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News Release

ヨーロッパの雰囲気と１０００万ドルの夜景を楽しむ

「六甲山のクリスマス」
１１月１日(金) からクリスマスディナー予約開始！
六甲山観光株式会社（本社：神戸市 社長：宮西幸治 阪神電気鉄道株式会社 １００％出資）が運営す
る「六甲ガーデンテラス」および「TENRAN CAFE」では、１１月１日(金)からクリスマスディナーの
予約受付を開始します。標高約８００ｍ～８８０ｍから見下ろす日本有数の夜景を眼下に、クリスマス
期間限定のクリスマスディナーをお召し上がりいただけます。
六甲ガーデンテラス内の「グラニットカフェ」では本格
的なフレンチコースや、国産牛のローストビーフコース
を、「六甲ビューパレス」ではシェフが目の前でメイン
のステーキを焼き上げる他、お子様でも楽しめるクリス
マスプレートをご用意しています。六甲ケーブル六甲
山上駅隣接の「TENRAN CAFE」ではシェフ特製の手作り
スイーツも楽しめるステーキコースを提供します。また
お食事だけでなく、六甲ガーデンテラスではプレゼント
に最適な雑貨やお土産品などのお買い物もお楽しみ
いただけます。ショップ「ホルティ」では、クリスマス
期間中人気のシルバーアクセサリー手作り体験を実施しており、二人だけの想い出を形にできます。更に夜
には「自然体感展望台 六甲枝垂れ」や「見晴らしの塔」を華やかにライトアップします。天候によっては
市街地では珍しい雪景色をご覧いただけ、非日常的でロマンチックな空間が広がります。
また、近隣の六甲オルゴールミュージアムと連携した「六甲山周遊クリスマススタンプラリー」を１１月２５日
（月）～１２月２５日（水）まで開催し、異国情緒漂う六甲山上でクリスマス気分を満喫していただけます。

クリスマスディナー イメージ

六甲山からの夜景

自然体感展望台 六甲枝垂れ
ライトアップ

次ページ以降に詳細情報を掲載しております。

＜資料に関するお問合せ先＞
六 甲 ガ ー デ ン テ ラ ス T EL ： ０ ７８ - ８ ９４ - ２ ２ ８１ ／ FA X ： ０７ ８ - ８ ９１ - １ １７ １
＜六甲ガーデンテラス概要＞
【営業時間】 ９：３０～２１：００（土は～２１：３０ ※１２月１日（日）以降は～２１：００）※季節・曜日・天候・店舗により異なる
【所在地】 〒６５７-０１０１ 神戸市灘区六甲山町五介山１８７７-９
【定休日】 無休（２０２０年３月３日（火）、４日（水）はエリア休業予定） ※冬季は店舗により不定休
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◆クリスマスディナー 【開催期間】 ２０１９年１２月２１日（土）～２５日（水）※六甲ビューパレスは２４日（火）、２５日（水）のみ
六甲ガーデンテラス内 【グラニットカフェ】 １２月２１日（土）
～２５日（水）
◆クリスマス限定創作フレンチコース&ローストビーフコース
２１日（土）～２３日 （月）は、国 産 牛のローストビーフコースを、２４日（火）～
２５日（水）には、シェフ特 製フレンチコースを提供。落ち着いた上質な空間で、
素敵な夜をお過ごしください。
※以下、①は２１日（土）～２３日（月）、②は２４日（火）～２５日（水）の内容です。
【料金】①お一人さま ４，５００円 ②お一人さま ７，０００円 ※料金は税込
【時間】①１７：００～１９：３０ ※２１日（土）は２０：００L.O
②１７：００～１９：００、１９：３０～２１：３０
【コース】①X’mas 限定国産牛のローストビーフコース
（季節のアミューズ・季節のスープ・フレッシュグリーンサラダ・国産牛の
ローストビーフ・パン or ライス・デザート・コーヒーor 紅茶）
②シェフ特製 X’mas 限定フレンチコース
（茸のテリーヌと貝のブルギニヨン・真鯛のポワレ アロマートソース・
黒毛和牛サーロインのローストビーフ・パン・デザート三種盛・コーヒー
or 紅茶）
【予約】０７８－８９４－２１１２（グラニットカフェ）（１５：００～１９：００受付）

六甲ガーデンテラス内 【六甲ビューパレス】 １２月２４日（火）
～２５日（水）
◆ステーキコース&クリスマスプレート
ご家 族 連 れでも気 軽 にお食 事 いただけるレストラン 。メインのステーキ以外
はビュッフェ形式なので、お好きなものをたっぷり召し上がれます。小学生までの
お子様にはクリスマスプレートをご用意しています。
【料金】お一人さま ４，０００円（３歳～小学生 １，５００円） ※料金は税込
【時間】１７：００～２０：００L.O ※９０分制
【コース】●ステーキコース（メインのステーキ以外はビュッフェ形式で提供。
ソフトドリンク飲み放題付。）
●クリスマスプレート（ソフトドリンク飲み放題・デザート付。）
【予約】０７８－８９１－０７８０（六甲ビューパレス）（１５：００～１９：００受付）
無料送迎バスのご案内（１２月２４日（火）・２５日（水）限定）
グラニットカフェ・六甲ビューパレスを前日１７：００までにご予約のお客さまは、JR 六甲道駅から無料送迎バスを
ご利用いただけます。予約先着順につき定員に達した場合はご利用いただけませんので予めご了承ください。

六甲ケーブル山上駅隣接 【TENRAN CAFE】 １２月２１日（土）
～２５日（水）
◆ステーキコース
クリスマス限 定 のスペシャルステーキコースを提 供 。シェフ特 製 手 作 り
スイーツのティラミスもお勧 めです。是 非 アルコールを嗜 みながら素 敵 な夜
をお過 ごしください。
【料金】お一人さま ３，５００円 ※料金は税込
【時間】１７：００～１９：３０L.O ※２１日（土）は２０：００L.O
【コース】●ステーキコース（前菜・スープ・サラダ・メイン（肉）・パン or ライス・
デザート・コーヒーor 紅茶）
【定員】各日１０組２０名様
【予約】０７８－８９１－１０１１（TENRAN CAFE）（１４：００～１９：００受付）
六甲ケーブル割引乗車券プレゼント
TENRAN CAFE のクリスマスディナーをご予約のお客様は、六甲ケーブルを
割引価格でご乗車いただけます。
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◆クリスマスにオススメ！手作り体験
高純度のシルバーで手軽に本格的な彫金体験ができる「シルバーアクセサリー手作り体験」を、六甲ガーデンテラス
エリア内 ショップホルティで開催しています。バングルやリングなどをその場で持ち帰ることができ、カップルの
想い出づくりに最適です。
【開催日時】 期間中毎日開催。１０：００～１９：００（所要時間３０分～）
シルバーバングル イメージ

イメージ

※予約不要。当日受付のみ。

【料

金】 バングル：４mm ３，５１９円、６mm ４，８１５円
リング：３，０５６円 プレート：１，９４４円 バープレート：１，１１１円
※料金は税抜表記。

【問い合わせ】 六甲ガーデンテラス内 ショップホルティ（０７８－８９４－２２５１）

◆エリア内 ライトアップイベント

メージ

◆六甲山光のアート Lightscape in Rokko
冬バージョン～冬はつとめて～
１０００万色以上の色彩表現が可能な LED 照明を使って
「自然体感展望台 六甲枝垂れ」をライトアップします。
今年のテーマは「枕草子」。冬バージョン～冬はつとめて
～では、冬の早朝の雪や、白さの際立つ霜の様子などを
約７分間の演出で表現します。冬の澄んだ空気で、より
きらめきを増す１０００万ドルの夜景と六甲枝垂れの競演は
圧巻です。
【開催日時】
・２０１９年１２月１日（日）～２０２０年１月１３日（月・祝）
１７：００～２１：００（２０：３０受付終了）
・２０２０年１月１８日（土）～３月７日（土）の土曜日、
２月２３日（日・祝）
１７：００～２０：００（１９：３０受付終了）

◆見晴らしの塔エリアライトアップ
西側エリア 内のシ ンボル「 見晴らしの塔」とそ の
周辺をライティングします。音楽によって移り変わる
幻想的なライトアップをお楽しみいただけます。
【期間】 期間中毎日開催
【時間】 １７：００～２１：００
※悪天候時は、営業時間を短縮する
場合があります。

【入場料金】 無料

※悪天候時は、営業時間を短縮する場合があります。
※約７分間の演出を繰り返し行います。
※１１月３０日（土）までは、秋バージョンを開催しています。

【入場料金】 大人３１０円 小人（４歳～小学生）２１０円

◆六甲山周遊クリスマススタンプラリー
六甲オルゴールミュージアム、六甲ガーデンテラスエリアに設置したスタンプを合計５つ集め、引換窓口に提出
する と、集 めた スタンプに関するクイズを出題します 。 クイズの正解 者の中から 、抽選 で６組１２名様 に
オルゴールやディナー券が当たる応募券をお渡しします。
【 期 間 】 ２０１９年１１月２５日（月）～１２月２５日（水）※除外日：期間中木曜日（六甲オルゴールミュージアム休館の為）
【当選品】 プレゼント A：六甲オルゴールミュージアム入館券（ペア）+六甲ガーデンテラスお食事券（４,０００円分）
プレゼント B：神戸オルゴール２個（曲別）プレゼント+ショップ「ホルティ」シルバーアクセサリー体験（ペア）
プレゼント C：六甲オルゴールミュージアムオルゴール組立体験＆入館券（ペア）+
六甲ガーデンテラス内「自然体感展望台 六甲枝垂れ」入場券（ペア）
※プレゼントの当選は A～C 各２組４名様です。※応募の際に希望のプレゼントを選んで抽選に参加いただきます。
※抽選結果は商品の発送をもってかえさせていただきます。

【スタンプ設置箇所】 六甲オルゴールミュージアム内２箇所、六甲ガーデンテラス内３箇所
※スタンプ押印が可能な時間は、スタンプ設置店舗の営業時間に準じます。※スタンプラリー参加は無料です。
※有料施設内設置のスタンプ押印には別途入館料が必要です。

【応募用紙引き換え場所】
六甲オルゴールミュージアム受付、六甲ガーデンテラス内「六甲おみやげ館」
※スタンプを５つすべて集めて、上記２箇所のいずれかに提出。

プレゼントの神戸オルゴール (イメージ)
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