
 

２０２０年１０月９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歳暮２０２０」 

インターネット受注 １０月１６日スタート 

 

株式会社阪急阪神百貨店（大阪市北区）は10月16日（金）、２０２０年のお歳暮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 10月 28日（水）に開設します。 

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「来年もよろしくお願いします」といった思い

を込めて贈る方が増えています。価格や実用性で選ぶ従来型に加え、贈り先のライフスタイルに合わせたこだわりの

商品を選ばれるなど、お歳暮はますます多様化しています。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、“つな

がる”をテーマに厳選した「心つながる贈りもの」特集など、独自の特集をご用意し、お歳暮ギフトを提案いたします。 

 

●インターネット受注期間  

 10 月 16 日（金）～12 月 23 日（水） 

・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/）  

          

●各店ギフトセンター開設期間 

 

※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」掲載商品最大 10％OFF+全国送料無料。  

 
＜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

千里阪急

川西阪急

宝塚阪急

三田阪急

西宮阪急

神戸阪急

高槻阪急 10/29（木）～12/25(金) 58日間 10/29（木）～11/30(月)

博多阪急 11/1（日）～12/25(金) 55日間 ※1

都筑阪急

大井食品館 10/28（水）～11/30(月)※2

阪神梅田本店 10/28（水）～12/25(金) 59日間

あまがさき阪神

阪神・にしのみや

阪神・御影 11/11（水）～12/6(日) 26日間 11/11（水）～11/30(月)

59日間

10/28（水）～11/30(月)

10/28（水）～11/30(月)

開催期間

10/28（水）～12/25(金) 59日間

10/28（水）～12/22(火) 56日間

10/28（水）～12/25(金)

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


 

■今年の特集 ※商品の価格はすべて税込み表示です   

   

   

   

 

笑顔で語る“百年紅玉”の生産者  山田敏美さん 

青森「三戸精品」百年紅玉セット【りんご＆ジュース】～百年の歴史と共に～ 

（百年紅玉ジュース 720ml 1 本、百年紅玉 6 玉） 6,979 円  ※送料込み 

豊かな山の恵みが自慢の青森県三戸町。「地域の名産品でこの土地をもっと元気にしたい」と、注目され

たのが、樹齢 100 年以上を誇る“紅玉“の木。若い木に実るりんごとは一味違う豊かな甘みとコク、柔らかな

酸味は、この木を守り続けた地元の人々の想いと歴史を物語っています。今回はそのおいしさを存分に楽

しめるりんごとりんごジュースをセットでお届けします。 

ケーキがギフトとして全国に送ることができる「CAKE LINK」が早速、登場！ 
阪急 

 

「アンリ・シャルパンティエ」 フォレ・フレーズ  

4 号(2～3 人用) 5,851 円 ※送料込み 

5 号(4～5 人用) 6,823 円 ※送料込み 

「アンリ・シャルパンティエ」のアイコンともいえる、生クリーム

といちごをサンドした“ザ・ショート”と、クリスマスシーズン限

定の“フォレ・ブランシュ”をミックス。ストロベリークリームでド

レスアップしたラブリーなケーキが誕生しました。 

 

 

食の未来に向き合う作り手の思いとこだわりを 「Hankyu PLATFARM MARKET」 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いたします。 

阪急阪神百貨店が 10 月 1 日よりスタートした「CAKE LINK」は、デパ地下の人気ブランドのケ

ーキを全国にお届けするサービス。「CAKE LINK」のためだけに作られた 5 種類のケーキがお

歳暮としてご注文いただけます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集まりづらい今だからこそ、ギフトでつながりを 「心つながる贈りもの」 

様々なことがあり、人とのつながりや人を思いやる心の大切さに改めて気づかされた 2020 年。“つなが

る”をキーワードに、「つくり手の想いや願いとつながる」「地の魅力、良質な素材とのつながり」「家族や

友人と美味しくつながる時間」の３つの切り口から、14 種類の商品を提案します。 

阪神 

 

京都・京料理「六盛」  

京風甘鯛しゃぶしゃぶ  

（3～4 人前）11,340 円 ※送料込み 

明治 32 年の創業以来、一店舗主義を貫く六盛。

丁寧にさばいた一塩の甘鯛の白身は、淡泊な脂

の旨みと甘みがあふれる美味しさで、冬の京都で

極上のご馳走である甘鯛を主役に仕立てた鍋は

六盛ならではのこだわりです｡ 

歴史ある老舗の味から、地元のなじみの味まで 「おいしい関西」 
阪神 

 

関西の地で育まれ、永く愛され続けてきた、見た目も華やかなおいしいものを 23 種集めました。人気

の定番の大阪の味や、一人一人が手軽に楽しめる個包装のギフトをご提案します。 

京都「京都北山マールブランシュ」 

お濃茶ラングドシャ｢茶の菓｣ 

24 枚入 3,601 円 

独自調合の香り高いお濃茶と、ミルク感豊かなホ

ワイトチョコレート。茶葉作りからこだわった宇治茶

をサクッと食感のラングドシャに。ホワイトチョコレー

トを挟んでお濃茶の風味を際立たせました。京な

らではの技とセンスが凝縮した一品です。 

山口「獺祭」 

獺祭 純米大吟醸 磨き二割三分 

遠心分離 （720ml） 8,498 円 

当時、日本で初めて遠心分離機を酒造りに導

入し造られた獺祭  純米大吟醸  磨き二割三

分  遠心分離。華やかで綺麗な味わいを、新

年を迎える喜びの乾杯に。 



 

 

 

 

 

 

 

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」は、阪急オアシス・イズミヤでも承ります。（承

り期間は両社ともに 10/28（水）～12/23（水）） 

  

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

３６の美味しいもの物語

・定番ギフト約1,000点掲載。
・全国どこでも送料330円。
・早期割引対象。(5・10・15％)
　期間：10/28(水)～11/30(月)

・こだわりギフト約500点掲載。
・送料660円～。
　※送料込み商品一部あり

・稀少素材など特別に企画した
数量限定ギフトを36点掲載。
・送料：660円～。
　※送料込み商品一部あり

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。
・全国どこでも送料330円。
・早期割引対象。(5・10・15％)
　期間：10/28(水)～11/30(月)

・こだわりギフト約500点掲載。
・送料660円～。
　※送料込み商品一部あり
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阪神 

 
ライフスタイルに合わせやすい 「食べきり個パック」が 22 アイテム登場 

高齢・単身世帯の増加や、家族でも食事時間が違うなど、生活スタイルは多様化しています。それぞ

れが好きなものを好きな時に、ちょうどいい量で楽しむことができる「少量・小分け」ギフトが、ここ数年

継続して人気です。 

静岡 すき焼き風鍋小分けセット 

4 個 5,400 円 

きめ細かくて柔らかな肉質の牛肉を使用。鰹

節と昆布を使ったあっさりと優しい味わいのだ

しつゆが、肉の旨みをいっそう際立たせます。 



 

<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
廣岡揮八郎のステーキハウス三田屋
ハムギフト

5,400円

3 ハム 3 アサヒ　スーパードライ生缶ビール 3,300円

4 数の子・鮭・明太子・味噌漬 4
アンリ･シャルパンティエ
タルト･フリュイ･アソート

3,240円

5 和菓子 5
廣岡揮八郎のステーキハウス三田屋
ハムギフト

5,400円

6 佃煮 6
シュガーバターの木
シュガーバターの木 4種詰合せ38袋入

3,240円

7 清涼飲料・健康飲料 7
グラマシーニューヨーク
ニューヨークライブラリー

3,240円

9 銘茶・のり 9 ヨックモック　クッキー アソート 3,240円

8 コーヒー 8
ニッポンハム　国産プレミアム
美ノ国ハム詰合せ

3,240円

10 焼酎・地酒・清酒 10 「井原水産」星印塩かずの子 5,400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 ハム 2 アサヒ　スーパードライ生缶ビール 3,300円

3 洋菓子 3
廣岡揮八郎のステーキハウス三田屋
ハムギフト

5,400円

4 数の子・鮭・明太子・味噌漬 4 フリーチョイスギフト 銀杏 11,000円

5 佃煮 5 フリーチョイスギフト ビーナス 12,100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
伊藤ハム
ハム・ローストビーフ詰め合わせ

5,400円

9 銘茶・のり 9 ５５１蓬莱　冬の豚まんセット 5,861円

8 焼酎・地酒・清酒 8
モンロワール
リーフメモリーギフトボックス(パープル)

3,240円

10 お値ごろギフト 10
シュガーバターの木
シュガーバターの木 4種詰合せ38袋入

3,240円


