
岡本スイーツ試食めぐり
―店舗解説付き試食ツアー―

日　時：10/15（土）
10：14～18：14（全13回）

場　所：岡本１丁目バス停
（地図：岡本MAP参照）

参加費：無料（当日受付・各回
先着10名、要バスチケット）

問合せ：岡本商店街振興組合事務局
078-412-3096

岡本商店街ハロウィンイベント
―お店を回ってお菓子をもらおう―

日　時：11/6（日） 12：00～16：00
場　所：岡本商店街
参加条件：小学生まで
参加費：無料（事前要申込）
今年はハロウィンの受付はメール受付の抽選になりま
す。メールご登録いただければイベント情報をいち早く
お知らせいたします。「メール登録希望」と記入して下記
のメアドにメールしてください。　締切：9月30日（金）
info@kobe-okamoto.or.jp

六甲アイランド収穫祭
（ハロウィンイベントを含む）

日　時：10/29（土）・30（日） 11：00～
場　所：六甲アイランド

アイランドセンター駅周辺
参加費：無料
問合せ：イベント事務局 ニュースダスト

078-857-0677

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19、59 39 19、59 39 19、59 39 19、59 39 19

岡本商店街の詳しいイベント情報は 岡本散歩 でウェブ検索

Higashinada

阪神間を代表する住宅街
に、数多くのスイーツ店が
ひしめく東灘。
味にこだわる人々に認めら
れ、多くの店舗が競い合う
環境で磨き上げられた珠
玉のスイーツです。

専用アプリをダウンロードしたらすぐに使える、便利な
スイーツめぐり案内サービスです。施設等の詳細情報
やルート案内が表示されるので、快適にスイーツめぐり
を楽しめます！

AppStoreおよびGoogle Playで
「あらかると」を検索しダウンロード。

「あらかると」を起動し、画面右上の
「スキャン」から下記の設定QRコード
を読み込む。

※このサービスをご利用する際は必ず交通ルールを守ってください。

行きたいお店まで
スマホで案内!無料

「べっぴん」。江戸時代には「別品」と書いて特別に良い物を表す言葉でした。
「あなたを笑顔にしたい」という思いをそのまま表現した特別なスイーツです。

灘の酒や東灘を彩る花（梅・バラ・アーモン
ド）を使った、東灘の文化や歴史、自然を感
じられるスイーツです。

親子で楽しんでほしい。
子どもたちにも東灘のスイーツ文化を知っ
てもらいたい。
そんな気持ちがこめられたスイーツです。

●参加スイーツ店
●スイーツバス車内
●東灘区役所 4F（地図：c-3）
　☎078-841-4131

●神戸市総合インフォメーションセンター
　（JR三ノ宮駅東口南側）
　☎078-322-0220

バスチケットの提示で、割引や粗品の進呈などの
特典が受けられます。

みかげスィーツロードと公園のあかり
日　時：10/15（土）

13：00～20：00
場　所：阪急御影駅～国道2号

詳しくは「みかげParks」
で検索

参加費：無料（当日参加可）
問合せ：みかげスィーツロードと

公園のあかり
実行委員会事務局
090-3262-9710

このイベントに合わせて10月15日の
みバス停が設置されます!
「郡家公園東」 バス停　公園のすぐ前

－あまくてステキなイベントがいっぱい－

●夢さくら（地図：六アイMAP）
　☎078-857-3632

●ディスカウントプラザ住吉店
　（地図：b-3）
　☎078-822-5670

●ケイ・ネット 岡本店（地図：岡本MAP）
　☎078-412-5111

注意事項
動作推奨環境iOS、Android共に最新OSを推奨。ただし機種本体の性能、端末のご利用状況により動作しない、又は動作が不安定に
なる場合があります。また本アプリから配信されるコンテンツ等やアプリ自体が配信停止される場合があります。アプリ、コンテンツのダウン
ロードには別途通信料がかかります。本アプリは通信回線を使用するため、状況によっては正しく動作しない場合があります。本アプリを
使用したことで発生した損害等について一切の責任を負いません。
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学生による甲南大学オリジナルスイーツ開発ストーリー
レオニダス＆ガトーエモア×甲南大学西村順二研究室
日　時：11月19日（土）10：30～12：00
場　所：甲南大学8号館2階822教室 東灘区岡本8-9-1
参　加：事前Web申込／30名 申込アドレス

参加費無料　試食あり
問合せ：甲南大学フロンティア研究推進機構　078-435-2754

他にも関連イベントが盛りだくさん!

みなと観光バス 神戸 で検索
みなと観光バス ホームページにも期間中イベントの情報がいっぱい!

甲南大学 BI研究所 検 索

▶ルートバス運行（1日13便・1周約40分）

神戸市イベント案内・申込センター
Tel.078-333-3372（年中無休 8：00～21：00）

150円 250円子ども・高齢者
12歳以下・70歳以上 大人

主催　ひがしなだスイーツめぐり実行委員会 お問い合わせ

※3歳未満は無料
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◆プレミアムスイーツ 別品 ―べっぴん―
◆東灘スイーツ 酒蔵のまち 花のまち
◆親子で楽しい 子ども向けスイーツ

憧れのスイーツ店を専用バスで巡る旅

開催期間
限 定

終日フリーパス
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詳しくは中面をご覧ください

ひがしなだスイーツめぐり 検 索

神戸市イベント案内・申込センター
（年中無休8：00～21：00）078-333-3372

ひがしなだスイーツめぐり実行委員会事務局  〒658-8570（住所不要）東灘区まちづくり課内　TEL :078-841-4131

お問い
合わせ

［後援］ 国土交通省 兵庫陸運部／学校法人甲南学園／甲南女子大学／神戸商工会議所／神戸市婦人団体協議会／NPO法人 神戸スイーツ学会／
西日本旅客鉄道（株）／阪急電鉄（株）／阪神電気鉄道（株）／山陽電気鉄道（株）／神戸電鉄（株）／阪神バス（株）／
（一財）神戸国際観光コンベンション協会／ユースプラザKOBE EAST／生活協同組合 コープこうべ  第3地区活動本部／東灘区役所

［協力］ 御影クラッセ／近畿日本鉄道（株）
［協賛］ 岡本商店街振興組合／みかげスィーツロードと公園のあかり実行委員会／御影髙杉／みなと観光バス（株）／神戸紅茶（株）／

モロゾフ（株）／トーラク（株）／（株）本髙砂屋／（株）増田製粉所／灘五郷酒造組合／誠味屋本店／（株）クレハ／東灘区内参加スイーツ店／
INAC神戸レオネッサ／（株）フェリーさんふらわあ／ホテルプラザ神戸／神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ　　（順不同）

［主催］ひがしなだスイーツめぐり実行委員会
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2016年11月1日（火）～11月30日（水）
2016年10月15日（土）～11月23日（水・祝）

2016年10月15日（土）～11月23日（水・祝）の土日祝のみ運行
おいしいパンで
神戸をめぐる
うれし、楽しい1カ月！

灘の酒蔵めぐりバス

スイーツバスチケットで
美術館入館料割引有り
※11月23日まで

街とアートが重なる秋だけの東灘

神戸東灘アートマンス

神戸は港開港以来、外国の技術を取
り入れ、パン文化を育んできました。

そこで、神戸のパンの魅力を全国に発信するイベントとして、
「KOBE パンのまち散歩」を11月1日（火）～30日（水）の1カ月間
開催します。マップを片手にパンを食べ歩きながらまちあるきを楽
しみましょう！

●６美術館を巡るスタンプラリー（入館割引/特典付）
白鶴美術館・香雪美術館・世良美術館・小磯記念美
術館・神戸ファッション美術館・神戸ゆかりの美術館

●毎週、区内各所で開催される様 な々ジャンルのフリーライブ
●区内の魅力スポット写真を募集するデジタルフォトコンテスト
※詳細は、HP（http://www.hn-artmonth.jp/）及び各美術館
や阪神間の主要駅等で入手できるリーフレットをご覧ください。

試飲や施設見学に加え
今年は別品企画として
スイーツや無料ライブも
あります♪イベント限定オリジナルパンの販売や展示など、パンに関するさまざ

まなイベントを開催します。合わせてお楽しみください。

協賛企業からのメッセージ

フランス菓子の美味しさと食
文化を伝えて行きたい、フラン
ス菓子を神戸に根付かせた
い、そんな想いでお菓子を作っ
ています。神戸は、古くから外
国の文化や食に親しみ、伝統
をまもりながらも、新しいものを

上手に取り入れてきた街。御影髙杉のお菓子も、今
の時代を見つめながらも、その時 の々動きに流され
ず、旬のもの、からだにやさしいものを、基本の製法
を踏まえて作っていきたいと考えています。そしてお
客様とのコミュニケーションの中で日々進化しなが
ら、本物のお菓子をお届けしたいと願っています。

世界の紅茶産地の約１６０ヶ所にも及ぶエリアから、
日本に数人しかいない紅茶鑑定士が厳選した高品
質茶葉をブレンドしています。
日本の軟水で最も美味しく抽出できる神戸紅茶を、
御影店で是非ご賞味ください。紅茶が大好きなス
タッフが皆様をお待ちしております。

弊社は、1906年、神戸で誕生した小麦粉製粉メー
カーです。神戸の地において和洋菓子は神戸ス
イーツとして発展し、日本では美味しいお菓子として
知られる様になりました。今では全国的に著名にな
りましたお店がたくさんあります。お陰様で弊社“宝
笠”印小麦粉がその多くのお店で使用をいただいて
おります。この度、神戸スイーツを育てられました神
戸の皆様方へ、兵庫県産小麦を100％使用しました
「宝笠異人館」を兵庫県認証
食品として“宝笠”印小麦粉
のラインナップに加えさせて
いただきました。皆様、一度ご
賞味お願いいたします。

六甲アイランドに
位置する、温かさ
に包まれたアット
ホームなホテルで
す。全客室が高層
階にあり、神戸の
山並を美しく染め
る夕陽、大阪湾を爽やかに照らす朝陽など、素晴ら
しい景色を一望することができます。最上階のレスト
ランでは夜景と共に、フレンチイタリアンや鉄板焼を
ご堪能いただけます。フロント前カフェではキッズス
ペースを完備。お子様連れのお客様のコミュニティ
としてご好評をいただいております。

1931年、神戸トアロードのチョコレートショップから
出発したモロゾフ。おいしさと品質への厳しいこだわ
りは、すべて、贈る人と味わう人の「こころ」と「ここ
ろ」をつなぎ、ともに「笑顔」で満たされる瞬間のため
に。「こころつなぐ。笑顔かがやく。」この言葉に私達
の思いを託して、
これからも、最高
のおいしさと最良
のサービスをお届
けします。
神戸の老舗から、
世界の人びとへの
約束です。

1993年発売の「神戸プリン」は、「モンドセレクション
2013年～2016年」において4年連続最高金賞を受
賞いたしました。なめらかな口どけ、優しい甘さと深
いコク、爽やかな柑橘系の後味、という変わらないお
いしさが世界に認められました。あなたと大切な人
を変わらずにつないでいけますよう、想いを込めて
今日も「神戸プリン」をお届けします。

パティシェが選び抜いた上質の素材を使った神戸ベイシェラトン自慢のスイーツやケーキ、焼き菓子に加え旬の果物や地元の乳製品を
使った自家製ジェラートなど約80種類のオリジナル製品をご用意しています。

パティシエのこだわりと
神戸の文化

神戸紅茶御影店
おかげさまで2周年！ 増田製粉所

六甲アイランドのマイホテル
～ホテルプラザ神戸～

こころつなぐ。
笑顔かがやく。

世界が認めたおいしさ
-神戸プリン-

シェラトンと淡路島のおいしいお店
フードセレクトショップ「シェラトンマルシェ」

運 

賃 150円
〈大人〉 〈子ども・高齢者〉

250円
〈スイーツバス〉

300円12歳以下
70歳以上 共通券

認可申請中【1日乗車券】

みなと観光バス 神戸 検 索詳しくは Tel.078-845-3710
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スイーツ教室・セミナー
お 申 込 方 法

応募方法

宛　　先

官製ハガキか電子メールに、２名までを１組（セミナーは1名申込可）として、参加希望者全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・電話番号と
参加希望イベント名を明記して、下記の宛先へ。応募者多数の場合は抽選。　※参加費にはバスチケット代が含まれています。参加費事前振込制です。

〒658-8570 （住所不要）東灘区まちづくり課内
「ひがしなだスイーツめぐり実行委員会事務局あて」 メールアドレス  j-machika@office.city.kobe.lg.jp

当選案内 当選者のみ、各締切り日の2日後に当選案内を発送します。

モロゾフ㈱ チョコレート作り体験教室  
11/12（土）9：30～12：00
申込締切 10月27日（木）必着　対象 小学校3年生以上の親子ペア

トーラク㈱ 簡単ブッシュドノエル作り体験教室
11/12（土）14：30～16：30
申込締切 10月27日（木）必着　対象 小学校3年生以上の親子ペア

㈱本髙砂屋 神戸マイスター井上正蔵による和菓子作り体験教室
10/29（土）14：30～16：30
申込締切 10月13日（木）必着　対象 小学校3年生以上のペア（小学生ペアでの参加は要保護者同伴）

御影髙杉 髙杉良和シェフのケーキ作り体験教室
10/15（土）①9：30～11：30 ②14：30～16：30
申込締切 9月29日（木）必着　対象 小学校3年生以上の親子ペア

シンフォニーナガノ岡本店の靖源茂晃氏とスイーツ大好き甲南大学西村順二教授の公開講座
おしゃれでなるほど! スイーツトークショー
10/22（土）10：30～11：30　甲南大学2号館1階グローバルゾーンPorte（ポルト）　東灘区岡本8-9-1
事前要申込（30名）　試食・お土産あり　申込締切 10月7日（金）必着

神戸紅茶（株）工場見学と紅茶を楽しむ会
11/19（土）13：30～16：30　神戸紅茶㈱ 本社工場 東灘区住吉浜町16-2
事前要申込・中学生以上（32名）　試飲・試食あり　申込締切 11月2日（水）必着

※参加にはスイーツバスチケット（未使用可）の提示が必要です。
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当日参加OK
各回20名
先着順常盤堂 店主による季節の移ろいと和の心のお話。

～美味しい和菓子とともに～ （和菓子2個付き）
10/29（土） 1回目14：00～／2回目15：30～
御影クラッセ4F「ユース プラザKOBE・EAST」
参加無料　※各回30分前 整理券配布

各15組30名／各参加費 1組 1,500円 各参加費 1名 1,250円

場所 東灘区民センター8F 料理教室（東灘区住吉東町5-1-16・JR住吉駅徒歩5分）

Sweets Tour

C
10名様

ティーバッグ
3種セット
生紅茶16P
3個セット

マイカープラン
ペア往復券

（対象航路）神戸-大分航路
（お部屋）スタンダード4名部屋
（お車）乗船可（人数）2名様まで
（使用期限）2017年1月5日～3月31日
復路乗船まで

鉄板焼 潮路
ペアディナー券
（コース）潮さいコース
（内容）前菜・帆立貝・黒毛和牛フィ
レまたはサーロイン・焼野菜・サラ
ダ・ご飯・味噌汁・香の物・デザート
（使用期限）2017年3月31日

バスチケットを持って店舗を回り、スタンプを集めて
応募しよう。今年のスタンプラリーはトリプルチャンス!

A
ペア3組

B
ペア3組

神戸紅茶

エコルセ

本髙砂屋

神戸プリン
6個入

トーラク株式会社

プレミアム
チョコレート
セレクション 
33個入

モロゾフ株式会社

神戸市内酒蔵の
灘のお酒
１本　※未成年者の
ご応募はできません

灘五郷酒造組合

ＮＥＷクレラップ・
キチントさん
スイーツ作りに
便利な３本セット

株式会社クレハ

・せいみの丹波黒豆
・ひとくちサイズの
さつまいも
・しっとり甘栗

誠味屋本店

E
5名様

F
10名様

兵庫県認証食品
「宝笠異人館」
1㎏入
×15袋セット

株式会社増田製粉所

岡本スイーツと
紅茶の詰め合わせ

岡本商店街振興組合

G
10名様

INAC神戸
オリジナルTシャツ
選手サイン入り

INAC神戸レオネッサ

I
5名様

J
10名様

K
20名様

L
10名様

テラスレストラン
「ガーデンカフェ」
ペアランチ
バイキング券

神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ

フェリーさんふらわあ ホテルプラザ神戸

M
ペア1組

❶スタンプを集める　・参加スイーツ店で、バス特典または限定スイーツを利用する ・アートマンスの6美術館を利用する（１館限り）　　❷応募する ・スタンプを集めたら、バスチケットの裏面に必要事項を記入して、応募箱へ投函または郵送
※応募箱はバスの車内、参加スイーツ店、東灘区役所に設置しています　　郵送は〒658-8570（住所不要）東灘区まちづくり課内「ひがしなだスイーツめぐり実行委員会事務局」へ　　締切：平成２８年１２月１日（木）必着

事前
要申込

事前
要申込

H
3名様

当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。当選者へスポンサーより直接賞品を発送する場合があります。応募者の個人情報は賞品発送およびスイーツめぐりのご案内以外の目的に使用はいたしません。

D
10名様

CHANCE 1.

CHANCE 2.

CHANCE 3.


