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■開館時間10:00～19:00　■水曜定休（水曜が祝日の場合は営業、翌日休館）
※一部のショールーム・店舗は営業時間・営業日が異なります。

神戸市中央区東川崎町1-2-2 TEL.078-366-2700

ホームページ  http://www.hdc.jp.net/kobe
イベントブログ  http://hdc.citylife-new.com

HDC神戸 検索

イベント情報をお届けしています！

主催

※てくてくパンまつりのイベントは、
　商品がなくなり次第終了とさせていただきます。
※イベントの内容は予告なく変更される場合が
　ございます。
※写真はいずれもイメージです。
※イベントでの駐車サービスは行っておりません。
※お車でご来場の方は、イベントでの飲酒は
　ご遠慮ください。

ス イ ー ツ  e t c . . .

お 楽し み 抽 選 会

ブログはこちらから

HPはこちらから

京阪神を中心に、総勢約60店舗のパン＆スイーツが
HDC神戸に大集合！そのほか、パンに合うジャムや
ドリンクが登場。パン、スイーツ好きにはたまらない
3日間。ぜひご家族や友だちを誘って、てくてく巡ろう！

※参加は1世帯につき1回まで。　※お買い物券はイベント期間中「てくてくパンまつり」
の店舗でご利用いただけます。（HDC神戸館内のショップ・ショールームでは利用できま
せん。）　※抽選会は賞品がなくなり次第終了とさせていただきます。

スタンプラリープレゼント

ラリーシートお渡し場所 ： 1Ｆインフォメーション
時間 ： 10：00～17：00 ※水曜日除く

当日10：00より、アンケートをご記入いただいた方に抽選券をお渡しします。

A賞：2,000円分
5名様

B賞：1,000円分
30名様

C賞：500円分
100名様

抽選券お渡し場所 ：１Fインフォメーション
抽選場所 ： 4F  10：00～

7/21（金）・22（土）・23（日）

家具・インテリア・キッチン・リフォーム・カルチャースクール等約60のシ
ョールームやショップが快適な暮らしと住まいづくりをお手伝いします。

JR「神戸駅」南口出てすぐ／阪急・阪神「高速神戸駅」徒歩4分

HDC神戸

神戸市在住のエディター＆ライター
で、パンやスイーツを中心に取材・執
筆し、雑誌やwebなどのメディアで活
躍する。数々の店舗を取材してきたい
なださんが太鼓判を押す店舗が揃い
ました。

監修 / いなだみほ

てくてくパンまつり開催期間中で使えるお買い物券が当たる！てくてくパンまつり開催期間中で使えるお買い物券が当たる！

B1F ～5F 
〈イートインスペース B1F・3F・4F・5F ギャラリー〉

自家培養、季節の果物と小麦で作る深い味わいの
パンが人気。バゲット、カンパーニュ、ベーグルな
ど、噛むほどに小麦の味がじわり…。どれも店主
chieさんが一つひとつ丁寧に作っている。

フランスでの経験後、神戸の人気店で
シェフパティシエとして活躍した多田
征二さんが芦屋で独立。イベントでは
クッキーの量り売り「ビスキュイトリー」
を楽しめる。

べいく堂
21・22・23日

Elph Granola
［ 神戸 中央区 ］

〈エルフ グラノーラ〉

21日・22日のみ
SPARK scone&bicycle

［ 神戸 中央区 ］
〈スパーク スコーン＆バイシクル〉

23日のみ

Patisserie AKITO
［ 神戸 中央区］

〈パティスリー アキト〉

21・22・23日

bakery VIVA ōmiya
［ 大阪 旭区 ］

〈ベーカリー ビバ オーミヤ〉

23日のみ
a-bakery

［ 神戸 中央区 ］
〈エーベーカリー〉

21日のみ
Pan de Kiran

［ 大阪 吹田市 ］
〈パン デ キラン〉

23日のみ
pâtisserie Agricole

［ 神戸 垂水区 ］
〈パティスリー アグリコール〉

21・22・23日

パンとお話APPLEの発音
［ 大阪 平野区 ］23日のみ

カレーとパンのお店＆Mitsuko
［ 神戸 中央区 ］21・22・23日

スイーツ&ベーカリー ル・パン 神戸北野
［ 神戸 中央区 ］21・22・23日

Boulangerie FUKUSHIMA
［ 大阪 大阪狭山市 ］

〈ブーランジェリー フクシマ〉

23日のみ

サンドイッチの店 3
［ 神戸 中央区 ］21・22・23日

原田パン
［ 神戸 長田区 ］21・22・23日

その他の参加店舗

※アンケートにご協力ください。
※期間中、参加は１世帯１回まで。　
※ラリーの内容は予告なく変更になる場合があります。

パンに合うおいしいジャムやはちみ
つ、紅茶、はたまたパンの柄のてぬ
ぐいなど、パンのあるシーンを楽し
むアイテムを販売。普段はお目にか
かれないイベント限定商品も登場！

〈ミホ ア ラ モード〉

毎日食べても飽きの来ない味わいを…と、粉や製法
にこだわる食パンが大人気。

〈パティスリー エトネ〉
［芦屋市］

22・23日のみ

スペシャルティーコーヒーのみを使用した、大
阪・天満の自家焙煎珈琲店が移動販売車でや
ってくる！美味しいパンにピッタリな香り高いコ
ーヒーを味わおう。

〈パティスリー クリ〉
［明石市］

21・22・23日

〈パティスリー モンプリュ〉
［神戸 中央区］

21・22・23日

おさるのイラストがトレードマークのアイスクリーム専門店。熊
本の大地で育ったデコポン、ブルーベリー、トマトなど、阿蘇の
ジャージー牛乳や阿蘇白川水源の湧き水で作るアイスクリーム
やシャーベット。どれも、素材感たっぷり！

〈フルーツ モンキー〉 ［大阪 北区］

21・22・23日

〈ポニー ポニー ハングリー〉
［大阪 西区］

21・22・23日

［大阪 箕面市］

21・22・23日

〈デ カルネロ カステ〉
［大阪 西区］

21・22・23日

〈ラクソン フレンチ アルプス〉
［神戸 東灘区］

21・22・23日

〈チップルソン〉［京都 北区］

23日のみ

〈ブーランジェリーカラン〉
［大阪 箕面市］

21・22日のみ

〈ラブズ ベーグル〉
［京都 左京区］

〈イッキンヤ〉
［大阪 高槻市］

23日のみ

〈ミートショップ ニック〉
［神戸 中央区］

21・22・23日

〈パティスリー ベックシュクレ〉
［大阪 堺市］

21・22・23日

［西宮市］

21日のみ

［神戸 中央区］

〈オッチモ〉
［伊丹市］

22日のみ

［尼崎市］

23日のみ

ライオンの絵本「ジオジオのパンやさん」をイメージしたキュ
ートなパン屋さん。ハード系をはじめ、地元客のニーズに合
わせた惣菜系やスイーツ系などが充実。

〈ジオジオパン〉［西宮市］

22日のみ

パンは、北海道産の小麦粉や酒粕やレ
ーズンから起こす天然酵母、オーガニ
ックのクルミやレーズンなどを使用。イ
チゴとホワイトチョコのベーグル、きび
砂糖のドーナツなどは、コーヒーと一
緒に味わいたい！

パン職人の森康祐さんと麻里子さんご夫妻が切
り盛り。オーガニックレーズンの天然酵母と岡山
産などの国産小麦を使用するパンは、ハード系
が得意の麻里子さんと菓子パン系が好きな森
さんが、お互いに納得の味を追究されている。

〈トロワ〉［大阪 平野区］

21・23日のみ

〈ミヨシパン〉
［大阪 都島区］

23日のみ

本格スパイスカレー店がつくる“手作りカレーパ
ン”。独自のスパイス調合はクセになる旨さ！牛す
じ、キーマ、タイカレーそれぞれ個性ある3種類の
カレーパンは食べやすいミニサイズなので食べ比
べもおすすめ。

シェフパティシエ福田純広さんが、ラト
リエ ドゥ ジョエル ロブションなどパリ
の５店舗で研鑽を積み実力を発揮！近
頃はパンにも精力的で、シンプルで食
べ飽きない深い味わいが特徴。

堺にある店では、毎週水・土曜の”tobibako Day”に登
場するとびばこパン。今や全国区で人気。フォトジェニック
な形がかわいい食パンは、きめが細かく、ほんのり甘い生
地が特徴。

〈パン ド サンジュ〉［大阪 堺市］

大阪・中崎町で人気のブランジェリー。
10種以上の小麦粉を使い分け焼くパンは、ハード系や食パンが大人気！ 

世界三大銘茶「ダージリン茶葉」を73％使用し、その中でも爽やかな香りが特長の「フレッシ
ュカット茶葉」を採用。ダージリン茶葉本来の爽やかで清々しい豊かな香りと、すっきりとした
後口は、美味しいパンやスイーツにぴったり！

クラシックなフランス菓子は、見た
目の美しさ、味わいともに大満足。
おすすめは、メレンゲの魔術師と
いう異名を持つ林周平シェフのス
ペシャリテ・ヴァランシア。

エントランス 21・22・23日

［京都 左京区］

21・22・23日エントランス
〈アールジェイ コーヒー ロースターズ〉
［大阪 北区］

21・22・23日エントランス

量り売り！！

1. mahisa｛ 紅茶 ｝　2. マツリカ｛ ジャム ｝
3. びんづめの果実屋 towatowato｛ ジャム ｝

1

3

2

22日のみ

［芦屋市］

［神戸 北区］

［福岡］

［大阪 東淀川区］

21・22・23日

〈オーサムベーカリー〉

［その他の販売商品］
cototoko patisserie、イケモトマサコ、ラフルネ、
甘空、ユヌ・プティ・メゾン｛ 以上、ジャム ｝
津軽アップルエリア｛ リンゴジュース ｝
注染手ぬぐい にじゆら｛ てぬぐい ｝
いなだ養蜂園｛ はちみつ ｝
ラ・ファミーユ・モリナガ｛ 瓶詰め ｝

〈ブーランジェリィ ル マタン ドゥ ラヴィ〉 ［大阪 吹田市］

22日のみ  販売時間：11：00～

21・22・23日  販売時間：14：00～

〈ブーランジェ エス．カガワ〉
［大阪 北区］

21・23日のみ  販売時間：11：00～

〈ケルン〉
［神戸 東灘区］

21・22日のみ

［神戸 中央区］

〈ピンク ウィード〉

23日のみ

［尼崎市］

［ 大阪 枚方市 ］

イートインスペース有り

神戸開港150年記念デザイン 
キリンビバレッジ 「午後の紅茶おいしい無糖」 総勢3,000名様参加賞

4F

Take
out

21・22・23
日

いなだみほさんの
ブースも登場！

7/15（土）～8/27（日）

5Fに

イベント期間中、
facebookにイイネ！で
プレゼント

HDC

親子パン作り教室

※パンの「こね」や「分割」の実習はありません。成型からの実習です。　
※卵、乳、小麦、アーモンドを使用します。
※親子でご参加下さい。（大人１名につきお子様２名まで）
※予約受付は6/30～

「作っちゃお★ちぎりパンと魔法のジュース」

ギュッとハリネズミのちぎりパン（お
持ち帰り）と魔法のシュワシュワ！ル
ビージュース（ご試飲）を作ります。

要予約
7/22（土）

場所 ： ２F大阪ガスクッキングスクール
時間 ： ①10：30 ②13：00
　　　③15：15（所要時間約75分）
※パンのお渡しは実習終了後の約1時間後となります。
参加費 ： １,０００円　
定　員 ： 各回３２名
持ち物 ： エプロン、筆記用具、
　　　　ハンドタオル

写真はイメージ

会　場 JR神戸駅
南口出てすぐ！

21日は通常、22日・23日は  販売時間：13:00～

B1F・3F・4F
　イートイン
スペース有り

期間中、館内のラリー
ポイントでスタンプを
すべて集められた方
に、「とろけて食べごろ
アイススプーン」をプ
レゼント。（参加無料）

溶かして
食べる！

21・22日のみ  販売時間：13：00～

この画像が目印！

売切れ
次第終了

ミニ


