24C

NEW

高圧洗浄機
AJP-1310

300 415 460

2５C

9kg

本体を保管する時など床面への水垂れを防ぐ
「水
受けトレイ」付き。吐出圧力7.0MPa

提供：京セラインダストリアルツールズ
販売株式会社

お墓の清掃代行

2６C

なかなか高槻に里帰りできない方のため、寄附者
に代わり高槻市内にあるお墓を清掃いたします。
（お墓の清掃と供花を行い、作業後にお写真を送
付します。）
※お受けできない場合もありますので、
必ず寄附の手続きをされる前にお問合せくださ
い。問合わせ先：高槻市シルバー人材センター
（072-681-2751）

提供：高槻市シルバー人材センター

1D

防水シーツ

2セット

2枚組 2セット、シングルサイズ
205cm 横100cm

色2色

12D

縦

自社で企画開発した乾燥機も使える防水シーツで
す。肌当たりが柔らかい綿100%のタオル生地で
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。

提供：眠りショップ わたや舘

ボンカナール鴨づくし
パーテイーセット

2D

お米マイスターの
厳選プレミアム米5袋

3D

カップオンコーヒー
5種セット

胡蝶蘭

13D

ミディ胡蝶蘭
（ミニ胡蝶蘭）白3本立て

14D

ホームハイポニカ
「Karen カレン」

白大輪の3本立

白・3本立（ラッピング付き）

7輪3本立優雅な蘭の鉢。輪数は開花21輪以上の
商品となります。
ラッピング（リボン付）
にてお届け
となります。
※北海道、沖縄県へのお届けは商品の
性質上できませんのでご了承下さい。

ミディ胡蝶蘭（ミニ胡蝶蘭）
は置き場所の困らない
コンパクトサイズな胡蝶蘭です。高級感がありなが
ら、
さりげなく飾ることが出来て、育てやすいのも魅
力です。

葉もの野菜や観葉植物、
ハーブなどの葉菜栽培専
用ホームハイポニカシリーズ。

提供：株式会社大阪農園

提供：株式会社プランテリア

提供：協和株式会社

16D

A5レザーノートカバー

17D

もみっくす リ・フレッシュ/
MCR2216T

外形 幅610 奥行250 高さ320mm
2.3kg 液肥容量12リットル

15D

19D

重量

三徳型包丁

ヨシ紙 LED照明
スタンド
〈平安ミニ〉

直径80 高さ280mm

笹の透かし

ヨシ紙を使ったLED照明です。間接照明として寝
室などに最適です。

提供：株式会社アトリエMay

20D

名前うた

寄附金額

25,000円
以上

合鴨ローススライス150g 6（タイ産）、合鴨つみれ
500g 2（ハンガリー産）、合鴨団子15玉 2（ハンガ
リ-/ブラジル/タイ産）、鴨だし25cc 16食、讃岐麺
220g 4、合鴨カナーレッド170g 2（ハンガリ-産）
鍋の定番メニューの鴨鍋。煮込んでも柔らかいままの鴨つ
くねや、こしのある讃岐うどんも嬉しいバリエーション。満
足のいく6人前の2セットです。お突き出しでご賞味いただ
ける合鴨カナーレッドは上品な薄味で好評です。

提供：大平産業株式会社

4D

皇彩ハム詰合せ3

5D

ハム詰合せ3

ホワイトロースハム 330g、パストラミボンレスハム 310g、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、ブラートヴルスト（パセリ） 90g、グレインマスタード 40g

JAS特級規格のロースハムを盛り込んだ、人気の
シリーズです。真空調理製法で旨味を閉じ込めたロ
ーストビーフなど、
バラエティに富んだセットです。

国産の豚肉を使用したしっとり柔らかなホワイトロー
スハムや人気のボンレスハム2種類とポークハムやソ
ーセージ2品のボリューム満点のギフトセットです。

※賞味期限：約60日

※賞味期限：開封前約40日

冷蔵

8D

純米吟醸

純米吟醸

6本セット

百六十一年目乃お酒

720ml 6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。

提供：清鶴酒造株式会社

提供：ホルンマイヤー株式会社

9D

清鶴

冷蔵

6本セット

大吟醸720ml、純米大吟醸天有酒星720ml、純
米ひやおろし720ml 各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。

提供：清鶴酒造株式会社

5kg 5袋

ブルマウンテンブレンド、はにたんコーヒー、高槻
ブレンド、摂津峡ブレンド、
ごちそうさまブレンド
各20個
大人気のカップオンコーヒーをたっぷり100個ご
用意しました。

アンティークブラウン 縦222 横155 8mm
53g、
ペンホルダー カードポケット付
高級感あふれる本革ノートカバーです。革の自然
な風合いを感じるナチュラル仕上げです。

本体W395 D390 H610mm

約3.3kg

刃渡り約165ミリ、全長約300ミリ

大きな3つのもみ玉がローリングしながら上下に
動き腰から背中にかけて、
しっかりもみほぐします。

本鍛造 ダマスカスV10鋼 高級素材と本格刃
付により鋭い切れ味を持続させます。
プロ仕様の
高級品です。

提供：アルインコ株式会社

提供：谷川金物株式会社

※賞味期限：12か月

提供：有限会社川居精米所

6D

特製ロースハム350g、ローストビ-フ
（モモ）200g 2
個、特選肩ロース300g、あぶり焼焼豚210g、黒胡椒
ミートローフ180g、ローストビーフソース20g 12袋

提供：丸大食品株式会社

6

冷凍

国内産コシヒカリブレンド米

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！

近江牛

提供：有限会社ウエストフィールド

すき焼き用

滋賀県産近江牛ロースすき焼用
製わりした300ml付）

約500g入（特

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

10D

冷蔵

国乃長 大吟醸・
あやめさけ蒼吟セット

大吟醸1.8ℓ、
あやめさけ蒼吟1.8ℓ
「北摂三銘酒」
のひとつに数えられる高槻富田のお
酒です。大吟醸は山田錦100%使用のスッキリとし
た飲み口でフルーティな香りの大吟醸です。

提供：寿酒造株式会社

7D

提供：株式会社KAKURA

国内産豚肉
しゃぶしゃぶ・ステーキセット

ロースしゃぶしゃぶ500g、
ステーキ100g 5枚
三田ポークのロースの柔らかさ、
肉質をお楽しみく
ださい。

提供：松坂屋高槻店精肉売場

11D

冷蔵

UCCドリップポッドと
ブレンドカップセット

ドリップポッドDP2 1台（ブラック・ホワイト・レッド）、DRIP
POD ブレンドカップ4種類（鑑定士の誇りリッチ・鑑定士の
誇りスペシャル・ダークロースト・シティロースト 各8P/袋）
これまで専門店でしか味わうことが出来なかったスペシ
ャルティコーヒーが、プロのハンドドリップの味わいで、
“1杯からたのしめる”ドリップコーヒーシステムです。
※必ず申込時の備考欄にドリップ ポッドの色を指定下
さい。
（色の指定が無い場合はホワイトとなります。）

提供：株式会社ユーシーシーフーヅ株式会社

21D

「美人の湯」入浴回数券と
家族風呂ご招待券

特別回数券1冊10枚綴り＋家族風呂ご招待券1枚
平日・休日、
いつでも使える特別回数券1冊と家族
風呂2名様90分ご招待券1枚のセットです。
※家族
風 呂 は 事 前 予 約 が 必 要 で す 。 連 絡 先：
072-689-6700

提供：美人湯祥風苑
NEW

25D

22D

名勝 摂津峡「花の里温泉
山水館」
日帰り温泉と
ご昼食招待券

ご昼食プラン
（2名様分） お部屋でくつろぎ、温泉
入浴とご昼食※料理は季節により変更があります。
静かな山と川に囲まれた渓谷沿いの露天風呂から
の眺めは絶景です。
※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。
※お部屋は昼11半〜午後3時迄利用可です。
※画像はイメージです。
変更になることがあります。

提供：「花の里温泉 山水館」

75gチョコレート効果
カカオ72%

NEW

26D

キリン一番搾り
2ケースセット

23D

宿泊券

シングルルームゆったり
レイトチェックアウト13時
ご宿泊券

〜名前が輝くことばを添えて〜
間、文字数は約30字

あなたの大切な人のお名前を織り込んだ詩（うた）
を色紙にお書きします。
プレゼントに・・記念品に・・・
（写真の額は変わります）。文面はおまかせ下さい。
※申込時は、
申込フォームに色紙に記載するお名前
（漢字・カナ）
をご明記下さい。後日、確認のご連絡を
する場合があります。連絡先：072-683-2291

提供：有限会社楠本書院

24D

おもてなし箸おき台と
フリーカップセット

1枚（1名分）

ふるさと納税限定。阪急高槻市駅、JR高槻駅より徒歩約5分。
全室禁煙（3Fに喫煙スペースあり）。ご朝食付。別館徒歩2分
の天然温泉「天神の湯」ご入浴券付き。通常10時チェックアウ
トのところ、13時までのレイトアウト付で午前中もゆっくり。
※必ず事前予約をお願い致します。※満室の場合はご希
望に添えない場合がございますのでご了承願います。
※天神の湯の営業時間については事前確認をお願いします。
※画像はイメージです。※有効期限：は発行日より1年。

箸置き5個、
フリーカップ2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。

提供：ワークホテル高槻

提供：ムラセ企画

NEW

NEW

27D

制作期間2週

サッポロエビスビール
2ケースセット

28D

アサヒスーパードライ
2ケースセット

1箱（表示内容量75g） 60個

350ml 24缶入 2ケース

350ml 24缶入 2ケース

350ml 24缶入 2ケース

美と健康を考えた、高カカオポリフェノールのチョ
コレートです。

日本の繊細な味覚を満足させる、麦のおいしいとこ
ろだけを搾ったビールです。

ヱビスビールは、厳選されたアロマホップをふんだ
んに使用し、長期熟成によって生まれた、素材と製
法にこだわる麦芽100%のプレミアムビールです。

洗練されたクリアな味、辛口。
さらりとした口当た
り、
シャープなのどごし。
キレ味さえる、
いわば辛口
ビールです。

提供：松坂屋高槻店お酒売場

提供：松坂屋高槻店お酒売場

提供：松坂屋高槻店お酒売場

※賞味期限：12か月

提供：株式会社 明治

冷蔵

7

