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２０２１年３月９日（火) 
六甲山観光株式会社 
六甲ガーデンテラス 

『ひつじのショーンフェア in六甲ガーデンテラス』の 

詳細は、２ページ目以降をご覧ください。 

SHAUN THE SHEEP AND SHAUN'S IMAGE 
ARE ™ AARDMAN ANIMATIONS LTD. 2021 

 

『ひつじのショーンフェア in六甲ガーデンテラス』 

 

 

 
 

 
  

 
 

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 

テラスでは、『ひつじのショーンフェア in六甲ガーデンテラス』を３月２０日（土・祝）から５月３０日（日）まで開催します。 

昨年に続き２回目の開催となる同イベントでは、フェア期間中、エリア内 

２箇所のイングリッシュガーデンに「ひつじのショーン」のフォトパネルの展示や、 

アニメの中の１シーンを再現したフォトスポットを設置し、一部店舗には、 

実際の撮影で使われたジオラマや原画を展示します。 

料飲店舗では、フェア期間限定の「ひつじのショーン」オリジナルメニューを提供

する他、物販店舖でもオリジナルグッズの販売を行います。 

エリア内にある六甲山上で最も標高が高い展望台「自然体感展望台 六甲枝垂れ」

では、人気モニュメント「＃（ハッシュタグ）ROKKO」に、フェア期間限定のデザインを

施します。 

さらに、小さなお子様でも気軽に参加できるスタンプラリーや「ひつじのショーン」

のグリーティング、「ひつじのショーン」のキャラクターのキーリングや缶バッチを 

作れる手作りワークショップも開催し、お子様から大人まで幅広い世代にお楽しみ

いただけます。 

≪『ひつじのショーンフェア ｉｎ六甲ガーデンテラス』 開催概要≫ 

【開催日】 ２０２１年３月２０日（土・祝）から５月３０日（日）  

※期間中無休（店舗毎に定休日あり） 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、 

営業時間・イベント内容を変更・中止する場合があります。 

【開催場所】 六甲ガーデンテラス 

【料金】 無料 ※一部有料施設あり  

【営業時間】  

①３月２０日（土・祝）から４月２日（金） 平日 ９：３０～１８：００（土日祝は～２１：００） 

②４月３日（土）から４月２８日（水） 平日 ９：３０～１９：００（土日祝は～２１：００） 

③４月２９日（木・祝）以降 ９：３０～２１：００ 

※店舗・天候・曜日により異なる 
 
  
 
  
 

 
 

 

ここにしかない期間限定メニューとグッズが登場！ 

『ひつじのショーンフェア in六甲ガーデンテラス』３月２０日（土・祝）から開催！ 

「ひつじのショーン」と一緒に春の六甲山を満喫！ 

 

 

＜問合せ先＞ 

六甲ガーデンテラス  

【所在地】 〒６５７-０１０１ 神戸市灘区六甲山町五介山１８７７-９ 
ＴＥＬ：０７８-８９４-２２８１ ／ ＦＡＸ：０７８-８９１-１１７１ 
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２０２１年３月９日（火) 
六甲山観光株式会社 
六甲ガーデンテラス 

イングリッシュ・コッテージガーデン 光と風のメドウガーデン 

※写真はイメージです。 

◆２箇所のイングリッシュガーデンに「ひつじのショーン」の仲間たちが登場！ 

六甲ガーデンテラスエリア内にある２箇所のイングリッシュガーデンにショーンとその仲間たちのフォト 

パネルやスタチュー、アニメの中の１シーンを再現したフォトスポットが登場します。 

 期間中、自然の草花を活かした庭造りが特徴の英国風庭園「イングリッシュ・コッテージガーデン」では、 

クロッカスやムスカリ、チューリップなどの小さな球根の花や、春を代表するプリムローズが咲き、牧草地 

のようにのびた芝生の中に野の花々が咲く「メドウガーデン」では、ラッパスイセンが開花し、春の訪れを 

感じることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆アニメの中で使用したジオラマや原画を展示！ 

アニメーションの中で実際に使用したジオラマや原画を、六甲ガーデンテラスエリア内の料飲・物販店舗にて 

展示します。 

【設置店舗】ショップホルティ・グラニットカフェ他 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「ひつじのショーン」の仲間たちのオリジナルメニューを期間限定で提供！！ 

『ひつじのショーンフェア in 六甲ガーデンテラス』期間限定のオリジナルメニューを提供！ 

エリア内にある飲食店舗「六甲ビューパレス」・「フードテラス」・ 

「グラニットカフェ」にて、フェア期間限定のオリジナルメニューを 

提供します。 
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２０２１年３月９日（火) 
六甲山観光株式会社 
六甲ガーデンテラス 

六甲ビューパレス 店内  

ビッツァーの顔をあしらったプレートに、 

六甲ビューパレス自慢のシェフ特製 

ビーフシチューがたっぷり！ 

イギリスのデザート「トライフル」風に仕上げた 

オリジナルデザート。六甲枝垂れをイメージした 

カゴに、兵庫県産のいちごを添えました！ 

※写真はイメージです。 

 

≪六甲ビューパレス≫ 

【営業時間】１１：００～２０：００LO 

※４月２日（金）までの平日は１０：３０～１７：３０LO 

４月５日（月）～４月２８日（水）までの平日は１１：００～１８：３０LO 

４月２９日（木・祝）以降の平日は１１：００～１９：００LO 

【定休日】月曜日 ※祝日は営業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪フードテラス≫ 

【営業時間】１０：００～１６：００LO 

※４月２９日（木・祝）以降の土日祝は１９：００LO 

【定休日】火曜日 ※祝日は営業 

 

 

 

 

≪グラニットカフェ≫ 

【営業時間】１１：００～２０：００LO 

※４月２日（金）までの平日は１０：３０～１７：１５LO 

４月５日（月）～４月２８日（水）までの平日は１１：００～１８：１５LO 

４月２９日（木・祝）以降の平日は１１：００～１９：３０LO（食事） 

喫茶は２０：００LO 

４月２９日（木・祝）以降の土日祝は１１：００～２０：００LO（食事） 

喫茶は２０：３０LO 

【定休日】水曜日 ※祝日は営業 

ひつじのショーンラテ 

７７０円 

ビッツァーのよくばりビーフシチュー 

１，５００円 

ひつじのショーンの春いちごサンドケーキ 

１，０００円 （ドリンクバー付 １，２００円） ※数量限定 

ひつじのショーンソフトクリーム 

４００円 
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２０２１年３月９日（火) 
六甲山観光株式会社 
六甲ガーデンテラス 

グリーティング （イメージ） 

≪六甲おみやげ館≫ 

【営業時間】１０：００～２１：００ 

※４月２日（金）までの平日は１０：００～１７：４５ 

４月５日（月）～４月２８日（水）までの平日は１１：００～１８：４５ 

【定休日】なし 

「＃（ハッシュタグ）ROKKO」 

◆『ひつじのショーンフェア in六甲ガーデンテラス』限定のオリジナルグッズも販売！ 

『ひつじのショーンフェア in 六甲ガーデンテラス』限定オリジナルグッズを販売！ 

エリア内にあるショップ「ホルティ」にてフェア限定のオリジナルグッズを販売します（一部商品は「六甲おみやげ

館」でも販売）。 

六甲山で採れたはちみつ「やまみつ」が入った、おみやげにぴったりの「やまみつパイ」や、バリエーション 

豊富な「バウムクーヘン」、エリア内で気軽に飲める「神戸ウォーター」・「神戸ウォーターレモネード」を販売。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ホルティ≫ 

【営業時間】１０：００～２０：００ 

※４月２日（金）までの平日は１０：００～１７：４５ 

４月５日（月）～４月２８日（水）までの平日は１１：００～１８：４５ 

【定休日】なし 

◆＃（ハッシュタグ）ROKKO が「ひつじのショーン」バージョンに！ 

「＃（ハッシュタグ）ROKKO」モニュメントに「ひつじのショーン」の仲間たちが登場！ 

「自然体感展望台 六甲枝垂れ」に設置している、人気のモニュメント 

「＃（ハッシュタグ）ROKKO」のデザインが、『ひつじのショーンフェア 

in六甲ガーデンテラス』 期間限定バージョンに変身します！ 

【日  程】３月２０日（土・祝）～５月３０日（日）  

【時  間】１０：００～２１：００（２０：３０最終受付）  

※４月２日（金）までの平日は１０：００～１８：００（１７：３０最終受付） 

４月５日（月）～４月２８日（水）までの平日は１０：００～１９：００（１８：３０最終受付） 

※悪天候時は短縮営業の場合あり 

【場  所】自然体感展望台 六甲枝垂れ 

【料  金】大人（中学生以上）３１０円、小人（４歳～小学生）２１０円 

◆気軽に参加できるスタンプラリーやグリーティングなどのイベントを開催！ 

「ひつじのショーン」のグリーティング 

「ひつじのショーン」がエリア内各所に登場します。 

【日  程】３月２８日（日）、４月２５日（日）、５月２３日（日） 

【時  間】１１：３０～/１３：３０～/１５：３０～ ※雨天中止 ※各回約３０分 

【料  金】無料 

【場  所】エリア内「見晴らしの塔」周辺 

ひつじのショーンのやまみつパイ 

１,２１０円 

 

ひつじのショーンのバウムクーヘン 

（左）４２１円、（右）５５０円 

神戸ウォーター（左）１７３円 

神戸ウォーターレモネード（右）３４６円 
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スタンプラリー （イメージ） 

キーリング（イメージ） 

≪六甲ガーデンテラス営業概要≫ 
【営業時間】  

①３月２０日（土・祝）から４月２日（金）  

平日 ９：３０～１８：００（土日祝は～２１：００） 

②４月３日（土）から４月２８日（水）  

平日 ９：３０～１９：００（土日祝は～２１：００） 

③４月２９日（木・祝）以降 ９：３０～２１：００ 

※３月１９日（金）まで 平日９：３０～１８：００（土日祝は～２０：００） 

※季節・曜日・天候・店舗により異なる 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、営業時間を変更する場合があります。 

【所在地】 〒６５７-０１０１ 神戸市灘区六甲山町五介山１８７７-９ 

【休業日】 無休 ※店舗毎に定休日あり  

 

六甲有馬ロープウェー ショーンが 1 日駅長としてお出迎え！ 

近隣の六甲有馬ロープウェーでは新ゴンドラデビュー１周年記念として、「ひつじのショーン」の主人公である 

ショーンが１日駅長として登場します。他にもさまざまなイベントを開催予定。詳しくは WEB サイトをご覧ください。 

【日  程】３月２０日（土・祝）、２１日（日） 

【時  間】１１：００～/１２：００～/１４：００～/１５：００～ ※各回約１０分 

【料  金】無料 

【場  所】六甲有馬ロープウェー山頂駅 

【WEBサイト】https://koberope.jp/ 
 

「ひつじのショーン」のスタンプラリー 

エリア内に隠れているショーンとその仲間たちを、ヒントをもとに探すスタンプラリーを

開催。スタンプを全て集めた方には、ノベルティをプレゼントします。 

【期 間】３月２０日（土・祝）～５月３０日（日） 

【時  間】１０：００～ 

      ※スタンプ設置店舗毎に営業時間は異なる 

【料 金】参加無料 

※「自然体感展望台 六甲枝垂れ」の入場料別途要 

【スタンプ設置場所】六甲ガーデンテラスエリア内 

【プレゼント引換場所】六甲ガーデンテラス内ショップ「ホルティ」 

キーリング・缶バッジの手作りワークショップ 

【期 間】３月２０日（土・祝）～５月３０日（日） 

【開催時間】キーリング １１：００～/１３：００～/１５：００～/１７：００～ 

缶バッジ 営業時間内随時受付 

【定  員】キーリング：各回４名/缶バッジ：最大４名 

【料 金】キーリング：１,５００円/缶バッジ：４００円  

【所要時間】キーリング：約１時間～１.５時間/缶バッジ：約１０～１５分間 

【受  付】当日現地にて受付 

 

常設展示時の様子 

※記載料金はいずれも税込です 

六甲ガーデンテラスからの景色 

https://www.rokkosan.com/
https://koberope.jp/

