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ブリゼ生地の上にシュー生地を

重ね、シブーストを香ばしくキ

ャラメリゼ。シブーストの中に

は、ピンクグレープフルーツが

入っています。

ピュイ・ダムール
淡路島の牛乳をじっくり煮詰め

たキャラメルのような味わいの

ジャムといちごの２層のジャム。

そのまま食べたり混ぜ合わせた

りと３種類の味が楽しめる。

イチゴとミルクジャム

中央区海岸通3-1-17

10:00～18:00
火曜・第3水曜（詳しくはHPを参照）

078-321-1048

中央区元町通3-17-6

10:30～18:30
火曜

078-332-3620

パティスリーモンプリュ
本店 patisserie AKITO 

4 5

ダクワーズ生地の上にロイヤルテ
ィーヌ、フランボワーズのカスタ
ードとジュレを重ね、アールグレ
イのムースショコラで包み込んだ
ケーキ。甘酸っぱい味わいと食感
が楽しい一品。

アールグレイ ショコラ
ほんのり甘い素朴な味わいのふ

わふわ生地に、甘さ控えめの生

クリーム、甘酸っぱいいちごを

合わせた、世代を超えて愛され

る昔ながらのケーキ。

ざくろ

中央区元町通5-5-1

9:30～18:30
水曜

078-341-6983
中央区栄町通4-4-8

11:00～18:30
木曜

078-599-7521

コンパルティール
ヴァロール

ママのえらんだ
元町ケーキ  元町本店

1

油でカラッと揚げて、サクッと

した仕上がりのフレンチトース

トは、香港の定番朝食。バター

とシロップがとろけ、やさしい

甘さがひろがる。

西多士（香港式フレンチトースト）

群愛茶餐廳
グン アイ  ツァ  ツァン ティン

中央区元町通2-6-6

11:30～20:00
15:00～17:00は休み 
火曜

078-381-8675

※元町商店街は新型コロナウイルス感染防止に努めています。※各店舗の営業時間表記は2020年9月時点の情報です。新型コロナウイルスの影響により変更のある場合がございますので、ご来店の際は各店舗のHPをご確認ください。
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神戸元町商店街

開港以来、西洋のさまざまな文化が神戸のまちに届き、
その玄関口にあたる元町には、スイーツをはじめ新し
い生活文化が花開き、お洒落でハイカラなまちとして
全国にその名を広めてきました。
開港150年を迎えた神戸港とともに歩んできた神戸

元町商店街の歴史も140年を超え、これまでの伝統を
大切にするとともに、南京町、栄町通、乙仲通やハーバ
ーランドなどとともに未来に向けて歩んで行こうと
しています。

明治30年頃の元町通

世界のクリスピークリームドー

ナツで不動の人気№１。イース

トドーナツを真っ白いグレーズ

でコーティング。口の中でとろ

けるような柔らかさです。

長時間煮たリンゴにチョコレー
トを薄くコーティングしたポー
ムダムール。ほろ苦いチョコレ
ートがリンゴの存在感をひきた
たせます。ぜひ一度ご賞味くだ
さい。

６層のスポンジにイチゴとラズ

ベリージャムをサンドしたボリ

ュームたっぷりで人気のショー

トケーキ。神戸元町本店喫茶の

数量限定メニュー。

オリジナル・グレーズド りんごのチョコレートポームダムール

ショーケースに６０種１００アイ

テムの量り売りのおかきが並ぶ

専門店。手焼きおかき、草加せ

んべい、京菓子などが試食しな

がら楽しめる。

珍味好み

濃厚でも、もたれないクリーム

チーズのスフレ。BIO蜂蜜と純生

クリームのロールケーキ。自然

卵とノンホモミルクの至高のプ

リン。新聞で紹介されました。

3種のカジュアルスイーツ

水出し珈琲を使ったコーヒーゼ

リーは、コーヒーの苦みとバニ

ラアイスの甘味がほどよくとけ

合う大人の味。歴史あるコーヒ

ー専門店ならではの逸品。

珈琲サンデー
ミニフランスパンにあんとバタ

ーを挟んでいます。パリッと焼

いたパンとあん、バターがジュ

ーシーで相性抜群。チョコバタ

ーフランスも好評です。

あんバターフランスとチョコバターフランス

自慢の手作りで本場の中華菓子

が４０種類以上。おすすめ「月餅」

は油を控えめに、北海道産小豆

を使った中華あんを優しい甘さ

に仕上げています。

手焼き月餅2種6個入セット

神戸元町本店特製ショートケーキ

薄く焼き上げた生地と、バニラ・

ストロベリー風味・チョコレート

のクリームが、お口の中でスーッ

と溶けていく感覚が特徴的な「ゴ

ーフル」。伝統に裏付けされたお

いしさです。

ゴーフル
デンマーク直輸入のチーズを数

種類ブレンドしたチーズケーキ

は、オーブントースターで温め

てから食べていただく新感覚の

チーズケーキです。

デンマークチーズケーキ
厚さ１㎝の鉄板の上に生地をの

せ、水分が飛んでしまわないよ

う蓋をして、じっくり蒸し焼き

にする当店のホットケーキ。創

業以来守り続けている味です。

ホットケーキ

自家製アイスクリームにとろり

とした餡がかかった和風の代表

的甘味のあんみつ。フルーツの

下に隠れたふっくらとした小豆

と寒天が懐かしい味わい。

クリームあんみつ

神戸の思い出は可愛いクッキー

の缶の中に…。素材を厳選して

オリジナルの抜き型で、一つ一

つ丁寧に手作りしています。

神戸缶クッキー

ギフト商品やかご盛り、トロピ

カルフルーツ、天津甘栗、生フ

ルーツジュース等々。新鮮な商

品がズラリと揃っています。

生フルーツジュース

１００年以上の歴史ある看板商

品の髙砂きんつばは、小豆のう

ま味が感じられるふくよかな餡

がたっぷり。本店では焼き立て

を味わうことができます。

元祖髙砂きんつば

日本最古の珈琲店。豆を石臼で

挽いて、フレンチプレスで抽出

した明治復刻ブレンドと酸味の

あるニューヨークチーズケーキ

のマリアージュが楽しめる。

ニューヨークチーズケーキ

国産もち米のみを使用。えびあ

られをメインに、海の幸と山の

幸を約４０種類合わせた創業当

時から変わらない味です。

お好あられ

豆乳入りの生地をカリッと焼い

たワッフルは、さくっとしっと

りした口当たりで、あっさりし

た味わい。手作りの水餃子など

多彩なメニューが楽しめる。

チョコバナナワッフル

和魂洋才の瓦せんべいを作った

系譜から新たに誕生した神戸元

町バターサンドＴＯＮＯＷＡ。

オリーブコンポートの入った大

人のバターサンドです。

神戸元町バターサンドTONOWA

静かな雰囲気を楽しむ小さなカ

フェ。やさしい甘さのシフォン

ケーキやチョコレートたっぷり

のガトーショコラなど手作りの

ケーキが自慢です。

手で混ぜることで不ぞろいな気

泡ができ、しっかりとした食感

のカステイラに。焼き上がって

から１日置いて食べるのが美味

しい。一切から購入できます。

ケーキセット

カステイラ

新鮮な卵と牛乳、そして砂糖だ

けを使って焼き上げたプリンで

す。３９年間変わらぬ味を届けて

います。

PUDDING プリン

シュークリームとフルーツを巻

き込んだロールケーキのミュウ

は、すっきり上品なクリームが

ポイント。併設の明るいカフェ

は男性も多く利用している。

ミュウ

ヘルシーなケーキを日替わりで

用意しています。羅漢果を使っ

たカロリーゼロの砂糖で体にや

さしいケーキを提供します。

ヘルシースイーツ

中央区元町通 1-8-1

10:00～20:00
休年中無休（元旦除く）

078-599-7471

休

中央区元町通 1-8-5

10:00～18:30
水曜

078-391-3138

中央区元町通1-4-13

11:00～19:00
休水曜

078-333-6868
中央区元町通2-6-3

8:30～22:00

年中無休

078-393-1480

中央区元町通6-3-17

10:00～19:00
年中無休

078-351-0001

中央区元町通 5-8-7

10:30～19:00
水曜

078-341-6820

中央区元町通5-7-12

9:00～19:00
水曜（祝日の場合営業）

 078-341-3410

中央区元町通5-3-13

10:00～18:00

火曜と第3月曜

078 -381-5033

中央区元町通5-4-14

10:00～18:00（売り切れ次第閉店）

水曜

078-341-5271

中央区元町通 5-3-14

8:30～19:00

日曜と第3水曜

078-341-7380

中央区元町通5-6-4

平日10:00～20:00
土日祝10:00～19:00

火曜

078-371-7222

中央区元町通6-5-15

平日11:00-19:00
日祝11:00-18:00

土曜（不定休あり）

078-351-4799

中央区元町通6-7-4

10:00～18:00
不定休

078-381-8862

中央区元町通2-3-2 ジェムビル1F

11:00～19:00
水曜　　

078-393-5502

中央区元町通2-2-10

11:00～20:00

水曜

078-391-2570

中央区元町通3-3-10

10:00～19:00
元旦のみ

078-321-5598中央区元町通2-3-12

8:00～19:00（Lo18:30）

年中無休（年末年始除く）

078-331-1079

中央区元町通 3-2-11

10:00～19:00

第1・3水曜、元日

078-331-7367
中央区元町通2-6-6

10:00～18:00

年中無休

078-331-0873

中央区元町通3-10-6

10:00～19:00
水曜水曜

078-321-5454

中央区元町通3-10-4 アダムビル1F

11:30～16:00（Lo15:30）
17:30～21:30（Lo20:30）

  土日祝11:00～21:30（Lo 20 :30）      

078 -333-5208

中央区元町通3-9-23

11:00～21:00

年中無休

078-391-1710

中央区元町通3-7-9

10:30～17:30
水曜

078-331-0755

中央区元町通4-2-21 元町スクエアビル2F

10:30～18:00（Lo17:30）
木曜のみ11:00～18:00

第3水曜

078 -341-1758

クリスピークリーム
ドーナツ神戸元町店

世界のチョコレート
一番舘

吾妻屋

神戸にしむら
珈琲元町店

 はた珈琲店 COFFEE Norari &Kurari 

中華菓子友力食品

ユーハイム
神戸元町本店

亀井堂總本店

Cerceau  de  Caya

元町長崎屋本店

ウインドワード

菓子工房パオデロ元町本店

神戸凮月堂元町本店(株)萩原珈琲店
元町サントス

二つ茶屋

神戸アンディ

フルーツショップ・サンワ

本髙砂屋元町本店

 放香堂加琲 

花見屋

Eve cafe

観音屋 元町本店

カフェ・ド・イースト

®

全ての商品OK

一部商品のみ
一部商品のみ販売のみ

ドリンクのみ

なし

なし

販売のみ ケーキ・ドリンク

販売のみ

販売のみ

なし なし

販売のみホットコーヒー・アイスコーヒーのみ

なし

フード・ドリンクの一部商品 デンマークチーズケーキのみ

アイスコーヒー・アイスオレのみ

販売のみ全ての商品OK

フード・ドリンクOK

ケーキ・ドリンク

販売のみ

3

終日回り続けるイタリア製の
マシーンから注がれるチョコ
レートドリンクは、からだ全
体がチョコレートで包まれて
いく感じのドリンクです。冷
・温あります。

あじさいのチョコレートドリンク

中央区元町通 1-8-5

10:30～18:30
休水曜

078-392-2525

喫茶あじさい

なし

イブカフェ ホウコウドウコーヒー

アヅマヤ

トモリキショクヒン

せしゅうど かや

コウベフウゲツドウ8

神戸元町商店街のお店 商店街周辺のお店 カフェ（テイクアウトあり）
Cafe（Take out OK）

販売のみ
Sale only

カフェ（テイクアウトなし）
Cafe（Take out NG）

テイクアウト・カフェ(商店街周辺のお店）
Take out , Cafe 

一部の商品OK 全ての商品OK 全ての商品OK 全ての商品OK ドリンク以外OK

無し


