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~神戸・海の手「六甲アイランド」~
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※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Ć
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Rink 7th Birthday Island

~おかげさまで開店７周年~

この３月、神戸ファッションプラザＲｉｎｋは開店７周年をטえます。７周年を記念して、
お客さまへの感ޥを込めた開店７周年記念企画を多数ご用意いたしました。この機会をお見
ତしなく、ご来店・ご利用くださいませ。これまでに、ありがとう。これからもよろしく。

Ⅰ

~感ޥを込めてプライスダウンĆ~リンク

サンクス

セール

●会期：３月２０日（土・祝）~２３日（火）
●会場：神戸ファッションプラザＲｉｎｋ全һ
開店７周年を記念してお贈りするサンクスセール。期間中は、各店舗でのお買い物が通常の
２０~１０％ＯＦＦでお楽しみいただけます。クラブ《リンク》カードの会員さまなら、さ
らに期間中はポイントアップĆ
■クラブ《リンク》カード

とってもおトクなこのチャンスをお見ତしなくĆ

ポイントアップキャンペーン

●会期：３月２０日（土・祝）~２３日（火）
開店７周年を記念して、サンクスセール期間中はクラブ《リンク》カードのポイントが、な
んと通常の７倍加算となります。サンクスセールでトクして、ポイントもさらに７倍ですĆ
■クラブ《リンク》カード

春のご入会キャンペーン

●会期：３月２０日（土・祝）~４月１１日（日）
●会場：３階＝クラブ《リンク》カード特धカウンター
●入会特典：期間中のご入会でもれなく 1,000 円分のリンクお買い物券をプレゼント。

Ⅱ

~お役立ちグッズをさしあげます~先着プレゼント

●会期：３月２０日（土・祝）~２３日（火）と４月１１日（日）までの土・日
●会場：３階＝Ｒｉｎｋ入口
開店７周年を記念して、各日午前１１時より先着 1,000 名様に先着プレゼントを進呈いた
します。商品は、キッチン周りの小物やバッグなど、ちょっと便利な小物ばかりです。

Ⅲ

~おトクなクーポンご用意しました~開店７周年記念

Value Coupon

●会期：３月２６日（金）~４月１１日（日）
●会場：３階＝正面入口
開店７周年の感ޥを込めてＲｉｎｋ各店舗でお使いいただける、おトクなクーポン券をご用
意します。クーポン券は３階＝正面入口の特ध会場にध置いたしておりますので、ご自由に
お持ちいただけます。ちょっとおトクにウレシイお買い物、ぜひご利用ください。
株式会社神戸ファッションプラザ
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Ⅳ

~当たってウレシイお楽しみ~つかみ取り抽選会／抽選販売会

■つかみ取り抽選会
●会期：３月２６日（金）~３１日（水）
●会場：３階＝エスカレーター横特ध会場
期間中のお買い上げ 3,000 円ごとに抽選券を１枚、1,000 円ごとに補助券を１枚、各店舗
レジにて発行いたします。抽選で、現金つかみ取りにチャレンジなどの景品があたります。
１等

500 円 50 円 5 円硬貨つかみ取り

7本

２等

100 円 10 円 1 円硬貨つかみ取り

77 本

３等

駄菓子つかみ取り

777 本

ハッピーࡪ

お菓子

2,000 本

残念ࡪ

ポケットティッシュ

もれなく

■抽選販売会
●会期：４月１日（木）~１１日（日）
●会場：３階＝エスカレーター横／８階＝エレベーター横特ध会場
有名ブランドバッグやファッションܚ貨、人気の家ૣ品から DVD ソフトなど、期間中毎日
４点、合ב４４点、魅力的な商品を日替わりで出品し抽選の上、ご当選者さまに特別価格で
販売いたします。会場にध置の応募用紙に必要事項をご記入の上、応募箱に投函していただ
くと毎日抽選し、出品日の翌日午後３時に当選発表いたします。発表は会場に掲示いたしま
すほか、ご本人さまに直接ご連絡させていただきます。
●主な出品商品の一例：
品名
＜ディオール＞ショルダーバッグ（トロッター縦型）
＜ヴィトン＞バッグ（トロッター

モノグラム）

＜シャネル＞トラベルライン 2WAY ショルダーバッグ
＜コーチ＞ハンプトンレザー

バックルデミポーチ

＜ディオール＞サドルアクセサリーポーチ

デニムプリント

＜シャープ＞液晶テレビ AQUOS (LC-13C5-S)
＜ナショナル＞ホームベーカリー(SD-BT103-W)
＜オムロン＞体重体組成בカラダスキャン(HBF-953V6)
＜松下ૣ工＞ドルツ・音波振動ハブラシ(EW1011-W)
＜シャープ＞空気清浄機(FU-25V6C-W)
＜バーミックス＞ベーシックセット(M200)
＜HANG-TEN＞折り畳み自転車

株式会社神戸ファッションプラザ
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Ⅴ

~限定ケーキもご用意Ć~春の洋菓子フェア

●会期：３月２０日（土・祝）~２３日（火）
●会場：３階＝サン広場
恒例になりました春の洋菓子フェアもおかげさまで第３回をטえます。初登場の４ショップ
を含む、۹神間の人気ケーキショップ１４店のケーキを一堂に販売いたしますほか、イート
インコーナーも開धしますので、その場でべ比べもＯＫ。各種実演コーナーや期間中だけ
の限定ケーキも多数ご用意いたします。スターバックスコーヒーの特धブースも出店いたし
ます。また兵庫栄養専学校の卒業制作を特別展示いたします。
●出店ショップ：
店舗名

初登場

芦屋洋菓子工房シェフ

実演

アサヤマ

お菓子のアトリエ

エストサブロン

お菓子のアトリエ

カプリス

会場限定ケーキ
ももいちご

スペシャルショートケーキ
○

イチゴづくし
いちごとピスタチオのダク
ワーズ

菓子工房ボックサン
菓子工房ラ・バニーユ

こだわりロール

こだわり苺ロール

○

グランツ

フルーツバスケット

パティシェ

サウチ

パティスリー

マディ

パティスリー

ミュウミュウ

ザッハトルテ

ザッハトルテ

サントノーレ

ヘキセンハウス羽衣屋

エクレア

ナポレオンパイ

モンブラン

苺のタルト

６店６種

９店９種

ホテルプラザ神戸
西洋菓子処フーケ
パオデロ

○

ファクトリーシン

○

スターバックスコーヒー
洋菓子１４店＋スターバックス

４店

●兵庫栄養専学校卒業制作展示コーナー：約１５点程度の作品を展示予定。
●３月２２日（月）・２３日（火）２日間限り、各日とも午後 3 時より、パティシェ
ス

コヤマの小山ロールを各日先着４０個限り、限定販売いたします。
※各日とも午後２時より、会場にて整理券を配付いたします。
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Ⅵ

~べて、買って、遊べるよĆ~Ｒｉｎｋラーメン横丁

●会期：３月２６日（金）~４月１１日（日）
●会場：３階＝サン広場
北海道・札幌から九州・博多まで、関西初登場のラーメン店５店が出店し、その場でお召し
上がりいただけるイートインコーナーを開धいたします。さらに、ご当地の即席めんをバラ
エティ豊かに取り揃えた「地域限定即席めん販売コーナー」や新横浜ラーメン博物һのグッ
ズ販売コーナーが関西初登場。このほか昔なつかしい縁日や、屋台が登場する「なつかし縁
日横丁」「うまいもん横丁」を開धいたします。
●出店ショップ：＜関西初＞
・横浜ラーメン「無双」（油とんこつ味）
・博多ラーメン「めんくいや」（とんこつ味）
・函һラーメン「○一（まるいち）
」（塩味）
・札幌ラーメン「百蔵（ももぞう）
」（味噌味）
・復刻版米澤ラーメン「山亀本店」（油味）
※各ラーメンとも価格は７００円（税込み）となります。
●新横浜ラーメン博物һグッズコーナー：＜関西初＞
ラーメン博物һのオリジナル商品を会場にて特別販売します。
・ラーメン焼きせんべい（ラー博オリジナル）
・ラー博オリジナルチョコラーメン
・古伝しょうゆ４セット（ラー博オリジナル乾麺）など約２０品目。
●地域限定即席めん販売コーナー：
全国各地で地域限定販売されている即席麺を集め、特別販売いたします。
・＜北海道＞北海道ラーメンЬ三昧タラバ味油味
・＜東北＞みちのく味めぐり陸奥ほたてだし使用うまみだし塩ラーメン
・＜関東甲信Ρ＞ニュータッチ横浜サンマーメン
・＜岡山＞金太ຄまさかりラーメン
・＜取＞鬼太ຄカニッ子ラーメン
・＜九州＞久留米が一番
・＜九州＞サンポー焼ୖラーメン
・＜九州＞アベックラーメン
・＜沖縄＞本場琉球ラーメン

など約３５品目。

●なつかし縁日横丁／うまいもん横丁：
射的や輪投げ、あてもの、綿菓子、金Թすくいなど、なつかしさあふれる縁日でお楽しみい
ただけます。期間中の土日を中心に紙芝居や南京玉すだれ、似顔絵、マジック実演販売や腹
話術などのイベントも開催します。また各種屋台や丹波のګଢを使った品も販売します。

株式会社神戸ファッションプラザ
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Ⅶ

~作品募集~うちの子７歳写真展／We

love pets 写真展

●展示会場：３階＝サン広場特धパネル
（１）「うちの子７歳写真展」
Ｒｉｎｋの開店７周年にちなんで今年７歳になるお子さま（平成９年生まれ）の写真を展示。
・展示期間：３月２０日（土・祝）~３１日（水）

※３月３１日は午後５時まで

（２）「We love pets 写真展」
ご自宅で飼っているワンちゃん・ネコちゃんの写真を展示。
・展示期間：４月１日（木）~１１日（日）

Ⅷ

~この春、Ｒｉｎｋに仲間入り~NEW

SHOP OPEN 情報

この春Ｒｉｎｋに仲間入りするお店をご紹介します。
ラーメン・ぎょうざ「芦屋ぎんなん」
●３月１０日（水）オープン

●Ｒｉｎｋ８階＝レストランのフロア

テールラーメンと餃子で人気の「芦屋ぎんなん」がリンクに登場Ćこだわりの素材を吟味し、
秘伝のミソダレでいただく餃子はクセになる味わいです。
宝飾・アクセサリー「Koty（コティ）
」
●３月１８日（木）オープン

●Ｒｉｎｋ３階＝レディスファッションのフロア

カタログの「ニッセン」が初めて出店するジュエリー ショップ。大人の女性を飾る優しい
ジュエリーを全国に先駆けてリンクでリーズナブルにご提供致します。
子供服「パラニーニョ」
●３月２０日（土・祝）オープン

●Ｒｉｎｋ６階＝キッズファッションとܚ貨のフロア

海外ベビー・子供服・TOY・ܚ貨が勢揃いĆ 哺乳ビンから ベビーカーまで国内未入荷アイ
テムが大集合。 お客様のご要望に対し、世界中の商品のお取り寄せも行っております。

Ⅸ

~ワインと書籍~営業時間延のごあんない

Ｒｉｎｋ２階＝ワインセレクションと文学館は３月１日（月）より毎日午後１０時まで営業。
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Ё

太田・石橋・後藤

ＴＥＬ078-846-2600／ＦＡＸ078-846-2611
info@kfp.co.jp
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