
City Life HANSHIN   2016.423 ※グルメ掲載店の特典に関してはお食事された方に限ります。

豊富なティーメニューが魅力
　明るい日の光を浴びながら、ゆ
っくりとティータイムを楽しめるカ
フェ。店主こだわりのスリランカの
紅茶(BASILUR TEA)は19種
類、ドライフルーツを使用したフル
ーツティーも６種類とバラエティ
豊富。サンドウィッチやハンバー
グとフードメニューもおすすめ。

2078-763-1187

神戸市東灘区岡本2丁目5-12
営／モーニング8時～11時　ランチ　11時～14時　
　　アフタヌーンティー　13時～19時　不定休

Café haru_sakura okamoto 〈カフェハルサクラ〉モーニングセットC
(haru_sakura　おすすめ
フレンチバゲット　クリーム
チーズ入り＋お好きなドリ
ンク)600円

● サンドイッチセット（お好きなサンドイッチ＋
　本日のスープ＋お好きなドリンク） 1,200円
● ハンバーグセット（ハンバーグ＋パン
＋サラダ＋お好きなドリンク） 1,200円

● アフタヌーンティーセット 1,700円
● ケーキセット（お好きなケーキ＋アイス
クリーム＋お好きなドリンク） 1,100円
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特典

「この記事持参」で
ランチご利用の際、 ハーフサイズの
ケーキをサービス
 ※種類はおまかせ（4月末まで）

2078-842-4858

神戸市灘区徳井町3-1-9
営/11時～20時
※平日14時～15時半は休憩
不定休

まな家
特典

専門店ならではのこだわり餃子
行楽シーズンもみんなで餃子パーティーを
　「旨い！」と口コミでも人気の持ち帰り生餃子専門店。1個あた
り29円の驚きの価格もさながら特筆すべきはその旨さ。毎朝包
むもっちもちの皮に国産素材の具がぎ
っしり。焼・茹・揚に対応しタレも選べる
上、こだわりのにんにくはニオイを残さな
い。箸が止まらない「まな餃子」をぜひ。

● まな餃子（生）14個…440円
28個…820円

● 特選男前餃子（金土日限定）
14個・・・・・・・・・・・・・・・・・550円

● 冷凍ぷりぷりエビ焼売8個
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・880円

青森県産のにんにくは味わい深くニオイが
残らない。※焼いた餃子の提供はなし。
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至三宮 至大阪至三宮 至大阪

JR東海道本線JR東海道本線
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公園

山手幹線
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六甲道

徳井

「シティライフを見た」と言えば
●  まな餃子(14個入り）
　440円→400円
●  シティライフ読者限定セット
  （冷凍まな餃子21個入+海鮮やき
　焼売8個入）1,090円→950円
  （4月末まで）

阪神間のおすすめ
阪神間の美味しいグルメ店を紹介します。

ランチやディナー、パーティーなど様々な

シーンで活用してみて。

2078-846-0730
http://www.mothermoon.co.jp/

神戸市灘区新在家南町1-2-1
サザンモール六甲B612内
営／11時～23時
　　ランチ11時～15時(平日) 
　　　　  11時～16時(土日)　
不定休 Pあり　

Mother Moon Cafe 六甲店〈マザームーンカフェ〉  

平日はケーキセットが1,000円
ママ友とゆったりカフェタイム
　開放的なテラスやソファが中心のゆったりとし
た店内が雰囲気抜群の同店。ランチは有機野菜
にこだわったサラダが女性に好評！ボリュームある
ケーキは平日限定セットで1,000円。こだわりの
ラテアートとともにゆっくりカフェタイムはいかが？充実の駐車スペ
ースの商業施設内で買い物ついでや子連れでの利用も多い。   

● カフェラテ・・・・・・・・・・600円
● キャラメルラテ・・・・・700円
● ロイヤルミルクティー 700円
● マンゴージュース・・・700円
● 自家製レモネード・・560円

「シティライフを見た」で
●  プレートランチ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円
（4月末まで・平日限定）

特典

大人のお子様ランチプレート限定
20食は1,240円。その他パスタ・カ
レー・サンドイッチランチ(1,330円)他など食事メニューも充実。

阪急六甲

JR六甲道

阪神新在家

新在家国道43号線

国道2号線

灘区役所

マルナカ

グルメシティ

至三宮

阪神高速神戸線

至梅田

こだわりのラテアート
と楽しむケーキ各種
600円～もおススメ！

芦屋で唯一「ムレスナティー」が
楽しめるティーサロン
　一杯ずつ丁寧に抽出するムレスナティーでほっ
と一息。紅茶を楽しんだあとは持ち帰りで各種フレ
ーバーティーのティーパック(746円～)も人気！約
50種からお気に入りを見つけてみては？駐車場あ
りで、子ども連れにも優しいつくりが嬉しい。

新作茶葉も随時入荷しており、自宅でも「ムレスナ」の紅茶を
味わえる。

　  0800-888-8715

芦屋市大桝町2-12
営／平日11時～19時　
　　土日10時～19時　
不定休
P3台あり（満車の際はご容赦下さい）

teasalon Caracol〈ティーサロン　カラコル〉
JR芦屋駅

国道2号線

大丸
ピーコック
大丸
ピーコック

セブンイレブン
芦屋市役所

芦
屋
川

芦
屋
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阪神芦屋駅

芦屋警察署
三井住友銀行
芦屋警察署
三井住友銀行

● ストレートティー・・・・・・・・・・・・800円
● コンチネンタルロイヤルミルクティー 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
● ホットケーキ・・・・・・・・・・・・・1,512円
● サンドイッチ・・・・・・・・・・・・・1,512円

人気のホットケーキは友達
とシェアするのもおススメ！芦屋　カラコル　で検索
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● テラス・カフェ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,500円
期間：4/1（金）～　13時～16時
　　　　（完全予約制・20席限定）
　※飲み物おかわり自由
　※未就学児は無料
　※パティシエ特製焼き菓子付き
● ランチ“menu monolith”・・・3,800円(税サ込)
期間：4/1（金）～4/30（土）

リゾートムードただよう屋上テラスは開放感バツグン！

20797-38-3355
http://restaurant.novarese.co.jp/asm/

芦屋市大桝町5-23
営／
ランチ：11時半～15時（L.O14時）
第二水曜定休　無料Ｐあり

芦屋モノリス特典

開放感ある屋上テラスカフェで
ここちよい春のひとときを
　上質フレンチで人気の同店が、期間限定のテラ
スカフェをオープンする。飲み物はおかわり自由！春
の陽気の中、特製焼き菓子とと
もに優雅なティータイムを過ごそ
う。3月就任の新シェフが腕をふ
るうフルコースにも注目。

「シティライフを見た」で、
シェフお薦めコース（3,800円）を
利用の場合、メインディッシュを
牛フィレに無料で変更
（4月末まで）

春らしさに心躍る“桜”ラン
チ。写真はイメージ。

20798-77-0115  
https://www.facebook.com/cafepinata

西宮市甲子園浦風町15-13
月曜定休　(その他不定休)
営／モーニング8時～11時　
　　ランチ　11時～17時

 café ｐiñata
〈カフェ　ピニャータ〉

「くす玉ケーキ」であなただけの
サプライズ演出をしよう
　店名の「ピニャータ」とはお祝いに使われる
「くす玉」のこと。看板メニューの「くす玉ケー
キ」は、中にお菓子やプレゼント（持込可）を入
れることができ、サプライズ演出にも使える。フ
ランスで修業したオーナーパティシエの作る本
格ケーキのほか、ランチメニューも充実。

「この記事持参」で
●  1ドリンク
  サービス（ランチ）
（4月末まで）

● 平日20食限定
　ピニャータランチ・・・・900円
● 鶏そぼろの温玉のっけごはん
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・850円
● キーマカレー・・・・・・・・・850円
● プレーンパンケーキ・・620円

特典

くす玉ケーキ　(3,000円)　要予約、テイクアウト可

2015.10

西宮IC

至三宮至三宮 至梅田至梅田
甲子園久寿川
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花見シーズンにピッタリ
豪華な春のネタ満載の
お得なお寿司ランチ
　桜の名所 夙川で花見を楽しんだ後は、
おいしいお寿司をどうぞ。桜並木にほど近
い同店では、職人が目の前でにぎってくれ
る絶品寿司を、回転寿司で手軽に味わえ
る。老舗ふぐ料理店が母体だけあって、食
材の新鮮さへのこだわりはもちろん、熟練
のワザにも定評がある。中でも、厳選された
ネタをお得に味わえるランチメニュー「憩(い
こい)」と「特選海鮮丼」が人気！テーブル席
があるので、家族やグループでも安心だ。

（上）その時最も美味しい
春の旬ネタを厳選した夙
川さくらランチ「憩(いこい)」
は、絶品にぎりに小鉢と赤
だし付。写真はイメージ。

（左）豪華なネタをふんだ
んにつかった「特選海鮮
丼」はコストパフォーマンス
抜群！

20798-73-3429

西宮市松生町11-18
営／11時～15時
　　（最終入店14時半）
[平日] 17時～21時（最終入店20時半）
[土日祝]16時半～21時半（最終入店21時）
水曜定休

本格回転寿司 ぼて 夙川店

● 夙川ランチ「憩(いこい)」 980円
● 特選海鮮丼・・・・・・・・980円
● 炙りずくし握りランチ 980円
● 特大 生海老握り 一尾280円

「シティライフを見た」で、
デザート（わらび餅）をプレゼント
さらに海鮮丼は小鉢と寿司屋
の赤だしもプレゼント
（4月末まで）

特典
(すべて税別)

夙
川


