
商店街・小
売市場で

各店の逸品
が勢揃い！

べっぴんセ
ール

2017年7月1
5日●　 8月

31日●
土

木

おもてなし
ウイーク

2017年7月1
5日●　 7月

23日●商店街・小
売市場で

親切なやさ
しい接客！

土
日



神戸市商店街連合会
TEL078-360-3232
http://kobe-shisyouren.jp

TEL078-341-9666　E-mail info@ichiba-kobe.gr.jp
http://www.ichiba-kobe.gr.jp

〒650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目8番4号 神戸市産業振興センター5階
※この事業は神戸開港150年記念事業として実施しています。

神戸市小売市場連合会

べっぴんセールを実施する商店街・市場

岡本商店街 
阪神御影商店会
ＫＯＮＡＮ食彩館
セルバ名店会

岡本1-14-14
御影中町3-1-14
甲南町3-6-12
森南町1-5-1

青木商店街
甲南本通商店街
有馬道商店会

TEL412-0008
TEL411-1601
TEL842-1822

メイン六甲
灘中央筋商店街
水道筋６丁目商店街
食の工房みやまえ
畑原東市場

TEL842-0030
TEL802-0329
TEL861-0369
TEL846-0380
TEL861-0374

※各参加店舗で内容が異なる場合があります。掲載内容の詳細は実施商店街・小売市場までお問合せください。※掲載価格は税込み表示になり
ます。※各セール内容につきましては予告なく変更になる場合があります。※携帯端末でのQRコードの読み取りは携帯端末搭載のカメラ性能や
アプリケーションの性能に左右される事が多いため、QRコードのお問い合わせにつきましてはお答えしかねる場合がございます。携帯端末搭載
カメラでの読み取り性能につきましては、各キャリアまたは携帯電話メーカーにご確認くださいますようお願いいたします。

東灘区

北区

灘区

春日野道商店街３番街
サンキタ通商店街
三宮センター街３丁目商店街
元町六丁目商店街
メトロこうべ
大安亭市場
二宮市場
ジョイエール宇治川
宇治川センター

筒井町3-7-6
北長狭通1-2-2
三宮町3-7-11
元町通6-7-2
新開地2-3-B-1
八雲通5-4-17
琴ノ緒町3-3-5-62
下山手通8-9-27
楠町1-2-15

大日商店街
春日会商店街
春日野道商店街
二宮筋商店街
二宮商店街琴三四会
二宮センター街商栄会
三宮あじさい通り商店街
サンパル名店会
JR三宮駅東高架下
神戸国際会館SOL
さんちか名店会

TEL231-1087
TEL242-1280
TEL221-5458
TEL221-1520
TEL221-3864
TEL231-5308
TEL221-1992
TEL231-1199

TEL230-3199
TEL391-3965

生田東門商店街
生田前筋商店街
生田新道二丁目会
三宮センイ商店街
三宮高架商店街
阪急西口本通二･三丁目会
三宮センター街１丁目商店街
三宮本通り・京町筋商店街
三宮本通商店街
トアロード中央商店街
トアロード商店街東亜会
大丸前中央商店会
元町穴門商店街
南京町商店街
神戸元町商店街連合会
元町一番街商店街
元町三丁目商店街
元町四丁目商店街
元町五丁目商店街
元町高架通商店街
神戸ハーバーランドumie
神戸駅前商店会
デュオこうべ名店会

TEL331-2182
TEL331-4254
TEL391-1277
TEL321-2545
TEL331-0077
TEL331-5593
TEL331-3548

TEL332-2950
TEL333-7600
TEL321-3343
TEL391-3737
TEL333-7722
TEL332-2896
TEL391-0831
TEL331-7850
TEL322-2797
TEL392-0241
TEL341-7380
TEL341-3185
TEL382-7100
TEL341-2431
TEL351-6031

エコール･リラ
コアキタマチ

TEL982-3161
TEL582-2022

長田区

須磨区

垂水区

長田神社前商店街
西神戸センター街
丸五市場
ＮＡＧＡＴＡ食遊館
食の棚フーケット

長田町1-3-1-224
二葉町4-7-18
二葉町3-11-2
長田町1-1-1
腕塚町5-3-1-001

板宿本通商店街
ビバタウン板宿
板宿中央商店街
板宿きたいちば

飛松町3-5-5
前池町3-4-1
平田町1-3-7
飛松町2-4-12

ティオ舞子 東舞子町10-1-210

西区
かりばプラザ TEL997-0113

垂水商店街
塩屋商店会
レバンテ垂水１番館
霞ケ丘廉売市場

TEL707-4650
TEL767-9408
TEL705-5101
TEL708-8461

板宿センター街商店街
板宿新町商店街
板宿銀映通商店街
若宮商友会
須磨寺前商友会
須磨浦商店街
須磨パティオ
板宿公認市場
板宿連合市場西部
板宿南部市場
ジョイエール月見山

TEL732-6378
TEL732-2840
TEL733-7023
TEL731-2244
TEL958-8075
TEL732-6106
TEL791-7100
TEL732-3364
TEL732-0498
TEL732-4520
TEL737-1234

新長田本町筋商店街二三和会
新長田本町筋商店街久栄会
新長田本町筋商店街二葉会
六間道商店街３丁目友和会
六間道商店街
新長田１番街商店街
大正筋商店街
長田中央いちば
味彩館Sugahara

TEL611-3846
TEL631-5055
TEL611-1972
TEL641-2612
TEL611-5620
TEL631-7606
TEL631-0181
TEL575-9402
TEL576-2288

平野商店街
東山商店街
笠松商店街
マルシン
ミナイチ
湊川グルメ
ジョイエール御旅

下三条町9-20
東山町2-3-20
小松通3-4-10
東山町2-8-61
荒田町1-22-101
荒田町4-29-24-B-105
塚本通5-2-3

新湊川商店街
湊川商店街
湊川公園東商店街
新開地一丁目商店街
新開地二丁目商店街
新開地センター
神戸新開地商店街
兵庫駅前ショッピング・ユー商店街
ハートフルみなとがわ
パルクみさき

TEL521-5739
TEL511-2940
TEL511-1589
TEL575-1809
TEL576-0308
TEL576-0893
TEL575-5884
TEL575-5448
TEL511-2274
TEL685-3231

中央区
兵庫区

「おもてなし」の心を新たに 
皆さまのお越しをお待ちしています。
おもてなしウイーク！7月15日●～7月23日●土 日

六甲本通商店街
灘センター商店街
水道筋商店街
灘中央市場
畑原市場

楠丘町6-4-13
倉石通3-1-1
水道筋4-2-6
水道筋3-6
倉石通1-1-8



メトロこうべ

お問合せ▶TEL078-578-1375

7月22日（土）～7月31日（月）

新開地タウン・神戸タウンでご利用いただける
3,500円分の商品券を3,000円にて販売！

●お得な商品券を販売します！

お楽しみに！！
●「べっぴんセール」を開催！

実施期間

7月22日（土）実 施 日

●「高速神戸駅」と「新開地駅」間の地下街

元町六丁目商店街

お問合せ▶TEL078-381-6786

7月15日（土）～
なくなり次第終了

●「べっぴんセール」を開催！

実施期間

http://www.kobe-motomachi6.or.jp

●ＪＲ「神戸駅」東へ
　徒歩約7分
●阪神「西元町駅」南へ徒歩約1分

「made in Kobe」にこだわったオリジナル
レザー小物、伝統ある神戸の老舗の靴、明治
創業の神戸を代表するお菓子等、元町なら
ではの「べっぴん」を取り揃えています。

お問合せ▶TEL078-391-5338

8月3日（木）

何が当たるかはお楽しみ！
詳細はHPをご覧ください。　　

●べっぴんセール協賛
　ガラポン抽選会！

実 施 日

三宮センター街3丁目商店街

http://www.kobe-cen3.com

●JR「元町駅」
　阪神「元町駅」を南へ徒歩約3分

●「べっぴんセール」を開催！
春日野道商店街3番街

お問合せ▶TEL078-221-1361

●阪急「春日野道駅」を南徒歩約3分
　（春日野道商店街の中央）

8月1日（火）～
8月10日（木）

実施期間

マイスター手彫りの高級印章(黒水牛15mm)を
べっぴん半額で15,000円 に！！
夜メニュー(中華料理店等)を
べっぴんサービスで1,500円

この機会に
一生モノの印鑑を
作りませんか！

大安亭市場

おお問合せ▶TEL078-221-5641
http://www.ooyasutei.com/

7月15日（土）～7月22日（土）実施期間

大安亭市場組合加盟店が150年に
ふさわしい特価品を提供いたします。

●「べっぴんセール」を開催！

●JR「三宮駅」から
　東へ徒歩約12分
●阪神・阪急「春日野道駅」から
　西へ徒歩約5分。
●市バス101系統
　「若菜通5丁目」から0分

二宮市場

各店自慢の逸品を300円、1,500円の
「べっぴん福袋」で大放出！
数量限定ですのでお早めに。

うまいもんがズラリ！

http://www.ninomiya-ichiba.com
お問合せ▶TEL078-221-6567

●数量限定「べっぴん福袋」
300円 1,500円

●各線「三宮駅」より
　北東へ徒歩約５分

●夏祭りほろ酔いうまいもん横丁

7月18日（火）～7月22日（土）実施期間

7月22日（土）実 施 日

ジョイエール宇治川

お問合せ▶TEL078-341-0026

●地下鉄「大倉山駅」より
　徒歩約2分
●阪神「西元町駅」より北へ
　徒歩約2分
●阪急「花隈駅」より西へ
　徒歩約3分
●JR「神戸駅」より北東へ徒歩約5分

●期間限定「150円均一セール」
神戸開港150年を記念して、燃えるゴミ用
ゴミ袋30枚・料理酒等150円均一セールを
します。是非お越しください。

http://www.ichiba-kobe.gr.jp/
ichiba11/index.php

実 施 日 7月17日・24日／8月7日・21日
※上記の月曜日に開催

宇治川センター

TEL078-341-7988
TEL078-341-4567

●阪神「西元町駅」西出口
　北へすぐ。
●地下鉄「大倉山駅」東出口
　２から南東徒歩約5分

●数量限定「べっぴん福袋」

各店それぞれ開港150周年記念して、
150にちなんだ値段で販売します。

7月20日（木）～7月22日（土）実施期間

150円 300円 1,500円 3,000円

お問合せ▶

http://www.ichiba-kobe.gr.jp/
ichiba12/index.php

中央区

掲載内容の
見方

紙面掲載の
各商店街と小売市場の
セール内容・実施期間などを
ご確認ください。

掲載内容が予告なく
変更になる場合があります。
詳細は各商店街・小売市場まで
お電話でお問合せください。

QRコード※1は掲載されている
各商店街・小売市場の
URLとリンクしています。

▶

1 2 3

サンキタ通商店街

お問合せ▶TEL078-333-0302
●阪急・阪神・ＪＲ「三宮駅」北側すぐ

●「べっぴんセール」を開催！
150円～3,000円各店自慢の
「べっぴん福袋」を販売します。　

●「べっぴんおもてなしメニュー」
1,500円均一の特別ランチ＆ディナーをご用意
詳細は期間中商店街に掲示いたします。

お楽しみに！

7月15日（土）～8月31日（木）実施期間

※1.QRコードの読み取り方により、正しく表示
されない場合がありますのでご注意ください。



商店街・小売市場は、これまでも、これからも「心のこもった
特別な商品・サービス＝べっぴん」をお客様へお届けします。

商店街・小売市場から
魅力ある別品を！

べっぴん

■色の枠は商店街　■の枠は小売市場 の内容を表示掲載しています。

岡本商店街

7月15日（土）～8月31日（木）
３種類のプライスからお選びいただけます！

古着セールや占い・骨盤矯正・ポーセラーツ体験･
べっぴんエステなど、特別メニュー・サービスを
実施します。

お問合せ▶TEL 078-412-3096

●数量限定「べっぴん福袋」

●期間限定「均一セール」

●阪急「岡本駅」、JR「摂津本山駅」すぐ

1,500円 3,000円

1,500円 3,000円

15,000円

実施期間

7月15日（土）～8月31日（木）実施期間

7月30日12時～19時
「女子力アップフェスティ
バル（場所：岡本好文園
ホール」べっぴんになるア
イコンが目白押し！

http://www.kobe-okamoto.or.jp/

阪神御影商店会

7月15日（土）
7月15日（土）～
8月31日（木）

特別メニューやその他サービスメニュー

お問合せ▶TEL078-855-8007

●数量限定「べっぴん福袋」

●期間限定「均一セール」

3,000円

300円

1,500円

●阪神「御影駅」北側御影坂
　（旧一六筋）周辺
http://www.mikage.me

実 施 日

実施期間

7月15日（土）～8月31日（木）実施期間

参加店等で音楽イベント
やセールを実施。詳しくは
HPにて。

7月15日（土）～
8月31日（木）

六甲本通商店街

カットソー・ベスト・ブラウス
マフィン・レーズン・ジュース・コーヒー100gなど

お問合せ▶TEL078-822-1118

●数量限定「べっぴん福袋」

●期間限定「均一セール」

特別講座が1時間1,500円
最新型トイレ取り替え（壁・床・工事含む）が
45万円相当が30万円に！

●特別セールも実施！

150円 300円

150円 300円 3,000円

参加店による福袋、均一
セール、特別メニュー等各
店の逸品をご用意してお
待ちしております。
●JR「六甲道駅」北へ
　徒歩約3分

300円
7月23日（日）
150個限定

※7月15日（土）限りもあります。

http://rokko-s.com

7月15日（土）～8月31日（木）実施期間

実施期間

KONAN食彩館

「べっぴん福袋」をご用意いたしました。
中身はお楽しみに！！！

http://www.kobe-syokusaikan.jp
お問合せ▶TEL078-413-3939

●数量限定「べっぴん福袋」

●阪神国道バス
　「甲南本通」より南へ
　徒歩約2分
●ＪＲ「摂津本山駅」から
　南西へ徒歩約10分

7月15日（土）実 施 日

1,500円 より

セルバ名店会

内容は市場に来られてからのお楽しみ！

お問合せ▶TEL078-411-0586

●JR「甲南山手駅」から南へ
　徒歩約３分
●阪神国道バス「森南町」
　バス停前
http://ichiba-kobe.gr.jp/
ichiba02/index.php

7月15日（土）～8月10日（木）実施期間

●期間限定「均一セール」
300円 1,500円150円

東 灘区 灘 区

灘中央市場

神戸開港150年で市場の逸品を販売します。
売り切れ次第終了！
皆様どうぞお越しください。

お問合せ▶TEL078-871-3709

●阪急「王子公園駅」東へ
　400ｍ徒歩約10分
●「水道筋３丁目」バス停より
　北徒歩約１分

http://www.fb.me/nadachuoichiba

7月15日（土）～8月31日（木）実施期間

●「べっぴんセール」を開催！

※店舗によって実施日が異なります



セールの内容や実施
店舗、セール日、定休日
などくわしいことは、
各商店街・市場に電話
でお問合せください。

平野商店街

３種類のプライスからお選びいただけます！

http://www.kiyomon.biz

お問合せ▶TEL078-511-7703

●数量限定「べっぴん福袋＆
べっぴんサービス」

とてもお得なべっぴんセー
ル。内容詳細は8月4日「い
ちきんセール」チラシにて
発表します。
●市バス7系統
　「平野」停留所すぐ

150円 300円 1,500円

8月4日（金）～8月10日（木）実施期間

笠松商店街

お問合せ▶TEL078-671-2604

●「べっぴんセール」を開催
ヴィッセル神戸のお膝元！各店が「べっぴん」な
商品・サービスで「おもてなし！」

●JR和田岬線･地下鉄海岸線
　「和田岬駅」から西100ｍ！
　ノエビアスタジアム神戸直近！！

8月19日（土）～8月26日（土）実施期間

東山商店街

３種類のプライスからお選びいただけます！

お問合せ▶TEL078-511-9318

●期間限定「均一セール」

150円、300円、1500円均一セールをします。
どうぞみなさんお越しください。

150円 300円 1,500円

7月15日（土）～7月23日（日）実施期間

●神鉄「湊川駅」または
　市営地下鉄「湊川公園駅」北へ徒歩約5分

水道筋商店街

お問合せ▶TEL078-871-1818

●「べっぴんセール」を開催！

●ＪＲ「摩耶駅」北へ徒歩約5分
●市バス92系統
　「水道筋3丁目」北へ徒歩約1分

おもてなしウイークを重点的に
約30店舗が趣向をこらした
べっぴん（逸品）を提供します。
詳細は商店街へお問合せください。

7月15日（土）～8月31日（木）実施期間

どうぞ
お楽しみに！

http://www.suido-suji.com

灘センター商店街

３種類のプライスからお選びいただけます！

お問合せ▶TEL078-861-3506

●数量限定「べっぴん福袋」
300円 1,500円 3,000円

●JR「摩耶駅」北へ徒歩約5分
●市バス92系統「水道筋3丁目」
　北西へ徒歩約2分

7月1日（土）～7月31日（月）実施期間

畑原市場

凪かまぼこ店／神戸開港150年記念！
美味しい練製品を販売します。

http://www.ichiba-kobe.gr.jp/
ichiba06/index.php
お問合せ▶TEL078-861-3505

●「べっぴんセール」を開催！

7月15日（土）実 施 日

●「水道筋３丁目」バス停より
　北へ徒歩約1分
●阪急「王子公園駅」より
　東へ徒歩約10分

マルシン

お問合せ▶TEL078-521-6817

●各店舗の「べっぴん」をご紹介！

http://www.ichiba-kobe.gr.jp/
ichiba14/index.php

各店舗のべっぴん商品を販売します。自慢の
逸品やおすすめ商品を「べっぴん」として販売
します。皆様のお越しをお待ちしております。

7月15日（土）～7月18日（火）実施期間

●神鉄「湊川駅」より
　北へ徒歩約10分
●地下鉄「湊川公園駅」より
　北へ徒歩約12分

ミナイチ

150円、300円、1,500円のべっぴん福袋を
多数ご用意。

http://minaichi.com/
お問合せ▶TEL078-521-0371

●数量限定「べっぴん福袋」
150円 300円 1,500円

150円 300円 1,500円

●神鉄「湊川駅」より
　北へ徒歩約3分
●地下鉄「湊川公園駅」より
　北へ徒歩約3分
●市バス「東山」バス停より
　南へ徒歩約2分

こだわりの野菜、果物、惣菜、魚、塩干、天ぷら、
肉の均一セール。
婦人服や陶器等も1,500円均一で販売！！

●期間限定「均一セール」

7月15日（土）～7月31日（月）実施期間

7月15日（土）～7月31日（月）実施期間

湊川グルメ

神戸開港150年記念べっぴんセール協賛で
店内の商品が全品10％OFF！！
また、湊川グルメの会員の方はポイントが
3倍になります。（尚、7/30・8/27はポイント5倍）

●「べっぴんセール」を開催！

7月16日・23日・30日
8月6日・13日・20日・27日
※上記の各日曜日に開催

実 施 日

お問合せ▶TEL078-575-2508

●神鉄「湊川駅」より北へ徒歩約3分
●地下鉄「湊川公園駅」より北へ徒歩約5分
●市バス「東山」バス停より東へ徒歩すぐ

ジョイエール御旅

べっぴんセール協賛、大特価セールを行います！
皆様のお越しをお待ちしております。

●「べっぴんセール」を開催！

実施期間

お問合せ▶TEL078-575-9800

●ＪＲ「兵庫駅」から北へ
　徒歩約5分

http://joymama.jp/

7月20日（木）～7月22日（土）

兵庫区



各店の

自慢の逸品
を

お見逃しな
く！

西神戸センター街

べっぴん福袋を販売。
中身は参加各店のお楽しみ。

お問合せ▶TEL078-611-0294

●数量限定「べっぴん福袋」

●西神戸センター街
　べっぴんセール

1,000円

「べっぴん＆下町再発見！」
を合言葉に各店が工夫を
凝らした商品･サービスを
ご提供！

https://www.facebook.com/
西神戸センター街-1678048952511896/

7月31日（月）～8月12日（土）実施期間

7月31日（月）～8月12日（土）実施期間

●JR「新長田駅」南へ徒歩約10分
●市営地下鉄「駒ヶ林駅」北東へ徒歩約3分

板宿中央商店街

5店舗のスタンプを集めて500円のお買物券と
コンチェルトランチクルーズ乗船券を
ゲットしよう！！

お問合せ▶TEL078-732-0815

●「べっぴんスタンプラリー」開催

●山陽「板宿駅」から東へ
　徒歩約2分
http://itayadochuoh.web.fc2.com/

7月15日（土）～
8月31日（木）

実施期間

長田神社前商店街

1,500円のべっぴん福袋を販売。
中身は参加各店のお楽しみ。

コンチェルトランチクルーズも当たります！！

お問合せ▶TEL078-691-2914

●数量限定「べっぴん福袋」

●山陽「長田駅」北へ徒歩約5分、
●市バス4系統「長田神社前商店街」すぐ　

7月15日（土）～8月15日（火）実施期間

1,500円

板宿本通商店街

お問合せ▶TEL078-732-2726

●数量限定「べっぴん福袋」
150円 300円 1,500円 3,000円
たくさんのべっぴん福袋をご用意しています。

7月15日（土）～
売り切れ次第終了

実施期間

http://www.itayado.jp/

●山陽電鉄または
　市営地下鉄「板宿駅」
　北出口を上ってすぐ

ビバタウン板宿

●山陽または市営地下鉄「板宿駅」を
　北へ徒歩約3分

神戸港ランチクルーズも当たります！
詳細は商店街までお問い合わせ下さい。

●べっぴんセール協賛
　ガラポン抽選会を開催！

7月9日（日）～7月16日（日）実施期間

お問合せ▶TEL078-734-7480

※7月12日（水）は抽選会休み

食の棚フーケット
●「べっぴんセール」を開催！

お問合せ▶TEL078-646-8522

●JR･地下鉄「新長田駅」下車
　南へ300ｍ（徒歩約3分）
●市バス「大橋５丁目」
　大正筋南へすぐ
http://fooket.jp/

7月15日（土）～8月31日（木）実施期間

生鮮の品種と美味しさにこだわるグロッサ
リーストアです！期間中は定番人気の「べっ
ぴんさん（超おいしい商品）」に加え、限定商
品、新商品の「特別べっぴんさん」を随時販
売いたします！笑顔になるほどおいしい食
材をたくさん用意してお待ちしております。

板宿きたいちば
●「べっぴんセール」を開催！

お問合せ▶TEL078-732-3982

●山陽・地下鉄「板宿駅」から
　北へ徒歩約3分

http://www.ichiba-kobe.gr.jp/
ichiba30/index.php

お買い得商品を用意しています。
くじ引きも実施しています！

7月15日・22日・29日
8月5日・12日・19日・26日
※上記の各土曜日に開催

実 施 日

丸五市場

お問合せ▶TEL078-611-4077

●JR･地下鉄「新長田駅」より
　南へ徒歩約10分
●地下鉄海岸線「駒ヶ林駅」より
　東へ徒歩約3分
●市バス「大橋２丁目」バス停より
　南へ徒歩約5分

実 施 日 8月7日（月）

https://www.marugo-ichiba.com

●金曜日ナイト屋台
実 施 日 7月21日（金）・8月18日（金）

※9月以降も続きます。
　お楽しみに！

または10％引き　　　　の商品も！！半額も

●毎月第1月曜日100円均一
　べっぴんセール

“丸五市場100年ありがとうセール”

NAGATA食遊館
●期間限定「均一セール」

実 施 日

お問合せ▶TEL078-611-1700

●各線「高速長田駅」
　地下鉄「長田駅」より
　北へ徒歩3分

7月17日（月）・18日（火）

http://www.ichiba-kobe.gr.jp/
ichiba23/index.php

球磨酪農／球磨の恵みヨーグルト400g 
大阪産／種なしデラウェアー1パック

300円

長田区 須磨区

ティオ舞子

お問合せ▶TEL078-783-2606

●べっぴんセール協賛夏まつり

●ＪＲ「舞子駅」北側すぐ

7月22日（土）～7月23日（日）実施期間

楽しい夏祭りを今年も開催します。
ビンゴゲームでは、コンチェルトランチクルーズの
ペアチケットも当たるよ！！

垂 水区


