
「高槻のおみやげを贈りたい」と思った時に
皆さんは思い浮かぶものがありますか?
服部越瓜（しろうり）、高槻寒天、三箇牧トマト、
鵜殿のヨシなど、高槻には多くの特産品があります。
また「北摂三銘酒」にも数えられる富田の酒づくり、
高槻城跡や今城塚古墳など、歴史を感じるスポットも。
そんな高槻の魅力を「お土産」で感じてもらえたら…と
選ばれ、認定されたのが、この「たかつき土産」です。
大切なあの人へ、心を込めて贈ってみませんか?
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主　催：高槻商工会議所　　後　援：高槻市・（公社）高槻市観光協会
～  高 槻 自 慢 の お 土 産 品 を ど ど ん とご紹介  ～

※価格は全て税込表記です。 ※本カタログに記載の情報は2020年10月1日現在のものとなります。

ここで売っています
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高槻市役所地下売店 高槻市桃園町2-1 本館B1F ℡ 072-674-7024
高槻市観光協会 高槻市城北町2-1-18 阪急高槻市駅構内2F ℡ 072-675-0081
高槻市交通部総務企画課 高槻市芝生町4-3-1 ℡ 072-677-3507
いましろ大王の杜 はにたんミュージアムショップ 高槻市郡家新町48-8（今城塚古代歴史館） ℡ 072-682-0820
ミートモリタ屋（高槻市内6店舗） 高槻市北園町14-7（北園本店） ℡072-682-3529
松坂屋高槻店 高槻市紺屋町2-1 ℡ 072-682-1111
高槻阪急 高槻市白梅町4-1 ℡ 072-683-0111
大垣書店 高槻店 高槻市芥川町1-2C-115号 アクトアモーレ1F ℡ 072-684-8700
高槻森林観光センター 高槻市田能的谷2 ℡ 072-688-9400
高槻しいたけセンター 高槻市田能的谷2 ℡ 072-688-9359
チャコールファームショップ＊サロン 高槻市日吉台五番町9-19 ℡ 072-698-1432
味源 高槻市唐崎北3-24-4 ℡ 072-669-9751
薩喜庵 宮田町店 高槻市宮田町2-40-10 7 0120-456-034
薩喜庵 真上店 高槻市西真上1-34-27 ℡ 072-684-3131
月輪堂 富田店 高槻市富田町3-3-13 ℡ 072-692-6808
月輪堂 津之江店 高槻市津之江3-22-20 ℡ 072-696-4070
月輪堂 芝生店 高槻市芝生町1-56-5 ℡ 072-677-3352
銘菓の里 井づつ センター街本店 高槻市紺屋町8-2 ℡ 072-685-0735
銘菓の里 井づつ 芝谷店 高槻市芝谷町35-23 ℡ 072-688-3234
長岡京 都久詩 本店 高槻市郡家本町42 ℡ 072-682-0808
長岡京 都久詩 芥川西店 高槻市芥川町2-9-10 ℡ 072-683-3551
菓匠花菓蔵 アクトアモーレ店 高槻市芥川町1-2 アルプラザ1F ℡ 072-681-2282
Patisserie遊心 高槻市上田辺町3-9 ℡ 072-601-6660
高槻市営バス JR高槻駅南案内所 高槻市紺屋町3-1-109 グリーンプラザたかつき3号館1F ℡ 072-682-5891
おみやげ処 笹井屋 高槻市富田町3-7-2-101 7 0120-331-825
こすもす 高槻市芥川町2-8-22 ℡ 072-681-9202
ワークたんぽぽ 高槻市芥川町2-25-5 ℡ 072-681-6344
ふれ愛たかつき 高槻市城北町2-1-18 阪急高槻市駅構内2F ℡ 072-675-0800
アローム清水店 高槻市宮之川原5-20-1（サボイ内） ℡ 072-687-1771
美人湯 祥風苑 高槻市塚脇4-20-3 ℡ 072-689-6700
かんてんや半兵衛 高槻市下田部町1-27-3 ℡ 072-672-1313
Caféクローバー 高槻市富田町4-7-16（サニースポット内） ℡ 072-697-7080
自家焙煎コーヒー マウンテン 高槻市芥川町2-8-21 ℡ 072-681-2351
カモセ珈琲焙煎所 高槻市城北町2-2-3 ℡ 072-672-8800
清水屋 高槻市宮之川原元町12-15 ℡ 072-687-0539
のりまきのすけ 高槻市川添2-1-3 川添ショッピングセンター1F ℡ 072-695-7881
鉄板焼き らぷらぷ 高槻市永楽町3-14 ℡ 072-672-5678
T’s ★ Diner 高槻市城北町2-11-5 南園ビル1F ℡ 072-672-0721
清鶴酒造 高槻市富田町6-5-3 ℡ 072-696-0014
もりもと本店 高槻市北園町14-13 ℡ 072-682-0170
西田本店 高槻市芥川町3-9-14 ℡ 072-685-0200
野見神社 高槻市野見町6-6 ℡ 072-675-1316
高栄畳店 高槻市芝生町2-59-17 7 0120-790-210
松岡表具店 高槻市栄町4-16-1 ℡ 072-693-2326
JAたかつき本店 高槻市城北町1-15-8 ℡ 072-671-5426
JAたかつき農風館かしだ店 高槻市田能スハノ下34-2 ℡ 072-688-9601
安満遺跡公園 高槻市八丁畷町12-3 ℡ 072-648-4725
ゲストハウス 京都・大阪 すみれ家 高槻市富田町1-7-23（すみれ家） ℡ 050-5362-6333
セレクトショップKaila 高槻市大手町4-5 NTSビル101 

http://www.omotenashi-gift.jp/area/takatsuki/  

一部のたかつき土産は、地域ブランドギフト専門店サイト
「おもてなしギフト」からもご購入いただけます。
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障がい福祉施設サニースポットの
1Fにあるcaféクローバーで人気の
チーズケーキ。はにたんの焼印付き!
問合せ先：社会福祉法人つながり サニースポット
高槻市富田町4-7-16サニースポット内　
caféクローバー　072-697-7080 
販売店：32

23 はにたんチーズケーキ
1,080円　※賞味期限：5日（要冷蔵）

国産の丸大豆おから、小麦粉を主原
料に、地元産の三箇牧トマトを練り
込んだ風味豊かなかりんとうです。
問合せ先：社会福祉法人 花の会
高槻市芥川町2-25-5（ワークたんぽぽ）
072-681-6344
販売店：④㉗㉘32

21 トマトおからかりんとう
350円　※賞味期限：3ヵ月

30年以上高槻で愛されている、自家
製の粒餡とやわらかなカステラ生地
が調和したどら焼です。
問合せ先：有限会社都久詩
高槻市郡家本町42
072-682-0808
販売店：⑳㉑

11 高槻銘菓 どらやき槻（けやき）
162円（1個）　※賞味期限：14日

大納言小豆と求肥をカステラ生地
で包んだ銘菓。名前は芥川にかかる
高槻橋からとっています。
問合せ先：有限会社都久詩
高槻市郡家本町42
072-682-0808
販売店：⑳㉑

12 高槻橋
162円（1個）　※賞味期限：14日

さといもとブルーベリーをねりこん
だ白餡を包んだ焼き菓子です。高槻
への想いを込めて「槻の想い」と命
名しました。

問合せ先：有限会社都久詩
高槻市郡家本町42
072-682-0808
販売店：⑳㉑

13 高槻銘菓 槻の想い
172円（1個）　※賞味期限：20日

11

14

18 17
16

20

07

09

15

はにたんの焼印がかわいいどら焼きは、
粒あん、カスタードクリームやチョコレ
ートなど味もバラエティ豊かに揃う。
問合せ先：菓匠 花菓蔵（株式会社 福助）
高槻市芥川町1-2-B102
072-681-2282
販売店：④⑥㉒

14 はにたんどら焼き
162円（1個）　※賞味期限：30日

太鼓に見立てた丸い焼菓子は、水を
使わず卵の水分のみで生地を仕上
げたふんわり食感が特徴です。
問合せ先：菓匠 花菓蔵（株式会社 福助）
高槻市芥川町1-2-B102
072-681-2282
販売店：⑥㉒

16 高槻太鼓（粒あん・こしあん・クリーム）
421円（5個入）　※賞味期限：40日

富田の地酒である清鶴酒造さんの
酒かすを使った蒸し饅頭です。酒か
すの良い香りがただよう逸品です。
問合せ先：菓匠 花菓蔵（株式会社 福助）
高槻市芥川町1-2-B102
072-681-2282
販売店：⑥㉒

15 酒饅頭
842円（6個入）　※賞味期限：20日

「高槻産のものをお土産にしたい」。
そんな声にお応えし、高槻産のお米
（米粉）を使用してお菓子にしました。
問合せ先：Patisserie遊心
高槻市上田辺町3-9
072-601-6660
販売店：㉓

17 遊心
200円（1個） ※賞味期限：2週間

お
茶
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高槻市の特産銘酒、清鶴酒造の酒
粕と高槻産トマトを使用した、高槻
ならではのチーズケーキです。
問合せ先：合同会社ソア
080-4233-8280　販売店：㉖

20 夜のトマトチーズケーキ
紅い月
1,698円(1ホール)
※賞味期限：1ヶ月(要冷凍)

国産の小麦粉を使用し、原材料を徹
底的に吟味した、サクサクとして口ど
けの良いクッキー風のお煎餅です。
問合せ先：有限会社月輪堂
高槻市芝生町1-56-5
072-677-3352 
販売店：⑥⑮⑯⑰

06 高槻名菓 たらちね
83円（1枚）　※賞味期限：90日

縞模様のカステラ生地を川の流れ
に見立て、高槻寒天の効いた北海道
産小豆の粒あんを巻きました。
問合せ先：薩喜庵
高槻市宮田町2-40-10　
072-692-0034 ※真上店もあり
販売店：⑬⑭

04 摂津の流れ
750円　※賞味期限：14日

高槻産の寒天と三箇牧トマトを使っ
た〝高槻名産のコラボ〟デザート。さ
っぱりとした酸味と食感が絶妙。
問合せ先：株式会社味源グループ
高槻市唐崎北3-24-4　
072-669-9751
販売店：⑫㉒

01 緋槻 AKATSUKI
324円（1個）、1,188円（1箱4個入り）
※賞味期限：常温6ヵ月
（直射日光や高温多湿を避けて保存）

地元の名産品の高槻寒天を使用し
た、あっさりした一口ようかん。10個
入りもあります。
問合せ先：薩喜庵
高槻市宮田町2-40-10　
072-692-0034 ※真上店もあり
販売店：⑬⑭

02 高槻ようかん
180円　※賞味期限：3ヵ月

高槻の原地区で栽培された小豆を
蜜漬けし、高槻産の糸寒天で固め2
～3日乾燥させて仕上げた一品。
問合せ先：薩喜庵
高槻市宮田町2-40-10　
072-692-0034 ※真上店もあり
販売店：⑬⑭

03 原八景
120円　※賞味期限：20日

高山右近の紋、七星紋を模り、桃山生地
の中に小倉あんと(抹茶・栗・梅)各々のあ
んを包み、高槻城と同じ三層にしました。
問合せ先：銘菓の里　井づつ
高槻市紺屋町8-2
072-685-0735
販売店：④⑦⑱⑲

08 郷土の華 高槻城
500円　※賞味期限：3週間

当店代表銘菓「高槻城」の小型版で
高槻市マスコットキャラクター「はに
たん」を型押ししています。
問合せ先：銘菓の里　井づつ
高槻市紺屋町8-2
072-685-0735
販売店：④⑦⑱⑲

09 高槻銘菓 槻っ子
160円　※賞味期限：3週間

クリームチーズの豊かなコクと、ほの
かに香るレモンの風味がアクセン
ト。まるでチーズケーキのような、お
まんじゅうです。

問合せ先：有限会社月輪堂
高槻市芝生町1-56-5
072-677-3552
販売店：⑥⑮⑯⑰

07 焼ちーず饅頭
183円（1個）　※賞味期限：40日

オレンジ風味がさわやかでとっても
美味しいフィナンシェです。風味豊
かなしっとりとした生地が自慢です。
問合せ先：Patisserie遊心
高槻市上田辺町3-9
072-601-6660
販売店：㉓

18 はにたんフィナンシェ
200円　※賞味期限：2週間

丁寧に炊いた自家製あんこには、地
元の名産品である高槻糸寒天を使
っています。まろやかな味わいの最
中となっています。

問合せ先：薩喜庵
高槻市宮田町2-40-10
072-692-0034 ※真上店もあり
販売店:⑬⑭

05 高槻最中
180円　※賞味期限：3ヶ月

19

22

今城塚古墳にちなんだオリジナルの
はにわクッキー。ココアとプレーンの2
種類で高槻産の米粉を使っています。
問合せ先：わかくさ福祉会 わかくさ障害者作業所
高槻市郡家新町48-2
072-695-5566
販売店：④㉘

22 はにわクッキー
150円（1枚）　※賞味期限：50日

地元富田「清鶴酒造」の酒粕を使った酒ま
んじゅうです。焼印には清鶴酒造の屋根瓦
に刻まれた「富田石井」から頂きました。
問合せ先：おみやげ処 笹井屋
高槻市富田町3-7-2
　 0120-331-825
販売店：㉕

19 富田酒 酒まんじゅう
734円（1箱6個入）　※賞味期限：14日

12
13

はにたんと古墳をかたどった和三盆
100％の干菓子。口の中でサーっと
とける後味の良い一品です。
問合せ先：のりまきのすけ
高槻市川添2-1-3
川添ショッピングセンター1F
072-695-7881
販売店：④⑬⑭㉕36

10 和三盆 こふんとはにたん
820円（1個）

01



31
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37
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35

28

27

ブラジルの「ハニーコーヒー」とタンザニ
ア産の「キリマンジャロ」の2種類をブレ
ンドすることで名前と関連づけました。
問合せ先：自家焙煎コーヒー マウンテン
高槻市芥川町2-8-21　
072-681-2351
販売店：④33

27
コーヒーバッグ
「はにたんコーヒー」
150円（1袋）　※消費期限：12ヵ月

良質なお米の産地である清水地域
産の玄米を製粉した「米粉」。パンや
焼き菓子、天ぷらなど幅広いメニュ
ーに使用できます。

問合せ先：株式会社高谷（タカヤベーカリー）
高槻市宮之川原5-20-1　
072-687-1771　販売店：㉙

24
清水っ粉
800円（1袋/500g） ※賞味期限6ヵ月
（直射日光や高温多湿を避けて保存）

旧宿場町だった芥川。色々な旅人に
好まれるように、との想いで作られた
高槻ブレンドを便利なカップオンで。
問合せ先：自家焙煎コーヒー マウンテン
高槻市芥川町2-8-21　
072-681-2351
販売店：33

28
コーヒーバッグ
「高槻ブレンド」
120円（1袋）　※消費期限：12ヵ月

原木しいたけと合鴨肉の佃煮です。し
いたけは樫田地区で栽培している冬
場の肉厚のものを使用しています。
問合せ先：高槻しいたけセンター
高槻市田能的谷2番地
072-688-9359
販売店：⑩

35 しいたけカモ?!
702円　※賞味期限：6ヵ月

高槻産の服部越瓜を使用した、江戸
時代より続く製法で作るなら漬。伝
統を守り続ける味にファンも多い。
問合せ先：清水屋
高槻市宮之川原元町12-15
072-687-0539 
販売店：35

31
清水屋のなら漬
1,300円 ※賞味期限：2週間～3ヵ月
　　　　　季節によって変わります。

33

34

26

カレー味

カレー味

店内で焙煎した最高級グレードのス
ペシャルティコーヒーと高槻産の米
粉を生地に練り込んだ焼き菓子。
問合せ先：カモセ珈琲焙煎所
高槻市城北町2-2-3
072-672-8800
販売店：34

30
カモセのダッコワーズ 
コーヒーサンド
200円（1個）　※賞味期限：3ヵ月

高槻の最高峰ポンポン山の古称「加
茂勢山」から名前をとったコーヒー。
最高級グレードの豆を使用。
問合せ先：カモセ珈琲焙煎所
高槻市城北町2-2-3
072-672-8800
販売店：34

29
カモセの
ドリップバッグコーヒー
130円（1袋）　※賞味期限：12ヵ月

高槻の伝統産業品の糸寒天と、その
寒天を使ったデザートのセット。日
本酒ゼリーも入っています。
問合せ先：株式会社タニチ
高槻市下田部町1-27-3
072-672-1313　
販売店：㉛

26
寒天詰め合わせセット
2,428円
※賞味期限：デザート類3ヵ月、糸寒天1年
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高槻・富田の地にて安政三年創醸。
創醸年数を冠した感謝の気持ちを
込めた、香りも味もあるお酒です。
問合せ先：清鶴酒造株式会社
高槻市富田町6-5-3
072-696-0014
販売店：⑦3940

45
純米吟醸
百六十五年目乃お酒
1,751円（720ml）、4,180円（1,800ml）

阪急富田駅をモチーフにしたボトル
に、高槻の醸造元・清鶴酒造の醸し
たお酒を詰めました。
問合せ先：清鶴酒造株式会社
高槻市富田町6-5-3
072-696-0014
販売店：⑦3940

46 特別純米 阪急富田酒
1,951円（720ml）

当蔵の清酒を搾ったあとの酒粕を使
用した粕醪取り焼酎です。吟醸香が
香る、様々な食事に合う焼酎です。
問合せ先：壽酒造株式会社
高槻市富田町3-26-12
072-696-0003
販売店：⑦㉕40

49 大阪焼酎  國乃長
1,540円（720ml）

兵庫県産山田錦を精米歩合50%ま
で磨いて造る、芳香なる大吟醸酒。地
元色の強い贈り物として人気です。
問合せ先：壽酒造株式会社
高槻市富田町3-26-12
072-696-0003
販売店：⑦㉕40

48 國乃長 大吟醸
2,750円（720ml）

日本酒蔵が造る地ビールとして1995年か
ら製造。厳選したノーブルホップを使用し、
麦芽100%のモルティな味わいが特徴です。
問合せ先：壽酒造株式会社
高槻市富田町3-26-12
072-696-0003
販売店：⑦㉕40

50 國乃長ビール 蔵ケルシュ
462円　※賞味期限：3ヵ月（要冷蔵）

山田錦を50％までみがき、丹精込め
て醸したお酒。旨味をしっかりと味
わって頂きたく、香りはおだやかな
味吟醸タイプに仕上げました。

問合せ先：清鶴酒造株式会社
高槻市富田町6-5-3
072-696-0014　販売店⑦3940

44 純米大吟醸 天有酒星 地有酒泉
1,606円（720ml）

高槻産寒天を使用し、とろみとまろ
やかさで美味しさUP!肉料理やカレ
ー、たこやき、コンニャクステーキな
ど相性バツグンのソースです。

問合せ先：T’s ★ Diner
高槻市城北町2-11-5南園ビル1F
072-672-0721　販売店：38

43 高槻寒天BBQソース
780円　※賞味期限：1年

高槻市最北部の山を蜂場とし、田能
の山を蜜源にできたはちみつです。豊
かな風味とコクがありスッと消えてい
く優しい甘みを味わってください。

問合せ先：上田商店（上田養蜂場）
高槻市永楽町3-14
090-3654-0517　販売店：37

42
Queen of Queens
1,180円（130g）、1,980円（230g）　
※賞味期限：2年

大阪府はちみつ品評会で優良賞を
獲得したはちみつ。高槻市内の養蜂
場で採蜜。百花蜜、レンゲ蜜、アカシ
ア蜜、ゆりの木蜜がある。

問合せ先：井田養蜂
072-681-0509　
販売店：⑤⑨454647

41 北摂の自然の恵み はちみつ
1,100円（250g）～　※賞味期限：3年

旧西国街道芥川宿の地名を残すため
に、地元蔵元さんご協力のもと造りあ
げた、やや辛口の純米酒「芥川」です。
問合せ先：株式会社西田本店
高槻市芥川町3-9-14
072-685-0200
販売店：41

51 清酒 純米酒 芥川
1,210円（720ml） 2,444円（1800ml）

47

精米歩合40％の山田錦をぜいたく
に使い醸したお酒。キレ良く香り高
い逸品です。
問合せ先：清鶴酒造株式会社
高槻市富田町6-5-3
072-696-0014
販売店：⑦3940

47 清鶴 大吟醸
2,671円（720m）

高槻の名産「三箇牧トマト」を爽やか
で辛味のある味付けに。ダシが効
き、コクもある一品。お酒のお供に！
問合せ先：のりまきのすけ
高槻市川添2-1-3川添ショッピング
センター1F　072-695-7881
販売店：36

32 高槻トマトのまるごとキムチ
540円　※賞味期限：7日

高槻で昭和50年代半ばより愛され
てきた家庭料理。おやつにもおつま
みにもピッタリのご当地グルメです。
問合せ先：高槻うどんギョーザの会
高槻市城北町2-1-18 阪急高槻市
駅構内2F 高槻市観光協会内
072-675-0081　販売店：④⑦

33 高槻うどんギョーザ
324円（2枚入）　※賞味期限：330日

肉や卵、ニラなどの餃子の具材を皮
の代わりに細かく刻んだうどんを混
ぜ合わせた一品。こちらはカレー味。
問合せ先：高槻うどんギョーザの会
高槻市城北町2-1-18 阪急高槻市
駅構内2F 高槻市観光協会内
072-675-0081　販売店：④⑦

34 高槻うどんギョーザ （カレー味）
345円（2枚入）　※賞味期限：330日

高槻産寒天を使用。そのまま、にこご
りとして食べても良いですが、スープ
やだし茶漬けとしてもいただけます。
問合せ先：株式会社味源グループ
高槻市唐崎北3-24-4
072-669-9751　販売店：⑫㉒

36 真 MAKOTO
432円（1個）、1,620円（1箱3個入り）
 ※賞味期限：常温6ヵ月
（直射日光や高温多湿を避けて保存）

鯛、高槻産しいたけ、じゃがいもにク
リームソースを加えた、クリーミーな
味わいのコロッケです。
問合せ先：株式会社味源グループ
高槻市唐崎北3-24-4
072-669-9751　販売店：⑫

37 高槻産しいたけ入り 
鯛コロッケ
1,620円（5個入り）
※賞味期限：1ヵ月（要冷凍）

25

24

障がい福祉施設サニースポットと島
珈琲のコラボ商品。牛乳で割って飲
んでいただけます。無糖と加糖の2種。

問合せ先：社会福祉法人つながり サニースポット
高槻市富田町4-7-16
072-697-7080　販売店：32

40
はにたんコーヒーシロップ
1,300円（1本）
※賞味期限：加糖8ヵ月、無糖6ヵ月

地元・清水地域のヒノヒカリを製粉
して、それをもとにふっくらと焼き上
げて米粉パンにしています。
問合せ先：株式会社高谷（タカヤベーカリー）
高槻市宮之川原5-20-1
072-687-1771
販売店：㉙

25 米粉ロール
100円（1個） ※賞味期限：2～3日

29

30

39

40 41

44

摂津富田駅から徒歩圏内の日本の歴史を跡づけるかけ
がえのない貴重な文化財である今城塚古墳は、大王（お
おきみ）の古墳時代から高槻にあり郷土の歴史を見つめ
てきました。今城塚古墳をイメージした古来からの自然
を重視したオーガニックのほうじ茶となっております。
京都・大阪 すみれ茶屋（すみれ商事株式会社）
高槻市富田町1-7-23（すみれ家）
050-5362-6333　
販売店：㉕4849

39
おおきみのお茶
2,980円（3g×15バッグ）、
1,390円（3g×5バッグ）
※賞味期限：1年

すみれ茶屋代表の生家は代々高槻藩・東五百
住村の庄屋を務め、造り酒屋を営み「源十郎」と
いう名のお酒を高槻藩に納めていました。そし
て時代が移り『緑茶・源十郎』を販売するにいた
ります。高槻藩以来の伝統をご賞味ください。
京都・大阪 すみれ茶屋（すみれ商事株式会社）
高槻市富田町1-7-23（すみれ家）
050-5362-6333　
販売店：㉕4849

38
高槻藩緑茶源十郎
2,980円（3g×15バッグ）、
1,390円（3g×5バッグ）　
※賞味期限：1年
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はにたんを表現した大人用、子ども
用の靴下。サイズ、色柄ともにバラエ
ティ豊かに揃っています。
問合せ先：株式会社エスティー
高槻市西之川原2-50-3
072-680-1500
販売店：①②④⑧㉘㉚

60 はにたん靴下
380円（1足）　サイズ:9～27cm

綿100%で呼吸が楽なスッキリ立体デザイン
のマスクです。布製マスクで何度でも洗って
繰り返し使えます。サイズはS・M・Lあります。
問合せ先：株式会社阿部商事
高槻市栄町2-47-4
072-696-3070
【販売店】①②④⑦⑧㉒㉘

55 はにたんマスク
770円（全サイズ）

神社のご祭神である野見宿禰命は相撲の始祖で
あることから、力士をモチーフとした刺繍が施され
ている。神社にて無料で御朱印を授与いたします。
問合せ先：野見神社
高槻市野見町6-6
072-675-1316 
販売店：42

57 野見神社謹製朱印帳
1,500円

今城塚古墳の縮小レプリカの陶製ブ
ローチです。パステル調のカラーリン
グで、様々なものに付けてもおしゃれ!
問合せ先：埴屋（はにや）
090-4569-3621
販売店：④

56 IMASHIROZUKA
1,650円（1個）

窯出し竹炭を粒状に砕き、ひとつひ
とつ手づくりしています。靴の型を整
えながら、汗や臭いを吸着します。
問合せ先：有限会社 紋珠
高槻市日吉台五番町9-19
072-698-1432
販売店：④⑪

66 シューキーパー
990円（R）、1,320円（L）

はにたん柄のたたみの縁（ヘリ）を使
ったミニ畳。マウスパッドとして使用
できます。
問合せ先：高栄畳店
高槻市芝生町2-59-17
　 0120-790-210
販売店：④43

58
はにたん柄 
ミニ畳マウスパッド
880円（1枚）

はにたん柄のたたみの縁（ヘリ）で作
った、ポケットティッシュを入れる小
物。使うたびに、はにたんに会える!
問合せ先：高栄畳店
高槻市芝生町2-59-17
　 0120-790-210
販売店：④43

59
はにたん柄
ポケットティッシュカバー
440円（1個）

2021年5月17日にリニューアルし、自立
が可能となりました。やさしい触り心地の、
フェルト地のはにたんぬいぐるみ(大)です。
問合せ先：株式会社阿部商事
高槻市栄町2-47-4　
072-696-3070
販売店：①②④⑦⑧㉘

52 はにたんぬいぐるみ（大）
2,420円　W18×H32×D12cm

はにたんの色々なポーズがデザインさ
れた、普段使いやスポーツなど様々な
シーンで活躍する綿100％タオルです。
問合せ先：株式会社阿部商事
高槻市栄町2-47-4　
072-696-3070
販売店：①②④⑦⑧㉒㉘

53 はにたんフェイスタオル
600円　34cm×75cm

インナーポケット付きでマチが11cmある大容
量の約10Lです。可愛いキーホルダーを付ける
ことが可能なキーホルダーフック付きです。
問合せ先：株式会社阿部商事
高槻市栄町2-47-4
072-696-3070
【販売店】①②④⑦⑧㉒㉘

54 はにたんトートバッグ
660円　W36×H37×D11cm
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69

65

68

はにたんハガキなどを飾るミニ掛軸
です。ベースに高槻・鵜殿のヨシを使
ったヨシ紙を使用しています。
問合せ先：松岡表具店
高槻市栄町4-16-1
072-693-2326
販売店：④44

64
鵜殿のヨシ紙
ハガキ用ミニ掛軸
各2,200円

高槻・鵜殿のヨシを原料にした和紙
のハガキです。和紙ならではの質感
とワンポイントのはにたんが可愛い!
問合せ先：松岡表具店
高槻市栄町4-16-1
072-693-2326
販売店：①④44

63
鵜殿のヨシ紙
はにたんハガキ
330円（5枚入）　※ヨシパルプ30%

高槻の地域資源である、淀川の鵜殿
のヨシ原のヨシを使ったエコ箸に、
はにたんをデザインしました。
問合せ先：松岡表具店
高槻市栄町4-16-1
072-693-2326
販売店：①④44

62
ヨシから生まれた
エコ箸はにたんバージョン
550円（1膳）　※ヨシ51%、プラ49%

こちらも高槻・鵜殿のヨシが原料と
なっている一筆箋。ヨシは水中のリ
ンや窒素を吸収して生育するため、
水を浄化している植物です。

問合せ先：松岡表具店
高槻市栄町4-16-1
072-693-2326
販売店：①④44

65 鵜殿のヨシ紙 
はにたん一筆箋 330円（5枚）

いろいろなにおい成分が混ざり合っ
た住まいでは、竹炭が優れた消臭＆
調湿効果を発揮します。
問合せ先：有限会社 紋珠
高槻市日吉台五番町9-19
072-698-1432
販売店：⑪

67 窯出し竹炭
770円（500g）

吸着性の優れた竹炭を使うと、野菜
や果物自身の成熟を促進するエチレ
ンガスを取り除き鮮度長持ち。
問合せ先：有限会社 紋珠
高槻市日吉台五番町9-19
072-698-1432
販売店：④⑪

68 冷蔵庫竹炭
660円（3ヶ入）・1,100円（5ヶ入）

高槻市のマスコットキャラクター・は
にたんをデザインしたキーホルダ
ー。サイズ3種類・はにたんのパター
ン各サイズ8パターン。

問合せ先：糸鋸工房もくもく
高槻市津之江町3-23-10
072-696-7575
販売店：①②㉕㉘

69
高槻市マスコットキャラクター 
はにたんキーホルダー
（大）440円・（中）330円・（小）220円

大阪府内唯一の市営バスである高槻
市営バスのオリジナルグッズ。床下に
はゼンマイ式の車輪があり、後ろに引
いて放すとトコトコ揺れて進みます！

問合せ先：高槻市交通部
高槻市芝生町4-3-1
072-677-3507
販売店：②③㉔

70
たかつきばすお 
トコトコぬいぐるみ
1,000円（1個）

お箸を両手で水平に支えて差し出す
形が天地の恵みへの感謝の気持ち、
おもてなしの心を表現しています。
問合せ先：ムラセ企画
高槻市辻子1-9-14-203号
072-674-0052
販売店：②④

61
高槻城 おもてなし箸置き台
1,320円（箱入り1個）・2,530円（箱入り2個）・
5,720円（箱入り5個）

70


