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News
感性のプロたちによる様々なコンテンツ

「Autumn Festival in KOBE」

ファッションショー＆コラボイベント開催

「SANNOMIYA COLLECTION 2022 A/W」

CloseUp
神コレ20周年！
生田神社でファッションショーほか
豪華ゲスト出演ステージイベント

P.2-3
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Info
「WATASHI MADE（ワタシ メイド）」

P.8

PickUp

PickUp

今知っておくべき神戸最新情報

P.4-5

日本屈指の酒所「神戸灘五郷」を
日本酒好きの女優・村川絵梨と巡ります

村川絵梨×神戸灘五郷

P.6

KOBE COLLECTION 2022 
AUTUMN/WINTER
Bloom The Cityー 街に花を咲かせるー

STU48が紹介する 定番から穴場まで！

...and more

新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、本誌掲載中のイベントの一部が中止または延期になる可能性
がございます。予めご了承ください。また、施設・主催者ホームページなどで最新情報を必ずご確認ください。

Kobe City Cruise Weeksアンバサダー 貴島明日香
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20周年記念公演。

唯一無二の空間で特別な体験を！

�����������

9月24日（土）

“神戸で体験する非日常な世界”

豪華モデルからお馴染みの芸人さんも登場‼

9月23日（金・祝）

9月23日（金・祝）～25日（日） 9月24日（土）

KOBE COLLECTION×TOOTH TOOTH
20周年を記念して駅前に期間限定BARが出現！
ここでしか味わえない絶品カクテルとは！？

この日だけのスペシャルナイトパーティ！
絶品グルメを味わいながら
最高の音楽で盛り上がろう。

9月24日（土）・25日（日）

×

三宮界隈の各施設から選りすぐられた、
「今着たい！」が集結。

24日は神コレモデルもセンター街に登場！！

BAR “BLOOM”

＠三宮センター街

9月24日（土）・25日（日）

人気フローリストが手がける

フラワーアートが街中に出現‼

＠生田神社・スターバックス神戸北野異人館店
HITODE交差点

＠京町筋＠生田神社

＠サンキタ広場 ＠サンキタ広場＋サンキタ通り

×

神戸コレクション公式LINE
お友だち募集中！
イベントの最新情報や
ゲストの出演情報など配信中
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　神戸コレクション20周年を記念して、神戸の街と神戸コレクションが
繋がる企画を開催。三宮センター街の楽天モバイルブース（24日のみ）
で、神戸コレクション出演モデルとテレビ電話で話せるチャンス！企画詳
細は、神戸コレクション公式SNSで後日発表します。

　三宮駅前でも神コレ20周年を記念して、地元神戸の人気レストラン・カフェ
TOOTH TOOTHとコラボ。9月23日から25日までの３日間限定で三宮駅前サン
キタ広場に「BAR “BLOOM”」がオープンします。期間中、カフェ＆バーでは
“Bloom The City”に合わせたお花やハーブを使ったドリンクなどを販売します。
　さらに24日夜にはサンキタ広場＋サンキタ通りで神戸コレクションナイト
パーティーを開催。周辺飲食店の絶品グルメを味わいながらDJによる音楽で盛
り上がること必至！

　ファッションショーには、大丸神戸店と神戸阪急からセレクトされた人
気ブランドが登場。
　大丸神戸店からは、COACH、DOUBLE STANDARD CLOTHING、
NOLLEY'S、Samantha Thavasaの４ブランド。
　神戸阪急からはADELLY、Adonisis、EN'DAY、BRU NA BOINNE、
BUNZABURO、giacca blu、 ih&blvd.KOBE、KEITAMARUYAMA、
MARILYN MOON、 O'KEEFFE 、Re.Verofonna、SONOのメンズを含む
ルックも登場します。

　2022年春より始動、大好評を得た「KOBE Bloom The City」も再
登場。2日目（24日）、3日目（25日）には、“季節の花”が神戸の街を華
やかに彩ります。2日間限定で市内の人気スポットに出現するフラ
ワーギャラリー（花のオブジェ）は自由に観覧することができ、記念
撮影も楽しめます。また、25日の夕方からはお花を無料で配布。

　音楽とバラで、途上国の子供たちの教育環
境、そしてその母親でもある働く女性たちの雇用
整備の向上を目指す支援活動 「One of Loveプ
ロジェクト」の代表を務める夏木マリさんがスペ
シャルゲストとして出演決定！！24日（土）、生田神
社のステージに登場します。

　さらにゲストアーティストには、5人組男性
アーティストDa-iCEのボーカル兼パフォーマー・
大野雄大さんが出演！！ハスキーで力強くピッチ
が正確なボーカル力と、MC中にみせるバラエ
ティ要素とのギャップが魅力のアーティストが圧
巻のライブパフォーマンスをお届けします。

夏木マリ（One of Loveプロジェクト代表)さん登場
大野雄大（from Da-iCE）さんのライブも！

20周年を迎える“神コレ”

縁結びの名所『生田神社』で
屋外ファッションショー開催！

大丸神戸店・神戸阪急セレクトの
人気ブランドも多数集結

　“縁結びの名所”としても名高い『生田神社』にて屋外ファッション
ショー「KOBE COLLECTION 2022 A/W 20周年記念公演」を24日（土）
に開催。
　朝比奈彩さん、貴島明日香さん、松井愛莉さん、Nikiさんなどそうそうた
るゲストモデルが集結し、華やかなステージをお届けします。要観覧チ
ケット。

人気カフェとコラボ カフェ＆バーOPEN

出演モデルと“繋がる”テレビ電話企画

咲かせよう、神戸から日本の未来を。
20周年を迎える神戸コレクション開催。

　今年で記念すべき20周年を迎える神戸コレクションでは、“神戸
の街を使い地域を盛り上げるファッションイベント”をテーマに、市
内の複数の場所で様々な催しが行われます。1日目（23日）と2日目
（24日）は２つの街中イベントとコラボレーション。
　「Autumn Fest ival  in  KOBE」（京町筋）、「SANNOMIYA 
COLLECTION」（センター街）で、神コレスペシャルステージなどが開
催されます。

“季節の花”が神戸の街を彩る

松井愛莉 村上愛花 吉田彩良（STU48）峯吉愛梨沙（STU48） 宗雪里香（STU48）

©STU ©STU ©STU

藤井サチ香川沙耶朝比奈彩 貴島明日香 Niki

設置場所：スターバックス神戸北野異人館店
　　　　  HITODE交差点、生田神社
 ※HITODE交差点には神戸の街を回遊する象徴
 　“シティーループバス”を置いて装飾。 大野雄大（from Da-iCE）夏木マリ（One of Loveプロジェクト代表）

スペシャルゲストに
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ココナッツが濃い！

メープルクッキーの食感がおいしい！

ココナッツ＆ソイメープルクッキー
RIKA MUNEYUKI CHOICE!

甘じょっぱくておいしい！

上に乗ってるクリームチーズと

ペッパーがよく合う♡

塩＆クリームチーズ
SARA YOSHIDA CHOICE!

アイスクリーム・コーヒー・ヴィーガンメニュー

峯吉 愛梨沙

宗雪 里香

吉田 彩良

150年以上前に神戸港が開港し、神戸のハイカラな文化や海と山の恵まれた自然環

境を背景にして衣・食・住・遊に関わる「ファッション産業」を発信し続けてきた神戸。

今回瀬戸内を拠点とするアイドルグループ「STU48」のメンバーが神戸を巡り、最新の

「おいしい」「かわいい」「楽しい」情報をご紹介。

“スイーツ”・“真珠”・“パン”の、それぞれの「今行くべき！」スポットを満喫してきました。

7月1日グランドオープン。フランス経由神戸発！
気軽に立ち寄れるスタンディング形式の本格パティスリー新店

パティスリー CÔNE（コーヌ）

神戸の複合施設「NATURE STUDIO」内の醸造所で作られた
クラフトビールを気軽に楽しめるタップルームが三宮にオープン

open air 神戸元町店

https://www.kccw.jp/

スイーツの街・神戸で訪れたのは「Harlow ICE 

CREAM（ハーロウ アイスクリーム）」。こちらで

はすべて手作り、素材の組み合わせが楽しい

オリジナルフレーバーのアイスクリームをいた

だけます。中でもヴィーガンフレーバーのアイス

クリームは、乳製品を使っていないとは思えな

　神戸市中央区に今夏オープン！スタンディ

ング形式のパティスリー『CÔNE（コーヌ）』

をご紹介します。場所は、神戸市役所1号館

のすぐお向かい。

　店内にはフランス菓子をベースにした焼

き菓子やケーキがずらり。店主・本岡さんが

作るシンプルなお菓子は、「甘すぎずスッキ

リしていて食べやすい」と幅広い世代の方

に愛されています。中でも試作を繰り返し

完成した「カヌレ ドゥ ボルドー」は、バニラ

とラムの風味がしっかり香る逸品です。

Kiss PRESSは、兵庫県の地域情報サイト。

「街を、もっと楽しもう」をコンセプトに、神戸市

内・兵庫県内のお店情報やイベント情報を毎

日更新しています！各種SNSでも情報を発信。

ニューオープンや注目メニューも、たくさんの

写真や体験レポートで掲載しています！

Harlow ICE CREAM（ハーロウ アイスクリーム）
https://www.harlow-icecream.com

いほどクリーミーでまったりとしたおいしさ！ザ

クザクの食感がたまらないコーンもお店で1つ

ひとつ手焼きされています。思わず写真を撮り

たくなる店内には、可愛いフォトスポットも満

載。まるで異国のスイーツ店に来たかのような

トリップ体験をぜひ。

Arisa
  Mineyoshi

Rika
  Muneyuki

Sara
  Yoshida

STU48
国内6番目のAKB48姉妹グループとし
て2017年3月に誕生。
「瀬戸内」エリアを本拠地とし、「１つの
海、７つの県」を中心に活動するAKB48
グループ初の広域アイドルグループ。

バターの風味が「バァン」って感じ！

ナッツがいっぱい入ってる♪

バタースコッチ＆ピーカンナッツ
ARISA MINEYOSHI CHOICE!

◆アイスクリーム各種（カップorコーン）
1 scoop 580円、2 scoop 880円、Vegan cone +50円

神戸神戸神戸神戸神戸
他にもこんな
注目店

神戸市中央区新港町17-3 Wビル102／　  harlow_icecream
TEL 078-585-5388／12:00～18:00／火曜・金曜定休

神戸市中央区八幡通4-2-10／　  cone_patisserie_coffee_stand
TEL 078-891-8677／平日11:00～20:00、土日祝11:00～19:00／火曜定休※

　1階はビアカウンターがメインのパブリッ

クスタイル、2階はレストランスタイルになっ

ており、どちらも明るく開放的な雰囲気。

　神戸にある醸造所で作られた自慢のクラ

フトビールはもちろん、ビールに合うおいし

い食事も多数提供しており、特に「神戸

ポーク」を使用したメニューが豊富。各料理

にビールをマッチングしながらいただくの

もおすすめです。ランチタイムには「神戸

ポークのポークカレー」も登場。カレーと

ビールで昼飲みという最高の楽しみ方も！

神戸市中央区三宮町 3-2-2／　  openair.brewing
TEL 078-392-1034／11:30～22:00／定休日なし

記事提供 Kiss PRESS

kisspress.jp 「キッスプレス」で検索
※水曜は焼き菓子とコーヒースタンド営業

スイーツSweets

今知っておくべき今知っておくべき今知っておくべき今知っておくべき今知っておくべき
神戸最新情報神戸最新情報神戸最新情報神戸最新情報神戸最新情報

STU48が

紹介する

定番から
穴場まで！
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神戸神戸神戸神戸神戸
他にもこんな
地場産業

神戸といえばやっぱりパン！ということで、

クロワッサン専門店「ル・クロワッサン・

ド・バカンス」にお邪魔しました。人気店

「ベーカリーバカンス」の姉妹店として、

2021年6月にオープン。かわいい黄色の

扉を開けると、バターの良い香りが立ち

込めます。棚にはシンプルなクロワッサン

から、スイーツ・食事系など色んな創作ク

ロワッサンがずらり。テイクアウトはもち

ろん、イートインでは神戸のコーヒースタ

ンド「LIMA COFFEE」の淹れたてコーヒー

と一緒に食事を楽しむこともできます。

Angely（アンジェリー）　https://momokobe-a.com/

神戸北野では、オリジナルパールのお店

「Angely」であこや真珠の取り出し体験に挑

戦しました。まずは貝選びから！中に入ってい

る真珠の色や大きさは様々、真空パックに

なっているためいつでもあこや貝から真珠を

取り出せます。苦戦しながらも、ようやく開い

た貝の中からはキラキラ輝く真珠が出てきま

した。たまに2つ出てくることもあるそう。真珠

はネックレスのチャームに入れてお土産に。

自分が取り出した真珠は特別感たっぷり。

【どうして“真珠の街”？】　神戸港がかつて、日本の真珠を世界へ発信する貿易港として栄えていたことから神戸

は“真珠の街”と呼ばれています。現在でも、真珠が装飾品となるための大事な工程（選別・加工）を行う街として

世界シェアの7割ほどを占めており、神戸から世界へ輸出されています。

【どうして“靴の街”？】　神戸開港後、居留地に

住む外国人の靴を修理・新調する中で生まれ

た「神戸靴」。神戸靴は、高度な技術と高い品

質が認められ「神戸の履きだおれ」として全国

に名を馳せ人気を誇りました。

また、長田区で盛んであったゴム産業を起点と

して戦後に「ケミカルシューズ」が誕生。デザイ

ンが良いことから大きく発展してきました。現

在も長田区・須磨区には多くの靴メーカーが集

積し、日本製の婦人靴の大半が神戸で作られ

るなど、「靴の街・神戸」として発展しています。

パン屋Bakery

パール（真珠）Pearl ◀真空パックのあこや貝か
ら好きなものを選びます。
「ぜひ直感で選んでみて！」
と店主の花岡さん。

◀優しく教えてくださった「Angely」のお2人と記念撮影。
体験で取り出した真珠はお土産に持ち帰れます。

▲それぞれの真珠がこちら。色や大きさも全くバラ
バラなのがわかります。

▲オシャレなショッパーには、“お稲荷様”を
モチーフにしたキツネのイラストが描かれ
ています。お店の皆さんとキツネのポーズ。

◆あこや真珠の取り出し体験　1人2,500円（ネックレス加工の場合は+別料金）

真珠・アクセサリーの販売、体験

クロワッサン専門店

シューズ（靴）Shoes

神戸シューズを取り入れた最新コーディネートを人気ブランドが提案

Viaggio Blu（ビアッジョブルー）Droite lautreamont（ドロワット ロートレアモン）

アンティークなジオメト
リックをモチーフにした総
柄ワンピース。上品な光沢
素材と大きめなリボンが
クラシカルな魅力を引き立
てます。 洗練されたシル
エットのジャケットは今季
ぜひ取り入れたいお薦め
のアイテムのひとつです。

揺れる度にニュアンス感
のある光沢が魅力のス
カート。薄手の少しシャリっ
としたドライタッチな素材
で、ジャージ素材のトップ
スとの相性も抜群です。

神戸シューズプレミアムラインから
新しく登場したサステナブルシリー
ズ。 廃棄漁網をリサイクルした素材
をアッパー部に使用し、自然環境に
配慮した商品。 0.25cm 刻みのサ
イズ展開で長時間履いても痛くな
いスラっと細長い足に見せてくれる
シャープな履き心地とデザイン。

カットソー  16,500円（税込）
スカート 17,600円（税込）

ブラック・ディープブルー
オーシャンブルーの3色展開
各18,700円（税込）

ワンピース 53,900円（税込）
ジャケット 49,500円（税込）

https://java-corporation.co.jp/viaggio-bluhttps://java-corporation.co.jp/droite-lautreamont

神戸市中央区北野町3丁目4-26 アプローズ北野坂／　  momokobeangely／TEL 078-241-0488／10:00～18:00

LE CROISSANT DE VACANCES（ル・クロワッサン・ド・バカンス）
https://bakery-vacances-online.com/

神戸市中央区御幸通5-2-2 慶ビル1F／　  9683_vacances／
TEL 078-262-1277／7：30～20:00／水曜定休
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菊正宗樽酒マイスターファクトリー　｜　酒樽づくり体験

神戸酒心館　｜　蔵見学
灘五郷酒所　｜　日本酒×旬の食材のペアリング

自身プロデュースの日本酒「えりごのみ104純米大吟醸」を発売す

るなど、『日本酒好き』として知られる女優・村川絵梨さん。彼女と

ともに、日本を代表する酒どころ「灘五郷」を訪ねました。

酒樽づくりの体験や蔵見学、さらには今年オープンしたばかりの

新たな日本酒体感スポット「灘五郷酒所」など、気軽に日本酒体験

ができる場所をご紹介します。

創業万治二年の『菊正宗』が樽びん誕生50年

を記念して設立した「樽酒マイスターファクト

リー」は、“樽酒の魅力”を今に伝える工房。今回

特別に『酒樽造り』を体験させてもらいました。

村川絵梨
×

灘五郷の酒
な だ ご ご う

まず訪れたのは、福寿の蔵元・神戸酒心

館。酒造りを行う蔵の見学、日本酒の製

造工程やSDGsへの取り組みについて学

べるほか、試飲コーナーでは、蔵出しの

日本酒といったここでしか買えない限定

酒も味わえます。

今年4月にオープン！日本酒に合うおつまみと共に、灘五郷の飲み比べがで

きる「灘五郷酒所」へ。500余年の歴史を誇る剣菱酒造株式会社の元酒蔵

をリノベーションした店内は世界最大級のコの字型カウンターを備え、ネオ

ンサインやカラフルな提灯の装飾がとってもオシャレでフォトジェニック。

「男酒」と呼ばれるほど、はっきり

くっきりとした味わいの灘五郷は

食と重なることでおいしくなるそ

う。そのペアリングを楽しんでほ

しいと店主・坂野さん。

村川さんはできたての日本酒5種＋

梅酒1種を飲み比べ。一番気に入っ

たという「蔵直採り生酒」を購入しま

した。「白桃やメロンのようなさっぱり

フルーティーな味わいでおいしい！」。

購入した日本酒はお酒や炭酸もOK

だというオリジナルボトルに入れて

もらってお土産に。

まずは日本酒の造り方を映像で学びます。その後、蔵の中をスタッフ・メソレッラ 
チンツィアさんの説明に耳を傾けながら見学します。

奥には、お酒造りに使われていたタンクがカ
ラフルなライティングに照らされるエリアも。

「灘五郷酒所セット」（日本酒5種＋お
食事3種）は、チケット12枚。「このセッ
トで何時間でも呑める！」と村川さんも
舌鼓。特にジェノベーゼの1品は「家で
も真似してみたい！」と大絶賛。

職人歴35年以上とい
う田村武司さんが竹
を編む様子を見学。
しなる竹をあっという
間に纏め上げる技の
迫力に一同びっくり＆
感動！

https://www.kikumasamune.co.jp/tarusake-mf▲樽酒マイスターファクトリー
※見学会のご予約は、見学予定日の2日前までにHP予約サイトからご予約下さい。

※蔵見学のご予約・問い合わせは東明蔵までお気軽にお電話ください。
※セルフ蔵見学コースは2日前までの予約制となっております。

菊正宗酒造記念館（神戸市東灘区魚崎西町1-9-1）／TEL 078-277-3493／　  kikumasamune_official
見学時間 午前10：30、午後2：00、午後3：00／記念館の休館日をのぞき毎日開催

▲神戸酒心館　https://www.shushinkan.co.jp

神戸酒心館（神戸市東灘区御影塚町1-8-17）／　  kobe_shushinkan_fukuju
【予約】 TEL 078-841-1121（10:00～17:00）／年中無休（年末年始を除く） 

※予約はWEBからのみ受付。▲灘五郷酒所　https://nadagogo.com
灘五郷酒所（神戸市東灘区御影本町3-11-2）／TEL 078-321-2650／　   nadagogosakedokoro
チケット購入制：STARTER（初回チケット） 15枚つづり3,000円、MORE（追加チケット） 5枚つづり 1,000円

https://www.kccw.jp/

日
本
酒
の
楽
し
み
方
を

　

一
番
知
っ
て
る
セ
ッ
ト
！

酒樽は樹齢100年を超える吉野杉と、竹を編

んだ7つの箍（たが）で作り上げます。接着剤や

金具などは使わず、隙間のない樽を組み立て

る技法はまさに職人技。

その工程の中でも特に気を使うという“正直”と

呼ばれる側板と側板が接する面の側立てに、

村川さんが挑戦。2人がかりでお手伝いいただ

き、なんとか樽の形を作れました。

できたてのお酒が並ぶ試飲コーナー。

杉の香りがふわっと香る「樽酒」はもち

ろん、ここでしか味わえない「生原酒」

はアルコール度数19～20％もある非売

品。そして菊正宗130年ぶりの新ブラン

ド「百黙」は、凛とした切れ味で食中酒

にもぴったり。
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難しい～！

お借りした「菊正宗名入り 
前掛け」を付けてポーズ！

※一般の方は体験できません。
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感性のプロたちによる様々なコンテンツを体験
Autumn Festival in KOBE
　9月2 3日に神戸旧居留地の京町筋で
「Autumn Festival in KOBE」が開催されます。
　テーマは「感性の繚乱」、神戸で異文化同士
が混ざり合うことで生まれる新しい価値を発掘
することを目的に様々なイベントが行われます。

　「神戸コレクションコラボステージ」では、兵
庫県出身の人気モデル朝比奈彩さん、貴島明日
香さん、Nikiさんらによる、最新の神戸スタイル
を表現したファッションショーが行われます。ま
た、大阪・京都出身の3ボーカル＋1ギターのボー
カルユニットHAND DRIPのライブパフォーマン
スや、吉本新喜劇のギター芸人松浦真也、MCの
アキナらも神コレコラボステージに登場。会場
を盛り上げます。
　ステージのオープニングを飾るのは、日本の
伝統的な文化に現代的な芸術感を融合させ
た、独自の表現で話題のアーティスト、小松美羽
さん。１８００年の歴史を誇り、神戸の地名の由来
となった生田神社の生田雅楽会の演奏に合わ
せてライブペイントを披露します。

　さらに、２０２５年4月に第二突堤に建設予定
の「神戸アリーナ」に本拠地を置くストークスの
開幕１週間前決起イベントをステージで開催。選
手の出演はもちろん、ストークスチアリーダーズ
によるパフォーマンスをお届けします。

　フィナーレには「佐渡裕×スーパーキッズ・
オーケストラ」を開催。世界的に活躍する指揮
者・佐渡裕氏が監督を務める、スーパーキッズ・
オーケストラが登壇。全国からトップクラスの演
奏技術を持つ、小学生から高校生までのジュニ
ア演奏家による演奏を行います。また、甲陽音
楽＆ダンス専門学校のダンスチームによるパ
フォーマンスとともにイベントのフィナーレを迎
えます。

　そのほか、神戸の魅力がたっぷりつまったフー
ドブース・企業ブースが多数出店。ステージコン
テンツのライブ映像を映した大型LEDビジョン
を見ながらお楽しみください。

　三宮コレクション実行委員会は、９月24日、25日の2日
間、神戸・三宮センター街で「SANNOMIYA COLLECTION 
2022A/W」を開催。長さ約40m のランウェイで、ファッ
ションショーや高千穂神楽公演、灘の酒が一同に集結す
る「SAKENOMIYA COLLECTION」や宮崎県のマルシェが
行われます。

　三宮コレクションの特徴ともなっている長いランウェイ
ステージでは、三宮界隈の参加施設である神戸マルイや
三宮OPA、クレフィ三宮他、参加施設から今季オススメ
コーディネートを紹介。さらに、神戸コレクションのスペ
シャルステージ、高千穂神楽公演も実施されます。

　また、今回初めてのコラボとなる『SAKENOMIYA 

COLLECTION』では、灘の酒蔵がずらりと立ち並び、日本酒
の飲み比べも楽しめます。宮崎県ブースでは特産品のマル
シェや、恋愛のパワースポットで有名な青島神社の祈願体
験など宮崎の魅力を存分にお届け。様々なコンテンツブー
スがショールームの様に立ち並ぶ「COLLECTION MALL」も
2日間にわたって登場します。

　全館のリモデルを進めている「神戸阪急」に
ビューティーとファッションエリアが新オープン。

　本館の2階～4階にオープンする「KOBE 
HANKYU BEAUTY」は、神戸地区最大級の
ビューティーワールド。2階の「ラグジュアリー
ビューティー」には国内外の29ブランドが集結
し、新しいビューティー体験を提供。「ビュー
ティーステーション」では、ブランドの枠を超えた
メイクアップイベントやライブ配信が行われます。
　国内外のナチュラル＆オーガニックの最新バ
ス＆ボディコスメを集めた3階の「ライフスタイル
ビューティー」、最新ビューティーギアを用いた
感度の高い“美”の体験を提供する4階の
「ビューティーサロン」を合わせた売り場面積の
合計は約1,700㎡。
　新館1階～3階「Hankyu Mode Kobe」には33
ブランドがオープン、うち25ブランドは神戸エリ

　大丸神戸店6階の「M BASE」では9月27日まで、
兵庫県内5国それぞれの国（地域）の産業や技術
に注目する「ひょうご国」が開催されています。

　兵庫県内5国（但馬、丹波、播磨、摂津、淡路）の
産業や技術に注目し、次代を担う各地のアーティ
ストやクリエイター、職人の技を繋ぎます。
　例えば播磨の「播州織」からはストールブランド
orit.やバッグブランドPAGOT、丹波「丹波焼」から
は窯元・雅峰窯（がほうがま）、陶幸窯（とうこうが
ま）、丹波まるいち窯、摂津からは革小物のブラン
ドKiichi KOBEなどが出展。また、播州織などの雑
貨を扱うTRUNK DESIGNや小野の家庭刃物を扱
うシーラカンス食堂／MUJUNも登場します。

　古くから受け継がれてきた伝統の技術に、新し
い感性がプラスされた地元・兵庫産の様々な作品
にふれることができる機会になっています。

ア初出店。2階には「クロエ」が手掛けるクラフト
アイスショップ「クロエ・ル・グラシエ」が世界初
出店するなど、話題のショップが集結しました。
メンズ×レディース、ファッション×ライフスタイ
ル、OLD＆NEWなど、異なる要素を「ミックス」さ
せ、ひとつにすることで生まれる“新しいモード”
の世界を提案します。
　「神戸阪急」では10月5日（水）新館5階・6階
に「無印良品」がオープンします。

日時 2022年9月23日（金・祝） 12:00～20:00　入場無料
場所 神戸旧居留地内「京町筋」　https://kobejc.or.jp/afk2022/

日程 2022年9月24日（土）・25日（日）
時間 11:00～18:00
※日本酒ブースの「SAKENOMIYA COLLECTION」は
　チケット販売11:00～、試飲開始13:00～
場所 神戸・三宮センター街
メインMC 藤原岬（Kiss FM KOBE サウンドクルー）
http://3colle.net/

センター街で三宮コレクション

灘の酒が一同に集結する初コラボのブース
宮崎県の特産品が並ぶマルシェも出店

SANNOMIYA COLLECTION 2022 A/W

小松美羽 ストークス選手 佐渡裕

朝比奈彩 貴島明日香 Niki アキナ

松浦真也

神戸阪急
ビューティ＆ファッションエリアがオープン

本館「KOBE HANKYU BEAUTY」 新館「Hankyu Mode Kobe」 大丸神戸店
HYOGO産を世界に発信するPROJECT

6階 M BASEで「ひょうご国」初開催



nr_zim〈Ineka〉NAZO

「変装願望」

全くの非日常である「変身願望」ではなく、

日常に少しのスパイスを加えると言う意味

で「変装願望」をブランドコンセプトに掲げ

ております。

今回のコレクションでは、イノセントな少

女性をイメージしつつも大人っぽさや着回

しやすさも考えて制作しましたので、多くの

方に手に取っていただけたら嬉しいです。

yupi_sr／　 yupiroom〈yupi〉yupi

「服に恋をする。」

"フェミニン”をコンセプトにファッ

ションアイテムを展開。

人は恋をすると見慣れた景色が変

わって見え、鮮やかになる。また恋は

景色だけではなく日常の時間全てを

新鮮で楽しくさせる。そんな恋するお

洋服作りを心がけました。

74kcal／　 74kcal〈plus pop〉キャラメルポップコーンじわるちゃん

「あなたの毎日に
　　　　   ポップをプラスする」

plus popのお洋服を纏う度に気持ち

がポップする(弾み本人が予想してい

なかった方に動く)体験を届けるため

に。ポップを生み出す鮮やかなカ

ラーや賑やかなパーツはあなたの幸

せをまた一つプラスします。

filvoir／　 Filvoir_miyuki〈Filvoir〉深川 みゆき

「Tiny Garden」

年齢を重ねてもクラシカルで可愛いを楽

しめる、上品でいて洗練された淑女の装

いをご提案。春のきらめきと華やかさを

ぎゅっと詰め込んだ、小さな箱庭「Tiny 

Garden」がテーマのcollectionです。

華やかでヴィンテージテイストでありな

がら、刺繍や細やかなディテールが隅々

まで美しいだけでなく、着心地の良さや

実用性まで兼ね備えて現代女性に寄り

添えるよう、お作りしました。

　 ruimemeofficial／　 narumito1990〈Ruimeme〉いとう なるみ

「日常に着るドレス」

ドレスを着た時の高揚感を日常でも

感じられるような一着をお作り致し

ます。

今回のWatashi Madeでは「日常に

着るウエディングドレス」をテーマに

デザインしました。

着ることで一日を特別に感じられる

ようなアイテムに仕上がりました。

　 arisa_0902／　arinko_stu48〈Arisa company〉峯吉 愛梨沙

「ずっとずっと愛してもらえる服」

老若男女問わずたくさんの方に、私がはじ

めて本格的にプロデュースしたお洋服を着

てほしいので、長く愛されるような素材を

選びました！生地やステッチ、サイズ感など

にこだわり、ファンの皆さんと育ててきた

「アリサカンパニー」の新たなロゴにもこだ

わっています。

季節によってもいろんな着回しができ、長

く使えば使うほど味がでてくると思うので、

毎日のおしゃれに取り入れてみてください。

ⒸSTU 〈Mimi Coloris〉吉田 彩良

「ステージでも日常でも輝ける服」

私自身幼い頃からアイドルが好きで、

アイドル衣装にも憧れがあったので、

アイドルが着用する衣装のプロデュー

スをコンセプトにしました。

可愛い服が好きな方、アイドルが好き

な方、衣装に憧れがある方など、いろ

んな方に「着てほしい」が詰まったそ

んな一着です。

ⒸSTU

　 yoshida.__sara／　yoshida__sara_

fh_oxymoron／　 oxymoron_fh〈OXYMORON〉福田 大将

「見たことのある服を
　　　　 見たことのない服へ」

既視感と違和感の混ざり合う洋服を

デザインしました。シンプルながらも

透け感のある生地感。

その重なり合いによって生まれるシ

ルエット感により、新しいスタイルの

提案をしています。

神戸コレクションが送る次世代の才能発掘ファッションプロデューサーオーディション『Watashi Made Presented by KOBE COLLECTION』

オンラインにてデザイン公開 大丸神戸店でPOP-UPストア開催 神戸コレクションのランウェイで披露

一般枠

SHOWROOM枠

STU48枠

全ルックは2022年9月24日（土）生田神社で開催の「神戸コレクション 2022 A/W」のランウェイに登場！

ランウェイ登場商品を実際に試着いただき、オーダーを承ります（納期は2月以降を予定 ※8/1現在）。
さらに、Watashi Madeファッションプロデューサーチームも会期中、会場に駆けつけてお客様をおもてなし。
洋服好きやファンを喜ばせる企画を盛りだくさんでご用意いたします。ぜひ、神戸コレクションとあわせて、
Made In Japanのファッションアイテムを間近でご体感ください。

9月21日（水）～27日（火） 大丸神戸店3階（神戸市中央区明石町40番地） https://aratashifashion.com

Watashi Made開催を記念し、Tシャツやポーチなどの小物グッズも製作、販売。
本企画で実際に使用した生地の残反を使用することで、環境面にも配慮しまし
た。プロデューサーが手がけたアイテム、ならびに記念グッズは、神戸大丸ポップ
アップストアおよび「新-ARATASHI-」オンラインストアにてお買い求め頂けます。

新-ARATASHI-

STU48峯吉愛梨沙、吉田彩良も参戦！ファッションプロデューサーオーディション「Watashi Made」のコレクションが

9月24日（土）、神戸コレクションのランウェイを飾る！記念グッズ販売やPOP-UPストアの開催も決定！

9月20日（火） 9月21日（水） 9月24日（土）

大丸神戸店POP-UPストア 開催記念グッズ製作・販売

Watashi Made - www.kobe-collection.com/watashimade


