
 

２０２１年５月２１日 

報道関係各位 

株式会社阪急阪神百貨店 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 

 

「阪急阪神百貨店のお中元２０２１」 
インターネット受注 ５月２５日スタート 

 

株式会社阪急阪神百貨店（大阪市北区）は 5 月 25 日（火）、2021 年のお中元のインターネット受注を開始します。

店頭のギフトセンターは、阪急うめだ本店、阪神梅田本店ともに 6月 1日（火）に開設する予定です。 

儀礼的なギフトは縮小傾向にある一方で、家族や身近な友人に向けて、贈り先のライフスタイルに合わせたこだわり

の商品を贈る方が増えています。また、コロナ禍で帰省や直接会うことが難しいため、代わりにギフトを贈るという方な

ど、お中元などのギフトに変化が見られます。そのような中、阪急阪神百貨店では、様々なニーズに対応し、生産者と

消費者を結ぶ「Hankyu PLATFARM MARKET」に関わる作り手の思いが詰まった産品をギフト化したほか、“人に、

環境に、自然に、幸せのバトンを渡せる食の贈り物”をテーマにした「しあわせなおくりもの」特集など、独自の企画で

ご提案します。 

 

●インターネット受注期間  

 5 月 25 日（火）～8 月 5 日（木） 

・阪急百貨店：「HANKYU E-STORES」   （https://web.hh-online.jp/） 

・阪神百貨店：「阪神オンラインショッピング」（https://web.hh-online.jp/hanshin/）  

※インターネットからのご注文では、定番商品を掲載した赤いギフトカタログ、きいろのギフトカタログの商品が   

期間中商品代金 10％ＯＦＦ（清酒やワインなどは５％ＯＦＦ）。さらに全国送料無料です。 

 

●各店の店頭受注期間 （新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会期が変更になる場合がございます） 

※1:カード会員限定で開催期間中ずっと「赤いギフトカタログ」掲載商品が 5％～15％OFF+全国送料無料。  

※2:早期割引・特別割引期間中、「赤いギフトカタログ」全国送料無料。  

※3:ギフトセンターは 7 月 27 日(火)まで。7 月 28 日(水)から 7 階ご進物カウンターにて承ります。  

 
＜お問い合わせ先＞        

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 広報部 ＴＥＬ：０６-６３６７-３１８１ 

 

 

 

早期割引期間

阪急うめだ本店 6/1（火）～8/9(月・祝) 70日間

千里阪急 6/1（火）～7/31(土) 61日間

高槻阪急 6/1（火）～8/3(火) 64日間

川西阪急 6/1（火）～8/9(月・祝) 70日間

宝塚阪急 6/1（火）～7/31(土) 61日間

三田阪急 6/1（火）～8/1(日) 62日間

西宮阪急 6/1（火）～8/3(火) 64日間

神戸阪急 6/1（火）～8/2(月) 63日間

博多阪急※1 6/1（火）～7/31(土) 61日間

大井食品館※2 6/1（火）～7/31(土) 61日間

都筑阪急※2 6/1（火）～7/27(火) 57日間

阪神梅田本店 6/1（火）～8/9(月・祝)※3 70日間

あまがさき阪神
阪神・にしのみや

6/1（火）～7/27(火) 57日間

阪神・御影 6/9（水）～7/6(火) 27日間

6/1（火）～6/30(水)
※特別割引7/1(木)～7/5（月）

開催期間

6/1（火）～6/30(水)
※特別割引7/1(木)～7/5（月）

https://web.hh-online.jp/
https://web.hh-online.jp/hanshin/


 

■今年のおススメ ※商品の価格はすべて税込み表示です   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

阪急百貨店が昨年 10 月に始めた「CAKE LINK」は、デパ地下の人気ブランドのケーキを冷凍で全国

にお届けするサービス。2019 年に開始した関西限定の生ケーキ宅配と合わせた累計受注台数は 3 月

に 2 万台を突破しました。その人気サービスがお中元でもご注文いただけます。 

山形・酒田「飛鳥フーズ」 

若潮丸国産いか三昧セット  

6,480 円  ※送料込み 

日本有数のするめいかの水揚げ量を

誇る山形県酒田港。『若潮丸』はこの

港から出航し、数ヵ月にわたり漁を行

います。いかは１匹ずつ釣り上げ、マイ

ナス 40℃で急速冷凍。獲れたてのお

いしさを閉じ込めた状態で水揚げしま

す。船の中で急速冷凍したその船凍

（せんとう）いかをお刺身や塩辛などに

加工し、セットにしました。 

大好評！ケーキをギフトとして全国に送る「CAKE LINK」がお中元に！ 阪急 

 

「きかんしゃトーマス」 

きかんしゃトーマスチョコレートケーキ 

(4～5 人用、12×13cm、高さ 10cm)  

7,903 円 ※送料込み 

スポンジ生地で白桃と黄桃をサンドし、北海道産生

クリームを使ったチョコレートでコーティング。顔や

車輪、石炭もすべてチョコレートで作られており、食

べられます。 

 

 

食の未来を考える作り手たちの思いやこだわりの物語が詰まったおいしいものを！ 阪急 

 
阪急うめだ本店地下 2 階食品売場で毎月開催する「Hankyu PLATFARM MARKET」では、「地域創

生」「文化継承」「環境保全」の 3 つの理念を軸に、作り手の想いが詰まったおいしいものを紹介していま

す。その中からおいしさへの物語を感じる選りすぐりの美味をご提案します。 

また、今春、阪急うめだ本店地下 2 階にオープンした、サステナブルなおいしさとの出会いや食のアイデ

ア、人と人の出会いが日々生れる売り場「コミューナルフードマーケット」からも、お中元のご提案！ 

京都「京らく製あん所」 あんアイスバー  

(10 本) 5,400 円 【限定 500 セット】  

※送料込み、配送地域限定 

「京らく製あん所」は、伝統ある製餡所と、お菓子をプロデュース

する会社がタッグを組んだブランド。銅釜直火炊きで作った“生あ

んこ”を使用し、 “こしあん”の滑らかさと“つぶあん”の食感が楽

しめるアイスバーです。 



 

「しあわせなおくりもの」 人に、環境に、自然に、幸せのバトンを渡せる食の贈り物！ 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境の保全や伝統の継承、産地応援といったサステナブルな思想が社会全体に浸透し、お客様もそれ

を意識してお買い物されるようになってきました。そこで「体にやさしい滋味があること」「自然と環境にやさ

しいもの」「育まれた過程がわかるもの」「伝承の手間暇から生れるもの」という 4 つの切り口で、人に、環境

に、自然に、幸せのバトンを渡せる食の贈り物を特集しました。 

阪神 

 

京都「発酵食堂カモシカ」 はじめての発酵セット 

（甘酢ラー油、玄米甘酒ドレッシング、海塩、麹納豆、

ピクルス液） 5,400 円 ※送料込み 

発酵食の魅力を広めている「発酵食堂カモシカ」から、店

主こだわりの商品を詰め合わせました。人気メニューの

“麹納豆”は油揚げにのせればお店の味がそのまま再現

でき、温めるとさらにおいしさがアップします。 

「おうち時間におみせで人気の味を」 家ナカで手軽に有名店の料理を楽しめる！ 阪急 

 

京都・祇園 二軒茶屋「中村楼」 

祭鱧づくし (鱧箱寿司、生姜甘酢漬、鱧しゃぶ) 

【限定 100 セット】 16,200 円 

※送料込み、配送地域限定、お届け日限定、 

承り期間：7 月 20 日まで、消費期限：お届け当日 

創業 480 余年の伝統ある料亭「中村楼」が、祇園祭の期

間、御贔屓様へのご挨拶として贈る鱧寿司をギフトに。鱧

箱寿司と、淡路島近海産の鱧を丁寧に骨切りした鱧しゃ

ぶを詰め合わせました。 

旅行や外食の機会が減ったことで、おうち時間を充実させたいというご要望が増えています。そこで、ご

家庭で温めるだけで日本料理店やレストランで愛されるメニューが手軽にお楽しみいただけるギフトを特

集しました。 

「発酵食堂カモシカ」の店

主が発酵の魅力を語るイ

ンタビューやお店の様子が

わかる動画はこちらから→ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇阪急阪神百貨店のギフトカタログ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

〇インターネットからのご注文では、赤いギフトカタログ、きいろのギフトカタログの商品が期間中商品代金

10％ＯＦＦ（清酒やワインなどは５％ＯＦＦ）。さらに全国送料無料です。 

 

〇阪急百貨店の「赤いギフトカタログ」、「青いギフトカタログ」掲載商品のご注文は、阪急オアシス・イズミ

ヤでも承ります。（承り期間は 6/1（火）～8/1（日）） 

 「小分けで手軽 便利なおいしさ」 欲しいときに欲しい分だけお店の味を！ 阪神 

 
コロナ禍で外食に抵抗を感じる方も多い中、ご自宅で本格料理を手軽に楽しんでいただきたいという想

いから、レンジやトースターであたためるだけで楽しめる美味を集めました。小分けになっているので、必

要なときに、必要な分だけ調理することができます。 

兵庫「RF1」 

海老カツと黒毛和牛コロッケ・蟹クリームコロッケセット 

（海老カツレツ、黒毛和牛のビーフコロッケ、トマトソース

で味わう 蟹クリームコロッケ） 5,400 円 ※送料込み 

海老をぎっしり詰め込んだ海老カツレツとコクのある蟹クリ

ームコロッケ、北海道産の男爵いもと黒毛和牛の旨みを合

わせたコロッケの詰め合わせです。 

赤いギフトカタログ 青いギフトカタログ
プレミアムフードギフト

３５のおいしいもの物語

・定番ギフトを約1,000点掲載。
・送料：全国どこでも330円。
・早期割引、特別割引対象カタロ
グ(掲載商品5％～15％OFF)。

・こだわりギフトを約500点掲載。
・送料：660円～。
※一部の商品は送料込み。

・稀少素材など特別に企画した数
量限定ギフトを35点掲載。
・送料：660円～。
※一部の商品は送料込み。

きいろのギフトカタログ みどりのギフトカタログ

・定番ギフトを約1,000点掲載。
・送料：全国どこでも330円。
・早期割引、特別割引対象カタロ
グ(掲載商品5％～15％OFF)。

・こだわりギフトを約400点掲載。
・送料：660円～。
※一部の商品は送料込み
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<ご参考＞ 

 

本年の売れ筋予測 

 

〇阪急うめだ本店 

 

 

〇阪神梅田本店 

 
 

 

 

順位 カテゴリー別 順位 商品別 価格

1 洋菓子 1 アサヒ　スーパードライ生缶ビール 5,500円

2 ビール 2 アサヒ　スーパードライ生缶ビール 3,300円

3 ハム・ローストビーフ 3 シュガーバターの木　シュガーバターの木 詰合せ39個入 3,240円

4 清涼飲料 4 廣岡揮八郎のステーキハウス三田屋　ハムギフト 5,400円

5 和菓子 5 アンリ・シャルパンティエ　ガトー・キュイ・アンサンブル 3,240円

6 麺類 6 「鰻萬」うなぎ蒲焼　個パック 5,400円

7 和惣菜 7 サッポロ　ヱビス生缶ビールセット 5,500円

8 コーヒー・紅茶 8 カゴメ　野菜生活100　国産プレミアムギフト 3,240円

9 佃煮・塩昆布 9 アンリ・シャルパンティエ　テリーヌ・ドゥ・フリュイ・アソート 5,400円

10 フルーツ 10 叶匠寿庵　夏水羹 3,240円

順位 カテゴリー別 順位 商品別 価格

1 ビール 1 アサヒ スーパードライ生缶ビール 5,500円

2 洋菓子・ゼリー 2 アサヒ スーパードライ生缶ビール 3,300円

3 そうめん・うどん・そば 3 カゴメ野菜生活100 国産プレミアムギフト 3,240円

4 ハム 4 グルメカタログギフト　選べるグルメ便　ビーナス ※11,000円

5 清涼飲料 5 カタログギフト 美味百選 紅花 5,500円

6 和菓子 6 アサヒ ジャパンスペシャル生缶ビールトリプルセット 5,500円

7 コーヒー 7 大阪・難波｢551蓬莱｣　夏の豚まんセット 5,861円

8 佃煮・にゅうめん 8 カタログギフト 美味百選 銀杏 11,000円

9 フルーツ 9 阪神タイガースビール 5,500円

10 のり 10 ｢ガトーフェスタ ハラダ｣グーテ･デ･ロワ中缶 2,160円

※カタログギフトのシステム料として別途 1,100 円が必要です 


