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この夏を盛り上げるスタイリングを、見逃せないプライスで！

Ⅰ．サマーカジュアルファッションバーゲン
●会期：6 月 6 日（土）～14 日（日） 午前 10 時～午後 7 時
※最終日は午後 5 時まで。
●会場：3 階＝サン広場
この夏人気のサンダル、バッグ、帽子、ベルト、傘などのファッション雑貨や、お買い得レディスフ
ァッションを多数取り揃えました。専門店チェーン「ニュースター」を中心に、リゾート気分いっぱい
の夏本番カジュアルファッションを、いち早くお買い得価格でお届けするのはもちろん、この時期
ならでは、梅雨空のお出かけも楽しませてくれるキレイで、かわいいデザインの雨傘や外出に手
放せない UV カット日傘も品揃え。ぜひ、お見逃しなくご来場ください！

Fête de la Musique au Japon 2009

Ⅱ．第 8 回 音楽の祭日
●6 月 20 日（土）：ジャンルを超えてミュージシャンたちが集う
●6 月 21 日（日）：タンツハズフェスティバル in KOBE
●3 階＝サン広場《入場無料》
●共催：音楽の祭日 Fete de la Musique au Japon 日本事務局、ホテルプラザ神戸
●後援：大阪府、大阪市、フランス大使館、スイス大使館、ハンガリー共和国大使館、(財)大阪 21
世紀協会、(財)大阪国際交流センター、大阪日仏協会、関西ハンガリー交流協会、大阪日仏セン
ター＝アリアンス・フランセーズ、朝日新聞社、毎日新聞社、産経新聞社、日本経済新聞社、読
売新聞大阪本社、FM CoCoLo、テレビ大阪、FM OSAKA
関西における文化振興と国際交流の活性化を目的
に、25 年前にフランスで生まれた「音楽の祭典」を原
型に、ヨーロッパ１３都市で開催されている「音楽の
祭日」の一環として、日本で開催されるイベント。ジャ
ンルやプロ、アマチュアを問わず、入場無料で開催さ
れる音楽家たちのライブコンサートです。
《6/20（土）》13：00～16：30
・山田晋吾とマキノリョータ（ジプシーフォーク）13：00～
・Mitungo（ゴスペル）13：40～
・ゆうき芽衣（弾き語りシャンソン）14：15～
・アンサンブル・アンダンテ（ピアノと弦楽合奏）14：50～
・グルーポ・ゆい（南米フォルクローレ）15：25～
・ミドルノート（ギターとヴォーカル）16：00～
《6/21（日）》13：00～16：30
・アンサンブル・チャパーシュ（フォーク、東欧の民俗音楽と舞踊、
ブルガリアの女声合唱、ハンガリーの村に伝わる音楽と踊り、ジ
プシーヴァイオリン、民族楽器の演奏、生演奏で踊ろうタイム）

◎詳細は、主催者サイトをご参照ください。
http://www.mediatv.ne.jp/ongakunosaijitsu/
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神戸がハワイになる 2 日間

Ⅲ．KOBE ALOHA BREEZE 2009
●6 月 27 日(土)・28 日(日) ●3 階＝サン広場《入場無料》
●主催：NPO 法人カルコム神戸 ●後援：神戸市、ハワイ州観光局
●協力：Aloha Walker ●特別協賛：神戸ファッションプラザ、ホテルプラザ神戸、Hilo Kume
約 1,000 人以上が 2 日間にわたり参加して行われる一大フラエキジビション。ほかにハワイ関連
物販、ハワイ関連プロモーションなど。
Na Palapalai 出演決定！：6 月 27 日（土）、5 階＝オルビスホール
第 1 ステージ 開場 12：30 開演 13：00／第 2 ステージ 開場 16：00 開演 16：30
チケット 4,500 円(全席指定・完全入替)
◎Profile
2002 年にリリースしたデビューアルバム
「Makni 'Olu'olu（マカニ・オル・オル）」で
2003 年、ハワイのグラミー賞とも言われる
「ナ・ホク・ハノハノ・アワード」を総ナメにし
た。2004 年に「Ke 'Ala Beauty」2006 年には
3 枚目のアルバム、「Ka Pua Hae Hawaii」を
リリース。3 人のパワフルなファルセット・ボ
イスは、ハワイはもとより、多くの日本のフ
ラダンサーを魅了し続けている。

◎主催者サイトはこちら：http://kobealohabz.com/index.html
◎昨年の会場の様子はこちら：http://www.geocities.jp/pos1935/

半期に一度の全館バーゲン、27 日（土）から！

Ⅳ．リンク バーゲンアイランド
●6 月 27 日(土)～7 月 5 日(日) ●リンク全館
夏の全館バーゲンがいよいよスタートです。各店舗３０～７０％ＯＦＦのオフプライスでの販売はも
ちろん、目玉品や理由あり商品など、期間中だけのお買い得品を多数ご用意いたしております。
カフェ・レストラン各店舗でもバーゲンメニューをご用意いたしますので、おトクはショッピングだけ
ではありません。今回は、お買い上げ合計からさらに割引きになる限定クーポンが登場！ とっ
てもおトクな夏のリンクにぜひ、ご来店ください！
バーゲンアイランドキャッシュバッククーポン
●6 月 27 日（土）・28（日） ●Ｒｉｎｋ全館
バーゲンスタートの土日２日間限定で使える、割引クーポンが登場！ 一定の、お買い上げ金額
ご利用時にクーポンをお渡しいただくと、バーゲンプライスから、さらにおトクに！
《クーポンの内容》

対象フロア

※本企画はリンクの折
込チラシ限定です。詳
しくは 6 月 26 日（金）朝
刊折込をご覧ください。

Rink3 階～8 階
Rink1 階・2 階
（食料品・日用品のフロア）
Rink9 階＝MOVIX 六甲
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内容
● １０，０００円以上のお買い上げで４，０００円割引
● ５，０００円以上のお買い上げで１，５００円割引
● ２，０００円以上のお買い上げで５００円割引
● ２，５００円以上のお買い上げで５００円割引
● シネマ１，０００円鑑賞券
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新しいお店が仲間入り！

Ⅴ．NEW SHOP OPEN 情報
レディスファッション＆リビング雑貨「シエスタ」
●6 月 6 日（土）オープン ●4 階＝カジュアルファッション＆雑貨のフロア
かわいくて個性的なLa Foireのヘアアクセサリーを中心に各種のアクセサリー、おしゃれ雑貨から
リビング雑貨まで幅広く取り揃えています。
輸入雑貨アウトレット「Pier66」
●6 月 6 日（土）オープン ●5 階＝リビングファッションのフロア
輸入インテリア雑貨、アクセサリー＆衣料雑貨など、おしゃれアイテムを豊富に取り揃えたアウト
レットショップです。
レディスファッション＆雑貨「Carrie」
●6 月 13 日（土）オープン ●4 階＝カジュアルファッション＆雑貨のフロア
まるでオシャレ好きな女性のクローゼットのよう…。ワンピースを中心にシューズ、アクセサリーと
トータルコーディネイトが揃うショップ。

《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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