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野菜や魚介にお肉など様々な素材をつかった、
とっておきのパスタを紹介します。
色とりどりのパスタがランチタイムを
華やかにしてくれます。

La・SARA villa ＪＲ高槻店
〈ラサーラ ヴィラ〉

高槻市芥川町2-14-20 
ハウスネットビル1F
営/ランチ 11時半～15時（L.O14時半）
　 ディナー 17時半～23時（L.O22時）
月曜定休

2072-682-0027

春のランチコース
ほたるいかとタケノコの
アーリオ・オーリオ

1,300円

ペペロンチーノをベースに旬のほたる
いかとタケノコ、水菜を加え若竹煮を
イメージしたパスタと前菜3種、サラ
ダ、自家製フォカッチャ、ドリンク付のラ
ンチコース。生パスタは3種から選択。

Menu
▶ クラシックカルボナーラ・・・1,280円
▶ バーニャカウダ・・・・・・・・・・・・980円
▶ La SARA名物フォアグラチャーハン
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円
特　典 「シティライフを見た」と
ランチコース注文の方、
▶プチドルチェをサービス！
  （4月末まで）

Dining Cafe Chou Chou 〈ダイニングカフェ シュシュ〉

茨木市西河原2-10-20
営／モーニング 7時半～11時
　　ランチ 11時～14時
　　カ フェ 14時～16時（15時半L.O）
　　ディナー 17時～23時（22時半L.O）
　　不定休

2072-646-5311

シティライフ限定ランチ 880円

海老やムール貝といった魚介を贅沢に
使用し特製のトマトソースでからめたシ
ティライフ限定のパスタランチは、サラ
ダ•スープ•パン付き。カジュアルでおし
ゃれなイタリアンランチを楽しんでみて！

Menu
▶ 本日のランチ・・・・・・・・・950円
（サラダ、スープ、本日のメイン、パンorライス）
▶ ロコモコ（スープ付）・・900円
特　典 この記事持参で
ランチタイムお食事された方、
▶ プチデザートプレゼント！
（1枚で4名まで利用可）
（4月末まで）

Dining＆Bar Potenza〈ポテンツァ〉

高槻市京口町8-5 2F
営/ランチ 11時半～15時（L.O.14時）
    ディナー 18時～23時半（L.O.23時半）
     バータイム 23時半～CLOSEまで
水曜定休

2072-673-7400
Menu
▶ ピザマルゲリータ・・・・・・・・・・650円
▶ 平日限定コース・・・・・・・・・2,000円～

特　典 「シティライフを見た」で
▶ お食事の方、
  ワンドリンクサービス（4月末まで）

イタリア感あふれる店内は
最大40名まで利用可能

グラッツェ〈グラッツェ〉

高槻市北園町18-1 
コーケンビル　２Ｆ
営/月～金 ランチ11時～15時
 ディナー18時～22時
 土日祝11時～22時
定休日無

2072-681-9506

エビと春野菜の
クリームパスタ 1,200円
生麺以上のモチモチぷりぷりっとした感
動の新食感のパスタが愉しめる同店。
創業34年以来変わらぬレシピを守りな
がらも常に新しい限定メニューがいつ来
ても魅力だ。ワインとの相性も良く夜パ
スタもぜひ！

Menu
▶ パスタ各種・・・700円～  ▶ ディナーコース・・・1,800円～

特　典 「シティライフ見た」で
▶ ランチ注文の方にデザートサービス
▶ ディナー時、きまぐれテリーヌ or デザートサービス
（4月末まで）

Cafe＆Dining Point Break
〈ポイント ブレイク〉

茨木市別院町6-44　営／11時～25時　不定休

2072-620-0010

パスタランチ 870円（税別）

2月より移転リニューアルした同店。パ
スタ以外にも日替りやカレー、タコライ
スと人気のメニューは健在！（全てドリン
ク付）ディナータイムはその日の食材で
数種類のパスタがあり、希望に応じた
パスタも作ってくれる。 Menu

▶ 飲み放題パーティプラン
　4名様より お一人3,500円（税別）
※2時間制（ラストオーダー90分）

特　典 「シティライフを見た」で
ランチ注文の方、
▶ ランチデザートをサービス！
　（4月末まで）

見た目にも美しいオードブル
5種盛り合わせは1,180円。

落ち着いた雰囲気でランチも
ディナーもゆっくり楽しめる。
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カルボナーラ 1,200円
イタリアチーズの王様、パルミジャー
ノ・レッジャーノとブラックペッパーの効
いた大人のカルボナーラ。昨年11月
にオープン以降、コスパの高さとお洒
落な店内で人気の同店。好評のピザ
もオススメ。

Menu
▶ パスタセット・・・1,300円～2,100円
▶ ハンバーグランチセット・・・・・1,150円

特　典 「シティライフ見た」でランチ注文の方、
▶ 手作りふわふわシフォンケーキ
　をサービス（4月末まで）

口どけ滑らかの
ふわふわシフォンケーキ。

cafe&dining VESTA 〈ウエスタ〉

豊中市螢池東町3-6-23
営/11時半～15時（L.O14時）　17時半～20時半

（ディナーは土日祝のみ、要予約、
当日14時までの予約）

月曜定休　P3台
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香住の紅ズワイガニとネギ
のペペロンチーノ1,200円
採算度外視の具だくさんパスタで感動
を呼んでいる同店。「素材の魅力を最
大限に感じていただきたい」と仕込に
も余念がない。数量限定の同メニュー
はサラダ、ポタージュ、ドリンクのセット
がお得。名物ハンバーグもおススメ。


