Rink PRESS

~神戸・海の手「六甲アイランド」~

神戸ファッションプラザ
11~12 月のイベント＆Xmas 情報

毎年ご好評いただいております、Ｒｉｎｋのクリスマスケーキ。今年も人気のケーキ店12
店、17種์から選べます。今年から早期FAXご予約（ＦＡＸ注文／クレジット払い）を
承りますので、数量限定のケーキも早めにオーダーして、しっかりゲット。さらにクラブ
《リンク》カード会員さまは５倍ポイント、早期FAX予約ご利用ならなんと１０倍ポイン
トの特典がございます。
★早期FAXご予約★

クラブ《リンク》カード１０倍ポイントĆ

●受付期間：１１月１２日（土）~３０日（水）
・ご自宅から、職場から、ＦＡＸでご注文Ć
・クレジットカードでラクラクお支払いĆ（Rink、VISA、JCB）
※お申し込み用紙は店頭またはＲｉｎｋのホームページからダウンロードしていただけます。

★店頭ご予約★

クラブ《リンク》カード５倍ポイントĆ

●受付期間：１２月１日（木）~１８日（日）午後１２時~午後５時３０分
●受付場所：３階＝サン広場特धカウンター
・お支払いは現金、クレジット、リンクお買い物券がご利用いただけます。
＜商品一覧＞
店舗名／店舗紹介

商品名／サイズ／数量

価格

内容

ショコラリパブリック／

ブランノエル

3,200

大山ژ原の生クリームを使用。さっぱり

個性的で素材を活かしたケーキが

（直径 15cm）

話題のお店。

＜50 個限り＞

ホテルプラザ神戸

生クリームラウンドケーキ

カフェ・マメール／

（直径 15cm）

イチゴをふんだんに使ってボリュームた

洋菓子界のカリスマ・阿ಊ忠二パ

＜50 個限り＞

っぷり。

ティシェが自信を持ってお届け。

トロワ・ノエル

パティスリー

ミュウミュウ／

とべやすいショートケーキタイプ。
3,200

3,500

シンプルな生クリームデコレーションは

クッキー台にイチゴ味のクリームロール

（ژさ 13cm）

ケーキ。ツートンカラーの仕上げがかわ

＜40 個限り＞

いい。

アスレチックなクリスマス

小島パティシェの個性派ケーキは

（直径 17cm）

すべてがスペシャリティ。

＜30 個限り＞
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3,500

チョコレートケーキの森を舞台に、今年
も楽しいクリスマスケーキが登場。
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シェフアサヤマ芦屋洋菓子工房／

ファミリーXmas

数々の受ࡪ歴を持つ朝山シェフが

（直径 15cm）

吟味を重ねた材に腕をふるいま

＜30 個限り＞

す。

サンタの森（さ 22cm）

3,465

しっとり焼いたスポンジに上ޑの生クリ
ームとイチゴを２層にたっぷりサンド。

3,990

＜30 個限り＞

スイス産のژ級ミルクチョコ、ガナッシ
ュクリ ームとスポン ジを重ねま した。
（アルコール不使用）

モンブラン KOBE／

生クリームデコレーション

サクセゾン（四季折々）をテーマ

（直径 15cm）

に地元で採れる旬のフルーツをた

＜100 個限り＞

3,150

やわらかいスポンジ生地にイチゴとピー
チ、生クリームをたっぷりサンド。

っぷり使っています。
ケーキファクトリーハンブルグ／

ファンタジーXmas

２０年以上も地元で愛され続ける

（直径 15cm）

3,150

アルギットヨード卵で作ったスポンジケ
ーキ。とよのかイチゴ、北海道産の低脂

老舗。健康を気づかって、素材を

＜100 個限り＞

肪生クリームと素材にこだわりました。

厳選しています。
パティスリープルミエール／

Xmas シャティーヌ

2,625

フランス産のマロンペーストをたっぷり

チョコと生クリームに定評あるケ

（直径 12cm）

使用。中にはなめらかなミルクチョコク

ーキはショコラティエの経歴を持

＜30 個限り＞

リーム入り。

つオーナーシェフならでは。
カッサレード／

ブッシュ・ド・ノエル

2,100

アッサ ムを使用した 香りژいス ポンジ

季節の素材を活かし、シンプルで

（直径 15cm）

と、味わい深いチョコクリームをたっぷ

ありながらパティシェの独創性が

＜30 個限り＞

り使っています。

秘められた人気のケーキ。
ア・ラ・カンパーニュ／

ジェノワーズ・オ・フリュイ

3,150

南仏プロヴァンスをイメージし、

（直径 15cm）

りの生 クリームとイ チゴ、ブル ーベリ

素材を厳選したタルトや焼き菓子

＜50 個限り＞

ー、ラズベリーで仕上げたオリジナル。

が自慢のお店。

ムース・オ・ショコラ

3,360

しっとりと焼き上げたスポンジにこだわ

どっしりとしたチョコスポンジにフラン

（直径 15cm）

スのژ級ショコラを使ったムースをサン

＜30 個限り＞

ド。ガナッシュクリームがとても贅沢で
す。

西洋菓子処フーケ／

ストロベリー・デコ

3,150/

やわら かなスポンジ と新鮮な生 クリー

自然の材料を活かし、ヨーロッパ

（直径 15,18,21cm）

3,990/

ム。イチゴの甘酸っぱさが染み渡る定番

の伝統技術をベースに、日本の心

＜各 100 個限り＞

5,040

の味わい。

でお菓子作り。

マロン・ノエル

3,500

たっぷりのマロンで仕立てた贅沢な味わ

（さ 18cm）

いの伝統菓子です。

＜20 個限り＞
レーブ・ドゥ・シェフ／

レーブ・ドゥ・シェフのクリ

北海道の牧場で生クリームのおい

スマス・ブラン

ふわふわスポンジが魅力です。白桃、み

しさに感動した佐野シェフの

（直径 15cm）

かん、イチゴをサンドしています。

「夢」をカタチにしたお店。

＜50 個限り＞
レーブ・ドゥ・シェフのクリ

3,360

3,360

北海道産の生クリームと卵Ϗたっぷりの

スイス・カルマ社のチョコレートをふん

スマス・ショコラ

だんに使用しました。チョコクリームを

（直径 15cm）

サンドしています。

＜50 個限り＞
※表示価格は消費税込みの価格です。
※数量限定につき品切れの際にはご容赦ください。
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●会期：１１月１９日（土）~２７日（日）午前１０時~午後６時
●会場：３階＝サン広場
あのＶＡＮブランドをお値打ち価格で大奉仕いたします。レディス＆メンズウエアはもち
ろん、ファッションܚ貨から洋品小物までＶＡＮのお買得品がいっぱいです。
《お買得商品の一例》
＜お楽しみ袋＞
・レディス（G ジャン、トレーナー、袖 T シャツ、ソックス２）５点

3,150 円

・メンズ（ブルゾン、袖 T シャツ、V ネックセーター、ソックス２）５点
・レディス、メンズ／ダウンセット福袋、フェイクムートンセット福袋

3,150 円

3,999 円

＜レディス＞
・ベロア使いキャミソール（綿 100%） 1,500 円
・ピンタックスカート（綿 100％） 2,000 円
・カシミヤタッチアンサンブル（アクリル 100％）
・裏ゲージボーダータートル（毛 100％）
・トレンチジャケット各種（綿 100％）

2,000 円

3,000 円
3,000 円

＜メンズ＞
・ウインドブレーカー（ナイロン 100％）＜30 枚限り＞
・定番トレーナー（綿 100％）

2,000 円

3,000 円

・フリースタートル（ポリエステル 100％）

500 円

・シェトランド V セーター（ウール 100％）

1,000 円

・バックプリントダウンジャケット

5,000 円

・ビエラチェックボタンダウンシャツ（綿 100％）

1,500 円

・フラノジャケット（ウール 67％、カシミヤ 5％、ポリエステル 22％、ナイロン 3％、アクリル 3％）
10,000 円
＜その他＞
・キッズソックス各種＜200 限り＞

100 円

・フリースブランケット（ポリエステル 100％）＜40 枚限り＞
・名刺入れ（牛革）

500 円

700 円

・カシミヤマフラー（カシミヤ 100％）
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●会期：１２月３日（土）・４日（日）
●会場：３階＝サン広場
0歳からのお子さまを対象とした親子で遊べる広場が登場します。たまごクラブ・ひよこ
クラブでお馴染みのたまちゃん・ひよちゃんが出てくる「クリスマス おゆうぎ会」では
クリスマスソングで一緒にダンスĆその後、たまちゃん・ひよちゃんが会場内にご挨拶に
来てくれるよĆさらに成記ຉカードがもらえる身体測定会など、親子で楽しめる様々な
企画が催されます。来場された方にはアンケートにお答えいただくともれなく お子さま
の人数分のたまひよグッズももらえます。

●会期：１２月３日（土）~１１日（日）
●会場：３階＝サン広場
クリスマスのおಊ屋を彩る、各種のオーナメントやܚ貨を販売。

●会期：１２月１３日（火）~２８日（水）
●会場：３階＝サン広場
アウトレットだからおトクĆ目玉品の数々を、おトク価格で一堂に販売。

●会期：１２月６日（火）~２５日（日）
●会場：３階＝サン広場
浮世絵の名品「東海道五十三次」の妖怪版、妖怪絵師・水木しげるが描いた「妖怪道五十
三次」。のべ３００体以上の妖怪が登場する全５５枚の作品（複製画）を一堂に展示販売
いたします。同時に「ポストカード

妖怪道五十三次」や「木版画

妖怪道五十三次」、
「水

木妖怪グッズ」などの数々を販売いたします。

株式会社神戸ファッションプラザ

-4-

05.11.21

Rink PRESS

●店舗名：担々麺・陳麻飯「陳麻家（ちんまや）」（８階）
●オープン日：１１月１日（火）
あの東京߂樓の四川麻婆ଢ腐と担々麺が六甲アイランド・Ｒｉｎｋに登場。名物「陳麻飯」はカ
レーライスのようにご飯と麻婆ଢ腐を半々に盛り付け、スプーンで気取らずべるスタイルで提
供します。一度べると刺激的な香辛料に驚き、再びべると四川山椒の奥に宿る旨味を堪能し、
三度べるとその辛さ、うまさの虜になる、摩訶不思議のおいしさです。
※Rink PRESS 10月のイベント＆ショップ情報にて１０月２１日（金）オープン予定としてお
りましたが、オープン日が変更になりました。

●店舗名：TOFU KITCHEN「ଢの畑」（８階）
●オープン日：１１月２１日（月）
『ଢの畑』は「安心・安全・健康」がコンセプトのレストランです。おଢ腐をはじめ、お
米や野菜、味噌や塩、油などの安全にこだわった生産者さんから届けていただいた新
鮮な材・ੴ味料を、スタッフが真心を込めてੴ理します。

●店舗名：化粧品・香水「セルレ」（３階）
●オープン日：１１月３日（木・祝）
海外や国内の有名メーカー・有名ブランドのコスメやスキンケア、フレグランス商品を豊
富に品揃え。しかも３０~７０％ＯＦＦというアウトレット価格にてご提供いたします。

《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Ё

太田・石橋・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Ć

http://www.kfp.co.jp
株式会社神戸ファッションプラザ
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