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一般財団法人 神戸観光局 河上・松村 
TEL：078-262-1916 
「KOBE 豚饅サミット実行委員会」事務局 横山 
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～神戸元気 ＵＰ！プロジェクト～ 

第 11回 KOBE豚饅サミット 2022 の開催について 
 

 

 『KOBE 豚饅サミット』は、神戸に生まれ・育ち、神戸のまちをこよなく愛する実行委員会が、

神戸のまちのより一層の元気ＵＰ！日本の元気を神戸から！を願い企画しました。 

KOBE 豚饅サミットは、市民はじめ多くの来街者の参加を得て、ユニークで話題性溢れるイベン

トを開催し、『豚饅』を通して、神戸のまちが、日本が元気になる事業を楽しく展開したいと思っ

ています。 

皆様、是非お越しください。 

 

○名 称 第11回KOBE豚饅サミット2022 

○日 程 11月10日（木曜）前夜祭（ステージフェリシモホール） 

     11月11日（金曜）豚饅の日セレモニー（曹家包子館） 

     11月12日（土曜）～13日（日曜）オリジナル豚饅の販売（南京町広場、大丸神戸店ほか）  

     ※詳細は別紙「概要資料」のとおり 

○主 催 KOBE豚饅サミット実行委員会 

○後 援 兵庫県、神戸市、神戸商工会議所、公益社団法人ひょうご観光本部、 

一般財団法人神戸観光局 

○協 力 南京町商店街振興組合、大丸神戸店、甲南大学経営学部西村順二研究室、神戸国際調理 

製菓専門学校、株式会社フェリシモ 

○事務局 「KOBE豚饅サミット実行委員会」事務局（株式会社ポルトラック内） 

○ホームページ https://www.kobebutaman-summit.com 

https://www.kobebutaman-summit.com/
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報道関係者各位   

           情報提供日：2022 年 10 月 14 日 

    

 

 

 

 

神戸元気 UP!プロジェクト 

 第１１回ＫＯＢＥ豚饅サミット®２０２２ 
KOBE 豚饅サミット®実行委員会 

 

本『KOBE豚饅サミット®』は、神戸に生まれ・育ち、神戸のまちをこよなく愛する実行委員会が、 

神戸のまちのより一層の元気ＵＰ！、日本の元気を神戸から！を願い企画しました。 

KOBE豚饅サミット®は、市民はじめ多くの来街者の参加を得て、ユニークで話題性溢れるイベントを開催し、 

『豚饅』を通して、神戸のまちが・日本が元気になる事業を楽しく展開したいと思っています。 

ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

【名 称】    第１１回ＫＯＢＥ豚饅サミット®２０２２ 

【日 程】 2022 年 11 月 10 日（木）        KOBE豚饅サミット®前夜祭（ステージフェリシモホール） 

   11 月 11 日（金)       KOBE 豚饅サミット®豚饅の日セレモニー（曹家包子館） 

   11 月 12 日（土）～13 日（日）  オリジナル豚饅の販売（南京町広場、大丸神戸店ほか） 

【主  催】 KOBE 豚饅サミット®実行委員会 

【後 援】  兵庫県、神戸市、神戸商工会議所、公益社団法人ひょうご観光本部、一般財団法人神戸観光局 

【協   力】 南京町商店街振興組合、大丸神戸店、甲南大学経営学部西村順二研究室、神戸国際調理製菓専門学校、 

株式会社フェリシモ 

   【事 務 局】 「KOBE 豚饅サミット®実行委員会」事務局（株式会社ポルトラック内） 

              〒６５０－００２２ 神戸市中央区元町通 1 丁目 3-7 チャイナスクエア 401 

              担当：横山裕貴（090-5050-6085 ※プレスの皆様からの問い合わせに限る） 

  【ホームページ】  http://www.kobebutaman-summit.com 

   【問 合 先】 info@kobebutaman-summit.com   

★11 月 11 日は「豚饅の日」 

豚饅の発祥の地・神戸の豚饅の PR のため、2011 年に KOBE 豚饅サミット®実行委員会が 

日本記念日協会に申請し、制定されました。 

豚饅の原材料の豚の鼻の形が 11 に見えることが、日付の由来となっております。 
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 ‘第１１回ＫＯＢＥ豚饅サミット®２０２２’は、大きく分けて、３つのイベントで構成されています。 

 

《１》第１１回ＫＯＢＥ豚饅サミット®２０２２ 参加各店舗によるサミット限定オリジナル豚饅の販売 
 

日時： 11 月 12 日（土）～13 日（日） 

11:00～17:00 ※売り切れ次第終了 

  

場所： 南京町広場、曹家包子館、大丸神戸店１F 北側外廊 

 

 内容： ●老祥記×北野クラブ 

    「エスカルゴ入りフレンチ風豚饅」 

 

 

●神戸元町四興樓 

    「秋野菜とコラボ中華カレー豚まん」 

 

 

●三宮一貫楼 

    「びっクリ！神戸が牛～っと詰まった豚饅」 

 

  ※以上、3 個を 1 セットとして販売 

 

  ※以上、３種類の豚饅は 11/11（金）11：00～17：00 曹家包子館にて先行販売 

 

 

 

  ■11/11（金）10：45～曹家包子館にてオープニングセレモニーを実施いたします！ 

         
        ●ご出席： 中西 理香子 様（一般財団法人神戸観光局 専務理事） 

      （※予定） 大久保 和代 様（兵庫県神戸県民センター長） 

        

 

   ●実施内容： ・主催者挨拶 

   ・来賓祝辞 

   ・今年の KOBE 豚饅娘のご紹介 

   ・豚饅型くす玉割り 

 

   ※取材をご希望の方は、当日 10：30 頃に会場に直接お越しください。 
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《２》第１１回ＫＯＢＥ豚饅サミット®２０２２ 参加各店舗によるサミット限定オリジナル豚饅の販売 

 

日時： 11 月 12 日（土）～13 日（日） 11:00～17:00 （※売切次第、終了） 

 

内容： ＜大丸神戸店 1F 北側外廊＞ 

 

  ●サミット限定発起人豚饅詰め合わせセット 

①老祥記×北野クラブ「エスカルゴ入りフレンチ風豚饅」 

②神戸元町四興樓 「秋野菜とコラボ中華カレー豚まん」 

③三宮一貫楼 「びっクリ！神戸が牛～っと詰まった豚饅」 

 

 

  ●横浜中華街 江戸清 

    「燻叉焼まん」 

 

 

  ●長崎新地中華街 蘇州林 

    「角切り角煮まん」 

 

 

  ●ホテルオークラ神戸（初参加！） 

    「「桃花林」謹製豚饅」 

 

 

  ●神戸ポートピアホテル 

    「金華ハムスープのジューシー豚饅」 

 

 

            ●太平閣 

              「あげカレーチーズまん」 

 

 

  ★本年も昨年に引き続き、熊本より 1 店舗がゲスト参加いたします！ 

 

 

  ●熊本 山水亭 

    「豚まん」 
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＜南京町広場＞ 

 

  ●甲南大学 西村ゼミ 

    「RE:豚まん ごろっと神戸旬菜のトマチー豚まん」 

 

 

  ●神戸国際調理製菓専門学校 

    「とろ～りチーズのトマト豚まん～香草バター風味～」 

 

 

  ●仙台 桂雀花 

    「肉まん」 

 

 

 

  ＜曹家包子館＞ 

 

  ●サミット限定発起人豚饅詰め合わせセット 

①老祥記×北野クラブ「エスカルゴ入りフレンチ風豚饅」 

②神戸元町四興樓 「秋野菜とコラボ中華カレー豚まん」 

③三宮一貫楼 「びっクリ！神戸が牛～っと詰まった豚饅」 

 

 

  ●イスズベーカリー 

    「牛しぐれ煮と大葉の豚パン」 

 

 

  ●ケルン 

    「秋薫るお芋の豚パン」 
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  ■好評につき復活！ 大丸会場限定！豚饅コンプリートセット まんぷく BOX 

        大丸会場に出店している店舗の豚饅を詰め合わせた 

        豚饅コンプリートセット まんぷく BOX を数量限定で販売致いたます！ 

         
        ●セット内容（豚饅全 9 個） 

①②③発起人豚饅詰め合わせセット 1 箱、④江戸清、⑤蘇州林、 

⑥山水亭、⑦神戸ポートピアホテル、⑧ホテルオークラ神戸、⑨太平閣 

    

       ●販売日時 

11/12(土)・11/13(日)  11：00～ 

 

       ●販売価格 

2,500 円（税込・9 個 1 セット） 

          ※整理券の販売となります。数量限定のため、整理券がなくなり次第販売終了となります。 

           引換時間は 13 時、14 時、15 時、16 時、の枠から好きなお時間を選んでいただけます。 

      ※数量限定、各日 80 セットずつ販売。 

 

       ●販売場所 

大丸神戸店１階北側外廊 

 

 

 

 

 

  ■初登場！ 発起人詰め合わせセットに豚饅くじが付いています！ 

         
        ●参加方法 

発起人豚饅詰め合わせセットをご購入いただくと 

1 箱につき 1 つくじが付いています。 

 

●販売日時 

11/11（金）・12(土)・11/13(日)  11:00〜 

 

●賞品（1 日あたり 90 本×3 日間＝270 本！） 

 

① 老祥記賞「老祥記で使える豚饅 6 個引換券」   全 90 本（30 本／日) 

 

② 四興樓賞「四興樓で使える豚饅 3 個引換券」   全 90 本（30 本／日) 

 

③ 三宮一貫楼賞「三宮一貫楼本店で使える豚饅 3 個引換券」  全 90 本（30 本／日) 

 

          ※各店でお引き換えいただける豚饅は、各店で通常時に販売されている豚饅となります。 

           （サミット限定オリジナル豚饅ではございません） 
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《３》第１１回ＫＯＢＥ豚饅サミット®２０２２ 前夜祭 
 

日時： 11 月 10 日（木） 開場 18:00～ 開演 18:30～  

／ステージフェリシモホール 

  ※入場料 500 円 

  ※チケット販売場所  

   曹家包子館/四興樓/三宮一貫楼本店 

 

内容： ●サミット限定オリジナル豚饅の発表 
サミットに参加する店舗のオリジナル豚饅を発表。 

第 10 代 KOBE 豚饅娘の 2 人が各店舗の豚饅の魅力をお伝えします。  

 

●KOBE 豚饅娘コンテスト 2022（最終審査の実施／グランプリ決定）  
神戸から日本を盛り上げてくれる KOBE 豚饅娘を決定！ 

豚饅をこよなく愛する 18 歳以上の女性（高校生は不可）を募集し、 

一緒に神戸から日本を盛り上げてくれる女性を決定します。 

 

●豚饅 1 年分争奪！「クイズ大会」 
 お客様参加イベントとして、豚饅や KOBE 豚饅サミットに関するクイズ大会を実施！ 

 優秀な成績を収められた方には、なんと！豚饅 1 年分をプレゼント！ 

 

●応募要項等の詳しい情報は、別添チラシをご覧いただくか、ホームページ 

  （http://www.kobebutaman-summit.com）をご確認ください。 

 

 

 

■「サミット限定発起人豚饅詰め合わせセット」をご来場者全員にプレゼント！ 

 

  内容： 老祥記×北野クラブ 

    「エスカルゴ入りフレンチ風豚饅」 

 

 神戸元町四興樓 

    「秋野菜とコラボ中華カレー豚まん」 

 

 三宮一貫楼 

    「びっクリ！神戸が牛～っと詰まった豚饅」 

 
 

※前夜祭イベント終了後、受付にて入場チケットの半券と交換します。 

※お一人様 1 セットに限ります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

＜視聴者や読者への入場チケットのプレゼント企画も実施可能です。詳しくは事務局までお問い合わせください＞ 
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