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ランチにおやつに！食事パン、菓子パンから惣菜パンまで人気のお店が登場！

Ⅰ．リンクこんがりパン工房
マジシャンやパフォーマーが日替わりでくりひろげる、不思議と驚きのステージ！
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理由あっておトク！クーポンつきでさらにおトク！Rink がお届けする生活応援ウイーク！
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Ⅲ．特得理由ありウイーク
すぐ着られる初夏から夏のファッションが、こんなにおトク！

Ⅳ．初夏のファッション大バーゲン
メニューが充実して、リ･オープン！

Ⅳ．自然食レストラン「健康美食 豆の畑」
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ランチにおやつに！食事パン、菓子パンから惣菜パンまで人気のお店が登場！

Ⅰ．リンクこんがりパン工房
●会期：4 月 24 日（金）～26 日（日） 午前 11 時～午後 6 時
●会場：3 階＝サン広場
【入場無料】
阪神間の人気ベーカリー全 14 店舗が一堂に出店し、自慢のパンを販売する、恒例のイベント。
ハード系から各種惣菜パン、その場で焼き立てを販売する実演コーナー、通常はお店で販売して
いない会場限定パンや、行列のできる店の食パン限定販売などなど盛りだくさんな内容でお届け
いたします。
《出店店舗一覧》
・ 無添加工房 アンリ（箕面市）
・ 焼きたてのパン トミーズ（神戸市東灘区）
・ Hot Cross（大阪市西区）
・ ファミール（神戸市垂水区）
・ 神戸シェルブール（三木市）
・ サンドイッチファクトリー マジックパン（神戸市灘区）
・ ルルスブラン（神戸市灘区）
・ 手づくりパンの店 ピノキオ（神戸市兵庫区）
・ ホットドッグカフェ ブラッツ岡本（神戸市東灘区）
・ 米麦館タマヤ（岸和田市）＆グッディシェフ（大阪市西区）
・ Bakery SORA（神戸市垂水区★）
・ sodachi（神戸市東灘区★）
・ ベーカリー＆スウィーツ ブラウニー（西宮市★）
・ 神戸バーガー(神戸市中央区★)
（★）は Rink こんがりパン工房初出店の店舗です。
《関連商品販売》
・ 大山ハム（サンドイッチのデモンストレーション予定）
・ 食品専門館 パントリー（チーズ、冷たいお飲み物など）
《イートインコーナー》
・ スターバックスコーヒードリンク販売（約 100 席）
《地蔵家の食パン限定販売》
４月２６日(日)午後１時と３時の２回、各回１００本。
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マジシャンやパフォーマーが日替わりでくりひろげる、不思議と驚きのステージ！

Ⅱ．リンクマジカルアイランド
●4 月 29 日（水・祝）～5 月 6 日（水・休） 午前 11 時～午後 6 時 30 分
●3 階＝サン広場《入場無料》
日本奇術協会所属のマジシャンやイリュージョニストを中心に、奇術師やパフォーマーた
ちがサン広場に集結し、日替わりで不思議と驚きのステージを繰り広げるマジック＆パフ
ォーマンスイベント。各日 2～3 回のステージショーを無料でお楽しみいただけるほか、手
品グッズを販売する 4 つのショップや、全長 16.5ｍのふわふわ遊具＝ふわふわサーカスト
レインが登場します。ファミリーで、カップルでＧＷのひとときをお過ごしください。
1. サン広場特設ステージ：期間中１日２～３回のマジック＆パフォーマンスステージシ
ョーを開催。
開催日
時間
4/29(水・祝) 13：00
15：00
17：00
4/30(木) 13：00
15：00
5/1(金) 13：00
15：00
5/2(土) 13：00
15：00
17：00
5/3(日) 13：00
15：00
17：00
5/4(月・祝) 13：00
15：00
17：00
5/5(火・祝) 13：00
15：00
17：00
5/6(水・休) 13：00
15：00
17：00

出演者
てつまろ
てつまろ、いっとう
いっとう
とくさかつくし
高橋ブラザーズ
足長ピエロのラッキー君
足長ピエロのラッキー君、ゆりちゃん
ゆりちゃん
魔ほうの愛華／京次郎／ルミエル・デュ・ソレイユ
魔ほうの愛華／京次郎／真田豊實
真田豊實／ルミエル・デュ・ソレイユ
キノピー＆AYA／ジュン・タカハシ
キノピー＆AYA／瀧川一紀
ジュン・タカハシ／ゼンジー一億／瀧川一紀
マジシャン・ヒロト／ザ・ラッキー
GAKU／マジシャン・ヒロト
GAKU／ザ・ラッキー／ゼンジー北京
ジュン・タカハシ／松旭斎小天正
ジュン・タカハシ／キタノ大地
キタノ大地／松旭斎小天正／安田悠二＆ユージョンファクトリー

2. グッズショップ：奇術グッズなどの販売コーナー（4 ショップ）
3. プレイコーナー：ふわふわサーカストレイン（長さ 16.5ｍ×高さ 3.6ｍ×幅 3ｍ）
※常設遊具
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理由あっておトク！クーポンつきでさらにおトク！Rink がお届けする生活応援ウイーク！
トクトク ワ

ケ

Ⅲ．特得理由ありウイーク
●4 月 29 日（水・祝）～5 月 6 日（水・休） ●Rink 各店舗
とってもスペシャル！ とってもお買い得！ 協賛品、サンプル品、処分品、持越し品、
セットはずれなどなど･･･。理由あって安い、理由あっておトクな商品を特に集めてお届け
する 8 日間。Rink 各店舗がお届けする、これまででイチバンおトクなゴールデンウイーク
です！
《同時開催》GW Go! Go! 抽選会
●4 月 29 日（水・祝）～5 月 6 日（水・休） ●8 階＝エレベータ横抽選会場
期間中、リンク各店舗でお買い上げ 3,000 円ごとに抽選券を、1,000 円ごとに補助券を、
各店舗にてさしあげます。抽選券 1 枚、または補助券 3 枚で 1 回、抽選会にご参加いただ
けます。
《景品》
賞
賞品
本数
特賞
旅行ギフト券 3 万円または VISA ギフト券 3 万円いずれか
各5本
グルメ賞
えらべるグルメギフト 5,000 円
20 本
スプリング賞
ハローキティポップアップトースター
50 本
ハートフル賞
クローバーマグ
500 本
雨に唄いま賞
コンパクト 3 段折傘
500 本
GW 賞
キャラクターアルミスポーツボトル
500 本
ハッピー賞
袋菓子
10,000 本
参加賞
キャンディまたはポケットティッシュ
もれなく

すぐ着られる初夏から夏のファッションが、こんなにおトク！

Ⅳ．初夏のファッション大バーゲン
●5 月 9 日(土)～17 日(日) 午前 10 時～午後 7 時 ※最終日は午後 5 時まで。
●3 階＝サン広場
すぐ着られる初夏から夏におすすめのファッションアイテムを一堂に集め、特別価格にて
販売いたします。専門店ルベールの初夏ファッションや、JUN グループ各ブランドのアウ
トレットコーナーなど見逃せないお買い得が満載です。
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メニューが充実して、リ･オープン！

Ⅳ．自然食レストラン「健康美食 豆の畑」
●オープン日：4 月 24 日(金)
●フロア：8 階＝レストランのフロア
食べたいものを、食べたいだけ・・・。ランチに、ディナーに、ヘルシーなバイキングで好評をいた
だいておりました「豆の畑」が、さらに充実したメニューでリ・オープン！ お豆腐、野菜、季節のお
料理、デザートなどなど、約 60 種類のメニューがお楽しみいただけます。ディナータイムには、に
ぎり寿司やステーキも登場します！
◎お問い合わせ・・・Rink8 階＝自然食レストラン「健康美食 豆の畑」 TEL(078)846-2839

《お知らせ》Ｒｉｎｋのプレスリリースはホームページからもダウンロードできます。トップページ→会社案内→プレスリリースをクリッ
クしてください。※PDF ファイルでご提供しています。

本件に関するお問い合わせ…
㈱神戸ファッションプラザ 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 2-9-1
販売促進課 太田・後藤
ＴＥＬ078-846-2600／ＦＡＸ078-846-2611
info@kfp.co.jp

※ お車でご取材の際は、Ｂ１・Ｂ２のＫＦＰ駐車場をご利用下さい。駐車券をご用意致しております。

ホームページはこちら
ホームページはこちら！
はこちら！
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