
ＢｅＢｅ ルダクティオン

ソックス

― ― ―

50～90

ミキハウス・
ミキハウスダブルＢ

ポロラルフローレン

グローバルワークジェラート ピケ

80～150

ＢＡＢＹ キッズ

衣料 70～90 90～130

無印良品

ソックス 7～11 12～16

ソックス 8～13 8～13― ― ―

肌着 50～80 50～80

― 衣料 50～90

― ― ― ― ― ―

― ― ― 女の子 男の子

― ― ― ― ―

シューズ 11.5～20 11.5～20 帽子 48～56 48～56

帽子 39～55 39～55

― ―

パジャマ 70～100 70～100 シューズ 13～21 13～21

ソックス 8～21 8～21 タイツ 80～140 80～140

60～170

バッグ Ｆｒｅｅ Ｆｒｅｅ

―

60～160

肌着 50～110 50～110 ソックス 11～24 11～24

女の子 男の子

衣料 50～110 50～110 衣料 80～150 80～150 衣料

― ―

ファミリア Ｂ ｅ Ｂ ｅ

女の子 男の子 女の子 男の子

― ― ―

― ― ― ― ― ― ―

帽子 46～56 46～56 帽子 42～54 42～54

Ｆｒｅｅ Ｆｒｅｅ

バッグ Ｆｒｅｅ Ｆｒｅｅ バッグ 1～6歳 1～6歳 帽子 40～48

シューズ 11～13 11～13

シューズ 11～21 11～21 シューズ 11～18 11～18 バッグ

パジャマ 80～140 80～140 パジャマ 80～120 80～120

ソックス 9～23 9～23

タイツ

7～21

70・80パジャマタイツ 70～130 70～130 80～120 80～120

7～13

タイツ 季節により

肌着 80～150

70・80

40～48

帽子 季節により 季節により

ソックス 11～22 11～22

バッグ 季節により 季節により

シューズ 13～21 13～21

衣料 80～150 80～150

パジャマ 80～150 80～150

季節により

女の子 男の子

帽子

ハッシュアッシュ

95～135

Ｆｒｅｅ

帽子 Ｆｒｅｅ Ｆｒｅｅ

95～135

バッグ Ｆｒｅｅ

シューズ 14～20 14～20

衣料

衣料 80～140 80～140

女の子 男の子

シューズ 16～21 16～21

Ｆｒｅｅ

男の子

衣料 90～140 90～140

女の子

Ｍ・Ｌ Ｍ・Ｌ

アーノルドパーマー
タイムレス

肌着 50～80 50～80

帽子 Ｆｒｅｅ

女の子 男の子

地 階

肌着 70～140 70～140 肌着 50～120 50～120

7～21 ソックス 7～13

女の子 男の子 女の子

50～120 衣料 50～80

男の子

衣料 70～150 70～150 衣料 50～120 50～80

肌着 60～150 60～150

アカチャンホンポ ミキハウスベビー

女の子 男の子

女の子 男の子

衣料 60～150 60～150パジャマ 110～140 110～140

― ― ―

シューズ 12～23 12～23

― ― ―

ウチノバス＆リラクゼーションＡＢＣマート

女の子 男の子 女の子 男の子

インフォメーション ショップ別（ブランド） サイズ一覧表
日々著しいお子さまの成長に合わせて、ぴったりのサイズをご提案いたします。お気軽におたずねください♪

５ 階

４ 階

２ 階 １ 階

ユニクロ

←このマークは
大人サイズもご用意しているショップです。
※一部対応も含む ※親・子別フロア対応も含む
※一部、表記サイズとは異なる商品・ブランドがございます。
※品切れなどにより店頭にないサイズが発生する場合がございます。
　予めご了承ください。くわしくは店頭係員にお尋ねください。

大人用も
あります

く インフォメーション
― ＳＵＫＵＳＵＫＵ ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ ―



小児科医による赤ちゃんの健康相談

『アサヒベビー相談会』

日々すくすく育つお子さまの足をお計りします。<毎週金曜日>

『アカチャンホンポ 足の計測会』

高槻病院の助産師さんから学ぶ （要予約）

『ママのためのにこにこくらぶ』

子育てや栄養のことを専門家にご相談

『アカチャンホンポ 栄養相談会』

理解力を高め、コミュニケーションを深める

『紀伊國屋書店 絵本読み聞かせ』
〈毎月第３日曜日〉 ①午後１時３０分～ ②午後２時３０分～

追手門学院大学児童研究会の学生さんによるお教室

『ちびっこ手作り工作教室』

各セミナー・イベントのお問い合わせ・ご予約は

高槻阪急 専門店課 電話 ０７２(６８４)５２２７<直通>
※定員になり次第募集を終了させていただきます。
※セミナー・イベントは予告なく変更または中止となる場合があります。

オムライス 【創作オムライス ポムの樹】
●お子さまオムライスセット（おもちゃ付き） ７８１円 ※ほか全２種類

とんかつ 【かつ乃】
●キッズえびフライランチ（おもちゃ付き） ８９０円 ※ほか全６種類

お好み焼き 【千房】
●おこのみ焼キッズプレート（おもちゃ尽き） ６６０円 ※ほか全２種類

うどん 【自家製麺 杵屋】
●オムカレーうどんプレート ６６０円 ※ほか全２種類

そば 【信州そば処 そじ坊】
●オムカレーそばプレート ６６０円

焼肉 【山形牛焼肉の店 香櫨苑】
●お子さま焼肉プレート １,０７８円 ※ほか全３種類

イタリアン 【ペルコラ】
●お子さまスペシャルセット ９９０円 ※ほか全５種類

中国料理 【桃谷樓】
●お子さま中華ランチ １,２３０円

季節料理 【五旬】
●お子さまセット ８５０円

廻転寿司 【ＣＨＯＪＩＲＯ 京都】
●チャイルドセット ６３８円
    ※わさびぬきセットもご用意

「ベビーカー」の貸し出し
１階＝正面入口・２階＝駐車場サービスカウンター

合計３０台のベビーカーをご用意。
※状況により貸出できない場合があります。

ベビー休憩室
５階＝こどもフロア

赤ちゃんのオムツ替え、授乳などにご利用ください。
ベビーベッド・給湯設備・自動販売機・
授乳ルームなどを備えています。

６階レストラン街では各店、美味しくて楽しい
お子さまのための特別メニューをご用意しています。

楽しくてためになる参加無料のイベント・セミナーを随時開催。
人気の企画もございますのでご予約はお早めに♪

婦人用化粧室内にチャイルドシートや
ベビーシートをご用意いたしました。

こどもの遊び場
５階＝こどもフロア

お子さまたちが自由に遊べる
スペースもご用意しています。

こどもトイレ
5階＝こどもフロア

お子さまサイズの専用トイレを
ご用意いたしました。

こども同伴化粧室
2階＝婦人服フロア・5階＝こどもフロア

「お子さま」＆「子育てママ・パパ」のための安心サービス・設備（無料）をご利用ください

※表示価格は本体価格に消費税を加えた
お支払総額（税込価格）となっております。

高槻阪急店
営業時間：午前１０時～午後８時
６階 レストラン街：午前１１時～午後１０時
地階 関西スーパー：午前９時～午後１０時

４階 【ウチノバス＆リラクゼーション】

「タオル」お名前刺しゅう
タオルにお子さまの名前を刺しゅういたします。

●ネーム・・・３３０円から ●ネーム（漢字）・・・５５０円から

●マーク（動物、乗り物ほか）・・・３３０円

※一部承れない商品がございます
■お渡し日：承りより約２週間

４階 【ケユカ】

「ベビー用品」刺しゅうサービス
スタイ・おくるみほか、対象アイテムを

お買いあげの方へ無料にて名入れ承ります。

■お渡し日：承りより約１週間

４階 【彩（ころりす）】

「子ども用食器」
オリジナルネームサービス

名入れのできる[アグニ―]子ども用食器セットのご注文を承ります。

■お渡し日：承りより約３週間

４階 【クラフトパーク】

「通園・通学バッグほか」制作
レッスンバッグやシューズバッグなど各種、手作り制作物承りいたします。

●縫製委託加工料・・・２,２００円から

※価格は内容により異なります。 ※材料費が別途かかります。
■お渡し日：承りより約２週間

★６階レストラン街の「お子さまメニュー」★ ★お子さま＆ママパパ 応援セミナー（無料）★
「お誕生」 「ご入園」 「ご入学」の記念・ご準備に

お子さまの成長に合わせた、記念の品や
準備・必需品＆サービスを各種ご用意しております。


