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らくはんで始める
秋の準備

手軽に揃うキャンプグッズを用意して

簡単アウトドアで、秋の自然をのんびり楽しむ

キャンプにも街にも似合うおしゃれを手に入れよう

らくはんならおうちの中でも外でも

楽しく過ごせるアイテムがみつかります。

右　DANNER（ダナー） GAAPRINE
　　LOW SUEDE GTX
都市空間で快適な履き心地を想定しつくられた
カプリーン。VIBURAMと共同開発したオリジナ
ルソールは、安定感とグリップ性に優れている。
19,800円（税込）／1F エービーシー・マート

本格的なキャンプグッズがお手頃価格で手に入る。今流行りのソロキャンプにもマストなサイズも
豊富にご用意。　01 DRY BAG 15リットル 550円（税込）　02 メスティン（ハンドル付） 550円
（税込）　03 燃料用五徳 110円（税込）　04 伸縮ランタンライト（6SMD）K814  330円（税込）　05 
保冷剤 右（ハードタイプ 520g 220円（税込））、左（ハードタイプ 220g 110円（税込））　06 ハン
モック 550円（税込）　07 テント 1,100円（税込）／全て地下1F ダイソー　※店舗の在庫状況に
よって売り切れている場合がございます。ご了承下さい。

中　DANNER（ダナー） FIELD
防水・透湿性能に優れたGORE-TEXライニングを
使用。悪天候も想定した安心のスペック。
27,500円（税込）／1F エービーシー・マート

左　Barbour（バブアー） BEDALE
撥水機能のある素材を使用しオイルが塗られて
いないタイプでお手入れも簡単。
48,400円（税込）／1F グラスルーツ
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外に出られなくても大丈夫！おうちの中でもアウトドア気分

01 ラ・ヴィ筋膜ローラーほぐ師 全身
の筋膜にコロコロ。4,378円（税込）
02 インフィフォーム・ローラーラテ 
マッサージやストレッチ時に、筋肉に
あるしこりやコリをほぐす。 4,378円
（税込）　03 セルライ子 肉踊り喜ぶ、
すっきり美ボディ。1,408円（税込）　
04  La -V IE ダイエットリング こ
りゃ、いいわ お腹まわりの引き締め
に。 1,738円（税込）／全て1F ロフト

01 POST GENERAL ハングランプ大小 付属のリモコン操作でON・
OFF可能なUSB充電式のLEDランプ。置いても吊るしても使えるマルチ
ライト。 大 3,080円（税込） 小 2,860円（税込）　02 バニティークーラー
バッグ ピクニック・ランチでは保冷バッグに使えるほかコスメポーチに
もちょうどいいマルチに使えるバニティバッグ。 2,750円（税込）／全て
地下1F Lbc with Life

Kon’s Labo ルシェル
ハンドルはポジションがとりやすいセミアップハンドルに交換。グリッ
プ・ペダル・サドル・リング鍵・ワイヤー類など黒に統一し、よりシックな
デザインにオプションチェンジ。6段変速で快適なサイクリングをサ
ポート。 29,048円（税込）／1F コンズサイクル

Denke TOYMOCK トイモック
折り畳み式のバーを広げてネットを掛けるだけで工具も不要。場所を選ばずどこでも使えるポータブルハンモック。
16,500円（税込）／地下1F Lbc with Life

さあ ! 秋の風を感じに出かけよう

らくはんの周辺もサイクリングに

ピッタリな場所がたくさんあります。

新しい自転車で秋の風を感じませんか。

”おうちキャンプ”を知ってますか？
アウトドアグッズを自宅で使えば、

いつもと違う日常が楽しめます。

手軽なエクササイズを取り入れて

空いた時間を有効活用
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01 ペリカンファミリー柿渋石鹸 秋
の食べ物「柿」。そんな柿の石鹸は、シ
トラスの香りでニオイもさっぱり。 
209円（税込）　02 フルーツネットパ
ウダーバス「ゆず」 お家でのバスタイ
ムに優雅なひとときを。 473円（税
込）／全て1F ロフト

01 香るキャンドル アロマキャンドルとして
はもちろん、キャンドルウォーマーにもぴっ
たりな良質な香料を使用したキャンドル。
1,100円（税込）　02 キャンドルウォーターラ
ンプミニ 電球の熱でキャンドルを溶かして香
りを楽しむ、コンパクトな電気スタンド。 
4,400円（税込）／全て1F ロフト

01 ゴールドフレームフラワー 秋色のドライフラワーとソラフラワーのブーケをゴールドフ
レームに飾り付け。 3,850円（税込）　02 ドライ&ソラフラワーBouquet マメ科の植物「ソ
ラ」で作られたソラフラワーと、ドライフラワーを束ねたトレンド満載のブーケ。秋感を醸し
出すチェックリボンをキュッと結んで。 4,400円（税込）／全て1F conoka

秋の夜長はゆっくりリラックス

Le ment ルメント
アイケアプロ
目元、口元の集中ケア美顔器。
8,580円（税込）

CNP Laboratory
CNP INVISIBLE PEELING BOOSTER
Ｐブースター
角質ケア導入化粧水。 100ml 3,410円（税込）

WELEDA ヴェレダ
スカルプエッセンス
スカルプ用エッセンスローション。
115ml 3,850円（税込）

White Rush ホワイトラッシュ
HQクリーム
紫外線によるダメージをケアする
ピンポイント美容クリーム。
15g 2,640円（税込）

JOIE CELLULE ジョワセリュール
セラム
ヒト幹細胞美容液。2種類のヒト幹細胞
エキス配合のエイジングケア用品。
20ml 3,080円（税込） CANADEL カナデル

プレミアモイストクールオールインワン
“肌悩み”を引き起こす前段階の肌状
態にアプローチする美容液ジェル。 
58g 4,180円（税込）

It’s SKIN イッツスキン
パワー10 フォーミュラ
PO エフェクター
毛穴の引き締めを助ける、肌に寄り添う
「美容液」。 30ml 1,716円（税込）

夏の疲れを癒すリラックスアイテム、色々あります。

バスタイムを癒し空間に

スキンケアで整える

アロマの香りと光を楽しむ

ドライフラワーを飾る

STUDY TOOL POUCH 立てるだけ
で、どこても勉強スペースに切り替えられ
るポーチ。B5ノートから小さなクリップま
で色々なサイズのポケットできっちり収納
できる。 2,860円（税込）／1F ロフト、中
の小物／全て地下1F ダイソー

快適な学びの空間を作る
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ちょっと足を延ばして

01　昼と夜のいりあいの頃の色使い

秋に映えるオレンジのニットは、やわらかなウールに
リネンとアルパカをブレンド。ウールリネンアルパカ
カーディガン 25,300円（税込）、チェックコーデュロイ
ワイドパンツ 25,300円（税込）、アンクルブーツ 41,800
円（税込）／1F パラス パレス

04　珍しい象革を使ったウォレット

アフリカの象革を使用。他の革では出せない模様は象革
特有の魅力。 各20,680円（税込）／1F グランサックス

03　性別を問わず似合う帽子
シンプルな形でどんな顔型の方にもおすすめなポークパ
イハット。つばを上げ下げすれば雰囲気を変えられる。 
ポークパイハット 各7,590円（税込）／1F 帽子屋Flava

02　雰囲気のあるフレームを選んで

上：テンプルの断面を三角形に設計し掛けやすさと歪み
にくさを両立。トレンド感があり、男女共に使いやすい。
PARIS MIKI ミクロチタン180  28,600円（税込）レンズ
付き　下：レンズ上部を角ばらせ、定番のボストンとは一
味違うスタイルをお求めの方にオススメ。 PARIS MIKI 
Anthentie eyewear 055  19,800円（税込）レンズ付き／
1F PARIS MIKI

05　人気NO,1のレースアップシューズ

メイドインジャパンブランドのrecipe。人気NO,1のレー
スアップシューズ！秋コーデにマストなエナメルアッ
パー仕上げ。コーディネートを選ばないシンプルなデザ
イン。 12,100円（税込）／2F NATURA

06　その日の気分で自由にカスタマイズ

時計本体とバンド、バックルを自由に組み合わせてでき
るカスタマイズウォッチ。その日の気分やファッション
に合わせたコーデを楽しめる。TCH Casual Customize 
ヘッド 11,000円、13,200円、15,400円、バンド 2,750円 
バックル 1,650円（全て税込）／1F ザ・クロック・ハウス

07　大人の為のベーシックカジュアル

オリジナルレザーは水や傷に強く使う程に極上のエイジ
ングを見せてくれる。日常でも仕事でも使える万能スタ
イル。FIVE WOODS‒PLATEAUトートバッグ 39,600円
（税込）／1F グランサックス

08　程よい光沢感が上品な印象に

とろりとした落ち感が魅力のブラウス。ライトな着心地
のデニムスカートを合わせ、カジュアルな雰囲気をプラ
ス。ブラウス 6,400円（税込）、デニムスカート 7,900円
（税込）、バッグ 3,900円（税込）／1F コムサイズム

秋色コーデに、毎日がちょっと楽しくなる
小物もらくはんでみつかる

旬のおしゃれも、もらくはんで揃えよう。
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こだわりの食材を揃える

秋のホームパーティーは

オーバルホットプレートのたこ焼きプレートを使ったアヒージョ、

ラクレットフォンデュメーカーでラクレットにトライ！

01 イタリア産 EXVオリーブオイル 
1,620円（税込）　02 1865 セレク
テッドヴィンヤーズ ソーヴィニヨンブ
ラン 2,200円（税込）　03 モンテクル
ズ カベルネソーヴィニヨンオーガニッ
ク 913円（税込）　04 エドネ グラン
キュヴェ 1,980円（税込）　05 モント
スコ ブラックペッパー（セラミック）、
ピンクヒマラヤソルト（セラミック） 各
1,275円（税込）　06 FAUCHON トル
コ産セージ、アメリカ産岩塩、インド産
クミンシード、フランス産ローズマ
リー 各351円～378円（税込）　07 ラ
クレットチーズ 516円（税込）／ワイ
ン：地下1F やまや、その他食材：地下1F 
デイリーカナートイズミヤ

秋のキッチンをご機嫌に過ごす方法

食欲の秋、キッチンが楽しくなるアイテムも

らくはんでみつかります。
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お気に入りの
キッチンアイテムをみつける

新しい調理器具で
新しいメニューに挑戦する

01 リベラリスタラックワイド 調味料をスッキリ収納 2,618
円（税込）　02 フォルマクリアポット（480ml） 湿気を防ぐ
パッキン付で調味料をサラサラにキープ。便利なスプーン付
き。 457円（税込）　03 acacla ラウンディッシュボード ナ
チュラルなウッド素材でキッチンをおしゃれに 1,760円（税
込）　04 Tower カッティングボードスタンド 置き場に困る
まな板をコンパクトに収納 1,210円（税込）　05 ディッシュ
クロス2pcs 660円（税込）　06 フォルトオイルポット 二重
濾し網がついているのでいつでもきれいな油を調理に使えま
す。 3,850円（税込）／全て地下1F one’s terrace
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T-Falクックフォーミー
圧力、炒める、煮込む、蒸す、炊飯、保湿、再加熱をこれ1
台で。210レシピ搭載で材料を入れてボタンを押したら
後はおまかせ。 40,800円（税込）／地下1F エディオン

オーバルホットプレートグレージュ
これ1台で様々な調理や料理が可能。大きさもホーム
パーティーなどにもぴったり。 17,600円（税込）／1F 
ロフト

ラクレットフォンデュメーカーメルト
焼き立てチーズを楽しむのはもちろん、正方形のコンパ
クトホットプレートとしても活躍する優れモノ。 5,500
円（税込）／1F ロフト
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01 あいらぶきっちんの豆腐［京都長岡京市］昔ながらの方法で作られ、使用するのは農薬を
使わず育てられた大豆と伊豆大島のにがり、そして水のみ。絹こし豆腐 330g 270円（税込）
など　02 ペルー産 オーガニックバナナ 甘味と酸味のバランスが良いバナナ。378円（税込）
03 淡路島荒木さんの玉ねぎ［兵庫県］ 毎年出荷を待ちわびるファンのお客様も多い荒木さ
んの玉ねぎ。100gあたり 48円（税込）　04 和栗豚［宮城県産］ 秋の味覚「和栗」を食べて育っ
た豚「和栗豚」。コクと甘味が感じられ、とくにこれからの季節は旨味が濃くオススメ。価格は
各部位で変わる　05 いのち育む平飼いたまご［京都綾部市］ 美しい棚田の広がる綾部市に
あるHELPの自社農場で育てた鶏から生まれた卵。6個パック 429円（税込）　06 HELP PB
ブランド 「素のまま」低温殺菌牛乳［島根県木次］ 良質な原乳の甘味や風味をそのまま生かす
低温殺菌処理にこだわった牛乳。1,000ml 297円（税込）／全て地下1F HELP
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01 ［岡山］清風庵　おかやま白桃ゼ
リー 1個 648円（税込）

デイリーカナートイズミヤがリニューアルオープン !
「阪急百貨店おすすめ 銘菓日本の味」、

「阪急百貨店おすすめデパ地下スイーツギフトコーナー」が登場

02 ［広島］天光堂　ほろ酔い もみじ
饅頭 1個 152円（税込）

03 ［兵庫］アンリ・シャル パンティエ
フィナンシェ 3個入 432円（税込）

04 ［京都］三昇堂小倉　茶だんご
 24個入 601円（税込）

06 ［広島］とびしま柑橘工房　レモ
ンケーキ  1個 249円（税込）

07 ［滋賀］叶 匠壽庵　あも
1,296円（税込）

08 ［京都］丸太町かわみち屋　蕎麦
ぼうろ 90g入 324円（税込）

10 ［神奈川］］ありあけ　横濱ハーバー
ダブルマロン 5個入 891円（税込）

05 ［岡山］山方永寿堂 きびだんご
10個入 451円（税込）
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09 ［長崎］小浜食糧　長崎銘菓クル
ス復刻版 1,080円（税込）

※パッケージは8月時点のものです
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洛北阪急スクエア
営業・販促担当

洛北阪急スクエアで好評の「マルシェ」秋はパンマルシェからスタート！
毎回初登場の店舗が登場するのは、らくほくパンマルシェならではの魅力。

お客様の声にもお応えした店舗も出店いたします。

今回登場する 30店舗以上のなかからみどころを一足早くご紹介。

秋の "らくほくパンマルシェ"に注目 !

開催日時：9月18日土  ～  26日日  各日10:00  ～ 18:00

場所：地下１階センタースクエア＆1階インフォメーション横特設会場

2 らくほくパンマルシェ初登場が続々!

昭和52年創業の老舗ベーカリー。昔から長く愛さ
れるパンを守りながら、新しいパン作りにも積極的
に取り組んでいます。イチオシはぎっしりレーズン
が入ったあたかのレーズン食パンです！

ベーカリーあたか

大正12年滋賀県大津市で創業。クリーミーなバター
クリームを使用した「バターパピロパン」、門前町の
石垣をイメージした「石積みのぱん」、かぶりつきた
くなる「メロン食パン」など多数ご用意いたします。

西洋軒

四条烏丸駅近くのサンドウィッチ専門店。定番の
たまごサンド、カツサンドや日本と海外のテイス
トを融合させたユニークな限定サンドが魅力。パ
ンマルシェ限定セットにも注目です。

2/7 Ki tchen

1 今回のテーマは秋の味覚を使った商品＆魅惑のメロンパン

「美と健康」をコンセプトに京都・城陽に店を構え、厳
選素材で焼き上げたパンやパイなど多数販売。城陽
の特産品、イチジクを贅沢に使ったパイは果実の甘さ
と生地の組み合わせが絶妙！パンマルシェ初登場。

京都大志万

奈良県生駒市より　大人気のかぼちゃメロンパンを
はじめ限定の安納芋メロンパンサンドなどのメロン
パンシリーズに、選ぶのに迷うほどたくさんのメ
ニューをご用意いたします。パンマルシェ初登場。

手作りパン工房  ウーの森

この他にも

たくさんの店舗から

創作パンが

登場します !

ここでしか味わえない

秋の味覚たっぷりの

創作限定パンも

開催期間中のお楽しみ !

R
A

K U H O K U   B R E A D   M A R C
H

E

9.18土 ～ 22水 9.18土 ～ 26日 9.18土 ～ 22水

9.23　　 ～ 26日 9.18土 ～ 20
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5 京都の人気飲食店とのコラボパンは即完売必至

高倉二条の人気店、鉄板・お好み焼「仁」が名物焼き
そばをスピンオフし京都市役所前に2020年2月にオー
プンした人気沸騰中の店舗から日本一おいしいと言え
る焼きそばを有名ベーカリーのパンにサンドします。

焼きそば専門天

京都西院にある大人気ラーメン店より渾身の特製バ
インミーが誕生！老舗ベーカリーとのコラボは相性
も抜群です。

麵処鶏谷

3 パンのお供やパンをさらに美味しく演出する

京都府木津川市にある特に優れた飼育環境と他の
牧場や牛乳処理施設では見られない特別な施設を
設置して作られる日本では数少ない「特別牛乳」は要
チェック。

クローバー牧場

亀岡に工房を構え、ご夫婦で創作をしています。お
気に入りの食器で彩を加えて、更に楽しい食卓を演
出します。

しの平窯

4 京都にできた話題の新店舗もいち早く登場 !

四条河原町に京都初の店舗をオープンした「THE 
CITY BAKERY」が今回らくほくパンマルシェに初
出店！人気のプレッツェルクロワッサンのほか人気
商品を多数ご用意いたします。

THE CITY BAKERY

河原町丸太町にオープンし、昼過ぎにはほぼ完売
してしまう人気急上昇中の店舗から人気のhinami
バーガーほか、自慢のパンを盛りだくさんご用意
いたします。

hinami

新大宮商店街内にオープン！国産小麦と自家製酵母
を使ったパンやお菓子が揃った個性あふれるお店
です。使用する素材にも店主のこだわりを強く感じ
させるラインナップはどの商品も逸品です。

コハルビヨリ

テーブルを

  整えて、

ゆっくりパンを

味わう時間を

　作りませんか。

恒例になりつつある

飲食店とのコラボ企画は

現在もまだまだ企画中 ! !

人気店とのコラボパンを

お楽しみに !

美味しいパンが

もっと美味しくなるように、

パンによく合う牛乳と、

食器を揃えました。

2021.7
OPEN

2021.5
OPEN

2021.4
OPEN

9.18土 ～ 26日 9.18土 ～ 26日

9.18土 ～ 22水

9.18土 ～ 26日

9.23 9.18土 ～ 20

9.18土 ～ 20　　／22水 ～ 24金／26日

ここだけでしか

味わえない

超限定企画です !

8



パスポートの利用方法・入手方法はこちらから（京都府HP）▷https://www.pref.kyoto.jp/kosodateouen/1183513999674.html

らくはんでのお買い物をさらに楽しく・賢く

スタンプ・ポイントカード取扱店舗

『ポイ活』

きょうと子育て応援パスポートとは

洛北阪急スクエアでも下記店舗で京都子育て応援パスポートを提示すると様々なサービスを受けることが出来ます。
（協賛店舗にはステッカーが提示してあります）

アカチャンホンポ
入会費・年会費無料、200円（税抜）で1ポイント付与、
マタニティ特典あり

オリンピア
入会金・年会費無料、有効期限なし、300円で1ポイン
ト、39ポイントたまると300円の金券プレゼント

THE MARIE 10回スタンプカード10％OFF、ケア・オフ無料

築地銀だこ ８のつく日はたこ焼き購入でスタンプ２倍押し

マツヤマ
電池交換が通常の500円引き、ベルト交換は表示価格
より30％OFF

サーティワン
アイスクリーム

誕生日にはシングル無料のほかご来店20回目と31回
目のご来店でお得なクーポンプレゼント！

2F

京のお肉処 弘
（惣菜・精肉）

毎月0のつく日はポイント2倍、毎月25日はポイントカー
ド提示でコロッケ1個プレゼント

1F

B1F

パステルデザート
500円ごとに1ポイント、15ポイントでプリン1個プレゼ
ント、30ポイントで500円OFF

カルディ
コーヒーファーム

カルディカードコーヒー豆100円につき１ポイント付与
100ポイント達成すると1,000円の電子マネーを付与

カトージ 5％OFF（※一部対象外商品あり）

小学館の幼児教室
ドラキッズ

入会者全員にドラえもんグッズプレゼント

島村楽器 音楽教室入会時にノベルティプレゼント

築地銀だこ ドリンク1杯サービス

2F

conoka 全品5％OFF（※他の割引と併用不可）

KON’S SYCLE
ベビー・キッズヘルメット購入で10％OFF
（※他の割引と併用不可）

グランサックス ランドセル レジにて5％OFF（※セール商品は対象外）

帽子屋 f  lava 店内商品レジにて５％OFF（※一部対象外あり）

パリミキ メガネ一式お買上で1,000円OFF（※他の割引と併用不可）

越後秘蔵麺無尽蔵 ドリンクSサイズ１杯サービス

コンタクトの
アイシティ

店内全商品１０％OFF（※他のクーポンとの併用不可）

1F

B1F

AOKI 店内商品５％OFFクーポン券及びセットセールとの併用も可能
（※但し、他の総額割引と併用不可、補正代・宅配代は対象外となります）

LbcwithLi fe 店内商品レジにて5％OFF（※セール商品、他の割引と併用不可）

QB ハウス ご利用のお子様にノベルティプレゼント

カルディ
コーヒーファーム

1,000円以上お買い上げで（レシート合算不可）
お菓子をプレゼント

ジュエルカフェ 査定いただいた方にノベルティプレゼント

京のお肉処 弘 惣菜・弁当が購入金額より5％OFF

茶房ひまわり お子様ジュース無料

京都府では、府内にお住まいの下記の子育て家庭にパスポートを発行し、
協賛店舗が様々なサービスを提供することを通して、子育てを応援する取り組みを行っています。

各店で独自に取り扱っているポイントカードも要チェック!
便利にお得に活用しよう！

・18歳未満のお子さんがいらっしゃるご家庭（18歳に達した年度末まで有効）
・妊娠中の方がいらっしゃるご家庭

館内店舗でお得に !

『きょうと子育て応援パスポート』子育てパパ・ママも応援 ! !

グラスルーツ
現金払い1,000円ごとに1ポイント、クレジットや電子マ
ネー等は2,000円ごとに1ポイント（※セール商品は対象外）

マクドナルド
ハッピーセット「チーズバーガーセット」を特別価格390円
で提供（セット内容：チーズバーガー＋ポテトⓈ＋ドリンクⓈ＋おもちゃ1つ）



　今回ご紹介するのは、らく
ほくパンマルシェにも度々出
店していただいている「パ
ティスリー タツヒトサト
イ」。オーナーの里井さんの
ご実家はベーカリー。横浜の
有名店「SWEETS  garden  
YUJI AJIKI」とビストロで修
行後、2016年4月に京都大学近くに自身のお店をオープン。パンも
スイーツも食べられる人気のお店です。
　おすすめメニューは、イートインで昨年から始めた「パルフェセゾ
ン」。こちらは季節毎に果物が変わる、見た目も美味しいパフェです。
写真のマンゴーパフェはマンゴーの果肉に加え、マンゴーゼリーや
パッションシード、キャラメルアイス、アーモンドミルククリームな
どを使用し、色々な味わいが楽しめる逸品です。マンゴーの次の果物
はシャインマスカットを予定しているとのこと。
　誰にでも愛されるものを作りたいという里井さんの想いが込められ
た、定番のクロワッサン、バゲット、食パン。そして、ふんわり生地
に生クリームとカスタードクリームのみをたっぷり使用した、その名
も「達人（たつじん）ロール」もおすすめです。シンプルで甘さ控え目で
すが、クリームのコクをしっかり味わうことができます。
　お店はらくはんから自転車で10分ほどの距離。平日は学生さん、
週末はご近所さんと、常連も多く、幅広い層のお客様が来店する今の
立地がお気に入りだそう。らくはんのマルシェにも定期的に出店して
おり10月に開催予定のおやつマルシェにも出店が決定しているほか
9月開催のパンマルシェにも有名飲食店とのコラボパンで登場します。
常に進化し続ける里井さんが作る自慢のベーカリーを、是非味わって
みて下さいね。

pâtisserie TATSUHITO SATOI

パティスリー タツヒトサトイ

京都府京都市左京区北白川追分町2Ｅ フラット北白川 1Ｆ
TEL 075-285-1171
HP http://tatsuhitosatoi.com/
Instagram @patisserie_tatsuhitosato
営業時間AM8:00～PM18:30 無休

パルフェセゾン（マンゴー） 1,500円（税込）

達人ロール 1,300円（税込）

朝８時には焼き立てのベーカリーが並びます

オーナーの里井達人さん

らくはんの周辺には

魅力的なお店が

たくさんあります。

ちょっと足を延ばして

訪れてみませんか。
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編集後記

※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（代表）受付10:00-19:00

HPはこちらから
洛北阪急スクエア

駐車場のご案内

高野

高野橋東詰

西側入口

東
大
路
通川

端
通

北大路通

南側入口

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

北大路

三条
地下鉄東西線

地
下
鉄
烏
丸
線

叡
山
電
鉄
叡
山
本
線

阪急京都線

京
阪
本
線

神宮丸太町

出町柳

元田中

高野橋東詰 茶山

祇園四条

烏丸御池

京都河原町烏丸

北大路通

今出川通

白
川
通

川
端
通

東
大
路
通

河
原
町
通

京
都
御
所

烏
丸
通

御池通

四条通

三条通

八坂神社

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

今回の表紙に登場していただいたのは
「らくはんご近所のお店紹介」でご紹介した
pâtisserie TATSUHITO SATOIさんのファミリーです。
撮影場所の星乃珈琲店ではスイーツからお食事までをご用意。
お子様向けにお席で自由に楽しめるおもちゃや絵本もございますので、
ご家族でゆっくりとお過ごしいただけます。

着用アイテム
お父様：チェック柄ニットベスト 4,900円（税込）、シャツ 6,900円（税込）
お母様：スエードブルゾン 12,000円（税込）、チェックスカート 8,900円（税込）
全て1F コムサイズム
お子様（兄）：アウター 3,850円（税込）、トップス 3,850円（税込）
 ボトムス 2,090円（税込）、帽子 3,520円（税込）
お子様（妹）：トップス 1,050円（税込）、オーバオール 7,150円（税込）
全て1F グラスルーツ
撮影場所：1F 星乃珈琲店

表紙の写真
COVER  PHOTO

2021.10.8      NEW OPEN金

ベーシックな生活雑貨から、空間を彩るインテリア雑貨など
幅広いラインナップと、つい手に取りたくなるデザイン性のある商品、
服飾雑貨・モバイルアイテム・キッズアイテムなど
300円を中心に、幅広く取り揃えています。

※無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

10月8日金～10日日までの 3日間、
1,10 0円（税込）以上お買い上げのお客様、
各日先着 100名様にオリジナルエコバッグをプレゼント。

P R
E S E N

T

らくはんの魅力がたくさんある中で「これぞらくは
んスタイル」をお客様にお伝えできるよう、推敲、
議論を重ね、秋号の完成に至りました。「おいしい」
「うれしい」「たのしい」が必ず見つかる「秋のらく
はん」もどうぞよろしくお願い致します。

全体統括：洛北阪急スクエア
企画・プロデュース：地野裕子／ルゥルゥ商會
編集：澤田香織／YEBISU DESIGN
誌面デザイン：YEBISU DESIGN 
写真（p7-8除く）：若林満／IG@mitsuru_wakabayashi
撮影協力（p3-7）：Bijuu

1F

営業時間
10:00-21:00

╲ら く は ん の旬な情報を日々お届け !╱

rakuhoku_hankyusquare @rakuhan

インスタグラム公式アカウントはコチラ LINE公式アカウントはコチラ


