
　今回は人気ベーカリーのUMBER46とぱんの
ちはれのファミリーの皆さんにも登場して頂き、
家族連れに嬉しいらくはんの魅力を中心にお届け
致しました。今回グラスルーツのモデルとして誌
面にご登場頂いた、ぱんのちはれファミリー。撮
影後の心温まるエピソードを１つご紹介したいと
思います。
　奥様の誕生日にご主人から、撮影で奥様が着用
された洋服を一式サプライズでプレゼントされたそ
うです！らくはんは周辺のお店の皆様に支えられて
いると感じる、素敵なエピソードが生まれました。

※チラシ、ホームページなどに掲載の商品および催しやイベントは、予告なく中止・変更・売り切れなどになる場合があります。　※表示価格はすべて税込価格です。　※掲載写真はすべてイメージです。

〒606-8103 京都市左京区高野西開町36番地　
TEL.075-707-0700（10:00-21:00）

HPはこちらから
洛北阪急スクエア

駐車場のご案内
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さらにお買い上げ金額により

最大5時間（土・日・祝日4時間）無料

お買い上げサービス サービス店ご利用

+ 1時間無料
+ 2時間無料
+ 3時間無料

2,000円で
5,000円で
10,000円で

教室・旅行・ほけん・
クリニックなど
サービス店ご利用で
2時間無料

● 北大路通方面よりお越しの場合西側入口へ
● 出町柳方面よりお越しの場合南側入口へ

平日2時間
土・日・祝日1時間 無料
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アクセス

● バスをご利用の方
京阪本線「出町柳」下車 京都バス（5分）岩倉・大原行

「高野橋東詰」下車、徒歩1分

京都市営地下鉄烏丸線
「北大路」下車

京都市営バス（10分）
北8・204・206系統

「高野橋東詰」下車、徒歩2分

● 電車をご利用の方

「茶山」下車、徒歩9分

叡山電鉄叡山本線京阪本線「出町柳」下車

土・日・祝日は周辺道路渋滞による混雑が予想されます。
ご来店には公共交通機関をご利用ください。

※上記無料サービス時間を越える料金：250円／30分

＼洛北阪急スクエアを楽しむためのフリーマガジン／
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精肉売場では、「新しい精
肉売場」「洛北店こだわりの
品揃え」「納得の美味しさ」
をテーマ「地域№１のお肉
屋さん」が目標です。

来るたびに、新しい、楽しい、嬉しい。美味しいが見つかる！「フー
ドテーマパーク」。食材の他にも、持ち帰ってすぐに食べられる
惣菜類も多数取り揃えております。「今日は何があるかな？」と、
ワクワクするお買物の楽しさをご提供致します。

四条錦市場に行かな
くても、京都老舗店
の商品が当店でも購
入出来るといった売
場と品揃えを目指し
ています。

農産売場では、「地域のお客様にとって、なくてはならない八百屋さん」をモットー
に、鮮度にこだわった京野菜から有機野菜、スーパーでは珍しい100％ナチュラル
ドライフルーツや旬の果物などを販売しています。

F A R M  P R O D U C T S

デイリー売場では、地元京都のおいしいもんを種類も豊富に取り揃えています。
その他にも当店のこだわりの逸品を各コーナーにてご用意しています。

D A I LY

写真前方のコーナーは全てチーズ！馴染みのある定番のチーズからちょっと珍しい
ものまで、色々な種類をご用意しています。

C H E E S E

素のままでおいしい本物の味を通して季節や自然、こだ
わりを感じてください。自社で定めた基準をクリアした
厳選されたお野菜をはじめ、鮮度にこだわった国産の鮮
魚など、おいしさはもちろん、生産工程、原材料にこだ
わった食品を取り揃えています。

「デーツ」とは、ナツメヤシの実を自然
乾燥させた天然のドライフルーツで
す。黒砂糖のように深みのある上品な
甘さとしっとりした食感が特徴で、ワ
インや洋酒・コーヒーやヨーグルトな
どとも相性抜群です。

可能な限り化学農薬・
化学肥料に頼ることな
く、環境負荷の少ない
栽培方法のもと、自然そ
のままのリズムで育った
お野菜と果物を取り揃え
ております。生産者の思
いとこだわりをご提供致
します。

仕入れ担当者が毎朝市
場に出向き、長年培った
経験と目利きで仕入れた
国産・天然物にこだわっ
た鮮魚をお造りや季節に
応じた商品でご提案。
HELP自慢の鮮魚コー
ナーに是非お立ち寄りく
ださい。

HELPのいちごといえば
「小林農園」のいちご。小
林さんのいちごは極限ま
で農薬を削減している
上、肥料は有機質100％
のものを使用。リピーター
続出のいちごは小林さん
のこだわりの詰まった逸
品です。

ヘルプ農産担当者 ヘルプ鮮魚担当者

❶キャベツは千切りに。水にさらして
水気を切り、オニオンスライスとま
ぜる。マヨネーズとブラックペッ
パーをよく絡ませ10分ほどおく。
❷2枚の食パンの上下の耳を切り落
とし、1枚にチーズをのせ軽くトー
ストする。
❸チーズのないトーストにマスタード
を薄くぬり、スライスしたチキンを
並べる。①の水気を切りながら丸く
握り上にのせ、チーズのあるトース
トで挟む。残しておいた耳が上下に
なるようにし、縦半分に切り完成。

・サンド用食パン…２枚
・キャベツ…１/８個
・ひのや「手あぶり蒸し鶏」
  …１/４袋（サラダチキンでも可）
・スライスチーズ…１枚
・オニオンスライス…少量
・マヨネーズ…大さじ３
・ブラックペッパー…ひとつまみ
・マスタード…適量

・バゲット…1／3本
・合挽きミンチ…80g
・玉ねぎ…20g
・しめじ…15g
・エリンギ…15g
・マイタケ…15g
・バジルソース…30g
・ベビーリーフ…12枚
・バター…5g
・塩、胡椒…適量

❶塩胡椒した合挽きミンチと玉ねぎ
でハンバーグをつくり、きのこ類を
炒めバジルソースに絡める。
❷バゲットを半分にカットバターを塗
りハンバーグをのせる。バジルソー
スを絡めたきのこ類をハンバーグの
上にのせる。
❸ハンバーグ、きのこ類、ベビーリー
フをのせ胡椒をふり完成。

イズミヤ農産担当者 イズミヤ畜産担当者

イズミヤデイリー担当者

カマンベール、ミモ
レット、熟成チェダー
など6種類のチーズが入っ
たチーズオードブルはワインな
どに合わせて楽しめます。

つくって
みてね！

かんたんに
できますよ

UMBER46
スタッフ

UMBER46
スタッフ

B1 B1

（コーヒー豆・輸入食品） （酒・輸入食品） （ベーカリー） （洋菓子） （焼鳥・鳥惣菜販売） （弁当・惣菜・精肉）

｢ジビエ｣とは、山野を駆け巡った天然
の食肉のことを言います。 当店では、
東広島の豊かな自然の中でイキイキと
育った野性の鹿や猪の肉を取り扱って
います。牡丹鍋用を始め人気のジビエ
をどうぞご利用下さい。
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スクエアダイニング（フードコート）内に2つのパーティールームをご用意しました。 お誕生日会やクリスマスパーティーなど、ご友人同士の
お集まりなどご自由にお使いいただけます。賑やかなパーティーでも、個室なら気兼ねなくお過ごしいただけます。

子どもが楽しく遊べるキッズガーデン！小さなお子様専用のハイハイスペースや、ソファ
席もあり元気に遊ぶ姿を見守ることができます。

現在はご予約の受付を中止しております。
詳細についてはHPまたはお電話にてお問い合わせください。
［HP］ht tps ://hankyu -square . jp/par ty_ room/
［電話］075-707-0700（代表）※受付時間 10：00～19：00

授乳室や自由にお使いいただけるスペースが充
実。ご家族で安心してお出かけ・お買い物がで
きるように、便利な施設・サービスをご用意し
ております。

2Fフォレストサイド エレベーターホールにご家族で入室可能な、個室の授乳室 2室を
設置しております。2Fスクエアダイニング近くに設置のベビールームは、授乳室（最大
3名）・個室授乳室（1名）・おむつ替え用ベビーベット（5台）・ソファスペース・ミルク
用給湯器・おむつ専用ゴミ箱等を備えています。

各階 女子トイレ内・
2Fフォレストサイ
ド男子トイレ内に設
置しております。

おむつ交換台

ゆっくり
くつろげるね！

パーティールームA（30㎡）※テイクアウトできない商品もございます パーティールームB（19㎡）

パーティールームA（30㎡）

K I D S  G A R D E N

B A B Y  R O O M

フードコートには友人、家族、お一人でもゆっくりお食事を楽しんでいただ
けるスペースがあります。

選ぶのに迷ってしまう豊富なラインナップ！500席ある客席はゆったりくつろ
げるソファ席のほか、小さなお子様を近くで見守れるテーブルや、小上がり席・
お子様用の椅子・テーブルも完備しております。

（うどん）

（アイスクリーム）必ず
食べ

たい

＼お
すす

めメ
ニュ

ー／

（韓国料理）
「石焼タッカルビビビンパ」は洛北店限定メニュー。

テイクアウトは専用の容器になります（スープはつきません）

熱々を
召しあがれ!

TAKE OUT

TAKE OUT

（ハンバーガー）TAKE OUT（たこ焼き）TAKE OUTTAKE OUT

（ステーキ）
「これでもかサーロインステーキ」はサーロイン200gに

付け合わせ400gとボリューム満点！
テイクアウトできるお弁当のラインナップも充実しています

TAKE OUT

TAKE OUT

（洋食）
TAKE OUT テイクアウトは専用の容器になります

（スープはつきません）

（ラーメン）
チャーハン、唐揚げはテイクアウトできます

テイクアウト容器代30円（税込）いただいております
釡揚げうどんはテイクアウトできません

yummy!

洛北阪急スクエア担当者

授乳室以外は
ご家族も一緒に
ご利用頂けます

各館全フロアの女子
トイレ内に設置して
おります。

キッズトイレ

2F

B1 B1 B1 B1

洛北阪急スクエア担当者

（生パスタ）TAKE OUT （和食・カフェ）TAKE OUT （回転寿司）TAKE OUT （和食）TAKE OUT

（スペシャルティ コーヒー）TAKE OUT （ベーグル・マフィン）TAKE OUT （クレープ・タピオカ）TAKE OUT （ドーナツ・コーヒー）TAKE OUT

（喫茶店）TAKE OUT

テイクアウトは各種コーヒー豆・
焼菓子・ケーキのみとなります
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（うどん）

（アイスクリーム）必ず
食べ

たい

＼お
すす

めメ
ニュ

ー／

（韓国料理）
「石焼タッカルビビビンパ」は洛北店限定メニュー。

テイクアウトは専用の容器になります（スープはつきません）

熱々を
召しあがれ!
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キッズトイレ

2F

B1 B1 B1 B1

洛北阪急スクエア担当者
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はじめての離乳食の不安を解消する工夫がいっぱいのベビー食
器セット。約４０℃以上の熱い物に触れると色が変わるスプー
ンやひっくり返しを防止する吸盤などがセットになったアカチャ
ンホンポ限定商品。￥3,960（税込）

アップリカとの共同開発ベビーカー。振動
から赤ちゃんを守る設計で振動吸収クラス
最上級※を実現。さらに乗せおろしに必要
なベルト装着は、マグネットの力でより簡単・
時短に行え、ベビーカーでのおでかけが楽
しくなります。￥63,800（税込） 
※A型両対面オート4輪ベビーカー/ 重量5.8kg以下 / 店頭
価格4万2千円以上 / ハンドル角度調節付き / 2019年～
2020年国内発売品の商品群との比較において（2021年1月 
ニューウェルブランンズ・ジャパン調べ）

マタニティ＆ママが快適に過ごしていただけるよ
う改良を重ね開発した機能性インナー。暑い季
節に最適な素材を使用。また環境配慮の材料
を素材の一部に使用している地球環境にもやさ
しい商品です。※時期により売り切れの場合もあります。
￥1,738（税込）

フランスの玩具ブランド「ジャノ―」のやさしいパス
テルカラーの木製おもちゃシリーズ。シンプルな
デザインでギフトにもぴったり。3つのボールを下
に落とすと優しいシロフォンの音が響きます。
￥3,058（税込）

通気性の高いメッシュ素材、パッ
ド入りのショルダーとウエストベ
ルト、マグネット式固定バックル
で快適に装着。乳児用ブース
ターを使用して新生児から使用
でき、成長に合わせて抱き方も
変えられます。￥24,200（税込）

ワンちゃんネコちゃん合わ
せて40頭程の仔犬・仔猫
と出会えます。素敵な出
会いを見つけて下さいね。

新安全基準R129に適合し
ており、新生児から使用可
能。両サイドに回転ボタンが
設置されており、シートのど
ちら側からも手が届きやすく
回しやすくなりました。安全
性、機能性が充実した新モ
デルです。￥43,780（税込）

「楽しいベビーグッズを。」をコンセプトに、ベビーベッド、ベビーチェア、ベビーカーなどオリ
ジナル商品や海外ブランド品を多数取り扱っております。お客様の生活スタイル、子育ての環境
に合わせスタッフが必要なものをご案内致します。

ワンちゃんネコちゃん、鳥・小動物、観賞魚など多種多様な生き物やペッ
ト用品などの豊富な品揃えが自慢です。ペットサロンも併設しています。
可愛いペット達に癒されてお買い物をお楽しみください。

マタニティ＆ベビー・キッズの専門店です。豊富な品揃えと見やすく
買いやすい売場で、専門のスタッフがお客様一人ひとりに合わせてサ
ポートをさせていただきます。また、アプリ会員になると、限定クー
ポンや、出産・育児のお役立ち情報も受け取れます。

おうちの中での安心して楽しく遊べる空間づくりの必需
品。ドアパネル、知育パネルなどをお部屋やお子さま
に合わせて自由に組立られます。プラスチック素材で
軽いので移動も、お手入れも簡単◎￥21,780（税込）

カトージ担当者

アカチャンホンポ担当者

アカチャンホンポオリジナル商品
の、超純水を99％使用した新生
児から使えるおしりふき。水分たっぷりで、肌
を健やかに保つ保湿成分配合。シリーズ全６
種類あり、厚手やトイレ流せるタイプなどもあ
ります。￥1,864（税込）

全部で1万点以上のアイテムが勢ぞろい。毎月お買得な
月間奉仕品や、専門店ならではのアイテムも多数取り揃
えております。お探し物や、お悩み事がございましたら
お気軽にご質問ください。

ひごペットフレンドリー担当者

小さなお子様からお年寄りまで、幅広い年齢層の方々が入会されています。本格的なバレエレッ
スンや「ちょっとブランクはあるけどもう一度バレエを始めてみよう」など目的も様々。もちろん
初心者の方もたくさんいらっしゃいます！まずはお気軽にスタジオにお越しください。
電話番号 075-746-7771（受付時間  10:00～17:00）

（楽器・音楽教室）（幼児教室） （英語教室） （書籍・文具）

2F

2F

2F

2F

2F 2F 2F 2F
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パラスパレス担当者

気分も軽やかになる色と
りどりの洋服。たっぷり
のドレープ感が魅力のス
カートは、歩くたびにふ
わりと揺れます。

さらりとした着心地のリネンシャツ。着ていくほど
にやわらかくなじみます。素朴な風合いのシャツに
は少し個性的なアクセサリーをアクセントに。

春らしいカラーのストライプ
スカートにロングシャツを羽
織ることで女性らしさが引き
立ちます。普段使いからお出
かけまで幅広く使えるバッグ
も重宝しそう。ロングシャツ
は1枚で着たりボトムとのコー
ディネートなど着回しの利くマ
ストアイテムです。

春の日差しに映えるグリーン×
ブルーの爽やかなチェック柄
ワンピース。大きく組んだオ
リジナルのチェック柄を楽
しめるシンプルなデザイン
です。¥36,300（税込）

M O T H E R

バッグとシューズ、帽子にア
クセントカラーを取り入れるこ
とでフレッシュな印象に。サ
ロペットスカートはスリット入
りで動きやすく肌触りもよく
着心地抜群！champion の
パーカーはUVカット機能も
ありこの時期から活躍間違い
なし！

D A U G H T E R

インナーとパンツをベージュ
系で統一。ライトデニムの帽
子と刺繍柄の白シャツで清潔
感のあるコーディネートに。
軽量且つ通気性に優れた
KEENのシューズとカモフラ
柄のバッグがアクセント。春
のお出かけコーデに最適！

F A T H E R

レディース・メンズ・キッズを展開しているファミリー向けカジュアルセレクトショップ。定番
ジーンズブランドのほか、人気アウトドアブランド「THE NORTH FACE」や「L.L.Bean」など
も取り扱っておりコーディネートの幅も広がります。

日本の美を大切にするパラスパレスの想い 。人の手がつくり
だす繊細で柔らかな味わいを大切に 心と体をやさしくつつむ 
モノづくりを目指しています。商品は四季折々の草花をウェ
アーにのせ、インディゴを中心に展開しております。

「メガネが主役の時代をつくる」フレームとレンズ合わせて
5,500円（税込）から。Zoffではブルーライトカットレンズを追
加料金なしでお付けいただけます。15歳までのお客様はお買
い上げ日より1年間レンズの度数交換が無料です。

グラスルーツ担当者

ゾフ担当者

夜はメガネ、昼はサングラスと２wayで使える偏光
レンズ搭載メガネや、ファッションにも合わせやす
いアジアントレンドを意識した今っぽいボストン型
メタルフレームメガネ、カーキのグラデーションが
落ち着いた印象を与えてくれる人気のコンビネーショ
ンフレームメガネなど、多数取り揃えております。

トップス：インディスライフ 襟タイプ
ライター Tシャツ ¥4,290（税込）／ボ
トムス：インディスライフ ストライプ
スカート ¥7,590（税込）／シャツ：
ZAMPA デニムロングシャツ ¥7,590
（税込）／バッグ：L.L.Bean トートバッ
グ ¥8,690（税込）／シューズ：スタン
スミス ¥15,400（税込）

トップス：リラシク フリルネックシャツ 
¥6,490（税込）／ボトムス：アントケージ 
サロペットスカート ¥15,400（税込）／ア
ウター：champion パーカー ¥5,280（税
込）／バッグ：CHUMS ショルダーBAG 
¥ 4 ,18 0（税込）／シューズ：KEEN  
JASPER ¥12,980（税込）／帽子：BEN 
DAVIS 二ットキャップ ¥2,090（税込）

トップス：クリフメイヤー 抗菌ロゴポケットロンT 
¥3,850（税込）／ボトムス：グラミチ NNPANTS 
JUSTCUT ¥11,800（税込）／シャツ：総柄刺繍
長袖シャツ ¥6 , 4 9 0（税込）／バッグ：THE 
NORTH FACE SWEEPBAG ¥4,950（税込）／
シューズ：KEEN UNEEKHT ¥14,850（税込）／
帽子：パズル バケットハット ¥2,090（税込）
※モデル着用帽子：WILD THINGSデニムキャッ
プ ¥5,280（税込）

1F

1F

1F

（時計専門店） （レディース）（メンズ・レディース）（レディス・キッズ） （メンズ・レディース・キッズ）（帽子）

（シューズ） （シューズ） （眼鏡・補聴器） （靴下・インナー・ウェア）（メンズ・レディース） （バッグ・雑貨）

（レディース） （メンズ・レディース・キッズ）（メンズ・レディース・キッズ）（レディス）
（レディス）

（レディース・雑貨）
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京都の
有名ラーメン店が

ずらり!

川沿いは
サイクリングや
ランニングに
おすすめ!

ピクニックも
楽しめる
鴨川デルタ

（ベーカリー）

※掲載店舗はマルシェにご出店いただいた店舗などです。

コンズサイクルオリジナル小径
自転車 Kon’ s Labo ガーリーを
カスタマイズ！！「ちょっとそこ
まで買い出しに♪」自転車です。
普段着にもスっと馴染み気負わ
ず乗れる、荷物も載せられるか
らしっかり実用性もある。いつ
ものお買い物が楽しくなる、そ
んな１台です。
Kon’s Labo ガーリー
￥30,778（税込）

自転車はあらゆる年齢においていちばん身近
な乗り物です。コンズサイクルでは、用途、
体格、お好みに合わせた自転車をご用意して
おります。あなたにピッタリがきっと見つか
る。自転車のことならお任せ下さい。らくはんから旬を発信するマルシェは人気のお店が多数出店。お買い物に訪れたお客様に楽しんで頂けるよう工

夫を凝らしております。パン、おやつなどをテーマにしたマルシェや、クリエイターを集めた「てづくりマルシェ」
など、様々なマルシェを定期的に開催致しております。

話題のお店から老舗の名店まで、期間中全15店舗が
出店致します。店舗により出店日が異なります。
詳しくはホームページをご確認下さい。

▶洛北阪急スクエアイベントページ https://hankyu-square.jp/event/

▶Instagram @rakuhoku_hankyusquare

▶LINE @rakuhan

（21年3月実施） （21年4-5月実施）

京都の人気ベーカリーはもちろん、
他府県の人気ベーカリーも出店！

飲食店とコラボして作る限定パンも見どころです。
新商品や限定品に出会えます。

担当者イチオシのお店や
話題のお店から名店まで
“見て・食べて”楽しくなる

「おやつ」をご紹介するマルシェです。

（21年3月実施）

各クリエイターのこだわりがつまった
アクセサリー、テーブルウェア、ドールチャーム、

ハーバリウムや木製雑貨など、
多数のカテゴリが集結！

（地下1階：カルディコーヒーファーム）
左：CASA DE BRUN GRAN CUVÉE
右：CHANTI CLASSINO 2018

おいしくて体にいいものをテーマに、素材や製法にこだわった
パンを作っています。卵と乳製品を使用しない全粒粉入りの食
パンが1番人気です。ザクふわっ食感のスコーンは常時6種程
取り揃えています。 おすすめ商品はりんごパイです。 
京都市左京区一乗寺西閉川原町2-1-1F　 050-5456-2337
▶https://localplace.jp/sp/t200477206/　▶Instagram:@umber46

叡山電車一乗寺駅を西にすぐのベーカリーです。国産小麦の
もちもち食パンや、野菜たっぷりのピクニックサンドなど約40種
類を取り揃えています。
京都市左京区一乗寺南大丸町48-6　 075-703-6710
▶Instagram:@pan_nochi

（一部商品は販売しておりません）

色々な果物を盛り付け用
プレートに盛り付けて
華やかさアップ。
（容器とも地下1階：

デイリーカナートイズミヤ）

お子様も大好きな
鳥の唐揚げやエビフライが
入ったオードブル。
（地下1階：

デイリーカナートイズミヤ）

ワインのおつまみにぴったりな
ローストビーフとチーズの盛り合わせ。
（地下1階：デイリーカナートイズミヤ）

ピクニックに欠かせない
ピクニックラグ。

オシャレな柄でコンパクトに
折り畳め、機能性も抜群。
（地下1階：Lbc with Life）パン・サンドイッチ（ぱんのちはれ）

見た目も
楽しい

ピクニック！

各ご当地の名産品をご紹介します。どんな「うまいもの」
に出会えるか、お楽しみに！

（20年12月開催） （21年2月開催）（20年12月開催）

〈出店店舗〉
・ぱんだの散歩（みたらし団子）
・京菓子司 よし廣（わらび餅・どら焼き）
・京菓匠 髙野屋貞広（大福・半生菓子）
・京だんご藤菜美（だんご・わらびもち）
・NEW STANDARD CHOCOLATE～kyoto by久遠（チョコレート）
・GORILA（バナナジュース）
・SECOND HOUSE CAKE WORKS（洋菓子・ケーキ）
・koe donuts kyoto（ドーナツ)
・ファットウィッチベーカリー京都店（ブラウニー）
・パイクイーン（パイ）
・まざあぐうす（シフォンケーキ）
・山猫軒（焼菓子）
・パパジョンズ（チーズケーキ）
・divan（チョコレート・ロクム）
・さらさ焼菓子工房（アメリカンクッキー）

飲食店とコラボして作る限定パンも見どころです。

私たちも
参加したことがある
パンマルシェは
いつも大人気！

みんなで

遊びに行こう!
色んなお店が

一度で

楽しめます!

コンズサイクル担当者

※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。

みんなで
ピクニックに
レッツゴー!

洛北阪急スクエア担当者
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