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　高槻市役所近くに新しいお店を発見。早速、『放牧豚
1頭買いカレーKiKi(キキ)』に行ってきました。メニューは
１種類のカレーのみです。ここのカレーは、長崎県佐世
保市郊外にある味菜自然村の放牧豚「味菜自然豚」を
1頭買いしている関西で唯一のお店。『味菜自然豚の良
材カレー大盛り』（＋２００円）をお願いしました。味菜自然
豚たっぷりのキーマカレーでルーはサラサラ系＆オイリー
系ですね～～。ではでは一口！ウルトラメチャ旨い!｠ 挽肉
の旨みがガッツリきて肉肉しいカレーで美味しいですね～
～～。意外とあっさりしていてサ
ラサラと口の中に入っていきま
す。見た目ほど辛くないので、辛
いのが好きな方は辛さをアップ
することをオススメします。

取材協力

味菜自然豚の良材カレー　850円vol.26

高槻市野見町4-6
営／11時～18時
　　（金曜は23時まで）
　　（40食無くなり次第終了）

● 味菜自然豚の良材カレー・・・850円
（HOT　UP（Lv1～Lv5）＋20円／Lv1）
● 味菜自然豚のとろ煮丼・・・・・880円

放牧豚1頭買いカレーKiKi（キキ）

MENU

お店は171号線沿い
で、テーブル席が9席あ
る。

「味菜自然豚」のミンチが
たっぷりと。お肉の旨味を
感じられる。

特典　
「シティライフを見た」で
ちょい盛りサービス！
（3月末まで）
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♪ 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。

北摂でおいしい時間を過ごそう

春のおすすめグルメ　揚がった順に天ぷらを味わえ、定食が690円～とリーズ
ナブルな価格で提供してくれる「天ぷら定食専門店」。この
時期のおすすめは、春の味覚を満喫できる「山の春定食」

（写真左、1,100円）。海老2尾、サワラ、甘
鯛、イカ下足、菜の花、なす、レンコン、えび
餅にご飯とみそ汁が付くお値打ちな内容だ。

営業時間を朝10時からに変更
1時間早くなり利用しやすくなった

● 野菜定食（季節の野菜7種）・690円
● 海老定食（海老・キス・イカ・野菜3種）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・730円
● 山定食（海老・キス・イカ・豚ロース・野菜3種）  
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・930円

● 穴子定食（穴子一本揚げ・キス・イカ・野菜3種）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・950円

特典

2072-730-2290 http://yama-yama.com/

箕面市船場東3-9-2-1F 
営／10時～21時（LO20時半頃） 
店舗前専用駐車場全11台 不定休 
全62席（カウンター38席、テーブル4席）
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酒の楽市

この記事持参で
「蒸しプリン」を
サービス
数量限定
土日祝除く平日のみ
（3月末まで） E

吹田市千里万博公園2-1
ららぽーとEXPOCITY 1F
営/11時～22時
無休　駐車場4,100台

206-4860-6453
http://www.sweets-paradise.jp/

SWEETS PARADISE
〈スイーツパラダイス〉エキスポシティ店

軽食や限定メニューも食べ放題でスイーツ堪能

　バリエ豊富なスイーツ約30種類と軽食、ド
リンクをお手頃価格で存分に楽しめるデザー
トバイキング。自家製麺の生パスタやカレー
は厨房からアツアツが運ばれ、甘いものが苦
手でも大満足。さらにピザや昼限定クロワッ
サン、夜限定ロティサリーチキンは同店だけ！

● ランチ 大人1,680円　小人（4歳～小学生）900円  3歳以下無料
● ディナー 大人1,880円　小人（4歳～小学生）980円  3歳以下無料
※サービス時間はランチ70分、ディナー80分

特典 「この記事持参」で
ハーゲンダッツ・イルジェラート食べ放題（+200円）サービス（3月末まで）

EXPO CITY

あの「ハーゲンダッツ」とイタリアン
ジェラート協会認定の本物の味
「イルジェラート」30種類が+200
円で食べ放題！ ※写真はイメージ
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　老舗「元戎橋柴藤」の元料理長も務め
た、鰻一筋40年の店主が腕を振るう同店。
その目利きと技に定評があり、選り抜きの活
け鰻を香ばしくふっくら焼き上げる。この季節
のオススメは、せいろでふんわりと蒸しあげる
「う巻せいろ」。アツアツのやわらかな鰻、その
旨みがしみわたったご飯は格別！

鰻一筋40年の技が凝縮された
ふんわり絶品「う巻せいろ」

206-6387-1313
http://happy.ap.teacup.com/ikeunagi/

吹田市千里山西4-30-8 ヴェルタ千里山
営／11時半～14時半（LO14時）
　　17時半～20時半（LO20時）
月曜・第1・3火曜定休
（月曜が祝日の場合は営業）

うなぎ処 廣〈ひろ〉

夜のサービス定食
● Aセット（二種盛・う巻・ミニうな重・
　吸物・漬物）・・・・・・・・・・・・1,850円
● Bセット（上記+うざく）・・・2,500円

会席料理（予約不要）
● 梅会席・・・・・・・・3,250円
● 竹会席・・・・・・・・4,350円
● 松会席・・・・・・・・5,400円
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う巻せいろ1,650円。秘伝の自家製たれは意外にあっさりして、鰻と
の相性はバツグン。その上品な味わいにどんどん箸が進む。吸物と
漬物が付いて満足感いっぱい！

吹田市千里万博公園2-1
ららぽーとEXPOCITY 
レストラン棟2F
営/ランチ　  11時～17時
　 ディナー　17時～22時
無休　駐車場4,100台

206-4864-8320

ケンタッキーフライドチキン
ららぽーとEXPOCITY店

限定メニューや特別スイーツも
全国初のビュッフェスタイル＆
レストランタイプのKFC

　KFCのビュッフェレストランが日本最大級の大型複合施
設『ららぽーとEXPOCITY』に待望の初登場！オリジナルチ
キンやフライドポテトなどの定番メニューをはじめ、同店限定
のスペシャルメニュー、ドリンク、焼きたてパンなど常時60種
類が食べ放題。とくに、ローストチキン、パスタ、ラザニアなど
限定メニューは必食。ママにうれしい
特別スイーツやサラダバーも。ただ
今、大人気のビスケットをデコレーショ
ンする企画を実施中！さらに2月26日
より順次春メニューにリニューアル！

※全て税別　※3歳以下は無料
サービス時間はランチ80分、ディナー90分

● 平日ランチ・・・・・・・・・・1,880円
● 土日祝ランチ・・・・・・・1,980円
● ディナー・・・・・・・・・・・・・2,480円
● 小学生ランチ・・・・・・・・・980円

● 小学生土日祝ランチ 1,080円
● 小学生ディナー・・・・・1,280円
● 幼児・・・・・・・・・・・・・・・・・・480円
● アルコール飲み放題 1,250円

EXPOCITY

KFCメニューはオリジナルチキン、クリスピー
チキン、ビスケット、ナゲット、フライドポテト、
カーネリングポテト、コールスローなど。いつも
の味を思いきり満喫！

席数80以上のレストランタイプ。木の温もり
を大切にした内装は、カーネルのおもてなしの
心「サザンホスピタリティ」を表現。
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平日のみ予約可（前日までのTELにて）

国立病院の管理栄養士が考案したメニューは、
計算し尽くされた栄養バランスのため、
安心して食事を楽しんでいただけます。
このメニューをお客様に提供し、
PRやコンセプト訴求に活用しませんか？

詳しくは グローカル・アイ　で検索

お問い合わせ・申込は右記URLより http://www.glocal-i.com

からだデリを運営する（株）グローカル・アイ

貴 店
（調理）

医療のプロ
（レシピ）




