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京阪神の激ウマご当地バーガーが勢ぞろい！

Ⅰ．関西ハンバーガーフェスタ
●9 月 19 日（土）～23（水・祝）
《入場無料》

11：00～18：00

●3 階＝サン広場

ランチにおやつに、子供から大人まで大人気のハンバーガー。そんなハンバーガーを愛し、
素材から調理法までこだわりぬいて、オリジナリティあふれるご当地の味を生み出した店
主たち。会場では、それぞれに工夫を凝らした、名物の激ウマご当地ハンバーガーを一堂
に集め、販売いたします。各店の味の競演を、どうぞお楽しみください。
【出店店舗と主な販売商品】
店舗名

神戸バーガー
（神戸市須磨区）

主な商品

●神戸バーガー
神戸牛のパティに神戸ワインで香りつけ。

Shin's BURGER
●ベーコンラタトゥイユバーガー
（神戸市灘区・王子 黒毛和牛の手ごねパティにラタトゥイユ
公園）
がベストマッチ。

●うつぼバーガー
KaLa
うつぼ公園近くのイタリアン店。サルシッ
（大阪市西区・京町
チャや厚切りベーコンが入ってボリュー
堀）
ムたっぷり。

Ｍデリ＆バーガー
●中之島バーガー
（大阪市北区・中之 松坂牛専門店が作るジューシーなパティ
島）
が自慢。

鶴橋バーガー
●鶴橋バーガー
（大阪市天王寺区・ キムチ専門店が考案。甘ダレのカルビとキ
鶴橋）
ムチが相性バツグン。
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カフェレストラン
MACHⅢ
(堺市)

●堺バーガー
ダチョウの肉で作ったパティは思いのほ
かジューシーでヘルシー。

Ｔ’s★DINER
(高槻市)

●高槻バーガー
サクふわバンズに 170ｇのパティと厚切り
トマトでボリュームたっぷり。

BUNSMAN
(八尾市)

●アップルマン
リンゴを使ってさっぱりとした独特な味
わい。

58DINER
●ネオクラシックバーガー
( 京 都 市 左 京 区 ・ 東 レッドキャベツに自家栽培ハーブが香り
山)
ます。

SPEAK EASY
(京都市左京区・修学 ●京都バーガー
院／京都市中京区・ 米粉のバンズ、京水菜、柴漬けを使用。
烏丸)

ジョカーレ
●北浜バーガー
( 大 阪 市 中 央 区 ・ 北 フランスパン生地のバンズに黒毛和牛の
浜)
粗引きパティで食べごたえ満点。

「イートインコーナー」
会場内にテーブル、イス約 100 席をご用意。お気に入りのバーガーをその場で食べ比べし
ていただけます。スターバックスコーヒーのブースもあり。
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ビリー隊長もやってくる！いま、グリーンコンシャスがカッコいい！

Ⅱ．グリーンコンシャス国際イベント兵庫 2009
●9 月 27 日（日）

11：00～17：00

●3 階＝サン広場／1 階＝神戸ファッション美術館

《入場無料》(ビリー・ブランクスさんエクササイズ参加希望者：当日 12 時からサン広場で整理券を配布)
●主催：ＮＰＯ法人 Peace & Nature
●後援：兵庫県教育委員会、六甲アイランド地域振興会
●協賛：ホテルプラザ神戸、神戸ファッションプラザ、神戸ベイシェラトンホテル＆タワーズ、
ダンスチームきらら
●共催：神戸ファッション美術館
●協力：神戸ファッション専門学校、株式会社フェリシモ
＊この事業は（社）ひょうごツーリズム協会の助成金により実施いたします
Peace＆Nature は、子どもの国際健全教育、地球の平和と環境をテーマに様々なプログラムに取組
んでいる NPO 法人です。このたび、兵庫県「地域元気回復支援事業」において「地球環境に対して
意識が高い(グリーン・コンシャス)県（街）」であることを、世界に発信するための新たなイベン
ト『グリーン・コンシャス 国際イベント兵庫 ２００９』を開催いたします。神戸市が 2008 年
10 月にユネスコのデザイン都市に認定されたことから、今回の中心テーマは「グリーン コンシャ
スは デザイン」としています。グリーン コンシャス、環境を配慮したデザイン、ファッション、
アート、テクノロジーはカッコいい！というコンセプトを、ご参加の皆さまと一緒に発信したいと
思います。
今回のイベントでは、地球に優しい素材でつくった衣装を着てのファッションショー、およびアー
ス・フレンドリーなアート作品の紹介をおこないます。これらはいずれも公募にて一般の方々にご
参加いただきます。ファッションショーではお母さんが子供の頃に着ていて、ワンポイントアクセ
ントを付けただけの素朴な、でも心のこもったリユーズの衣装も大歓迎としています。また、アー
ス・フレンドリーな製品を開発した企業とその製品について紹介するコーナーを設けます。三菱自
動車のエコカーなど、10 社ほどのブース展示を予定しています。ステージではビリーズブートキャ
ンプでお馴染みのビリー・ブランクス（Billy Blanks）さんも応援に駆けつけ、一緒にエクササイ
ズ。皆さんで元気モリモリ、環境も考えながら楽しんでいただけるように企画しております。そし
て、ユネスコ・デザイン都市と Live で結び、地球に優しいエコの取組みを紹介しあう予定です。
[プログラム]
（若干の変更有り）
11:00～
開幕： 開会宣言
（アート作品の展示、企業製品の展示・販売、オーガニック商品の販売）
13:00～13:40 ファッションショー（第一幕）
13:45～14:00 ダンスショー（きらら）
14:00～14:10 主催者挨拶
14:10～14:40 即興演劇（関西カモフラージュドパーティ）
14:50～15:20 ファッションショー（第二幕）
15:30～16:00 環境に優しい製品と企業の紹介
16:00～16:40 ビリー隊長とエクササイズ（ビリー・ブランクス）
16:40～16:50 作品の表彰： 入選者発表と表彰
16:50～17:00 閉幕： 閉会の挨拶

◎お問い合わせ
Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 Peace & Nature
www.peacewww.peace-andand-nature.com

０７８－３９１－４５６５
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人気ベーカリーが一堂に集結！

Ⅲ．Ｒｉｎｋこんがりパン工房
●10 月 2 日(金)～4 日(日)

午前 11 時～午後 6 時

●3 階＝サン広場《入場無料》

恒例の「Rink こんがりパン工房」が、この秋もいよいよ開催です。会場では初登場のお店
４店舗を含めた、人気の１４店舗が一堂に、自慢のパンを販売いたします。もちろん会場
だけの限定パンも各種登場。さらに初登場「泉北堂」の食パン限定販売や、DLG（ドイツ農
業協会）主催の品質競技会で毎年入賞を続ける「大山ハム」のハム、ソーセージの販売ブ
ースが登場いたします。スターバックスコーヒーのキオスクと約１００席のイートインコ
ーナーで、おいしいパンをお楽しみいただけます。
【出店店舗一覧】
＊ 無添加工房 アンリ
＊ ホットドッグカフェ ブラッツ岡本
＊ 焼きたてのパン トミーズ
＊ ブーランジュリー ムッシュアッシュ
＊ ホットクロス
＊ ＦＡＭＩＬＬＥ（ファミール）
＊ 神戸シェルブール
＊ サンドイッチファクトリー マジックパン
＊ ラ・ブランジュリ ルルスブラン
＊ ベーカー＆スイーツ ブラウニー
＊ モンパルナス★
＊ 京都創作パン みもすパン工房★
＊ hanasaku★
＊ 泉北堂★（食パンのみ販売。数量限定）
（以上 14 店 ★印は初出店）

▲FAMILLE

▲マジックパン

＊ 大山ハム
＊ スターバックスコーヒー
▲モンパルナス

▲hanasaku
▲ブラウニー
▲ルルスブラン
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新しいお店が仲間入り！

Ⅳ．NEW SHOP OPEN 情報
アロママッサージ・ボディ＆フットケア 「リラクゼーション シエスタ」
●9 月 21 日(月･祝)オープン ●4 階＝カジュアルファッション＆雑貨のフロア
やわらかな光でみたされた、アジアンテイストな癒し空間･･･それが「シエスタ」。昼休みに、お仕
事のあとに、お気軽にご利用いただけるメニューから、休日にゆったり、しっかりビューティとリラ
クゼーションを満喫できるコースまで、リフレッシュのためのメニューを様々にご用意しています。
《メニューの一例》
＊ ボディリラクゼーション
＊ フェイス＆ヘッドリフレ
＊ ハンドリフレ
＊ フットリラクゼーション

◎お問い合わせは･･･
4 階=「リラクゼーション シエスタ」 TEL(078)841-0606 （9 月 21 日より）

《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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