
(1/5)

    

 

file:///C¦/Documents and Settings/ny15102/デスクトップ/プレスリリースHTML/page001.htm (1/2)2008/02/21 11:56:06



(2/5)

    

 

file:///C¦/Documents and Settings/ny15102/デスクトップ/プレスリリースHTML/page002.htm (1/2)2008/02/21 11:56:06



(3/5)

    

 

file:///C¦/Documents and Settings/ny15102/デスクトップ/プレスリリースHTML/page003.htm (1/2)2008/02/21 11:56:07



(4/5)

    

 

file:///C¦/Documents and Settings/ny15102/デスクトップ/プレスリリースHTML/page004.htm (1/2)2008/02/21 11:56:07



(5/5)

    

 

file:///C¦/Documents and Settings/ny15102/デスクトップ/プレスリリースHTML/page005.htm (1/2)2008/02/21 11:56:05



1階　ショップ一覧

代表アイテム プロフィール

洋菓子

モロゾフ プリン･チョコレート 【御影発祥】創業75年､御影が発祥の地｡レトロ･復刻版の商品の数々をご紹介します。

ゴンチャロフ チョコレート･キャンディ 日本初のファンシーチョコレートを創出したのがゴンチャロフです｡

ユーハイム 洋生菓子･バウムクーヘン ｢まっすぐなおいしさ｣をモットーとする、代表銘菓バウムクーヘンで知られる店。

西洋菓子処 フーケ 洋生菓子･半生菓子 神戸マイスター上野氏がプロデュースする神戸の人気洋菓子店。

ショコラ リパブリック 洋生菓子･フィナンシェ 店内厨房で焼き上げられるフィナンシェ･シュークリームは必見です。

本髙砂屋 焼き菓子･どらやき ご存じ本髙砂屋は今回、和･洋菓子併せての登場です。

神戸凬月堂 ゴーフル･焼き菓子 ゴーフルの神戸凬月堂からは、和生菓子もご紹介いたします。

レスポワール 焼き菓子 ブランド名の｢レスポワール｣は､風味豊かなバターと卵を使ったまろやかな味のクッキー｡

スイーツギャラリー御影 週替わり洋菓子催事 御影店のバイヤーが日々駆けめぐりご紹介する洋菓子店の数かずにご期待ください｡

和菓子
叶 匠壽庵 和菓子･和のデザート 和菓子の名店、叶 匠壽庵からは御影の皆さまに洋を取り入れた｢和ザート｣をご紹介。

京都 嵯峨春秋庵 おかき･あられ･煎餅 季節･歳時記を表現した期間限定品が楽しい、京･嵯峨野の意匠米菓処。

文明堂神戸店 カステラ･三笠 灘五郷の日本酒を生地に練り込んだオリジナルカステラは御影店だけ。

亀井堂総本店 瓦煎餅･瓦まんじゅう 代表銘菓 瓦煎餅｡あなただけのオリジナル焼き印の瓦煎餅も承ります。

尾張松風屋 計量駄菓子･えび煎餅 計量駄菓子と尾張名古屋のえび煎餅という異種複合ショップ。

し好品

松前屋･山形屋海苔 塩昆布･海苔 食品ギフトの定番､塩昆布と海苔のショップ。

ベーカリー･米飯

おこわ米八 おこわ･弁当 デパ地下おなじみのおこわ専門店｡店内炊きあげのおこわは絶品です｡

おにぎり和楽 おにぎり 【百貨店初】瀬戸内産生えびの天むすなど、手作りのおにぎりをご紹介します。

和惣菜

苦楽園いちはし 和惣菜･弁当 ｢家庭の味｣をコンセプトに､気軽に少量パックを中心に店作りします｡

さろんde茶良（ちゃら） 和惣菜･弁当 醤油処 播磨のお惣菜店｡自家製醤油から取れたもろみで漬けた焼魚は美味。

洋惣菜

アイ･ダイニング 洋惣菜･サラダ サラダに店内できたての洋惣菜｡トータルデリカをアイダイニングから･･･。

中華惣菜
四陸 総合中華惣菜 四大中華(北京･上海･四川･広東)のトータルショップ

仁葉 点心 【百貨店初】産地指定した厳選素材を用い､手作りにこだわった､できたて点心専門店

粉もんデリカ

粉もん処　わ お好み焼･焼きそば
【イートイン併設】関西人のおやつや夕飯に万能なお好み焼･焼きそばのお店｡テイクアウト
のみならずイートインで｡

生鮮･グロサリー
鮮魚 鮮魚･お造り･さかな屋の寿司 「阪神と言えば鮮魚」とも言われる人気の店｡御影にも大迫力で登場します｡

塩干 京都うお旬 塩干･魚卵 【神戸地区百貨店初】素材･加工･お客さまへのこだわりの塩干専門店が京都から。

青果 野菜･果物･有機農産物 契約農家直送の有機野菜に、糖度にも注力したトマトの品揃えは注目です｡

精肉･鶏肉 牛肉･豚肉･鶏肉 契約牧場からの牛､和豚もち豚など味･品質､もちろん安全･安心にもこだわって｡

グロサリー･日配品 調味料･乾物･米･乳製品･豆腐･練物阪神自慢の生鮮にピリリとスパイスを効かせる、こだわりグロサリー･日配品。

漬物 味わい漬物 丸越 計量味噌･漬けもの･キムチ 欲しいものを欲しいだけ､味噌･漬物･キムチを自家需要から進物までご用意します｡

コーヒー豆･茶器

【神戸地区百貨店初】オリジナルポーク｢がんこ豚｣･銘柄豚使用のとんかつ､串カツなどと自
家製豆腐のお惣菜が自慢です｡

ＧＡＮＣＯ

【あなただけのオリジナルブレンド】コーヒーマイスターがあなただけのオリジナルブレン
ドをご提案｡テイスティングカウンターでは全てのコーヒーが楽しめます。

ホテルプラザ神戸 ホテル洋惣菜･洋菓子
【地元ホテルより】ご存じ､あの有名パティシエ 阿部忠二が作るスイーツの数かずとホテル
シェフならではのデリカテッセンが御影の街を席巻します｡

とんかつ･豆腐惣菜･豆腐

UCCカフェメルカード

ポンパドウル

【神戸地区百貨店初】四季の移ろいを上生菓子に､紋日のお菓子や慶祝の紅白薯蕷饅頭など和
菓子の奥ゆかしさを表現した一品は､ぜひおもたせにご利用ください｡

菓匠館 福壽堂秀信 上生菓子･和菓子

シーズンデリカ
【週替わり食品催事】物産催事･話題の名店･人気の商品など､旬･歳時記に合わせて百貨店な
らではのエキサイティングな催しにご期待ください｡

鶏奉行 丸徳
【神戸地区百貨店初】契約飼育によるオリジナルブランドの鶏肉に創作メニューの楽しさを
アレンジ｡さらに､たまご好きにはたまらないだし巻きコーナーもデビューします｡

やきとり･たまご惣菜

【関西地区百貨店初】 300種類にも及ぶ｢お茶の世界｣をご提案｡店主曰く､｢気軽にお茶をお楽
しみいただけるよう､ぜひ､おもたせに･･･｣。

日本茶･紅茶･中国茶･茶器

ショップ名称

【御影発祥／喫茶併設】地元御影に本店を構えるデパ地下人気の洋菓子店｡喫茶スペースもご
用意して登場します｡

【神戸地区百貨店初】スイーツと人気のホテルベーカリーを品揃え｡阪急阪神東宝グループの
人気ホテルが御影に登場します｡

【百貨店初】 料理研究家の上田悦子氏がオーナー､地元東灘で人気の洋菓子店。お母さんが
作ってくれたような味わいは、優しい甘さそのもの｡

ティータイム 洋生菓子･焼き菓子

ケーニヒス クローネ 洋生菓子･焼き菓子･喫茶

宝塚ホテル 洋生菓子･ベーカリー

ベーカリー･サンドウィッチ

魚花 にぎり寿司･巻き寿司

はちみのや はちみつ

【神戸地区百貨店初】米･小豆･栗･芋･ごまを敢えて"五穀"とし､そのままの風味を生かした餡
をほどよくお餅に絡めました｡おやつに､おもたせに､人気の一品の数かずをお届け。

堂島割烹 河佐 創作和惣菜･ギフト

和生菓子･ 中

三國屋善五郎

香楽味庵（からみあん）

【バイヤーのこだわり】パンの街神戸だからこそ､全てのパンを粉から店内厨房で焼き上げる
(オールスクラッチ･ベーカリー)ことにこだわりました｡焼きたての風味は絶品です｡

【百貨店初】素材や原産地にこだわった食材の数かずを寿司職人が１貫ずつていねいに握る
本格的にぎり寿司と洋風巻き寿司が看板の寿司店。

【イチオシ】大阪･北新地に本店を構える割烹料理店｡伝統的日本料理､まかない料理､マクロ
ビオティック惣菜など、幅広くご提案で勝負します｡

【関西百貨店初】店主自ら養蜂農家に仕入れに向かうほど蜂蜜を愛してやみません｡季節に
よって移ろう様ざまな風味の蜂蜜をぜひご堪能ください｡



2階　ショップ一覧

代表アイテム プロフィール

婦人服

エスプリドール レディスウエア
【関西百貨店初】ワールドのデヴィジオ､リフレクト､エアパペルのセレクトショッ
プ。

ヒロコビス レディスウエア ヒロココシノのカジュアルライン。大人のお洒落な日常を演出するブランドです。

ジョルジュレッシュ レディスウエア 大人の女性に向けて､シンプルでアクティブなスタイリングを提案します。

サタデーアフタヌーン レディスウエア 白黒モノトーンをブランドカラーに、モダンエレガンスを追求。

マックレガー レディスウエア アメリカントラディショナルを意識したスポーティなカジュアルウェア。

オルウェイズ レディスウエア･服飾雑貨
｢私らしく心地よく｣をキーワードに、くつろぎ･おもてなし･おでかけシーンから提
案。

ジーンズ ボブソン･エドウィン
エドウィン･ボブソンの2ブランドでカジュアルウエアをトータルコーディネイトし
ます｡

リフォームコーナー 洋服のお直し
お洋服の丈つめから着古した洋服のリフォームまで、幅広くご要望にお応えしま
す。

服飾雑貨
ハンカチ･レッグ･傘･革小物･ベルト･帽子

肌着･靴下･Yシャツ･ネクタイ

化粧品 クレドポーボーテ･オルラーヌ･資生堂
資生堂を中心に商品を展開し､ブランドの枠を越えてのカウンセリングで提案いた
します｡

ハウスオブローゼ 自然派化粧品 お肌にやさしい自然志向の化粧品は、スキンケア中心のラインアップ。

ヒサコネイル ネイルサロン ネイルの世界では老舗的存在の、オーセンティックなネイルサロン。

フォンテーヌ ウィッグ ファッション、メディカルを含めた女性専用のウィッグショップ。

生活雑貨とサービス

ドゥ･セー 生活雑貨
和のスタイルにヨーロッパテイストをミックス。シンプルな中にも、どこか遊び心
を漂わせています｡

Ｂ.Ｌ.Ｄ. キッチン雑貨
クッキングの準備から後片付けまでが楽しくわくわくこなせる調理器具をご提案し
ます。

我楽屋おかめ 和の生活雑貨･和食器
毎日の生活を楽しませる売場いっぱいの和雑貨から、ジャパニーズモダンをご提案
します｡

リフレ 足裏マッサージ フットリラクゼーションで癒しのひとときをご堪能ください。

てもみん 全身マッサージ 疲れた身体の癒しは、ボディケアリラクゼーション｢てもみん｣で･･･。

ミズノウェルネスショップ トレーニングウエア･トレッキング靴
スポーツ＆ライフスタイル。フットケアトレーナーが足型測定し、オリジナルイン
ソールを提案します。

神戸凬月堂 ドリンク･和菓子･あんみつ･軽食
【和喫茶】純日本的な中にもモダンな空間｡そんな和喫茶で、憩いの一時をお楽し
みください｡

FAX. (06) 6344 - 5930

ラックス･ペダラ･バスクラフト

サック･イルフェボウ･シビラ

＜本件についてのお問合せ先＞

株式会社 阪神百貨店

TEL. (06) 6348 - 8034

販売促進グループ 広報チーム

竹口・松井

ミルキーコークルポ 洋の生活雑貨･洋食器

ショップ名称

婦人･紳士服飾雑貨
【自主運営】いつもの洋服を引き立たせる雑貨の数かず、季節ごとに移り変わる
シーズン雑貨。パーソナルギフト対応の小気味いいブランドも取り揃えてご紹介し
ます｡

婦人靴
【自主運営】トレンド感あふれるファッションシューズ､きれいめスタイルのパン
プス､履き心地満点のウォーキングシューズ､加えてＳ＆Ｌサイズといった品揃えは
満足そのもの。

シーズンセレクト
【自主運営】阪神百貨店のＰＢブランド｢色えんぴつ｣のカラーバリエーションをメ
インに、上質で快適な着心地を追求した良品廉価なセーター･ブラウス･スカート･
パンツの集積をご覧ください｡

「色えんぴつ」･ブラウス･ボトムス

ハンドバッグ
【自主運営】ちょっとご近所へのお買いものからトレンドスタイルぴったりなもの
まで、生活シーンに合うバッグの数かずがスタンバイしています。

【百貨店初】ナチュラルでシンプル。女性らしい柔らかさや可愛らしさに満たされ
た生活雑貨をお楽しみください。




