２０２２年５月１６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２０２２」
インターネット受注 ５月２０日スタート
株式会社阪急阪神百貨店（大阪市北区）は５月２０日（金）、２０２２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（水）に開設する予定です。
生産者の想いが詰まった産品を集めた「Hankyu PLATFARM MARKET」が掲載商品を拡大し、初めて 1
冊のカタログとして独立しました。また、阪急うめだ本店地下２階「コミューナルフードマーケット」からのご提
案もご好評につき、さらにバラエティーが豊かになりました。阪神は、４月６日（水）にグランドオープンした阪
神梅田本店に連動し、お客様と百貨店の距離を縮めるべく積極的に情報発信を行う百貨店スタッフ・ナビ
ゲーターたちのおススメや、食の魅力を探求する催し場「食祭テラス」で開催のイベントに関連したギフト、新
たにオープンした「阪神食品館」からのご提案など、独自の企画をご用意しております。
●インターネット受注期間
５月２０日（金）～８月４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）

阪急うめだ本店

開催期間
6/1（水）～8/8(月)

69日間

千里阪急
高槻阪急
川西阪急

6/1（水）～7/31(日)
6/1（水）～8/2(火)
6/1（水）～8/8(月)

61日間
63日間
69日間

宝塚阪急
西宮阪急
神戸阪急

6/1（水）～7/31(日)
6/1（水）～8/2(火)
6/1（水）～8/1(月)

61日間
63日間
62日間

博多阪急※1
大井食品館※2
都筑阪急※2

6/1（水）～7/31(日)
6/1（水）～7/26(火)
6/1（水）～7/26(火)

61日間
56日間
56日間

6/1（水）～8/8(月)※3

69日間

6/1（水）～7/26(火)

56日間

6/15（水）～7/12(火)

28日間

阪神梅田本店
あまがさき阪神
阪神・にしのみや
阪神・御影

早期割引期間

6/1（水）～6/30(木)

6/1（水）～6/30(木)
6/15（水）～6/30(木)

※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８月１日（月）まで。８月２日（火）から８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

■今年のおススメ
阪急

※商品の価格はすべて税込み表示です

食の未来を考える作り手たちの想いやこだわりの物語が詰まったおいしいものを！

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。今年１月、阪急うめだ本店地下２階食品売り場に常設売 り場がオープンしたのに合わせ、今回から
特製カタログを作成し、掲載商品数は昨年の１２点から２９点へ大幅に増やしました。

高知県「sanchikara 土佐れいほく」
れいほく夏野菜食べ尽くしセット
5,400 円 ※送料込み、配送地域限定
人 口 減 少 や高 齢 化 による後 継 者 不 足 に
直面するなか、地域を元気にしたいと考え
る地元の人々や移住者、生産者が手を携
えて持 続 可 能 な農 業 を目 指しています。
土 佐の“れいほく”で収 穫したみずみずし
い夏野菜を詰め合わせました。

昨春、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まれる売り場「コミューナルフードマーケット」からは、ご好評につき商品数を９点か
ら１６点へ拡大！
「クラフトミルクショップ」 プレミアムアイスクリームアソート
(2 種、各 3 個入り) 5,832 円 ※送料込み、配送地域限定
「クラフトミルクショップ」は、牧草を主に食べ自然のなかでのび
のびと育てられた乳牛のミルクにこだわっています。岩手県で
山地酪農を実践する「なかほら牧場」の濃厚で後味すっきりの
ジャージー牛のミルクと、牧草の土にこだわる 北海 道「 十勝し
んむら牧場」のコクと爽やかな後味が特徴のミルクを使ったア
イスです。

阪急

大好評！ケーキをギフトとして全国に送る「CAKE LINK」に新キャラクターが登場！

阪急百貨店が２０２０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。阪急うめだ本店で話題のパティスリーのケーキはもちろん、人気キャラクタ
ーをあしらった「CAKE LINK」オリジナルケーキまで多彩なラインナップからご注文いただけます。
リラックマ ハニーケーキ
(4～5 人用、直径 15cm、高さ 8cm)
6,931 円 ※送料込み 【限定 300 個】
ふわふわのスポンジ生 地 にジャムとフランボワーズ、
ババロアをのせました。中にはベルギー産チョコレー
トのガナッシュをしのばせ、トップはアカシアはちみつ
を使ったグラサージュでつややかに仕上げています。

阪神

食のナビゲーターが自信をもっておすすめするギフト

ナビゲーターとは、日常の暮らしを豊かにするアイデアやヒントを店頭や SNS でお届けし、お客様とお取引
先様をつなぐ架け橋となる阪神梅田本店のスタッフ。２０１７年のスタート時は４名でしたが、今では約１００
名が活躍しています。ストアコンセプト「毎日が幸せになる百貨店」の実現にはこのナビゲーターの力が欠
かせません。今回は、食のナビゲーター８名が出会ったこだわりの商品をギフトとしてご用意しました。
４月、地下１階の銘店ワールド「うまいもんみっけ」に餃子好きの聖地を
目指した売り場が完成しました。行列ができる人気店やバイヤーおすす
めの餃子など、約５０種類の人気店が集まっています。今回はその中か
らナビゲーターおすすめの 7 種類がお中元に登場します。

餃子ナビゲーター 吉村

SNS で、〈#餃子女子〉と検索するとたくさん出てくるように、最近
餃子は女性の間でも熱いんです。手軽で食べやすく食べ応え
もある！ おうちパーティーにもぴったり！ 暑い夏でも食欲を
かきたてる、香ばしくジューシーな餃子のお気に入りを見つけて
ください。

三重「ぎょうざの美鈴」 伊勢志摩 夏の旬餃子セット
美鈴の手延べ餃子 など 4 種、各 12 個入り各 1 袋（特製たれ付き）
4,968 円 ※送料込み
タップリ寝かせて旨みを引き出した餡と、熟練の火加減でぱりぱりともちも
ち食感を実現。たまり醤油をベースにした自家製だれもおいしさの秘密。

阪神

作り手の想いをつなげていきたい 「食祭テラス」から夏の贈りもの

さまざまな視点から食を掘り下げたイベントを行う「食祭テラス」。各分野に造詣の深い“スーパープレゼン
ター”とともに、新たな食の価値を生み出すイベントを展開しています。そこで実際に開催した、あるい
は開催予定のイベントと連動した商品をお中元ギフトとして提案する、イベントスペースと連
動した企画がお歳暮に引き続き登場です。
５月１１日～１６日開催の「木桶による発酵文化サミット in 阪
今回は作り手の想いにスポットライトを当伝統をつなぐ品々をご提案します。
神」は、木桶職人復活のフロントランナー「ヤマロク醬油」５代
目の山本さん、その想いに共感した蔵元や料理 家 などが集
結。醤油や味噌など、発酵調味料と木桶の魅力を伝えます。
伝統の個性が出る仕込み作業には、木桶が欠
かせません。楽しく、おいしく、発酵の奥深さを
感じてください！
「職人醬油」店主の高橋万太郎さん（左）、「ヤマロク醤油」 5 代目の山本康夫さん（右）

「職人醤油」木桶醤油 4 本セット
天然醸造 うすくち生醤油（正金醤油）など 4 種、各 100ml 各 1 本
3,240 円 ※送料込み
全国 400 以上もの醤油蔵を訪問した高橋さんが「これぞ！」と感じた醤
油をセレクトした特別セット。

阪神

「阪神とっておきセレクト」 大切なあの人に、おいしい、うれしい発見を

４月、阪神梅田本店は約７年半におよぶ建て替え工事を経てグランドオープンを迎えました。売り場には
新ブランドや話題のパティスリーなど、ここでしか買えない商品がずらりと並びます。店頭の魅力を感じら
れる品々をご提案します。
「ドローリー」 アソートボックス L
（フィナンシェ、パイサンド、クッキー） 5,400 円
阪神梅田本店グランドオープンに合わせて誕生したデビューブラン
ド。店名の“DROOLY”とは、英語でよだれが出るほどおいしそうな
様子のこと。注目は、ゴルゴンゾーラと相性のよいはちみつを入れ
たフィナンシェ。チーズ好きにはたまらないクセになるおいしさです。

〇 阪急阪神百貨店のギフトカタログ
阪急百貨店
赤いギフトカタログ

阪神百貨店
青いギフトカタログ

・定番ギフトを約1,000点掲載。
・こだわりギフトを約500点掲載。
・送料：全国どこでも330円。
・送料：660円～。※一部の商品は送料込み。
・早期割引対象カタログ(掲載商品5％～
15％OFF)。

プレミアムフードギフト
３５のおいしいもの物語

阪急プラットファームマーケット
ギフトカタログ

・稀少素材など特別に企画した数量限定 ・物語のあるギフトを約30点掲載。
ギフトを35点掲載。
・博多・都筑阪急、大井食品館は取り扱
・送料：660円～。※一部の商品は送料込み。 いなし。
・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

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

みどりのギフトカタログ

・こだわりギフトを約450点掲載。
・送料：660円～。※一部の商品は送料込み

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（水）～７/３１（日））

<ご参考＞
本年の売れ筋予測
〇阪急うめだ本店

順位

カテゴリー別

順位

商品別

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

｢鰻萬｣うなぎ蒲焼 個パック

5,400円

5

和菓子

5

3,240円

6

麺類

6

「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
M(B)
「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
LL

7

和惣菜

7

「アサヒ」ジャパンスペシャルデザイン生缶ビール

5,500円

8

コーヒー・紅茶

8

廣岡揮八郎のステーキハウス三田屋 ハムギフト

5,400円

9

佃煮・塩昆布

9

「アンリ・シャルパンティエ 」ガトー・キュイ・アンサンブルS
ボックス

3,240円

10

フルーツ

10

廣岡揮八郎のステーキハウス三田屋 ハムギフト

5,400円

価格

5,400円

〇阪神梅田本店

順位

カテゴリー別

順位

商品別

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

「アサヒ」スーパードライ生缶ビールファミリーセット

3,300円

4

ハム

4

「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

5

清涼飲料

5

「アサヒ」ジャパンスペシャルデザイン生缶ビール

3,300円

6

和菓子

6

フリーチョイスギフト 紅花

5,500円

7

コーヒー

7

「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
M(B)

3,240円

8

佃煮・にゅうめん

8

四大銘柄生缶ビールいろいろセット

3,300円

9

フルーツ

9

｢鰻萬｣うなぎ蒲焼 個パック

5,400円

10

のり

10

「アサヒ」スーパードライ生缶ビール

4,400円

価格

