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北摂でおいしい時間を過ごそう

　創業４０年、創作銘菓の名店。定番の和
菓子から洋風をブレンドしたものまで、手作り
にこだわった菓子が数十種類と豊富。冬の
おすすめは「高槻ようか
ん」。個人でも進物として
も喜ばれる定番。

この時期、進物にぴったりの
創作和菓子店

● 苺大福・・・・・・・・・・・・・1個200円
● 生チョコもっちん
6個入/10個入500円/850円

● カフェオレ大福・・・・1個140円
※その他多数の商品あり

特典
「シティライフを見た」で
500円以上ご購入の方に
栗代最中（あわてもなか）
を1個プレゼント
（1月末まで）

高槻ようかん1個160円抹茶、黒糖、小豆の3種類
10個入/1,800円、15個入/2,650円

柚子もなか
1個160円

高槻市宮田町2-40-10
営／8時半～19時　年中無休
1/1～3は9時～18時

2072-692-0034　

※2店舗ともP有

真上店
高槻市西真上1-34-27
営／9時～19時

2072-684-3131
http://satsukian.com/
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太田茶臼山古墳（継体天皇陵）

西国街道
今城塚古墳

名神高速

藍野病院
太田茶臼山古墳（継体天皇陵）

西国街道

名神高速

藍野病院

マルヤス

創作銘菓 薩喜庵 宮田町店

高槻市寿町1-4-7
営／ランチ　月～金　※祝日は休み｠
　　11時半～14時（L.O13時半）
　　ディナー　月～日｠
　　17時～22時半(L.O22時）
月曜定休（祝日の場合は営業、翌日休み）
12/31・1/1は休み（ランチ営業は1/5～）

2072-695-3929

厳選黒毛和牛焼肉  三島

厳選“国産黒毛和牛”が
リーズナブルに味わえる

　きめ細かい良質な厳選”国産黒毛和牛肉”を、リー
ズナブルな価格で提供しており、家族連れや友人との
食事会に人気の同店。今夏の開店以来、その上質な
肉質が早くも評判になっており、毎日の仕入れにこだ
わる同店では焼肉のみならず、「牛トロ
にぎり」や「特選和牛たん刺」といっ
た、鮮度が高いからこそ旨い逸品も好
評！特に、特選ステーキは肉の旨さを
追求したおススメの一品。美味しいお
肉を、ぜひ食べてみて！

特典 「シティライフを見た」で
①ランチ飲食の方、デザートをサービス！
②ディナー飲食の方、会計から10％OFF！
※コース料理での使用は不可
※他券との併用不可（2016年2月末まで）※価格は全て税別

高槻

三島の仕入れでは、徹底して肉質にこだわるため、地域を
絞らずその時の肉質が一番良い黒毛和牛を厳選し、リー
ズナブルに提供！

おススメの「牛トロにぎり」。とろける
肉の旨味にリピーター続出！自慢の
虎マッコリは、辛口で無添加、非加
熱、無加糖の自然に最も近い手作
りマッコルリ。焼肉と一緒に！｠

【MENU】● タン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・800円
　　　　　　　　● カルビ・ハラミ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各780円
　　　　　　　　 ● ホルモン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・480円～
　　　　　　　　● 牛トロにぎり（二貫）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・700円
　　　　　　　　● 特選ステーキランプ（100ｇ）・・・・・・・・・・・・・1,300円
　　　　　　　　 ● 特選ステーキミスジ（100ｇ）・・・・・・・・・・・・・・1,700円
ランチ
　　　　　　　　● ハラミ丼（スープ、サラダ付）・・・・・・・・・・・・・・・・・800円
　　　　　　　　● 焼肉三種盛（ライス、サラダ、スープ付）・・・・・850円
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　西武高槻店で開催された催事にて、見事
人気投票1位に輝いた「のりまきのすけ」。韓
国料理の名店まだんの元総料理長相談の
もと、日本人好みの味付けに仕上げた韓国
風海苔巻きや石焼きビビンバが味わえる。オ
ススメは、牛焼肉入り韓国風海苔巻き“キン
パのすけ”。ほうれん草ナムルや人参ナムル、
たくあんも入って見た目もカラフル。胡麻とご
ま油にすし酢をプラスしたすし飯や、磯の香り
豊かな日本の上海苔を使用するなどこだわり
が随所にみられる。メニューは全てイートイ
ン、テイクアウト両方可。コストパフォーマンス
抜群なので、ぜひ利用してみて！

西武高槻店「ご当地味めぐり」で
人気投票1位に輝いた実力店

2072-695-7881

高槻市川添2-1-3 
川添ショッピングセンター1F
営/10時～20時
不定休　※1/1・1/2休み

のりまきのすけ
● キンパのすけ・・・・・・・・・400円
● 激辛スンドゥプチゲ・・・680円
● プルコギビビンバキンパ400円
● ヘルシーキンパ・・・・・・・350円
● 石焼きビビンバ・・・・・・・680円

「シティライフを見た」と
来店購入の方に
刻み海苔(150円相当)を
プレゼント！
（1月末まで）

特典

激辛スンドゥプチゲは、具沢山のお
鍋。辛さの調節は希望できる。（ご飯
つきもOK!）

お土産やおもたせにも最適！

キンパのすけ400円。
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茨木川 業務スーパー
南富田店

ケアーズドラッグ
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　僕が、よく「お土産に」って買いに行くのがJR茨木
駅から万博の外周に向かう道路沿いにある佃煮昆
布屋さんの『無双庵』。お店では、店内に商品が２種
置いてあって試食できます！まず、『山海七宝』一袋
1,050円。こっちは山椒が入ってなくて、出汁がきい
た佃煮昆布だそうです。では、一口…。ウルトラメチャ
旨い！すごく昆布の風味がよく美味しい佃煮で、ご飯
を何杯でも食べられる旨さに驚き！続いて『山海八
宝』一袋1,050円。これは、山海七宝に山椒が入っ
ています。では、一口…。メチャメチャ旨い！好みの問

題ですが、山椒の風味が入って美
味しいけど、僕の好みは山海七宝か
なぁ。店頭でもHPでも購入できるの
で、是非食べてみてください！

取材協力

山海七宝(山椒なし）　120g入 1,050円
山海八宝（山椒入り）　120g入 1,050円vol.24

茨木市南春日丘2-9-25
営/10時～17時
日・祝及び毎月21日定休
12/30～1/5休み　
☎072-626-8877
http://www.e-musouan.com/

● 山海九宝（キクラゲ・梅肉入り）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120g入 1,050円
● 山海七宝・八宝・九宝（極）・・・ 120g入 3,150円
● 進物用箱入り（1個～）・・・・・・・・・・・・・・1,250円～
● 特製壺入り佃煮昆布・・・・・・・ 200g入 10,500円

無双庵
特典　
この記事持参で
1,000円以上お買上げの方、
粗品プレゼント！
（2016年1月末まで）

MENU

すべての食材が国産
で、産地名もきっちり
明記されていてすごく
安心！ご飯に乗せて食
べると、昆布の風味が
鼻にドカンと抜けてい
きます。昆布に添えた
椎茸の旨さに完全ノッ
クアウト！もう、ご飯が
止まらない…

！！

♪ 北摂を中心として美味しい
店を食べ歩いている人気の
有名グルメブロガー。

ブログは
「プーさんの満腹日記」
で検索

このコーナーは、美味しい店を知り尽くすグルメブロガー
「プーさん」からの、おすすめグルメ情報を紹介していきます。
ブログもチェックしてみてください。

14
129

春日丘高春日丘高
茨木署茨木署

エキスポロードエキスポロード

春日丘小春日丘小茨木局茨木局ファミリー
マート
ファミリー
マート

マルヤスマルヤス

松沢池公園松沢池公園

名
神
高
速

名
神
高
速

Ｊ
Ｒ
茨
木公

園
東
口大阪モノレール大阪モノレール

1月15日（金）は「恒例まぐろ祭り」

1月16日（土）は「恒例まぐろ祭り」

◆北 園 店　70120-882949

1月9日（土）は「恒例まぐろ祭り」
◆聖ヶ丘店 70120-782941◆栄 　 店 70120-290194

ミートモリタ屋
◆富田店 70120-502941
1月16日（土）は「恒例まぐろ祭り」

節分 巻き寿司 予約受付中
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2072-635-0309
http://www.saint-marc-hd.com

茨木市中津町22-25
（阪急茨木市駅東口より徒歩15分）
営／11時～23時（LO22時）
年中無休　P45台

ベーカリーレストラン サンマルク茨木店

「おしゃべりランチコース」続行中
グランドメニューはお得な特典付

　新年の集まりに、リーズナブル価格の洒
落たランチはいかが。好評の「おしゃべりラ
ンチコース」は、「4種類から選べるメイン料
理はどれも美味しそう。憧れの英国アフタヌ
ーン風のデザートにも感激！」とゲストが絶

賛。吟味された食材やソー
ス、彩り豊かな盛り付けを満
喫して。また、期間中はグラ
ンドメニューが10％オフに。
特典を上手に使って豪華メ
ニューを楽しもう。ピアノ演
奏を聞きながら、キャンドル
揺らめく素敵な空間で家族
や友人とゆっくり食事を。

特典
この記事持参の方に　（1月末まで）
● ホールパン5個プレゼント！ グランドメニュー10％ＯＦＦ！

「おしゃべりランチコース」（全
6品）1,290円～。スープ・前
菜・メイン4品より選択・デザー
ト・焼き立てパン食べ放題（ラ
イス）・飲み物。＋380円でデ
ザートスタンド（全6品）。（16
時まで・土日も提供・税別）

● 「リュクスコース」（全6品）2,480円
　メニュー／前菜（ずわい蟹のババロア翡翠仕立
て、他）3品より選択・メイン3品より選択・デザート
3品より選択・焼き立てパン食べ放題（ライスもお
替り自由）

● 「カジュアルコース」（全6品）1,780円
※1/1～1/3はグランドメニューのみ提供

すべて税別

「リュクスコース」（全6品）2,480円。


