
つどう、つながる、ひろがる。 ブランチ神戸学園都市の「いま」を伝えるフリーペーパー

無料駐車場 490台

http://www.branch-sc.com/kobe/

神戸市垂水区小束山手2丁目2-1
TEL. 078-794-1704

各店舗によって営業時間は異なります。
電話番号は、各店舗紹介欄を参照してください。
商品に関する問合せは、直接店舗へお願いいたします。

BRANCH神戸学園都市

営業時間のご案内

※一部営業時間が異なる店舗がございます。
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●神戸市外国語大

MEGA
ドン・キホーテ
神戸学園都市店様
●

神戸芸術工科大●

ヤマダ電機様
●

ニトリ様
●

コーナン様
●

コストコ様●

地下鉄西神・山手線

小束山手
2丁目
バス停

小束山6丁目バス停

第二神明北線

長坂IC 学園南IC

学園都市駅

NN

●JR「垂水」駅から…神戸市バス・山陽バス ＜48系統＞約20分
　　　　　　　　　  山陽バス＜11系統＞約37分
●JR「舞子」駅から…神戸市バス・山陽バス＜51/53/54系統＞ 約21分
●JR「朝霧」駅から…神戸市バス・山陽バス＜50系統＞ 約17分

神戸市営地下鉄「学園都市」駅から徒歩約10分
神戸市バス・山陽バス＜56系統＞「小束山手2丁目」下車スグ

JR3路線全て「学園都市駅」行き『小束山6丁目』下車 徒歩3分

10：00～19：00
（L.O 18：00） 10：00～19：00

営業時間のご案内営業時間のご案内

10：00～20：00
Koko Moi（カフェ&ダイニング）森のダイニング

11：00～21：00
（L.O 20：30）

スーパーマルハチパティスリー リッチフィールド
9：00～22：00

December
2019

の暮らし季 節 通 信

　離乳食や幼児食など“食”を中心とした親子栄養講座やイベントを開催するまちスポ登録団体の
「かもめスタイル」。管理栄養士や栄養カウンセラーの資格を持つ代表の日南さんは、活動を通じ
て“栄養の大切さ”を伝えています。「離乳食を食べてくれない」「赤ちゃんに必要な栄養を知りた
い」と悩むママに向けて、手軽に作れる離乳食レシピや、おいしく栄養を摂る方法、親子で楽しめる
ヨガ教室などを開催する中で、日南さん自身も子育てをしているので、参加者も共感できる話がた
くさん。子ども連れでも参加しやすく、アットホームな空間もかもめスタイルの魅力です。「友達の
おうちへ行く感覚で、自分や家族のために参加してみてください」と話す日南さん。「ママがラクに
なる！」をモットーとするかもめスタイルのレッスンに親子揃って参加してみよう。

B R A
の

N C H 実こだわり抜いた至極の一杯を

◆おやこセット（お好きならぁめん＋お子さまセット）
　 ※写真は赤穂しろ塩＋味玉にお子さまセット
◆おやこセット（お好きならぁめん＋お子さまセット）
　 ※写真は赤穂しろ塩＋味玉にお子さまセット

◆播州赤穂塩らぁめん
　 ※写真は＋味玉＋チャーシュー中盛
◆播州赤穂塩らぁめん
　 ※写真は＋味玉＋チャーシュー中盛

937円～937円～

・・・・・・・・・・・・・・・964円・・・・・・・・・・・・・・・964円

通常単品価格より101円お得！

　フードコート森のダイニングで本格派ラーメンを味わえる「天馬らぁめん」。
良質な食材を使ったスープや麺、チャーシューは全て店内仕込み。国産の鶏ガ
ラと魚介を煮込んだWスープは店長自慢です。他にも8時間以上鶏ガラを煮込
んだ白湯や国産とんこつ、ごま味噌など「最後まで飲み干したくなる」スープが
多数！季節ごとに登場する限定メニューや、手作りチャーシューが入ったチャー
ハンなどサイドメニューが充実しているのも人気のヒミツです。お子さま
連れの多いBRANCH神戸学園都市店ならではの、親子でラーメンを楽しめる
「おやこセット」もご用意。お好きなラーメンにお子さまセットが付いて、通常
価格よりもお得に人気のラーメンが味わえるのでおすすめです。ラーメンが食
べたくなったら森のダイニングの天馬らぁめんへぜひ！

天馬らぁめん
ラーメン／Tel.078-797-67781F

オススメ
商品
オススメ
商品

ママがラクになる！離乳食の取り分けレッスン
管理栄養士が伝える簡単＆早い＆栄養満点

12：00～13：30
1組 3,500円（ご家族1名様まで付き添い可能）参加費

持ち物 タオル・ボールペン時間
kamomestyle.kobe@gmail.com

河本担当者

申込先

先着
親子10組1月10日（金）

クリスマス
抽選会

時間 11：00〜20：00時間 13：00〜

“あの”クロワッサン
サーカスがやってくる？？

12/8（日） かば★うま

12/14（土） ボンジュール紙芝居

場所 森の広場　時間 13：00/15：00

場所 森のダイニングラビットパーク
時間 14：30/15：10

12/22（日） ロープクライミング体験

場所 森のダイニング
時間 14：00/16：00

時間 10：00〜16：00
対象 小学生以上　料金 2回500円

当日のお買上げレシート
合計4,000円（税込・合算可）ごとに、
1回ガラポン抽選にご参加頂けます。
※お1人様10回まで

観覧無料

ブランチのお買物券、各ショップ
人気アイテムなどもらってうれしい
賞品を多数ご用意！！

12/25（水）まで

トリックアート♪
場所 森のダイニング/BODYMAKER前

12月の
イベント

21（土）

22（日）

6周年
SALE開催

場所 森の広場

12/22（日）

ブラスアンサンブル
Tsumasaki
クリスマスコンサート

7（土）

クロワッサンサーカスの
クロワッサンとはフラン
ス語で三日月。関西を拠
点に世界を股にかけて
活躍するアーティスト集
団。誰もが楽しめるワク
ワクドキドキの素敵な
サーカスショーをお楽し
みください。

当日のお買い上げレシート合計
2,000円（税込・合算可）でブランチ
オリジナルリフレクターキーホル
ダーをプレゼント!!

12/6金・7土・8日
お買い上げ先着プレゼント

［時間］ 11:00～
　　　 各日なくなり
　　　 次第終了
［場所］ 1F特設会場

3日間

各日先着
100名様

※画像はイメージです。
　実際の商品と若干異なる場合がございます。

BRANCH神戸学園都市 Branch Life オモテ面／A3（297×420）

かもめスタイル



※掲載写真はイメージです。実際の商品と素材感・色が異なる場合がございます。 ※商品は多数ご用意いたしておりますが、売り切れの際はご容赦くださいませ。 ※特別な記載がない限り、表示価格は税抜価格です。

冬 自慢
SALON1979
レディス／Tel.080-4485-64801F

A.P.C ウールガウンコート（BK/CAM）/66,000円

上質なウールでしなやかなシルエットに

SHOO・LA・RUE
ファミリー／Tel.078-786-30221F

ダイヤキルトメンズドレスコート/19,900円

袖下にはICカードポケット付

ORIHICA
メンズ・レディス／Tel.078-796-56881F

ニットジレ/3,900円

スーツの下でも着膨れしない薄さ

Z-CRAFT
ファッション・雑貨／Tel.078-792-22221F

UGG クラシックミニ/23,000円→19,990円

むれにくく
保温性に優れた冬の必需品

ABC-MART
シューズ／Tel.078-797-68302F

NC70155 ムートンブーツ/4,389円（税込）

ソフトなインナーボアで
素足でもOK！

CHANGEMENTS DE SAISON
ファッション雑貨／Tel.078-786-33321F

ファーかぶせBAG/5,500円

ファーは
取り外し可能！

アレックスコンフォート
ライフスタイル／Tel.078-793-23331F

SUBU 冬に履くサンダル/3,400円

ダウンのような
暖かさとフィット感！
専用の袋もついて、持ち運びしやすい！

Seria
100円ショップ／Tel.078-786-30171F

防寒用品（フリースブランケット）/100円

手触り抜群で
心も体もポッカポカ♪

BODYMAKER
スポーツ／Tel.078-647-88821F

ソフトタッチスウェット裏起毛フーディー/3,990円

裏起毛付きなのに軽くて動きやすい！

F.O.KIDS
キッズ／Tel.078-793-62201F

ケーブルニット 裏ボアパーカー/4,900円

優しい色味と編み込みが可愛い♪

UNIQLO
ファミリー／Tel.078-797-94502F

ファーリーフリースフルジップジャケット/1,990円

肩幅・袖幅はゆったりシルエット

ORIENTAL GARDEN
レディス／Tel.078-754-63681F

起毛ジャガードノーカラーコート/4,790円

これ1枚で高見えコーデ！

CouCou
300円ショップ／Tel.078-798-66831F

ポレポレシリーズ/各300円

大人気シリーズ商品が今冬も登場！

花と緑と雑貨のお店Ricoche＋
ガーデニング／Tel.078-795-41871F

クリスマスリース/1,500円/2,300円/3,600円

お部屋に飾るだけで
一気にクリスマスモード

COMPASS
文具／Tel.078-797-80881F

クリスマス折り紙/264円

作って、飾って、親子で楽しもう♪

ケバブレストランKC
ケバブ／Tel.078-742-75901F

ケバブ /500円

スパイシーなチキンと
たっぷり野菜でボリューム満点

カリーダイニング サヒ
インドカレー／Tel.078-742-75901F

バターチキンカリー/750円

甘めのカリーは
お子さまにも人気！

Chinese Kitchen Jiang
チャイニーズキッチン／Tel.080-9160-33321F

本格的手作り豚まん/160円

もちもちの皮に、
ジューシーな具がぎっしり！

MARUTANI
とんかつ・かつ丼／Tel.078-754-71391F

神戸みそかつ重 ミニにゅうめんセット/890円

2種類のみそと特製だしの
オリジナルみそソース

天馬らぁめん
ラーメン／Tel.078-797-67781F

ごま味噌野菜らぁめん/852円

まろやかで
体が温まる極上スープ

Koko Moi（ココモア）
カフェ&ダイニング／Tel.078-793-07071F

チーズタッカルビ/1,300円（税込）

ピリ辛で食欲そそる
冬イチオシの逸品。珈琲付き！

パティスリー リッチフィールド
洋菓子店／Tel.078-794-00511F

六也ギフト/（12p）2,280円 （16p）3,040円

冬の贈り物に
最適の焼き菓子セット

カルディコーヒーファーム
コーヒー豆・輸入食品／Tel.078-791-53551F

もへじ 塩レモン鍋つゆ/298円（税込）

シメはご飯と
チーズを入れてリゾットに！

のねらい目、 の商品

こ の 冬 B R A N C H 選 り すぐり の 注 目 アイテムこ の 冬 B R A N C H 選 り すぐり の 注 目 アイテム

サイズ：60×80cm

サイズ：80cm～140cm

BRANCH神戸学園都市 Branch Life 中面／A3（297×420）_A案


