
神⼾サンボア（バー）

今から 100 余年前、1918 年
に神⼾・花隈に開業。1954 年
に店名をサンボアから
コウベハイボールに改称、
1990 年に閉店した老舗の
バーが、サンボアとして神
⼾・三宮に復活します。
移ろう時代の中にあって、
変わらぬサービスを提供
します。

神⼾再進出

BEER＆GRILLコウベビアハウゼ（ﾋﾞｱﾎｰﾙ、ｸﾞﾘﾙ料理）

新業態

串揚げキッチンだん（串揚げ）

神⼾初出店

神⼾三宮オイスターハウス（オイスターバル）

新業態

珉珉 三宮新館（中華料理店）

KOBE YAKITORI STAND 野乃鳥ガァウタイ（タイ料理）

神⼾初出店

創業から 60 年以上続く
老舗の元祖餃子舗 珉珉
が三宮新館を出店。
テーブル席が広くなり、
換気設備も強力で快適・
安心な店内。
少人数でも、ご家族でも
団体でも、楽しいお食事
のひと時をお過ごしい
ただけます。

【別紙】 EKIZO神⼾三宮 出店テナント一覧

タイ国政府認定レストランの「クンテープ」がプロ
デュース！ファストフードスタイルの「ガァウタ
イ」では、定番メニューのガパオライスやオリジナ
ルグリーンカレーパンなど、お一人様でもお気軽に
本格的なタイ料理をお楽しみいただけます。

北新地・銀座・PARIS に店舗を構える『串かつ凡』
のカジュアル業態が、神⼾三宮に出店します！
四季折々の食材を北新地の技術力で丁寧に揚げた
串かつです。是非お楽しみください。

異国情緒あふれる
ファクトリーデザイ
ンのビアハウス。世界
のビール博物館監修
の海外クラフトビー
ルに加え、キリンビー
ル神⼾⼯場の協⼒も。
世界的な名門炭火オー
ヴン“ジョスパー”の
グリルや神⼾牛ミー
トソースも提供。

兵庫県多可町の「播州百日どり」や農業高校と連携
して復活させた地鶏の最高峰「ひょうご味どり」を
使用した「焼き鳥・鳥だしおでん」を、立ち呑みス
タイルの「STAND」でカジュアルに。
「鳥、まるごと。」の野乃鳥がお届けします。

新業態

スターバックス（カフェ）

アメリカ シアトル生まれのスペシャルティ コー
ヒーストア。高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽
出したエスプレッソがベースのバラエティ豊かな
ドリンクやペストリー、サンドイッチをお楽しみい
ただけます。

地元兵庫＆日本各地から厳選した牡蠣を提供し
ます。シャンパン専門店が本気で選んだ最高の
『牡蠣シャン』をお楽しみください。店内は開放
感あふれるスペインのマーケットの雰囲気。
テラス席やランチ飲みでの利用もおススメです。



GRILL×ITALY MITSU（イタリアン）

新世紀（ストリートフード）

お好み焼 清十郎（お好み焼き・もんじゃ焼き）

神⼾初出店

神⼾発、恵⽐寿に進出した ISOGAMI FRY BAR
が、蕎⻨の聖地といわれる麻布十番で始めたコレ
カラの SOBA スタンド。SEXY な大人空間で、蕎
⻨前と灘の銘酒を。〆のグルテンフリーの十割蕎
⻨がカッコいい。

酒場 酒ﾄ魚ﾄ汝ﾄ私（割烹酒場）

新業態

魚のじげん（居酒屋）

神⼾三宮にて 12 年…
感謝に満ちあふれた
MITSU は新たな地で
スタートを切ることに
なりました！
イタリアンを軸に、
ランチは人気のオム
バーグ。
ディナーはビステッカ
やアンティパストをワ
インと共に。

神⼾の街角から“ハレの日常”を届ける「ＴＯＯＴ
Ｈ ＴＯＯＴＨ」の新しいコンセプトストア。
神⼾近郊の食材を使った“神⼾キュイジーヌ”の
フードや自然派ワインなど、オールデイに楽しめ
るデリカフェ＆ワインビストロ。

新業態

スタンド JAPA SOBA HANAKO（蕎⻨スタンド）

関⻄初出店

本場の味を再現した“屋台フード”を、気軽に堪能で
きるマルチストリートレストラン。春のメキシコ
から冬の韓国まで、四季ごとに入れ替わるメニュー
は、まるで旅をしているような感覚。そして、奥に
ある扉を開けると…

伝統の「出汁」の旨味を
閉じ込めた鉄板お好み焼き。

厳選素材を使用した
「お好み焼き」と
「もんじゃ焼き」。
口の中いっぱいに広がる
伝統の「出汁」の旨味が
絶品です。

三宮の人気店、じげんの姉妹店。新鮮な魚介と
A5 牛の出汁おでんなどを取り揃えています。
全国各地の銘酒と共に!!
ﾌｰﾄﾞ 90円〜、ﾄﾞﾘﾝｸ 280円〜、日本酒 380円〜。

新業態

創業 1969 年、京都の屋台
に始まり半世紀もの永き
にわたり、京都人に愛され
続ける味味香の京のカレー
うどん。
京のお出汁と11種のオリジ
ナルスパイス。とろみのあ
る”あんかけ”の京のカレー
うどんをご賞味ください。

みみこう（うどん）

神⼾初出店

大阪の激戦区福島でマスコミにご評価いただいた
割烹もう利。「新しいコトにチャレンジしたい」と、
「うまいが基本」の板前技で、上等な食材を和洋
独自にあしらう今様の大衆酒場。二軒目でも使い
易い気軽なデザイナーズ空間。



da pai dang 105（台湾料理と点心）

神⼾初出店

高知県発、現役の本物漁師が営む新業態の居酒屋。
「漁師×真心×鮮度抜群の海鮮×フレンチ」。
漁師だからこそ提供できる新鮮な海鮮と、味にとこ
とんこだわったフレンチを、驚くほどのお手軽価格
でお楽しみいただけます。

namco三宮OS（アミューズメント）

1999 年に創業、スペイ
ン王室御用達ブランド
が神⼾に初出店。
チョコレートのほか、ス
イーツやカカオを使っ
た料理を楽しめるカフ
ェスペースに加えて、日
本初となる 100 種類以
上のスペインワインを
ご紹介。

CACAO SAMPAKA KOBE（ﾁｮｺﾚｰﾄ＆ｽﾍﾟｲﾝﾜｲﾝ）

神⼾初出店

アトリエはるかは、ヘア
メイク＆ネイル専門店。
ヘアセット・眉カット・
メイク・ネイル・まつ毛
エクステ・着付けなど幅
広いメニューをご用意
しています。
特別な日から日常のお
手入れまでお気軽にお
立ち寄りください。

atelier haruka（ヘアメイク、まつげ・ネイル）

デンマーク語で赤を意味するロッド。それはお
いしさを伝える色。石窯で焼き上げたパンが揃
っています。バリッとしたフランスパンと自家
製クリームのコンビネーションが絶妙な”ラム
レーズンサンド”がイチオシ。

Rod（パン・カフェ）

神⼾初出店

最新のシール機や、ナム
コでしか手に入らない
話題の景品を多数取り
揃えたアミューズメン
トスポット。神⼾・三宮
で遊ぶなら、まずは
namco 三宮 OS 店に集
合！楽しい時間をお過
ごしください！

大阪で連日大行列となり完売必至の【台湾カステ
ラ 澎澎(ポンポン)】が神⼾に初出店！！極上の
ふわしゅわ食感で、まるで雲のような大判の台湾
カステラを毎日焼きたてで提供します。

台湾カステラ 澎澎(ポンポン)（ﾄﾞﾘﾝｸ･ｽｲｰﾂ）

神⼾初出店

食堂 勿ノ怪（串焼き）

新業態

思いがけないような幸運が
舞い込んでくること
＝「勿怪（もののけ）の幸い」

時間やシーンを問わず、
老若男女が思い思いに楽し
い食事の時間を過ごせる
ニュースタイル食堂。

中国から招いた点心師が丁寧に調理した自慢の
焼小龍包や、できたての点心のほか、魯肉飯、海
南鶏飯など、アジアの屋台フードで人気の商品を
お召し上がりください。

漁師フレンチあらき（居酒屋）

新業態



医薬品をはじめ化粧
品・サプリメント・輸
入品など、一般的なド
ラッグストアではなか
なか手に入れることが
できない良質で魅力あ
ふれる商品を多数取り
揃えています。かかり
つけ薬局としての調剤
も行います。

アメリカンファーマシー

5年ぶりに神⼾三宮駅に
出店します。
プチプライスのトレン
ドコスメから本格的な
スキンケアまで様々な
コスメを取り扱い、服飾
雑貨などシーズン性の
あるアイテムも揃えた、
幅広い年代のお客様に
楽しんでいただけるお
店です。

Living With Flowers Every Day をコンセプトに
花や緑に囲まれた心豊かなライフスタイルをご
提案します。ライフスタイルブーケや旬の花々
で、日常に潤いと彩りを添えませんか？

⻘⼭フラワーマーケット（フラワーショップ）

今回の店舗コンセプトである①都会的スタイル②
自然感覚③使い勝手、のもと、お客さまに「気軽
に心の豊かさ」を提案し、快適で楽しさあふれる
生活に貢献する店舗を創造していきます。

ファミリーマート阪急神⼾三宮駅⻄⼝店 北野⻭科医院（⻭科医院）

阪急オアシス（食品スーパー）

ファミリーマート神⼾三宮阪急ビル店

阪急マルーンとマッチした色調の店舗で、お客さま
に「気軽に心の豊かさ」を提案し、快適で楽しさあ
ふれる生活に貢献する店舗を創造していきます。

カラーフィールド（コスメ・雑貨）

都市で暮らす人々の毎
日に寄り添う「あった
らいいな」が詰まった
食品スーパー。
焼きたてのパンや出来
たての惣菜、新鮮な生鮮
食品、こだわりの食品な
ど、常にアップデートし
た品揃えとサービスで
お出迎えします。

生産者と料理人と神⼾
が「つながる」お店。
専門店のこだわりが詰
まった料理をテイクア
ウトしてご自宅で、選
び抜かれたお酒と一緒
に店内で、ひとりでも
ふたりでも昼でも夜で
も、使い方は無限大。
新しい発見と楽しさが
ここにあります。

キッチン＆マーケット（フードマーケット）

神⼾初出店

北野⻭科医院は、阪急神
⼾三宮駅⻄改札口を出
てすぐの駅構内の 2 階
にあります。仕事帰りや
買い物の途中でも、通院
に便利な立地です。
⻭の健康に関して、少し
でも不安なことや悩み
があれば、気軽にお話く
ださい。



神⼾⽀店は 1943 年に開設し、地域の皆様に支え
られて今年で 78 年目を迎えます。今回の店舗移
転により神⼾三宮の各駅からのアクセスが格段
に向上します。資産運用から相続・贈与に関する
お悩みまでお気軽にご相談ください。

阪急阪神ホールディングスグループの幅広いネ
ットワークと、⻑年にわたり築き上げてきた豊富
な実績と経験を活かして、地域に精通した専属営
業スタッフがお客さまに最適なソリューション
を提案します。

阪急交通社では、トラピックスをはじめ、クリスタ
ルハートや阪神航空フレンドツアーなど、豊富な
ラインナップを取り揃えており、皆様のお越しを
お待ちしています。市役所前から移転し、便利にな
った阪急交通社を是非ご利用ください。

阪急阪神の仲介（不動産仲介）

神⼾初出店

大和証券 神⼾支店（証券会社） 阪急交通社 神⼾センター（旅行代理店）


