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おかげさまで開店 14 周年！感謝を込めてお届けします。

Ⅰ．リンクサンクスセール
●３月１９日（土）～２３日（水） ●Ｒｉｎｋ全館
おかげさまで Rink はこの春、開店 14 周年を迎えます。これを記念して、日ごろご愛顧いただいて
おりますみなさまに、感謝の気持ちを込めて全館で「リンクサンクスセール」を開催いたします。期
間中は各店舗でおトクなお買い物をお楽しみいただけるほか、ご利用金額に応じてさらに割引と
なる「サンクスビッグクーポン」もご用意いたしております。ぜひ、この機会をお見逃しなく。春の
Rink でお待ちしています。

★期間中は各店で１０～２０％ＯＦＦでお買い物！
●３月１９日（土）～２３日（水）●Ｒｉｎｋ全館
ファッションから雑貨、食料品、日用品まで…。感謝価格の商品を盛りだくさんにご用意！

★サンクスビッグクーポンでさらに割引！
●３月１９日(土)・２０日(日) ２日間限り●Ｒｉｎk 全館
３月１８日(金)朝刊のＲｉｎｋの折り込みチラシに、とってもおトクなクーポンがついています。たとえ
ば 10,000 円以上のお買い物で 4,000 円割引になるクーポンなど、ご利用金額や商品によって使
い分けできる 4 種類 7 枚、総額 9,000 円分！ぜひ、お見逃しなくご利用ください。
※折込みチラシ限定企画です。

★シネウェーブ六甲でもおトクなプレゼント！
●３月１９日（土）～２３日（水）●９階＝シネウェーブ六甲
サンクスセール期間中に、映画をご鑑賞いただいたお客様にもれなく、次回 1,000 円でご利用い
ただける特別鑑賞券をプレゼントいたします。
【シネウェーブ六甲なら…】
＊毎月１日はファーストデイ！どなたでも 1,000 円でご鑑賞 OK！
＊毎月 15 日はシネウェーブデイ！どなたでも 1,000 円でご鑑賞 OK！
＊毎週火曜日はレディースデイ！女性の方 1,000 円でご鑑賞 OK！
＊クラブ《リンク》カード会員さまは、いつでも会員特別価格でご鑑賞 OK！
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阪神間の人気洋菓子店１６店舗が一堂に！１０回記念スペシャル！

Ⅱ．第１０回 リンク春の洋菓子フェア
●３月１９日(土)～２２日(火) 午前１１時～午後６時
●３階＝サン広場
恒例の「リンク春の洋菓子フェア」はおかげさまで第１０回目を迎えます。今回も初参加の３店舗
を含む全１６店舗が一堂に、自慢の洋菓子を販売いたします。また、作りたてを召し上がっていた
だける実演販売を７店舗で実施。さらに、１０回記念のプレゼント企画もご用意いたしました。見て
も食べてもおいしい洋菓子とパティシエたちの競演にぜひ、ご来場ください。
【参加店舗】
 シェフアサヤマ 芦屋洋菓子工房（芦屋市）http://www.chef-asayama.jp/
 ドイツ菓子 HOŰGEL（ホーゲル/高砂市）http://www.hougel.com/
 パティスリー KuRi（明石市）http://www.p-kuri.jp/
 シェ・ノグチ（尼崎市）
 菓子 s パトリー（神戸市中央区）http://www.piena.co.jp/kashis/
 アベケーキ（ホテルプラザ神戸/神戸市東灘区）http://www.hotelplazakobe.co.jp/
 チーズケーキ専門店 ピアッコリーナ サイ（神戸市須磨区）http://www.piaccollina-sai.jp/
 お菓子のアトリエ マダムドレッセ（城陽市）http://madame-dresser.jp/
 Blue Mountain（尼崎市）
 パティスリー・ド・ロマン（神戸市長田区）http://www.sky.sannet.ne.jp/surubon/
 カランダッシュ（神戸市垂水区）http://www.carandachce.com/
 パティスリー ヨシミ（西宮市）
 洋菓子工房 プティアンジュ（尼崎市）http://www.eonet.ne.jp/~p-ange/
 菓子工房 ふわり（高槻市）http://fuwari-roll.com/★
 パティスリー スーリール（伊丹市）http://www.e-sourire.co.jp★
 ケーキ工房 ワタナベ（尼崎市）http://www.s-watanabe.com/★
※★印の店舗は洋菓子フェア初参加です。
スターバックスコーヒー（ドリンクブース）
兵庫栄養調理製菓専門学校（卒業作品展）

【春の洋菓子フェア 10 回記念 10th Anniversary Present !】
●3 月 19 日(土)限り
初日に限り、会場内のお買い上げレシート合計 1,000 円以上の先着 300 名さまに、スピードくじを
進呈。その場で、各店舗の 10 回記念オリジナルホールケーキや、焼き菓子などが当たります。
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参加全店舗でご用意！

会期中だけ、この会場だけの…

会 場 限 定 ケ ー キ
※

通常は各店舗での販売をいたしておりません。いずれも数量限定です。品切れの際にはご容赦ください。

本格ザッハを春の装いにアレ
ンジ。ストロベリーチョコに木
イチゴジャムがアクセント。
●ストロベリーザッハ(4 号)
…10 個限り 1,575 円
<シェフアサヤマ芦屋洋菓子
工房>

菜の花のタルトにダークチェリ
ーのレアチーズケーキをのせ
ました。
●NANOHANA(菜の花)
…20 個限り 420 円
<ドイツ菓子 HOŰGEL(ホーゲ
ル)>

自慢の折込みパイを使ったサ
クサクのミルフィーユに、苺を
添えました。
●苺のミルフィーユ
…20 個限り 400 円
<シェ・ノグチ>

苺の風味広がるパンナコッタ
にフルーツをたっぷり添えて、
彩りも楽しく仕上げました。
●苺のパンナコッタ
…20 個限り 399 円
<パティスリーKuRi>

苺のスポンジでマスカルポー
ネクリームを巻いています。
●ベリーマスカルポーネロー
ル…20 個限り 450 円
<チーズケーキ専門店ピアッコ
リーナ サイ>

金柑シフォンと抹茶ババロア
に苺クリームとフルーツを添
えました。
●春のうたげ
…25 個限り 450 円
<洋菓子工房プティ・アンジュ>

香ばしいアーモンド風味のタ
ルトにフルーツをたっぷり。
●フルーツタルト
…15 個限り 800 円
<ホテルプラザ神戸 アベケー
キ>

自家製ブルーベリージャムを
パイで包み焼き上げました。
●ブルーベリーパイ
…50 個限り 300 円
<菓子 s パトリー>

マスカルポーネチーズケーキ
をフランボワーズでさわやか
に仕上げました。
●フランボワーズ
…30 個限り 380 円
<マダムドレッセ>

新鮮な苺の果汁をたっぷり使
ったムースケーキ。
●苺のムース
…30 個限り 368 円
<Blue Mountain(ブルーマウン
テン)>

マロンの甘みと豆乳のあっさ
り生クリームが相性◎！
●豆乳マロンロール
…30 個限り 315 円
<パティスリー・ド・ロマン>

風味豊かなチョココーティング
のエクレアに、たっぷりクリー
ムと苺をサンドしました。
●エクレア
…50 個限り 250 円
<パティスリー ヨシミ>

たっぷりのカスタードクリーム
をブリオッシュ生地でサンド。
●サントロぺ
…50 個限り 252 円
<カランダッシュ>

小ぶりの苺にチョコたっぷり。
●苺のプロフィットロール
…20 個限り 400 円
<菓子工房ふわり>

春らしく見た目もかわいい。
●桜と苺のケーキ
…20 個限り 400 円
<パティスリー スーリール>

シンプルで苺たっぷりのパイ
シュー。
●苺の森…20 個限り 400 円
<ケーキ工房ワタナベ>
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おトクなお買い物のあとは、抽選で賞品をゲット！？

Ⅲ．サンクス抽選会
●３月１９日(土)～２３日(水) ●８階＝エレベータ横特設会場
お掃除ロボットや、最新ゲーム機、この時期にこそ欲しい空気清浄機など、抽選で人気の家電品
が当たるかも！開店１４周年を記念して「サンクス抽選会」を開催いたします。Ｒｉｎｋ各店舗にて、
期間中のお買い上げ 3,000 円ごとに抽選券を、1,000 円ごとに補助券を差し上げます。おトクなお
買い物やお食事を楽しんだあとはぜひ、チャレンジしてみてくださいね。
【賞品の一例】
■特賞：
<アイロボット>自動掃除機ルンバ 560
<パナソニック>タッチムービーデジカメ LUMIX(DMC-FX77-P/グラマラスピンク)
<マイクロソフト>Xbox360 4GB + Kinect
<シャープ>プラズマクラスター加湿空気清浄機(KC-450Y3-W/ホワイト)
<パナソニック>スチーマー ナノケア 2WAY(EH-SA60-P/ピンク)
…各１本/計５本
■１等：ＶＩＳＡギフトカード１万円…５本
■２等：図書カード 5,000 円…２０本
※このほか便利グッズやお菓子など、空クジなし。もれなく当たります。

全館でポイント 5 倍のお買い得！

Ⅳ．リンク全館すえひろ市
●３月２５日(金)～２７日(日) ●Rink 全館
開店１４周年の第２弾は「リンク全館すえひろ市」です。期間中は全館で、クラブ《リンク》カードの
お買い物ポイントが５倍還元だから、とってもおトク。さらに食品専門館「パントリー」の愛情クラブ
カードも５倍ポイントだから、まとめ買いのチャンス！ぜひこの機会お見逃しなくご利用ください。
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新しいお店が仲間入り！

Ⅴ．NEW SHOP OPEN 情報
■ケータイショップ「SoftBank モバイラーズステーション」２月２６日(土)オープン！
話題の Android 携帯や iPhone４など SoftBank の最
新モバイル機器はおまかせ！
WILLCOM(PHS)のお取り扱いもいたします。ぜひお
気軽にお立ち寄りください。
電話（080）3715-0706

■メンズファッション「メルティングポイント」３月４日(木)オープン！
OFF タイムにも、自分らしさを表現したい大人のた
めに、心地よくセンスアップできるカジュアルファッ
ションを取り揃えています。ぜひ、お立ち寄りくださ
いませ。
電話：（078）846-3629

《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のタイムズ神戸ファッションプラザ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！
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