
新年1月2日（月・休）開店前にご来店のお客様で
地階食料品売場へご来場のお客様は
1階 正面入口にお回りください。

新年は1月2日（月・休）
午前9時30分から営業いたします。

※関西スーパーは午前10時から営業いたします。
1月1日（日・祝）は休業いたします。

高槻阪急の
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※画像はイメージです。

高槻阪急の福袋
◎2023年1月2日（月・休）・3日（火）
◎各階 対象売場 ※1月2日（月・休）は午前9時30分から営業いたします。

1階 アクセサリー・婦人服

◆ブルーム
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　シルバーアクセサリー２点セット
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◆山田屋まんじゅう／山田屋まんじゅう福袋
◆本髙砂屋／スイーツ福袋
◆小倉山荘／あらたまの福袋
◆叶匠寿庵／和菓子福袋
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◆タネビッツ／タネビッツ福袋
◆ハッピーターンズ／ハッピーターンズ福袋

◆鎌倉紅谷／新春福袋2023（小）
◆かきたねキッチンかきたねキッチン福箱
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◆伊藤園／日本茶福袋
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・・・・・・・・・・・・・・・・2,300円［限定220］
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円［限定65］

銘菓銘品日本の味

◆ベノア／スコーン福袋（保冷バック付き）

スイーツイベント

名店

◆高槻魚浜「鮮魚たかぎ」
　とらふぐセット福盛
　本マグロ赤身とトロ入りにぎり寿司福盛

◆高槻魚浜「塩干魚 大一」／かに福袋
◆地鶏諸鳥 鳥芳／あい鴨鍋福袋

・・・・・・・・・・・・・・・・・10,800円［限定50］
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,500円［限定30］

鮮魚・塩干・鶏肉

※おひとりさま１点まで
◆モロゾフ／福袋正月
◆神戸凮月堂／スイーツ福袋
◆レスポワール／スイーツ福袋
◆フリュテリー果坊／スイーツ福袋
◆メリーチョコレート／スイーツ福袋
◆ゴンチャロフ／スイーツ福袋
◆ユーハイム／スイーツ福袋
◆ブールミッシュ／スイーツ福BOX
◆ゴディバ／ゴディバ ニューイヤーハッピーバッグ 2023
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惣菜・パン

◆北野エース
　夢一喜／ハム福袋
　スープストックトーキョー／スープ福箱

　ヤスダ／ヨーグルト福袋
　日本マイセラ／チーズ福袋
　カレーハッピーバッグ2023
　MCC／カレー福袋
　セゾンファクトリー／福袋
　ピエトロ／パスタセット福袋
　熊本ネクストソサエティ／熊本うまかもん福袋

　キャンベル／缶詰福袋
　中村屋／中華福袋
　信州ハム／ハム福袋
　大山ハム／ハム福袋
◆豆腐工房うえ田／うえ田の福袋
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グロッサリー・日配品

◆焼酎福袋
◆ワイン福袋（ボルドー赤ワイン）
◆ワイン福袋
　（ボルドー＆ブルゴーニュ紅白ワイン２本セット）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,200円［限定91］
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※おひとりさま１点まで

◆新宿さぼてん／お家でかつカレー福袋
◆新宿さぼてん／さぼてん ソース福袋
◆豆狸／いなり詰合せ福袋
◆大寅蒲鉾／福袋
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◆古市庵／押寿司三色 巴
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1月2日（月・休）開店時の地階 食料品売場への
ご入場を1階 正面入口横「食料品入口」に

限らせていただきます。
また状況によっては先行入場、もしくは整理券を

配布する場合がございます。

地階 食料品

※毎年ご好評いただいております「モンロワール」「銀装」
「精肉」「フルーツ（赤と青）」の福袋は、今年12月1日（木）から

　インターネットでの予約販売といたしましたので、
新年の店頭販売はございません。ご了承くださいませ。

印の福袋「アイズデリ」につきましては混雑状況によっては
1階 正面入口にて開店前から整理券を配布する場合がございます。

　

おみくじ二次元コードは12月30日（金）夕刻に配信いたします。

高槻阪急LINE公式アカウントにて配布の二次元コードで
まわせる「おみくじガチャ」で今年の運勢を占いましょう！

■会期：2023年1月2日（月・休）・3日（火） 
■会場：1階 正面入口 特設会場

※お1人さま1回限りとさせていただきます。※数に限りがございます。なくなり次第終了とさせていただきます。
※当日の電波状況やお使いのスマホの機種により利用できない場合がございます。

おみくじで運試し！高槻阪急
LINE友だち限定

高槻阪急 LINE公式アカウントに
登録していない方は 

こちらを
クリック

※状況によって先行入場、もしくは
整理券を配布する場合がございます。

詳しくは

こちらを
クリック

◆ネイルズユニーク／ジェル福袋
◆阪急フルーツギャザリング
　サボン／ベスト コスメボックス ブルーミング2023

　メルヴィータ／NEW YEAR オーガニックBOX 2023S

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11,500円［限定3］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12,100円［限定15］

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,500円［限定10］

化粧品

https://www.hankyu-dept.co.jp/takatsuki/shopnews/detail/1206004_1779.html
https://page.line.me/rfr3526t?openQrModal=true

