47A

市営バスグッズB
（シャツ Mサイズ）

48A

市営バスグッズB
（シャツ Lサイズ）

高槻市営バス60周年記念誌、
ミニミニ方向幕（前
幕） 1個、
自由帳・鉛筆セット、Tシャツ

高槻市営バス60周年記念誌、
ミニミニ方向幕（前
幕） 1個、
自由帳・鉛筆セット、Tシャツ

バスファン必見！Tシャツと高槻市営バス60周年
記念誌と本物の素材で作ったバス方向幕のセット
です。

バスファン必見！Tシャツと高槻市営バス60周年
記念誌と本物の素材で作ったバス方向幕のセット
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。

49A

歴史博物館のグッズ

歴史ファン必見。
「今城塚古代歴史館」
「しろあと歴
史館」の両博物館のミュージアムグッズのセット
（グッズの色の指定はできません）

50A

高槻市マスコットキャラクター
「はにたん」グッズ

ぬいぐるみ
（大）1体、
フェイスタオル1枚、
スライド
ミラー2色（緑・赤）、ボールペン2色（ブルー・ピン
ク）
高槻市マスコットキャラクター「はにたん」
のグッズ
です。

提供：高槻市観光協会

51A

エステ体験

52A

天神の湯 ペア入浴優待券/
ペア入浴＋岩盤浴優待券セット

ベーシックエステ2回分（施術回数1回・施術時間
60分・部位 顔）

入浴優待券と入浴＆岩盤浴優待を各2枚ずつセッ
ト。

ベーシックエステの効果・・・血行を促進し、栄養分
や酸素をお肌に届けます。又、
リンパの流れをスム
ーズにして老廃物を流すことでお肌をリセットしま
す。エステ券利用時、お電話にて要予約。連絡先：
0120-381-095

ご入浴＋岩盤浴が無料でご利用いただける優待券
をペアセットで。
この機会に、ぜひ天神の湯をお試
しください。
尚、土日祝日もご利用いただけます。

提供：株式会社ライブ井藤

提供：高槻天然温泉

55A

高槻うどんギョーザ
ふるさとギフト

56A

冷凍高槻うどんギョーザ（プレーン）2個入り 13
パック、ギョーザのたれ13袋入り ※写真はイメ
ージです。
高槻で昭和50年代半ばより愛されてきた家庭料
理です。
おやつにもおつまみにもピッタリのご当地
グルメです。

NEW

3B

ストレッチボディローラー
プラス/EXP207

提供：高槻うどんギョーザの会
NEW

4B

冷蔵

三田和牛
焼肉用

6C

三田和牛 モモ・バラ 800g
赤身のうまみと脂のうまみのハーモニーをお楽し
みください。

冷蔵

提供：松坂屋高槻店精肉売場

おもてなし箸おき台セット

箸置き5個
両手でお箸を受ける形は、おもてなしの心を表現
しています。
きれいな花結晶の模様は全て異なり、
一つ一つが様々な表現を見せている点が特徴で
す。化粧箱に入れてお送りします。

9C

手づくりのお惣菜
詰め合わせ

手作りで保存料無添加のお惣菜の中から人気の7
品をお届けします。

7C

合鴨ローススライス150g 4（タイ産）、合鴨ねぎつみれ500g（ハンガリ-産）、合鴨
団子180g（15玉）
（ハンガリ-/ブラジル/タイ産）、鴨だし25cc 2、讃岐麺220g 3
鍋の定番メニューの鴨鍋。ロース肉（タイ産チェリバー種）はジュ
ーシーな味わい。冷凍加工の為、鮮度を保った状態で食卓にお届
け。鴨肉100%のねぎつみれは、出汁が良く出て好評です。鴨エキ
ス入りの鴨つゆは濃縮タイプの為、お好みの味に調整が出来ま
す。煮込んでも柔らかい鴨つくねや、こしのある讃岐うどんも嬉し
いバリエーション。ボリュームある7人前セットです。

冷凍

提供：大平産業株式会社

10C

ロールキャベツ 2、若鶏のオニオン焼き 2、
かぼ
ちゃの黄金煮 2、酢豚 2、肉じゃが 2、
うどん餃
子 2、鮭とポテトのマヨネーズ焼き 2

ボンカナール
合鴨鍋セット

純米吟醸

純米吟醸
百六十一年目乃お酒セット

百六十一年目乃お酒

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。

1缶

緑でサラナ
30缶セット

160g 30本

LDLコレステロールを下げる野菜由来の天然アミノ酸
を配合した『特定保健用食品（トクホ）』原材料は8種類
の野菜と2種類の果物（りんごとレモン）コレステロール
が高めの方や気になる方はもちろん、食生活が偏りがち
な方にもおすすめ、野菜そのものの力だけでLDLコレス
テロールを下げる画期的野菜飲料です。

提供：サンスターグループ
STARLECS株式会社

11C

8C

清水屋のなら漬
（5本入り）

5本入り
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の高槻の名
産品です。

提供：清水屋酒店

純米吟醸 フリーラン
2本セット

大吟醸 フリーラン 720ml 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。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。

12C

大吟醸と
國乃長特撰セット

大吟醸1.8ℓ、純米酒

國乃長特撰1.8ℓ 各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。

※レンジまたは湯せんで解凍

※消費期限：約6か月

天神の湯

4C

提供：ムラセ企画

提供：お惣菜専門店じゃがいも

うちももキュッと！/
WBO34G

13C

冷凍

朝顔カップ＆
カップオンコーヒーセット

提供：清鶴酒造株式会社

提供：清鶴酒造株式会社

14C

ホームハイポニカ
ぷくぷく＆液体肥料セット

15C

鵜殿ヨシ

提供：寿酒造株式会社

扇子セット

16C

5レザーポケットL

寄附金額

15,000円
以上

ソフトローラー：直径約130 長さ約508mm 約
8 3 0 g 、ハードローラー：直 径 約 1 0 0 長さ約
530mm 約415g
ストレッチボディーローラープラスは、筋肉をほぐ
すためのツールです。
「デスクワーク」
や
「立ち仕事、
「スポーツ」
など、
いろいろなシチュエーションで使
用できます。

提供：アルインコ株式会社

1C

カップオンコーヒー
4種セット

本体：W275 D220 H165mm

今城焼朝顔カップ・ソーサー・マドラー
にたんカップオンコーヒー 10個

約870g

テレビを見ながら、音楽を聞きながら、
リビングで
もトレーニングできるのがうれしいですね。
シェイ
プアップされた美脚を目指しましょう。

各2個、
は

あえて取手をつけないことで飲み物を楽しんでい
ただける朝顔カップと高槻のはにたんコーヒーを
セットにしました。

外形直径320 高さ200mm 重量1kg
容量9リットル/液肥1リットル 2本セット

液肥

手軽に野菜が作れる水耕栽培キットと液体肥料の
セットです。
ミニトマトの種「ネネ」が付いているの
ですぐにでも栽培が始められます。

ヨシ紙扇子、
ヨシ染め扇子袋
高槻 淀川 鵜殿（うどの）
のヨシを使った紙の扇
子とヨシで染めた扇子袋のセットです。

urushi ブラック 幅250 高さ150 底厚み
35mm 重量100g 牛革
1mmに薄く漉いた牛革を使った、手縫い仕上げの
バッグインバッグです。小物を入れたときの重さを
考え、驚く軽さに仕上げています。

※賞味期限：12か月

提供：株式会社フィールド土香/
有限会社ウエストフィールド

提供：アルインコ株式会社

2C

ハム詰合せ2

3C

げんさん
牛ロースすき焼用

17C

竹炭のある暮らし・
竹炭雑貨「バラエティセット」

提供：株式会社アトリエMay

提供：協和株式会社

21C

首マッサージャー
もみたいむ なごみ/R8700T

入浴券
22C 「美人の湯」

提供：株式会社KAKURA

23C

摂津峡「花の里温泉 山水館」
日帰り温泉とランチ招待券

寄附金額

20,000円
以上

高槻ブレンド、摂津峡ブレンド、
ごちそうさまブレン
ド 各30個、
カフェインレス 10個
大人気のカップコーヒー100個をご用意しました。
※賞味期限：12か月

ホワイトロースハム 330g、パストラミボンレスハム 310g、
ポークハム 220g、ポーク＆ビーフウインナー 90g 2、ブラ
ートヴルスト（パセリ） 90g、グレインマスタード 40g
国産の豚肉を使用し、しっとり柔らかなホワイトロースハ
ムや黒胡椒でコーティングしたパストラミボンレスハムに
柔らかなポークハムと人気のソーセージの詰合せです。
※賞味期限：開封前約40日

提供：有限会社ウエストフィールド

4

提供：ホルンマイヤー株式会社

冷蔵

国産げんさん
（交雑種）牛ロースすき焼用
約600g入（特製わりした300ml付）
近江八景で名高い琵琶湖の畔、大津・長等の地に
明治三十五年創業した当店は、
肉の本場近江の老
舗として、先人たちが丹誠込めて創り上げた伝統
の味を大切にしています。

提供：元三フード株式会社

冷蔵

窯出し竹炭・1kg、竹粉炭500g、お風呂竹炭500g、チャ
コソープ・モイストアップ100g、冷蔵庫竹炭（50g 3）、
スティック竹炭（45g 2）、
ヨシ和紙と竹炭50g
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。

本体W350 D570 H190mm
アダプター含）

約1.6kg（AC

凝った首の筋肉をピンポイントでほぐしてくれるハ
ンドルマッサージャーです。

入浴回数券（特別回数券1冊10枚綴り）
平日・休日、
いつでも使える特別回数券1冊です。

提供：アルインコ株式会社

高槻の名勝「摂津峡」にひっそりと佇む一軒家の温泉・料理旅館。
※GW、お盆、年末年始はご利用いただけません。また、ご利
用時に必ず事前予約が必要です。連絡先：072-687-4567
ホームページは「高槻 山水館」で検索。
※画像はイメージです変更になることがあります。

※布地・副資材は変更になる場合がございます。

提供：有限会社紋珠・チャコールファーム

ランチプラン
（2名様分）。昼食と温泉入浴。
※料理
は季節により変更があります。

提供：美人湯祥風苑

提供：「花の里温泉 山水館」
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