1A

高槻味めぐり

2A

たらちね・大阪ぽてと
2箱セット

3A

かんてんや半兵衛ギフト

23A

大吟醸・純米吟醸
とんださけ セット

24A

純米酒「芥川」

25A

からだ巡茶
Advance

26A

からだすこやか茶W
（1050mlPET）

寄附金額

10,000円
以上

焼き菓子詰合せ23品

たらちね22枚、大阪ぽてと16枚

はにたんどら焼きをはじめ、高槻太鼓もなか等、高
槻ゆかりの名前がついた焼き菓子です。

クッキー生地の素朴で後を引く味わいのピーナッ
ツ煎餅「高槻名物 たらちね」
とさつま芋餡・焦が
しバターを使用したマドレーヌ生地でしっとりと焼
き上げた
「大阪ぽてと」
の2箱のセットです。

高槻産の糸寒天と高槻産の糸寒天を使用した水羊羹
やゼリーなどのデザート４種類、高槻産の糸寒天を使
用した薩喜庵の和菓子４種類の詰め合わせです。

※賞味期限：40日

※限定50セット

提供：有限会社月輪堂

提供：ニッカマーブル株式会社

※賞味期限：20日

提供：株式会社福助

4A

乾しいたけづくしセット

高槻しいたけセンターよりどんこ・ひらき・スライ
ス・粉末の乾しいたけセット
高槻産の原木栽培のしいたけを使った加工品で
す。

提供：ニッカマーブル株式会社

11A

藤キムチオリジナル、高槻発の海鮮パジャン（韓国風万能ダ
レ）を始め、藤キムチの焼肉屋さんのハラミや、お子様からお年
寄りの方まで大人気の手作り商品をチョイスしたセットです。

15A

お米
（ひのひかり）

お食事券（バーガー券） ペアチケット
京都バーガーグランプリ1位受賞！三箇牧トマト・寒
天BBQソース・服部しろうりやピクルスなど高槻特
産品が一度に味わえるアメリカンサイズのクラフト
バーガー！！高槻バーガーは地域社会の発展と地産
地消をキーワードに生まれました。高槻産の美味し
いものや高槻という街をより多くの方に知っていた
だく為に地産地消、地元食材にこだわっています。

12A

牛肉（ハラミ） 150g、パジャン（自家製万能ダレ） 150cc、
白菜キムチ 300g、大根キムチ 250g、チャンジャ
120g、甘ピリするめキムチ 100g、ピリ辛じゃこ 80g

提供：藤キムチ

高槻バーガー
お食事券

提供：ティーズスターダイナー

藤キムチ
オリジナルセット

※賞味期限：約2週間

8A

花菓蔵

冷蔵

調味料
7種8本セット

ちり酢一番360ml、ぽん酢一番200ml、
トマトぽ
ん酢200ml、
ハバネロドレッシング200ml、
トマト
ドレッシング200ml、胡麻ドレッシング200ml、
か
にすきだし170g 2本
こだわりの美味しさ！味わい、
コク味、爽やかといっ
た特徴のあるサラダドレッシングとポン酢など調味
料をセットにしました。

提供：株式会社マナ

16A

三箇牧トマト

大阪府産ひのひかり 5kg 2袋

三箇牧トマト 3kg（18個〜28個）

地元のお米（ひのひかり）
です。

高槻市の三箇牧地域で50年以上も栽培されてい
るトマトです。味の特徴は、食べた後に舌先にすっ
と酸味が残り、
トマトの芳香が口元に残る昔ながら
のトマトです。

9A

焼菓子詰合せ

白天餉、水ようかん、ミニトマトゼリー、摂津の流れ 各1個
寒天ぜんざい、寒天ぷりん、ようかん小豆、抹茶、黒糖 各2個

10A

健康道場 おいしい青汁
20本セット

焼菓子詰合せ

1缶

やわらかなカステラ生地と、十勝産小豆使用のどら
焼「槻」
と焼菓子の詰め合わせです。

9種類の青野菜にりんごとレモンをバランスよくブ
レンドしたまろやかな味わい、野菜を丸ごとピュー
レ状にすりおろしたとろ〜りと濃く、満足感のある
飲みごたえを実現。お子様からお年寄りまでお飲
みいただける、
自慢の一品です。

提供：有限会社都久詩

13A

清水屋のなら漬
（3本入り）

160g 20本

提供：サンスターグループ
STARLECS株式会社

14A

お米マイスターの
厳選プレミアム米2袋

3本入り

国内産コシヒカリブレンド米

大阪府の伝統野菜に指定された
「服部越瓜」
を原
材料にした、パリッとした食感の良い奈良漬です。
高槻の旧服部村でしか取れない、昔からある高槻
の名産品です。

当店のお米マイスターによる日本各名産地のお米
を
「甘み・粘り・つや」
の3拍子にこだわったオリジナ
ルブレンドのプレミアム米です。冷めても美味しい
当店自慢のブレンド米を是非ご賞味下さいませ！

5kg 2袋

提供：清水屋酒店

提供：有限会社川居精米所

大吟醸

720ml

純米吟醸とんださけ720ml

「北摂三銘酒」
のひとつに数えられる高槻富田のお
酒です。

提供：寿酒造株式会社

27A

からだすこやか茶W
（350mlPET）

720ml 4本

410mlPET 24本

1050mlPET 12本

当店オリジナル純米酒西国街道「芥川」。
スッキリと
したやや辛口、純米の香りを十二分にご堪能下さ
い！地元の蔵元にお願いして当店だけのオリジナル
純米酒として誕生しました。
当店の地名をそのまま
名称にしました。

機能性表示食品の飲料として史上初めて、
ローズ
ヒップ由来ティリロサイドを配合した、美容と健康
に関心を持つ方に向けた製品です。
からだの巡りに
着目した7種の東洋素材に、
ローズヒップエキスを
加えて仕上げました。外出中・仕事中など場面を問
わず、様々な場面でお楽しみいただけます。

植物由来の食物繊維・難消化性デキストリンの働
きにより、
「 脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだや
かにする」
という2つの働きをもつ特定保健用食品
のブレンド茶です。

提供：株式会社西田本店

提供：コカ・コーラウエスト株式会社

提供：コカ・コーラウエスト株式会社

28A

コカ・コーラプラス

2

提供：三箇牧トマト部会

カナダドライ
ジンジャーエールプラス

30A

UCC DRIP POD ブレンドカップ
（鑑定士の誇りリッチブレンド）

350mlPET 24本

470mlPET 24本

470mlPET 24本

鑑定士の誇りリッチ 96個（1袋8個入り 12袋）

植物由来の食物繊維・難消化性デキストリンの働
きにより、
「 脂肪の吸収を抑え、糖の吸収をおだや
かにする」
という2つの働きをもつ特定保健用食品
のブレンド茶です。

コカ・コーラプラスはコカ・コーラが日本のためだけに
開発し、糖類ゼロ・カロリーゼロを実現した特定保健用
食品です。関与成分の難消化性デキストリン（食物繊
維）を製品1本（470ml）あたり5g配合しています。長年
かけて誕生させたコカ・コーラならではのおいしさと機
能性を兼ねそろえた特定保健用食品になっています。

ジンジャーエールNo.1ブランド
「カナダドライ」
の、
食事に特化した機能性飲料。食事に合わせやすい
ジンジャーエールのすっきりとした味わい脂肪の吸
収を抑え、排出を増加させる
（難消化性デキストリ
ン）。食事をするときは、栄養の採りすぎを気にせず
に思いっきり楽しめます。

UCCコーヒー鑑定士がブレンドを監修。酸味を抑
えたコクのあるブレンドコーヒーです。

提供：コカ・コーラウエスト株式会社

提供：コカ・コーラウエスト株式会社

提供：コカ・コーラウエスト株式会社

提供：ユーシーシーフーヅ株式会社

31A

UCC DRIP POD ブレンドカップ
（鑑定士の誇りスペシャルブレンド）

鑑定士の誇りスペシャル 96個
（1袋8個入り 12袋）
UCCコーヒー鑑定士がブレンドを監修。苦味を抑
えたまろやかな味わいのブレンドコーヒーです。
※抽出にはUCC専用のドリップポッドが必要です。

34A

サンスターギフトセット

「ガムペースト
（120g）、オーラツーSCペースト
（130g）、
オーラツープレミアムペースト
（100g）、
ガムリンス
（250ml） 各1個、
ドウークリアハブラ
シ 2本」 2箱

36A

ホームハイポニカ
液体肥料2セット

1リットル A・B各1本 2セット
水耕にも土耕にも使えるハイポニカの液体肥料で
す。

※医薬部外品

※抽出にはUCC専用のドリップポッドが必要です。

42A

竹炭のある暮らし・
竹炭雑貨「健康快歩セット」

窯出し竹炭・1kg、シューキーパー「ラージ」1足（90g 2）、シュ
ーキーパー「レギュラー」1足（45g 2）、竹炭サシェ（45g 2）
高槻市梶原地区、島本町の間伐材の竹を地元高槻で製炭し、毎日
の生活に使っていただけるよう、竹炭雑貨として提案。竹炭には、消
臭・調湿作用、鮮度保持・脱臭効果、リラックス＆心身リフレッシュ効
果、お花やお野菜・家畜などを元気にするパワーなどがあります。
※布地・副資材は変更になる場合がございます。

21A

純米 ひやおろし
2本セット

純米 ひやおろし 1,800ml 2本
「北摂三銘酒」
のひとつに数えられる高槻富田のお
酒です。
じっくり熟成し、
旨味が増した純米酒を瓶
に詰めました。

22A

大吟醸

フリーラン

大吟醸 フリーラン 720ml 1本
「北摂三銘酒」
のひとつに数えられる高槻富田のお
酒です。最高級の酒米と出せる技術を出し切った
お酒。
また、そのお酒を雫取りでよいところだけを
集めました。

提供：ユーシーシーフーヅ株式会社

43A

防水シーツ

提供：サンスター株式会社

44A

提供：清鶴酒造株式会社

提供：清鶴酒造株式会社

提供：協和株式会社

美容ローラーエステタッチ/
EXG2116

2枚組、
シングルサイズ 色2色
縦205cm 横100cm

本体W98 D122 H135mm
ダプター等含む）

自社で企画開発した乾燥機も使える防水シーツで
す。防水性と透湿性をもち、家庭用乾燥機も使えま
す。
お子様のおねしょ対策や介護用に人気の品です。

大きなローラーの高速回転運動でしっかりケア。
エステのハンドマッサージのような本格的な感覚
が味わえます。

※お届け期間：1月〜6月・11月〜12月

提供：JAたかつき

29A

提供：眠りショップ わたや舘

約360g（ACア

45A

市営バスグッズA
（シャツ Mサイズ）

提供：有限会社紋珠・チャコールファーム

46A

市営バスグッズA
（シャツ Lサイズ）

マイクロファイバーハンカチ、
クリアファイル（2種
類）、
キーカバー、
イヤホンジャック、
タンブラー、
自
由帳・鉛筆セット、Tシャツ

マイクロファイバーハンカチ、
クリアファイル（2種
類）、
キーカバー、
イヤホンジャック、
タンブラー、
自
由帳・鉛筆セット、Tシャツ

Tシャツと文具を中心とした高槻市営バスのオリジ
ナルグッズの詰め合わせです。

Tシャツと文具を中心とした高槻市営バスのオリジ
ナルグッズの詰め合わせです。

※Tシャツのサイズにご注意下さい。

※Tシャツのサイズにご注意下さい。

提供：アルインコ株式会社

3

