
UNITED ARROWS／3F　
☎078-265-1447
人気ブランド、ビューティフル ピープルの提
案するスタンダードアイテム、ライダースジャ
ケットをメルトン素材で別注をかけたミント神
戸店限定品。レディス、メンズ合わせて140
～180cmの5サイズで展開しているので
好みのシルエットを選べるのもうれしい。
67,000円～（ビューティフル ピープル）

かわいいもの
たくさんそろってます！

J.S. FOODIES／2F　
☎078-251-5911
今秋すべてのメニューをブラッシュ
アップした人気カフェ。なかでも、地
下1階やまがきのミンチカツをモッ
ツァレラチーズやマリナーラソース
など、ミント神戸の“M”ではじまる食
材でサンドするコラボバーガー、黒
毛和牛ミンチカツバーガー980円
やチョコミントバナナスプリット780
円（共に税込み）などコンセプトも楽
しい10周年限定メニューに注目を！

おいしいもの
たくさんそろってます！



ファッション、アクセにコスメ…気になるものがいっぱい！上質な定番から遊びゴコロあるモードまで。服好きにうれしい！

10/3（月）までアディダスのインラインの豊富なバリエーショ
ンをそろえたイベントを、また9/25（日）まではStanSmithの
先行受注会も同時開催。MA-1をレザーで再現したカジュア
ルながらも上質感を持たせたブルゾンは秋の新作。32,000
円（ビューティ＆ユース）。向かいにはN.Y.発のショップ、
STEVEN ALANもあり。

BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS
☎078-265-0870

スキンケアからボディ、ヘアケアまで
がそろう。ギフトに最適なメンズライン
もあり。夏のダメージが気になる今の
季節なら人気の美白ケア、レーヌブラ
ンシュシリーズがおすすめ。

L’OCCITANE
☎078-222-5531

日米共同ブランドのシーグ
リーンなど、神戸らしいサー
フテイストを強化。今年で
最後となるカナダグースと
のコラボモデルも必見！

☎078-291-4560（ÉDIFICE）
“タッキー＆ミリタリー”を掲
げる今シーズン。MCMの新
色やMSGMの日本未発売
バッグなど、ミント神戸店らし
いセレクトも光る。

GUILD PRIME
☎078-242-0086

クラシックの中にもモダンを感じさせる愛ら
しく上品なアクセサリーを中心に、デイリー
に使えるアクセサリーとファッショングッズ
を提案。

NOJESS
☎078-806-8553

（右）ひと粒ダイヤモンドとブ
ルーサファイアをあしらい、繊
細な重ね付けが楽しめるミン
ト神戸店限定のピンキーリン
グセット25,000円、（左）クラ
ウンモチーフに5石のダイヤ
モンドをあしらったピンキーリン
グ21,000円（共にノジェス）

Spick and Spanで不動の人気を誇るフェイクス
エードパンプスに10周年を記念してグレーとダークブ
ラウンのミント神戸限定カラーが登場。各9,800円
（スピック アンド スパン）／Spick and Span

ダブルブレストが印象的なミドル
丈ダウン。フレームワークではミ
ント神戸店のみでの限定販売。
120,000円（デュベティカ）／
FRAMeWORK※入荷時期の
詳細は店頭まで

ブランドオリジナルのゴートレザー
は薄くて軽く、やわらかな質感が
特徴。表裏どちらも表革のような
表情を持ち、一枚仕立てでカー
ディガンのように気軽に羽織れる。
64,000円（ロゥタス）

ミニマルなデザインで取り入れやすく、一枚で
旬の表情に仕上がるミント神戸店限定のス
リーブレスロングジャケット31,482円（アーガ）

税込み6,480円以上の購入でオリ
ジナルポーチをプレゼント（数量限
定、なくなり次第終了）。

エディフィスが世界で
初めての別注に成功。
ベルト付きチェスター
コートはグレーヘリンボ
ン生地のみミント神戸
店限定。125,000円
（ラルディーニ）

3階の女性専用化
粧室、M-ROOM～
Claire（クレア）～
はヴェネチアンガラ
スのタイルや大理
石を用いたラグジュ
アリーな空間。

（上から）人気ブランド
の日本未発売のバッ
グ208,000円（MS
GM）、オリジナルのワ
ンピースはミント神戸
店限定品。21,000
円（ギルドプライム）

イタリアの上質な糸を使ってハリ
感を保ち、着用時の美しいシル
エットを実現。ホワイトはミント神戸
店限定品。ニット36,000円（カト
ルナフ）

優れたハンドメイド技
術と洗練されたデザイ
ンが魅力のフィリピン
ブランド、CSMの花
器をミント神戸店で限
定販売。1,200円～
（CSM）

軽いミリオーネ素材で美し
いシルエットを叶えるミント
神戸店限定のワンピース
はスタッフのリアルな声を
反映して誕生。22,000円
（イエナ）

カーフ トゥ ループの人気パール
バッグをミント神戸店限定でデッド
ストック生地を用いて制作。写真の
ジャカード柄の他、コーデュロイもあ
り。8,500円（カーフ トゥ ループ）

GALLARDAGALANTE

☎078-261-3221

ところどころに配されたチェアなど空間もすて
きなショップ。大人の女性がオンオフ問わず着
られる上質で洗練されたアイテムがそろう。

36 Quatre-Neuf

☎078-261-0078

この秋のテーマは「Northern 
Folk」。上品でシンプル、クラフト
感のあるハンドメイドニットなどが
続 と々登場。

note et silence.

☎078-261-8072

レイヤード風デザインやとろみ素材
の新作が並ぶ店内では、10/10
（月・祝）までアクセサリー作家3名の
アイテムを集めた「コモノ市」も開催。

URBAN RESEARCH 

ROSSO

☎078-230-4710

アンゴラカーディガンなど、
今シーズン注目のニットが
充実。人気ブランド、トム 
ウッドも西日本では神戸店
でのみセレクト。

Le Dôme ÉDIFICE et IÉNA

☎078-291-4572（IÉNA）

今季はベーシックなウエアを着崩
す独自のスタイリングを発信。ブラ
ンドも25周年を迎え、コラボや別
注アイテムにも注目が集まる。

Aga

☎078-232-4002

働く女性に向けたハイエンドなオン＆
オフスタイルを提案。今季はバーガン
ディをはじめモスグリーンやサックスブ
ルーがキーカラー。また、ブラック
フォーマルアイテムが充実。

Spick and Span ／

FRAMeWORK

☎078-291-5105

Spick&Spanは今季“レ・メランジェ
（仏語で混合）”をテーマに、異なる
テイストの色や素材を掛け合わせた
これまでにないMIXスタイルを提案。
FRAMeWORKではベーシックにネ
イティブ要素を織り交ぜる初秋のス
タイル提案から、ヤング＆オルセンと
いったセレクトにも引き続き注目を。

このマークの商品は、10
周年アニバーサリーのた
めに作られたアイテムや、
そのために特別にセレク
トしたアイテムなど、限定
品となります。数量に限
りがあるので売り切れの
場合もあります。

※ 税込みの表記がない場合、価格は消費税を含まない、本体のみの価格となります。
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BACK STYLE

レディス＆メンズのショップが並ぶフロア。二人でチェックしたい！

レディスはメンズライクなアイテムの女性らしい
着こなしを提案。メンズは10周年記念に一点モ
ノのホースレザーライダース160,000円（ジョン
ブル）を入荷。

Johnbull Private labo 
class.unite
☎078-252-2315

館内にはジュエリーを
モチーフにした10周
年アニバーサリービ
ジュアルが描かれた
フラッグが！

ほど良い光沢感が大人っ
ぽく、ドレススタイルにも対
応するミント神戸店別注の
“ミントカラー”のパンプス
8,900円（ミザール バイ
オッソ アズール）軽い着心地が魅力のフェイク

ムートンコート。通常よりやや長め
の丈にマットなブラックカラーはミ
ント神戸店だけの限定品。
27,000円（ザ・ダファー・オブ・セ
ントジョージ）

バックのボリューミーな刺
しゅうと胸もとのミリタリー
テープが印象的。ミント神戸
店限定の貴重なM-65は
メンズもあり。 56,000円
（ヒステリックグラマー）

神戸＝マリンのイメージをボー
ダーで表現し、10周年の“10”を
アクセントにしたミント神戸店限
定のベレー帽各6,900円（オー
バーライド）

ブラックデニム×超高強力
66ナイロンのシリーズはクラ
チカ限定販売。（右から）ショ
ルダーバッグ（L）17,000円、
トートバッグ（L）29,000円
（共にポーター ネクサス）

レディス、メンズ共にリフレクターをサイドに使
用。大ヒットスニーカーのミント神戸店特別モ
デル37,000円（アトランティックスターズ）

トリワの人気モデルFALKENに一
般の販売店では買えないメッシュ
ベルトを付けたミント神戸店限定
のセット。シルバー37,500円、ピン
クゴールド38,000円（共にトリワ）

縫製職人やパン職人の声
を元に設計されたミント神
戸店限定のエプロン各
8,800円（ジョンブル）。エ
プロンとしてはもちろん、レ
イヤードスタイルなどファッ
ションにも取り入れて。

HYSTERIC GLAMOUR
☎078-251-2811

こちらではほかにないモチーフ
のプリントに注目。おなじみの
ヒステリックベアやガールズプ
リントのTシャツなどが種類豊
富にそろう。

The DUFFER of St.GEORGE
☎078-252-7277

今季のレディスは西海岸のオフスタイルを意識したラフだけれどキレ
イめな大人の女性に向けたアイテムがそろう。DUFFER JAPANや
DUFFER BLACK LABELなど取り扱い店舗が少ないレーベルがそ
ろうメンズも見逃せない。

SIXTY ONE ARROW
☎078-855-6149

カットソーやシャツなど素材感、着やすさを追及した定番アイテ
ムが多くそろうレディスラインのグランマ ママ ドーター。やわらか
い素材感とドレープ感がどこか懐かしい印象の格子柄ワンピー
スは秋の新作アイテム。21,000円（グランマ ママ ドーター）

Bshop
☎078-291-4547

ベーシックで上質なウエア
やブレディのバッグはもち
ろん、グッドデザイン＆機能
性の高い雑貨類を集めた
LABOUR AND WAITの
コーナーにも注目を。イング
ランド・スタッフォードシャー
で作られる伝統的なティー
ポット（2カップ用）2,500
円、マグ2,000円。BIRKEN
STOCKのショップも併設。

KURA CHIKA
☎078-291-4414
女性向けのライン、PORTER GIRLに注目。
カジュアルな中にもスタイリッシュさがあり、オ
ンにもオフにも使える。また、アニバーサリー期
間中、21,600円（税込み）以上購入するとオ
リジナルのノベルティをプレゼント（数量限定、
なくなり次第終了）。

TiＣ TAC
☎078-271-1310
シンプルでありながら高いデザイン
性で人気の北欧ウオッチが充実。
9/30（金）までインスタグラム投稿
キャンペーンを実施、くわしくはこちら
→http://www.tictac-web.com
/recommend/?c=041

B’ 2nd
☎078-271-5001
ジョルジオ ブラットの別
注ライダースなど人気の
レザーアイテムを今年も
セレクト。さらに今季は注
目ブランドによるリメイク
デニムの取り扱いも新た
にスタートする。

BEAMS LIGHTS 
☎078-232-0097

レディス、メンズの平日のオフィ
ススタイルから休日のカジュアル
スタイルまで対応するウエアや
ファッション雑貨がそろう。メンズ
ではコートやライダースを10周
年限定アイテムとして用意。

override
☎078-291-5250

今シーズンのトレンドはずばりベレーとショートワッチ。
これさえあれば今年らしいスタイルに変身！ 10/9（日）
にこの道58年の帽子職人一色昭男を迎えたセミ
オーダー会を開催。帽子好きは要チェック！

※ 税込みの表記がない場合、価格は消費税を含まない、本体のみの価格となります。
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間中、21,600円（税込み）以上購入するとオ
リジナルのノベルティをプレゼント（数量限定、
なくなり次第終了）。
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にこの道58年の帽子職人一色昭男を迎えたセミ
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※ 税込みの表記がない場合、価格は消費税を含まない、本体のみの価格となります。



おしゃれも雑貨も！　ハシゴが楽しい！

トレンドも新譜もチェック！最後はここで…お花買って帰ろ！

ヨット柄や裾にアンカーマークをあしらった
ミント神戸店限定デザイン。ボーダーカット
ソー8,000円（マリン フランセーズ）

紀州備長炭配合の素
材を使った「與市」のフ
レームに、ドイツのカー
ルツァイス社の偏光レ
ンズを合わせた逸品はミ
ント神戸店だけの限定
品。サングラス54,000
円（金子眼鏡店）

糸の紡ぎ方からこだわった肌触りのよいス
トール。深い紺色は女性はもちろん、男性に
もおすすめ。16,000円（マザーハウス）

カリフォルニア発のリユーザ
ブルカップブランドに別注を
かけたミント神戸店限定バー
ジョン。ステンレスカップ
1,700円（カップスコー）。
柄・カラーも豊富にそろう別
売りのカップホルダーで自由
にカスタマイズして。

税込み10,584円以上の
購入でオリジナルの一輪挿
しをプレゼント。壺のシルエッ
トをプリントした何とも言えな
い表情の顔がツボ！ （数量
限定、なくなり次第終了）。

パールやビジューが輝くイ
ニシャルピアス（片耳用）
1,500円やシックなリボン
クリップ2,800円など、秋冬
新作アクセも要チェック！

コンパクトながら収納力抜
群で使いやすいオリジナル
ペンケースにミント神戸店
限定色のレッドとブラックが
登場。奥はレッド、手前は
定番のブラウンカラー。共
に4,300円（ノイエ）

9/17（土）から税込み3,000
円以上購入の先着300名
にミニソープ3種と泡立て
ネットポーチをプレゼント実施
中。（なくなり次第終了）。

マリメッコの10周年を迎え
るショップ向けのスペシャ
ルカラーバッグ。内側にミ
ント神戸店10周年の英字
タグが付いて特別感が
アップ。ベロニカトートバッ
グ15,000円（マリメッコ）

シトラスやムスクをブレンドした車用のフレグランスに、
ミント神戸店限定の柄をオン。カーエアフレッシュ
ナー1,500円（ミッレフィオーリ）

3,000円相当のバラのブー
ケを1日限定3束、特別価格
1,000円（税込み）で販売。
ギフトパッケージなのでプレゼ
ントにも。※ひとり1束まで。予
約不可

Transit. SATELLITE

☎078-230-4650

ギフト雑貨から家具までほかでは見
ない個性的な雑貨やインテリアが
見つかるお店。照明類は特に充実
で、シェードはもちろん、電球も種類
豊富にそろう。

MOTHERHOUSE

☎078-855-5533

「途上国から世界に通用するブラ
ンドをつくる」という理念のもと、バッ
グやストール、ジュエリーなど、手仕
事のぬくもりある商品を取り扱う。

Neue

☎078-291-4601

スイスの時計ブランドFHBや
ウォーターマンのボールペン、プチ
ギフトにおすすめのパン缶など、幅
広いラインアップで魅了する。

MARKS&WEB

☎078-261-0430

肌の乾燥が気になりはじめるこの季
節は、新登場のミルクタイプのメイク
落としがおすすめ。肌の潤いを守り
ながらやさしくメイクオフしてくれる。

金子眼鏡店
☎078-291-5851　

広 と々した落ち着いた雰囲
気でゆったりと眼鏡選びが
できるのが魅力。悩んだら
スタッフに相談を。プロなら
ではの的確なアドバイスに
目からウロコです。

Marimekko
☎078-291-4028

今年２月にフィンランドからスタッフが来日。
シーズンで替わるショップ手前の洋服コー
ナーやテーブルウエアのディスプレーのレク
チャーを受け、より本国に近いスタイルに。

l’atelier du savon
☎078-231-8672

アトリエ ドゥ サボンを含む
全6ブランドがそれぞれの
テーマで展開。税込み
15,000円以上購入する
と、オリジナルモチーフをか
たどったアイシングクッキー
をプレゼント（数量限定、な
くなり次第終了）。

SENSE OF PLACE 
by URBAN RESEARCH
☎078-241-1108

この秋冬の新作、フェイクレザーの
ライダースは軽く柔らかい質感。まる
でカーディガンのように気軽に羽織
れるのがいい。36、38の２サイズ展
開、7,900円。お隣には花とグリーン
のショップ、BLOMSTER SENSE 
OF PLACEも。

TOWER RECORDS
☎078-262-8101

クラシック＆ジャズ部門では兵庫
県随一の売り場面積を誇り、神
戸を中心に関西発のアーティスト
を集めた自主編集コーナーも好
評。’15年よりスタートしたタワレ
コアパレルにも注目！

happy
☎078-222-3987
フランス・パリで生まれた
フラワーショップ。黒の空
間に色ごとに並べられた
花のグラデーションが美
しく映える。

LA MARINE FRANÇAISE
☎078-252-2260

フレンチマリンをイメージしたア
イテムがそろうこちら。特に種
類豊富なのがボーダー。定番
のほか、カラーや微妙なシル
エットの違いなどシーズンごと
の新作もかわいい。

iittala
☎078-414-8291

限定復刻したロールストランドのペルゴラシ
リーズや定番Teemaのアジア向けプロダク
ト「Teema Tiimi」のほか、人気のムーミンシ
リーズの先行アイテムなどを用意。アニバー
サリー期間には10周年記念セットやノベル
ティのプレゼントも。

5階の女性専用化粧室、
M-ROOM～Sirene（シ
レーヌ）～は配色やナチュ
ラルな素材感でフランス
の海辺のリゾート地をイ
メージ。明るく清潔感溢れ
る空間がいい。

Millefiori
☎078-862-1119

イタリア・ミラノで創設されたフレグラ
ンスブランドの直営店には、香りの
アイテムだけでなくバスコスメやセレ
クト雑貨などもそろう。

WHITE HOUSE
☎0570-06-4894

ヘッドスパ専用ルームや
ネイルブースを有すグルー
プ最大規模のヘアサロン。
髪のプロがプロデュース
したヘアアクセも店頭で
販売中。

BAG 'n' NOUN
☎078-200-4577

広い店内には全商品がライン
アップ。定番の帆布バッグ、驚
くほど軽いナイロンバッグ、レ
ザー小物…etc.。どれもこだわ
り素材でMADE IN JAPANと
質の高さも人気のヒミツ。

過去のムーミンマグのイラストが
プレートで2枚セットに。神戸店
先行発売のムーミンコレクター
ズプレート（ペインティング＆ジュ
ビリー）12,000円（アラビア）

©Moomin Characters™

※ 税込みの表記がない場合、価格は消費税を含まない、本体のみの価格となります。
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点心の本場・台湾で人気の行列店の味をそのまま日本で再現。旨みたっぷりのスー
プと超薄皮が特徴の小龍包や蒸しギョーザなど看板メニューに、牛肉とキノコの黒
胡椒炒めや鮭炒飯など秋においしい食材を使った料理を組み合わせた全8品のス
ペシャルコースが登場！ 

京鼎樓 ジンディンロウ
☎ 078-414-8622

>> 蘭花コース 2,800円（税込み）

自家製うどんを、天然のカツオ節と昆布の澄んだ関西風のだしで。す
き焼きのタレで味付けした黒毛和牛のお重をメインに、湯葉やスダチ
など、温・冷それぞれ2種類から選べるミニうどん、サラダにも変更でき
る甘味が付く好評の期間限定メニューが、10周年に合わせて延長。

うどんのう
☎078-265-0955

>> 国産黒毛和牛のお重セット 1,580円

ハワイアンカフェ＆ダイナーで特に女性に人気のアサイーボウルが、アニバーサリー期
間のみランチやディナーのセットスイーツとしてハーフサイズで登場。食感が楽しいグラ
ノーラにたっぷりのフルーツと甘酸っぱいアサイーがマッチ。単品でのオーダー不可。

hole hole cafe&diner
☎078-241-0511

>> アサイーボウル ランチセット 400円～、ディナーセット 432円～（共に税込み）

北海の幸を中心に職人が手握りで提供。お
すすめはローストビーフと鴨肉、黒毛和牛の3
種の肉が堪能できる贅沢の極みのような寿
司。国産肉を独自の製法で調理したロースト
ビーフは、黒酢、ポン酢、柚子胡椒、山わさび
など6種の味のセットで楽しんで。

回転寿司 函館市場
☎078-230-4909

>> 厳選三種の肉寿司 480円（手前）、
   ローストビーフ味くらべ握り 720円（奥）

透き通るような白さとツルリと軽快なのど越しが特徴の更科そば。秋限定
のそばと丼のセットは、マイタケやエリンギ、シメジ、エノキ茸など秋の味覚
の代表格であるキノコ4種をふんだんに。卵とじ丼もボリュームたっぷり。
10/22（土）までの期間限定。

正家
☎078-252-3066

>> きのこセット 980円（税込み）

ネギミやササミ、セセリなど、焼き鳥5本
分の横に昆布だしを効かせたふんわり
卵を添える店主・芙美さんの特製丼
ぶりは、千切りキャベツの上にのった
タレかけご飯とだし巻きの組み合わせ
が美味。アサリが入った貝汁も絶品。

芙美
☎078-221-0020

>> ふわふわだし巻丼 貝汁付 
1,000円

50年以上愛され続ける名店。関東
風に一度蒸し、秘伝のタレに浸けな
がら炭火で焼くふっくらとやわらかく上
品な味わいの愛知県豊橋産ウナギ
を、通常メニューにはないうな重で。ス
ペシャルプライスに加え、1日15食と
数に限りがあるのでお早めに。

丸髙
☎078-221-0606

>> うな重 1,000円（税込み）

大正2年に創業した老舗日本料理の天ぷら専門店。日替わりの魚と旬
の野菜、エビを3尾も贅沢に使う9種の天ぷら盛り合わせに、アワビ茸の
しぐれ煮の小鉢、ご飯とおすましを添えた秋らしい限定セット。目の前で職
人が揚げるカウンター席でいただきたい。

天ぷら島家
☎078-221-5565

>> 10周年限定紅葉セット 1,500円（税込み）

函館産の米や利尻昆布のだしをブレンドしたしょう油など、北海
道のこだわり寿司を一貫から気軽にオーダーできる。函館から
直送されたボタンエビなど、豪華10種のネタが彩る特選プレミ
アムに、無添加のウニ（610円）やちゃんちゃん焼のみそをのせ
た炙りトロサーモン（180円）を追加するのがおすすめ。

宝田水産
☎078-242-0309

>> 特選プレミアム 2,480円

アツアツの鉄板で提供される
お好み焼きや焼きそばは、
あっさりとした特製ソースが決
め手。ドリンクにおつまみ2種
と、メインに焼きそばかうどん
焼きのどちらかをチョイスする
セレクトセットはフレキシブル
な組み合わせでご賞味あれ。
オーダーは午後3時から。

ビッグキッド
☎078-261-3838

>> 10周年セレクトセット 1,000円

モーニングからディナー、パーティーまであらゆるシーンで
使えるカフェ＆バー。アニバーサリーとして打ち出したの
が、午後6時から午後9時のオーダーストップまで注文で
きるザ・プレミアム・モルツ〈香るエール〉が飲み放題の
プラン！ 一人１フードオーダー必須の60分制で、4名か
ら利用可能だから同僚を誘って会社帰りに！

PRONTO
☎078-265-1441

>> プレミアムモルツ飲み放題60分 1,000円、
 マルゲリータ 730円、
 ハワイアンポチキ 400円（すべて税込み）

一人でもワインが楽しめるカジュアルなバールでは、ソムリエがセレ
クトしたワインから、おすすめの1本を日替わりでリーズナブルに提
供（グラスのみ）。ハイクオリティーなワインはもちろん、ヴィンテージ
などレアものが登場することも！ 美味なアテと一緒に堪能して。

甲南バール CHICCO
☎078-251-7770

>> マル得ワイン 500円（税込み）～、

 生ハム盛り合わせ3種 1,380円（税込み）

生鮮食品はもちろん、総菜コーナーに

も力を入れるKOHYOのオリジナルロ

コモコ丼は、コクのあるデミグラスソー

スが評判。半熟卵や彩り豊かな野菜

で栄養バランスも◎。

KOHYO 三宮店
☎078-242-5040

>> こだわりデミハンバーグの

ロコモコ丼 498円

このパンのためだけに開発した専用の

生地に、バターを巻き込み、ドイツ産の

岩塩をトッピング。1個110円の人気

パンが、期間中は100円に！

ローゲンマイヤー
☎078-241-0399

>> 塩バタークレッセント 100円

通常は別々でしか販売していないコロッ

ケとミンチカツを4個ずつセットにしたス

ペシャルセットはお手頃プライスも魅力。

揚げたてを自宅で楽しんで！

やまがき
☎078-252-1129

>> イベントミックス 660円（税込み）

数十種類のスパイスをベースにフルーツや野菜、牛肉を

加えて長時間煮込んだスタンダードビーフカレーに、外は

サクっと、中はトロっとクリーミーなカマンベールチーズの

フライをトッピングしたチーズ好きにはたまらない一品。

グルメカリー ピッコロ
☎078-242-3281

>> カマンベールチーズフライカレー 860円（税込み）

神戸市中央区雲井通７－１－１
ショッピングフロア 午前11時～午後9時
レストランフロア 午前11時～午後11時
M-MARCHÉ 午前10時～午後9時
M-KITCHEN 午前11時～午後9時半
2F CAFÉ 午前9時～午後10時
KOHYO 午前7時～午後11時
店舗により一部営業時間が異なる場合があり。
OSシネマズミント神戸 上映作品により異なる。
不定休　http://mint-kobe.jp

ミント神戸
☎078-265-3700

和・洋・中さまざまな料理が約60種、出来立ての状態
で並ぶビュッフェレストラン。目の前でシェフがステーキ
を焼き上げるなど、シーズンごとに内容が変わる30分
おきのタイムサービスや、アイスやフルーツのトッピング
が自由に楽しめるセルフメイドのワッフルも人気。午後
4時半ランチ最終入店 。

THE PREMIUM
☎078-230-4446

>> ランチビュッフェ（90分）大人 1,900円

山イモとカツオだしを合わせた生地に細かく
刻んだイカやカキ、和牛を混ぜ、淡路ポーク
のロースをのせるスペシャルなお好み焼きは、
各自鉄板で自由に焼く源氏流のスタイルで。
さらに今回、コシのある竹炭入りの自家製
黒麺にカキや目玉焼きをトッピングした、見
た目のインパクトも抜群な焼きそばも10周
年の感謝を込めてご用意。

神戸源氏
☎078-265-1811

>> プレミアム焼きそば 1,280円
     プレミアムお好み焼き 1,250円

７階にある樹を模し
た光りの花が咲く
LEDライティングオ
ブジェ。4,100もの
光りの粒が幻想的。

テイクアウトにもおいしいがいっぱい！

本格的な味を手軽に味わえる

このマークのついた
メニューや特典は、
10月21日（金）まで
の10周年アニバー
サリー期間のみの
実施となります。

女子が好きなものがいっぱい！

　

※ 税込みの表記がない場合、価格は消費税を含まない、本体のみの価格となります。　



点心の本場・台湾で人気の行列店の味をそのまま日本で再現。旨みたっぷりのスー
プと超薄皮が特徴の小龍包や蒸しギョーザなど看板メニューに、牛肉とキノコの黒
胡椒炒めや鮭炒飯など秋においしい食材を使った料理を組み合わせた全8品のス
ペシャルコースが登場！ 

京鼎樓 ジンディンロウ
☎ 078-414-8622

>> 蘭花コース 2,800円（税込み）

自家製うどんを、天然のカツオ節と昆布の澄んだ関西風のだしで。す
き焼きのタレで味付けした黒毛和牛のお重をメインに、湯葉やスダチ
など、温・冷それぞれ2種類から選べるミニうどん、サラダにも変更でき
る甘味が付く好評の期間限定メニューが、10周年に合わせて延長。

うどんのう
☎078-265-0955

>> 国産黒毛和牛のお重セット 1,580円

ハワイアンカフェ＆ダイナーで特に女性に人気のアサイーボウルが、アニバーサリー期
間のみランチやディナーのセットスイーツとしてハーフサイズで登場。食感が楽しいグラ
ノーラにたっぷりのフルーツと甘酸っぱいアサイーがマッチ。単品でのオーダー不可。

hole hole cafe&diner
☎078-241-0511

>> アサイーボウル ランチセット 400円～、ディナーセット 432円～（共に税込み）

北海の幸を中心に職人が手握りで提供。お
すすめはローストビーフと鴨肉、黒毛和牛の3
種の肉が堪能できる贅沢の極みのような寿
司。国産肉を独自の製法で調理したロースト
ビーフは、黒酢、ポン酢、柚子胡椒、山わさび
など6種の味のセットで楽しんで。

回転寿司 函館市場
☎078-230-4909

>> 厳選三種の肉寿司 480円（手前）、
   ローストビーフ味くらべ握り 720円（奥）

透き通るような白さとツルリと軽快なのど越しが特徴の更科そば。秋限定
のそばと丼のセットは、マイタケやエリンギ、シメジ、エノキ茸など秋の味覚
の代表格であるキノコ4種をふんだんに。卵とじ丼もボリュームたっぷり。
10/22（土）までの期間限定。

正家
☎078-252-3066

>> きのこセット 980円（税込み）

ネギミやササミ、セセリなど、焼き鳥5本
分の横に昆布だしを効かせたふんわり
卵を添える店主・芙美さんの特製丼
ぶりは、千切りキャベツの上にのった
タレかけご飯とだし巻きの組み合わせ
が美味。アサリが入った貝汁も絶品。

芙美
☎078-221-0020

>> ふわふわだし巻丼 貝汁付 
1,000円

50年以上愛され続ける名店。関東
風に一度蒸し、秘伝のタレに浸けな
がら炭火で焼くふっくらとやわらかく上
品な味わいの愛知県豊橋産ウナギ
を、通常メニューにはないうな重で。ス
ペシャルプライスに加え、1日15食と
数に限りがあるのでお早めに。

丸髙
☎078-221-0606

>> うな重 1,000円（税込み）

大正2年に創業した老舗日本料理の天ぷら専門店。日替わりの魚と旬
の野菜、エビを3尾も贅沢に使う9種の天ぷら盛り合わせに、アワビ茸の
しぐれ煮の小鉢、ご飯とおすましを添えた秋らしい限定セット。目の前で職
人が揚げるカウンター席でいただきたい。

天ぷら島家
☎078-221-5565

>> 10周年限定紅葉セット 1,500円（税込み）

函館産の米や利尻昆布のだしをブレンドしたしょう油など、北海
道のこだわり寿司を一貫から気軽にオーダーできる。函館から
直送されたボタンエビなど、豪華10種のネタが彩る特選プレミ
アムに、無添加のウニ（610円）やちゃんちゃん焼のみそをのせ
た炙りトロサーモン（180円）を追加するのがおすすめ。

宝田水産
☎078-242-0309

>> 特選プレミアム 2,480円

アツアツの鉄板で提供される
お好み焼きや焼きそばは、
あっさりとした特製ソースが決
め手。ドリンクにおつまみ2種
と、メインに焼きそばかうどん
焼きのどちらかをチョイスする
セレクトセットはフレキシブル
な組み合わせでご賞味あれ。
オーダーは午後3時から。

ビッグキッド
☎078-261-3838

>> 10周年セレクトセット 1,000円

モーニングからディナー、パーティーまであらゆるシーンで
使えるカフェ＆バー。アニバーサリーとして打ち出したの
が、午後6時から午後9時のオーダーストップまで注文で
きるザ・プレミアム・モルツ〈香るエール〉が飲み放題の
プラン！ 一人１フードオーダー必須の60分制で、4名か
ら利用可能だから同僚を誘って会社帰りに！

PRONTO
☎078-265-1441

>> プレミアムモルツ飲み放題60分 1,000円、
 マルゲリータ 730円、
 ハワイアンポチキ 400円（すべて税込み）

一人でもワインが楽しめるカジュアルなバールでは、ソムリエがセレ
クトしたワインから、おすすめの1本を日替わりでリーズナブルに提
供（グラスのみ）。ハイクオリティーなワインはもちろん、ヴィンテージ
などレアものが登場することも！ 美味なアテと一緒に堪能して。

甲南バール CHICCO
☎078-251-7770

>> マル得ワイン 500円（税込み）～、

 生ハム盛り合わせ3種 1,380円（税込み）

生鮮食品はもちろん、総菜コーナーに

も力を入れるKOHYOのオリジナルロ

コモコ丼は、コクのあるデミグラスソー

スが評判。半熟卵や彩り豊かな野菜

で栄養バランスも◎。

KOHYO 三宮店
☎078-242-5040

>> こだわりデミハンバーグの

ロコモコ丼 498円

このパンのためだけに開発した専用の

生地に、バターを巻き込み、ドイツ産の

岩塩をトッピング。1個110円の人気

パンが、期間中は100円に！

ローゲンマイヤー
☎078-241-0399

>> 塩バタークレッセント 100円

通常は別々でしか販売していないコロッ

ケとミンチカツを4個ずつセットにしたス

ペシャルセットはお手頃プライスも魅力。

揚げたてを自宅で楽しんで！

やまがき
☎078-252-1129

>> イベントミックス 660円（税込み）

数十種類のスパイスをベースにフルーツや野菜、牛肉を

加えて長時間煮込んだスタンダードビーフカレーに、外は

サクっと、中はトロっとクリーミーなカマンベールチーズの

フライをトッピングしたチーズ好きにはたまらない一品。

グルメカリー ピッコロ
☎078-242-3281

>> カマンベールチーズフライカレー 860円（税込み）

神戸市中央区雲井通７－１－１
ショッピングフロア 午前11時～午後9時
レストランフロア 午前11時～午後11時
M-MARCHÉ 午前10時～午後9時
M-KITCHEN 午前11時～午後9時半
2F CAFÉ 午前9時～午後10時
KOHYO 午前7時～午後11時
店舗により一部営業時間が異なる場合があり。
OSシネマズミント神戸 上映作品により異なる。
不定休　http://mint-kobe.jp

ミント神戸
☎078-265-3700

和・洋・中さまざまな料理が約60種、出来立ての状態
で並ぶビュッフェレストラン。目の前でシェフがステーキ
を焼き上げるなど、シーズンごとに内容が変わる30分
おきのタイムサービスや、アイスやフルーツのトッピング
が自由に楽しめるセルフメイドのワッフルも人気。午後
4時半ランチ最終入店 。

THE PREMIUM
☎078-230-4446

>> ランチビュッフェ（90分）大人 1,900円

山イモとカツオだしを合わせた生地に細かく
刻んだイカやカキ、和牛を混ぜ、淡路ポーク
のロースをのせるスペシャルなお好み焼きは、
各自鉄板で自由に焼く源氏流のスタイルで。
さらに今回、コシのある竹炭入りの自家製
黒麺にカキや目玉焼きをトッピングした、見
た目のインパクトも抜群な焼きそばも10周
年の感謝を込めてご用意。

神戸源氏
☎078-265-1811

>> プレミアム焼きそば 1,280円
     プレミアムお好み焼き 1,250円

７階にある樹を模し
た光りの花が咲く
LEDライティングオ
ブジェ。4,100もの
光りの粒が幻想的。

テイクアウトにもおいしいがいっぱい！

本格的な味を手軽に味わえる

このマークのついた
メニューや特典は、
10月21日（金）まで
の10周年アニバー
サリー期間のみの
実施となります。

女子が好きなものがいっぱい！

　

※ 税込みの表記がない場合、価格は消費税を含まない、本体のみの価格となります。　



旬の牡蠣を取り寄せ海洋深層水で浄化し、安心・安全かつ牡蠣
本来の味を引き出す“オーガニック リファイン オイスター”を一年
中提供。そんな牡蠣を和風のガリソースやトマトのカクテルソース、
フランボワーズとビネガーのフレンチソースで食べ比べできるプラッ
ターは、白ワインとの相性も抜群。

GUMBO AND OYSTER BAR
☎078-291-5163

>> 真牡蠣プラッター 4P 1,670円～

通常は2,500円のお造りの盛り合わせを、アニバーサリー期間のみ
1,000円も割引に！ 旬のものを中心にその日最も質のいい鮮魚を集約
した皿は、魚のおいしさがしみじみと感じられる逸品。厳選した地酒と共に
いただいて。ディナーのみ。

旬和席 うおまん
☎078-291-4060

>> 豪快大皿造り盛り合わせ 1,500円

コレステロール0の油で揚げる京都生まれのとんかつ専門
店。野菜も食べてもらおうと今年の春に誕生した「おばんざ
い膳」を、和三盆ゼリーをのせたわらびもち付きのスペシャ
ルバージョンで。おばんざいは湯葉と水菜、エノキ茸の煮び
たし、レンコンとカボチャのそぼろ煮など3品。

名代とんかつ「かつくら」京都三条
☎078-291-4381

>> おばんざいヒレかつ膳 80g 1,780円、
120g 2,080円（共に税込み）

「和韓融合」をコンセプトにした創作韓国料理店。アニ
バーサリー限定メニューは、同店初のバターしょう油味
の石焼きビビンバ。エビやホタテのだしにバターが相
まってコク深い味わいに。売り切れ次第終了。

コリアンキッチン シジャン 
☎078-291-5181

>> 海老とホタテの石焼きビビンバ 1,000円（税込み）

厳選した食材で作る30種以上のパスタメニューが自
慢の専門店。アボカドのコクをプラスしたクリーミーな
ソースで以前人気だったカルボナーラが今回特別に復
活！ クリームパスタと相性がいいエビとトッピングしたト
マトの酸味がまろやかな味わいのいいアクセントに。

Pasta de Pasta
☎078-291-4733

>> 海老とアボカドのカルボナーラ 1,250円

手ごねハンバーグが名物のお店で大型連休などにいただける特別メニューのステーキが
アニバーサリー期間に登場！　鹿児島県産や宮崎県産など黒毛和牛のサーロインはなん
と200ｇのボリューム。上質のお肉は粒マスタードバターでシンプルに。パンかライスがセット。

HAMBURG WORKS
☎078-200-6597

>> 黒毛和牛のサーロイン 2,980円（税込み）

定番のスペイン風オムレツをはじめ、季節によって食材が変わる
カルパッチョやピンチョスなど、常時9種類から5種選べる通常
1,580円（税込み）のタパスの盛り合わせが、期間中にミント神戸
を利用したレシートを提示すると3種盛りの価格でいただける。ワイ
ンをお供に楽しんで。ディナーのみ。

La Cazuela
☎078-291-5860

>> 得々タパス 980円（税込み）
素材の旨みを引き出すグリル料理や、自慢の窯焼きナポリピッツァやパスタなどアラカルト
36品から好きな料理を選んでシェアするディナーコースが人気。アニバーサリー期間はス
パークリングワインなどの乾杯の1ドリンクとコーヒーなどのアフタードリンクも付いてさらに
お得に！  ディナーのみ。

グリル燦 ～ベジタブル＆ワイン～
☎078-855-7281

>> プリフィックスシェアコース 2,980円

名物・骨付き鶏を、歯ごたえが良く旨み
が凝縮された播州赤鶏で再現した特
別コース。淡路鶏のスモークや鶏モモ
肉のトマト煮込み、播州赤鶏の釜めし
や鶏白湯スープなど、全8品で構成さ
れる鶏料理専門店ならではの鶏のフ
ルコースをぜひ。2名以上でオーダー可、
ランチタイムは要予約。

鶏食堂バルTORIICHI
☎078-242-4646

>> 播州赤鶏コース 3,000円

“ミント神戸の誕生日”を祝って、バースデーケーキをイメージして生
まれた3段重ねのパンケーキ。イチゴやオレンジ、イチジク、白桃な
ど10種類ものフルーツとバニラアイスをトッピングして見た目も華
やかなデザートに。メープルシロップをたっぷりかけていただいて！

ココノハ
☎078-200-4730

>> 10種類のフルーツの
 アニバーサリーパンケーキ 1,010円

オーダー後に丁寧に焼くふわふわのパ
ンケーキが人気のカフェのアニバーサ
リー限定メニューは和風パンケーキ。
兵庫県産の丹波の黒豆を使用し、トッ
ピングはもちろん、抹茶入りの生地にも
丸ごと黒豆を混ぜ込んで、ホクホクとし
た食感がたまらない！

gram
☎078-252-3515

>> 丹波の黒豆と抹茶の
 パンケーキ 1,350円（税込み）

おぼろ豆腐や辛子豆腐など豆腐
づくしの料理が楽しめる専門店。
京豆富、湯葉、生麩を使った全11
品の懐石コースに、アニバーサ
リー期間は京都・城陽産の純米
大吟醸「建都」1杯をセット。京都
藤野の豆腐や半兵衛麩の生麩な
ど、京都の伝統的な食材の魅力
が存分に味わえる。ディナーのみ。

豆富百珍 八かく庵
☎078-231-3510

>> 京味づくし 3,500円

ゆったりとディナーやランチ、ティータイムを楽しめる

和
・
洋
・
中
・
韓
！ 
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※ limited menuの提供時間や、各種特典・クーポンとの併用可否について等、詳しくは各店舗までお問い合わせください。また、税込みの表記がない場合、価格は消費税を含まない、本体のみの価格となります。　



旬の牡蠣を取り寄せ海洋深層水で浄化し、安心・安全かつ牡蠣
本来の味を引き出す“オーガニック リファイン オイスター”を一年
中提供。そんな牡蠣を和風のガリソースやトマトのカクテルソース、
フランボワーズとビネガーのフレンチソースで食べ比べできるプラッ
ターは、白ワインとの相性も抜群。

GUMBO AND OYSTER BAR
☎078-291-5163

>> 真牡蠣プラッター 4P 1,670円～

通常は2,500円のお造りの盛り合わせを、アニバーサリー期間のみ
1,000円も割引に！ 旬のものを中心にその日最も質のいい鮮魚を集約
した皿は、魚のおいしさがしみじみと感じられる逸品。厳選した地酒と共に
いただいて。ディナーのみ。

旬和席 うおまん
☎078-291-4060

>> 豪快大皿造り盛り合わせ 1,500円

コレステロール0の油で揚げる京都生まれのとんかつ専門
店。野菜も食べてもらおうと今年の春に誕生した「おばんざ
い膳」を、和三盆ゼリーをのせたわらびもち付きのスペシャ
ルバージョンで。おばんざいは湯葉と水菜、エノキ茸の煮び
たし、レンコンとカボチャのそぼろ煮など3品。

名代とんかつ「かつくら」京都三条
☎078-291-4381

>> おばんざいヒレかつ膳 80g 1,780円、
120g 2,080円（共に税込み）

「和韓融合」をコンセプトにした創作韓国料理店。アニ
バーサリー限定メニューは、同店初のバターしょう油味
の石焼きビビンバ。エビやホタテのだしにバターが相
まってコク深い味わいに。売り切れ次第終了。

コリアンキッチン シジャン 
☎078-291-5181

>> 海老とホタテの石焼きビビンバ 1,000円（税込み）

厳選した食材で作る30種以上のパスタメニューが自
慢の専門店。アボカドのコクをプラスしたクリーミーな
ソースで以前人気だったカルボナーラが今回特別に復
活！ クリームパスタと相性がいいエビとトッピングしたト
マトの酸味がまろやかな味わいのいいアクセントに。

Pasta de Pasta
☎078-291-4733

>> 海老とアボカドのカルボナーラ 1,250円

手ごねハンバーグが名物のお店で大型連休などにいただける特別メニューのステーキが
アニバーサリー期間に登場！　鹿児島県産や宮崎県産など黒毛和牛のサーロインはなん
と200ｇのボリューム。上質のお肉は粒マスタードバターでシンプルに。パンかライスがセット。

HAMBURG WORKS
☎078-200-6597

>> 黒毛和牛のサーロイン 2,980円（税込み）

定番のスペイン風オムレツをはじめ、季節によって食材が変わる
カルパッチョやピンチョスなど、常時9種類から5種選べる通常
1,580円（税込み）のタパスの盛り合わせが、期間中にミント神戸
を利用したレシートを提示すると3種盛りの価格でいただける。ワイ
ンをお供に楽しんで。ディナーのみ。

La Cazuela
☎078-291-5860

>> 得々タパス 980円（税込み）
素材の旨みを引き出すグリル料理や、自慢の窯焼きナポリピッツァやパスタなどアラカルト
36品から好きな料理を選んでシェアするディナーコースが人気。アニバーサリー期間はス
パークリングワインなどの乾杯の1ドリンクとコーヒーなどのアフタードリンクも付いてさらに
お得に！  ディナーのみ。

グリル燦 ～ベジタブル＆ワイン～
☎078-855-7281

>> プリフィックスシェアコース 2,980円

名物・骨付き鶏を、歯ごたえが良く旨み
が凝縮された播州赤鶏で再現した特
別コース。淡路鶏のスモークや鶏モモ
肉のトマト煮込み、播州赤鶏の釜めし
や鶏白湯スープなど、全8品で構成さ
れる鶏料理専門店ならではの鶏のフ
ルコースをぜひ。2名以上でオーダー可、
ランチタイムは要予約。

鶏食堂バルTORIICHI
☎078-242-4646

>> 播州赤鶏コース 3,000円

“ミント神戸の誕生日”を祝って、バースデーケーキをイメージして生
まれた3段重ねのパンケーキ。イチゴやオレンジ、イチジク、白桃な
ど10種類ものフルーツとバニラアイスをトッピングして見た目も華
やかなデザートに。メープルシロップをたっぷりかけていただいて！

ココノハ
☎078-200-4730

>> 10種類のフルーツの
 アニバーサリーパンケーキ 1,010円

オーダー後に丁寧に焼くふわふわのパ
ンケーキが人気のカフェのアニバーサ
リー限定メニューは和風パンケーキ。
兵庫県産の丹波の黒豆を使用し、トッ
ピングはもちろん、抹茶入りの生地にも
丸ごと黒豆を混ぜ込んで、ホクホクとし
た食感がたまらない！

gram
☎078-252-3515

>> 丹波の黒豆と抹茶の
 パンケーキ 1,350円（税込み）

おぼろ豆腐や辛子豆腐など豆腐
づくしの料理が楽しめる専門店。
京豆富、湯葉、生麩を使った全11
品の懐石コースに、アニバーサ
リー期間は京都・城陽産の純米
大吟醸「建都」1杯をセット。京都
藤野の豆腐や半兵衛麩の生麩な
ど、京都の伝統的な食材の魅力
が存分に味わえる。ディナーのみ。

豆富百珍 八かく庵
☎078-231-3510

>> 京味づくし 3,500円

ゆったりとディナーやランチ、ティータイムを楽しめる
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※ limited menuの提供時間や、各種特典・クーポンとの併用可否について等、詳しくは各店舗までお問い合わせください。また、税込みの表記がない場合、価格は消費税を含まない、本体のみの価格となります。　



UNITED ARROWS／3F　
☎078-265-1447
人気ブランド、ビューティフル ピープルの提
案するスタンダードアイテム、ライダースジャ
ケットをメルトン素材で別注をかけたミント神
戸店限定品。レディス、メンズ合わせて140
～180cmの5サイズで展開しているので
好みのシルエットを選べるのもうれしい。
67,000円～（ビューティフル ピープル）

かわいいもの
たくさんそろってます！

J.S. FOODIES／2F　
☎078-251-5911
今秋すべてのメニューをブラッシュ
アップした人気カフェ。なかでも、地
下1階やまがきのミンチカツをモッ
ツァレラチーズやマリナーラソース
など、ミント神戸の“M”ではじまる食
材でサンドするコラボバーガー、黒
毛和牛ミンチカツバーガー980円
やチョコミントバナナスプリット780
円（共に税込み）などコンセプトも楽
しい10周年限定メニューに注目を！

おいしいもの
たくさんそろってます！
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