉄
約10分

About 10 min.
by Kobe City Subway

飛行機
Airplane

神戸空港
Kobe Airport

三ノ宮
Sannomiya

大阪国際空港
Osaka International 

Airport

関西国際空港
Kansai International

Airport

電車約20分

About 20 min. by Train

電車約50分

About 50 min. by Train

電車約90分

About 90 min. by Train

電車
Train

JR 三ノ宮駅
JR Line “Sannomiya”

阪急・阪神 神戸三宮駅
Hankyu and Hanshin Line “Kobe-Sannomiya”

新神戸
Shin-Kobe

徒歩
約5分

About 5 min.
on Foot

新幹線
Shinkansen

神戸布引
ハーブ園／
ロープウェイ

Kobe
Nunobiki

Herb
Gardens

& Ropeway

神戸布引ハーブ園へのアクセスはロープウェイのみとなっております。 専用駐車場はございません。 近隣の駐車場をご利用ください。

Access to “Kobe Nunobiki Herb Gardens” is only by ropeway from “Herb Gardens Bottom Station”, also there is not
a parking lot in our facilities. Please use nearby parking lot.



風の丘中間駅
Kaze no Oka Mid Station

神戸布引ロープウェイ
Kobe Nunobiki Ropeway

グラスハウスエリア
Glasshouse Area

ハーブ園山麓駅
Herb Gardens Bottom Station

ハーブ園山頂駅
Herb Gardens Top Station

ザ・ヴェランダ神戸
The Veranda at Kobe

ハーブ園山麓駅からロープウェイで約10分。

山頂駅を降り立つとそこは、四季折々のさまざまな

花やハーブが咲き集う神戸布引ハーブ園。

山肌に沿って広がる園内を進み、その先の高台に

現れるのが「  　　　　　　 」です。

Welcome to the Veranda

Kobe Nunobiki Herb Gardens sits just 10 minutes by 
ropeway from the bottom station. Once you step off the 
ropeway at the top station, you’ll be greeted by a bevy of 
different flowers and herbs in every season. As you make 
you r way t h rough t he ga rdens spread across t he 
mountainside, THE VERANDA will come into view on 
the high ground.



煌めく海と豊かな緑、そして港町神戸の街並みを

眼下に古き良き神戸の洋館のイメージとモダンな

カフェを融合した、クラシックでラグジュアリーな

空間を満喫いただけます。

営業時間　10:30～16:30 (L.O.16:00)

席数　　　77席

営業時間　10:30～16:30

席数　　　89席

2F  Café Lounge

1F  Terrace

The spot is classic and luxurious, fusing an image of 
western housing f rom Kobe in days gone by w ith 
modern café style where guests can look down to the 
glittering sea, lush green and the streets of the port city 
of Kobe.

Open 10:30～16:30 ( L.O. 16:00 )   77 Seats

Open 10:30～16:30   89 Seats



ドライハーブをモチーフにしたシャンデリア、

ヨーロッパの伝統美ロートアイアン、

園内で収穫したハーブをガラス瓶に収め

レイアウトしたハーブセラーなど

ゆったりとお寛ぎいただける空間です。

Precious Interior

Visitors can fully relax in the spacious interior, which 
features a chandelier designed in the motif of dry herbs, 
traditional beautiful European wrought iron and an herb 
cellar where herbs harvested in the garden are stored in 
glass bottles. 



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。

2F  Café Lounge

A comf y ca fé lou nge on t he second f loor 
provides superb views of the sparkling sea and 
lavish green from a huge window that fills with 
warm sunlight. 



1F  Terrace

さわやかな風が心地よく、

広い空と鮮やかな緑が美しい

開放感溢れる1Fテラス席。

The f irst f loor terrace is delightfully spacious, 
with the sky opening up above and the vivid 
g reen below. The gent le breeze adds to the 
relaxing feel.



Visitors can choose from 12 varieties of original herb tea 
and a beautiful dessert plate featuring seasonal fruits at the 
café lounge on the second f loor, as well as an original 
burger, sweets and soft serve ice cream at the terrace on the 
first floor.

2Fカフェラウンジでは、

12種類から選べるオリジナルブレンドハーブティーや

季節のフルーツを使った華やかなデザートプレートを、

1Fテラス席ではオリジナルバーガーやスイーツ、

ソフトクリームなどをお楽しみいただけます。

Food & Drink



Stretch your legs in the herb gardens after tak ing a 
breather at THE VERANDA. It is here that visitors can 
truly relax among the colors and fragrances of the many 
different herbs and flowers throughout the four seasons.

Kobe Nunobiki Herb Gardens

「  　　　　　　 」で一息したあとは、

ハーブガーデンへ。

季節ごとに色づき、香る、ハーブや花々とともに

おだやかな時をお過ごしください。




