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関西のご当地バーガー味くらべ！

Ⅰ．関西ハンバーガーフェスタ
●９月１７日（金）～２０日（月・祝） 午前 11 時～午後 6 時 ●３階=サン広場
昨年第１回を開催し、大好評を博した関西ハンバーガーフェスタを、今年も開催いたします。会場
ではご当地を代表する、こだわり＆個性派バーガーが勢ぞろい。自慢のバーガーを一堂に販売
いたします。ぜひ、ご来場ください。
【参加店舗】
店舗名
京都 WHAT’S
（京都）
★

58DINER
（京都）

販売商品の一例
■松阪牛バーガー…680 円
松阪牛の合挽き肉のパテ、松阪牛の骨を煮込んだ
デミグラスソース、松阪牛の牛脂を加えたバンズを
使った贅沢なバーガー。ワサビマヨネーズが効いて
います。
■ベトナムチキンバーガー…780 円
京都・岡崎にある本格バーガー店。自家製スイート
チリソースや自家菜園のハーブなど、愛情のこもっ
た食材とチキンの味をお楽しみください。

マッハスリー
（大阪・堺）

■堺バーガー…700 円
ダチョウ料理専門店の特製バーガー。100％ダチョ
ウ肉のハンバーグを使った、ヘルシーバーガーをど
うぞ。

ジョカーレ
（大阪・北浜）

■北浜バーガー…800 円
北浜のレストランバーが作るバーガー。超粗挽きツ
ナギ無しの贅沢ビーフパティなど、厳選された食材
とオリジナル製法でつくられるバーガーは絶品！

鶴橋バーガー
（大阪・鶴橋）

■鶴橋カルビバーガー…580 円
鶴橋のキムチ専門店によるバーガー。カルビとキム
チのコンビは、相性抜群かつボリューム満点！

T's★DINER
（大阪・高槻）

■高槻チーズバーガー…780 円
ビーフ 100%のパテに、チーズがたっぷり。地元産ト
マトにオリジナルソースがベストマッチ。今回はふわ
ふわバンズにモデルチェンジ。
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淡路島バーガー
（兵庫・西宮）
★

■インディアンバーガー…900 円
淡路島産の食材をふんだんに使う人気店。インド料
理店「ゲイロード」とコラボしたタンドリーチキンのバ
ーガーをぜひ！
んｂ

神戸バーガー
（兵庫・神戸）

■神戸メリケンバーガー…580 円
神戸の食材を使ったバンズ・パティに、なんと厚切り
ベーコンとスクランブルエッグが加わり、さらにパワ
ーアップ！

焼肉てっぺん
（兵庫・尼崎）

■近江牛 100%関西バーガー…714 円
近江牛卸問屋の焼肉店がつくるバーガーは、近江
牛 100％のパティが格別。米粉のバンズがパテと相
性ぴったりです。

★

サンサーラ
（兵庫・たつの）
★

Shin's BURGER
（兵庫・神戸）

■たつのバーガー…600 円
兵庫・たつの市にあるご当地バーガー。ポーク
100％のパティに味噌ソース、はみ出さんばかりの
野菜があわさった絶品バーガー。
■ワカモレスペシャル…600 円
神戸の人気アメリカンダイナー。自家製のワカモレ
とサルサソースに、手ごね黒毛和牛パティをあわせ
たスペシャルバーガー。

元 祖 ・ 琴 浦 ラ ー メ ン 【9/19（日）・20（月・祝）2 日間限り】
たかうな
■牛骨ラーメンバーガー…500 円
（鳥取）
鳥取県のご当地バーガーが参加！ 地元で愛され
★
る牛骨ラーメンの麺バンズで、東伯和牛と目玉焼き
を挟んだ、鳥取ご当地バーガー。
関西ウォーカー
【9/17（金）・18（土）2 日間限り】
編集部・藪氏
■究極のプチバーガー…300 円
プロデュース
前回は即完売したオリジナルミニバーガー。今回は
西日本ハンバーガー 唐揚げ、ポテト、タピオカ入りドリンクがセットになっ
協会【会場限定】
て登場。
※★印は、関西ハンバーガーフェスタ初参加の店舗です。
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アジア各国の生活雑貨やアクセサリーが勢ぞろい！

Ⅱ．アジアン雑貨マーケット
《同時開催》昭和レトロなんでも屋
●９月２３日（木・祝）～２６日（日） ●３階＝サン広場
【商品の一例】
《トルコ雑貨》魔除けブレスレット、シルバーアクセサリー
《中国雑貨》ガラス小物、携帯ストラップ
このほか、ランチョンマット、エコバッグ、ビーズアクセサリー、などの雑貨から衣料品までを集め
て販売いたします。昭和レトロのコーナーではＣＤ、ＤＶＤ、駄菓子、フィギュアなどを販売。

菓子パン、惣菜パン、食事パン…なんでもござれ！神戸～大阪の名店パン屋さん 13 店！

Ⅲ．リンクこんがりパン工房
●１０月１日（金）～３日（月） ●３階＝サン広場
人気店舗の自慢のパンが一堂に勢ぞろい。お好きな店の、お好きなパンをよりどり選べて、その
場で食べられる…と、大好評のイベントです。会場では、初参加のお店 4 店舗を含む、全 13 店舗
が出店し、販売いたします。その場で焼き立て、出来立てをお召し上がりいただける実演販売や、
毎回大人気の、会場だけの限定パンも登場いたします。
【参加店舗】
店舗名
所在地
体に優しいパン工房 アンリ
箕面市
ホットドッグカフェ ブラッツ岡本
神戸市東灘区
モンパルナス
尼崎市
焼きたてのパン トミーズ
神戸市東灘区
ホットクロス
大阪市西区
ファミール
神戸市垂水区
サンドイッチファクトリー マジックパン
神戸市灘区
石窯焼きパン工房 泉北堂
堺市南区
パン工房 リップカレント
西宮市
un peu de(アン・プゥ・ドゥ) ★
神戸市東灘区
ヴィクトワール(心斎橋店) ★
大阪市淀川区
ヒルズパン工場 cafē ★
大阪市西区
神戸グーテ ★
神戸市中央区
※★印は、リンクこんがりパン工房初参加の店舗です。
■大山ハム
ドイツ農業協会（GLD）主催の国際ハム・ソーセージ品質協議会で６年連続金賞受賞の実力派メ
ーカーが、自慢のハム・ソーセージを販売いたします。
■スターバックスコーヒー
スターバックスコーヒーのドリンクブースと、約１００席のイートインコーナーを設置いたします。
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京阪神で人気のケーキ屋さん、16 店舗が一堂に！

Ⅳ．リンク秋の洋菓子フェア
●１１月３日(水・祝)～７日(日) ●３階＝サン広場
恒例の洋菓子フェアをこの秋も開催いたします。今回は初登場 3 店舗を含む、16 店舗とラインナ
ップも充実、ボリューム満点でお届けいたします。会場では、各店舗の人気ケーキや焼き菓子を
豊富に取りそろえいたしますほか、その場で作って販売する実演コーナーもございます。約 100
席のイートインコーナーでお好みのお店のケーキをぜひ、お召し上がりくださいませ。
【参加店舗】
店舗名
所在地
シェフアサヤマ
芦屋市
ホーゲル
高砂市
ペリ亭
神戸市東灘区
シェ ノグチ
尼崎市
KURI<実演予定>
明石市
プティアンジュ
尼崎市
ピアッコリーナ サイ
神戸市須磨区
ホテルプラザ神戸
神戸市東灘区
菓子’ｓパトリ
神戸市中央区
コンサクレ・カイ
神戸市西区
ペーパームーン
京都市北区
カプリス
尼崎市
COCON
神戸市中央区
マダムドレッセ ★<実演予定>
京田辺市
フランダース ★
伊丹市
ブルーマウンテン ★
尼崎市
※★印は、洋菓子フェア初参加の店舗です。
■スターバックスコーヒー
スターバックスコーヒーのドリンクブースと、約１００席のイートインコーナーを設置いたします。

《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！
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