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豊中市西泉丘3-8-12　P有
服部緑地北側

営／11時半～22時（L.O21時）

206-6867-6780
506-6867-6781

箕面市小野原東3-9-35　
P有

2072 -728-7878
5072 -728-7891

ステーキ 三田屋本店 www.sandaya.com/
もっと詳しい
メニュー、
お得な情報は
こちらを
チェック！

豊  中 箕面小野原
5月14日（土）・15（日）・21（土）・22（日）・28（土）・29（日）はうすい豆のご飯登場！

●お手軽ランチコース（平日のみ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,700円～
●お昼のステーキ・・・・・2,000円～

（価格は税抜表記）

シティライフ読者限定

スペシャルランチコース 2,000円（税抜）

 シテ
ィライ

フ読者限
定
三田屋

スペシャルランチコース
G.Wが終わり、ほっと一息。知らない間に疲れてしまっているこの時期、とっておきのステーキを……。
シティライフの読者さま限定でスペシャルメニューをご用意しました。癒しの時間をお過ごしください。

5月9日（月）～31日（火） 平日ランチタイム限定 （前日まで要予約）
桜えびとジュンサイの冷やし茶碗蒸し、三田屋ハムサラダ～初夏の彩り～
ビーフコンソメスープ、ステーキ（70g）、ご飯、梅干、季節のデザート、珈琲or紅茶
～前日までの要予約、「シティライフコース」とお伝えください～
（三田屋　箕面・豊中店の限定企画です）

三田屋から
この記事を見た人だけへのプレゼントメニュー

通常ランチメニューも
冷やし茶碗蒸しは、桜えびにジュンサイ、山芋に山
椒…と6種類の食材が絶妙のハーモニーでとって
も美味！サラダは三田屋ハムとドラゴンフルーツや
プッチーナなど珍しい顔ぶれをヨーグルト風味で
さっぱりと！その上言うまでもなくステーキは絶品。
この内容でこの価格は驚きです！（編集部S）

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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● 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

この記事持参で
「蒸しプリン」を
サービス
土日祝除く平日のみ
4/29～5/8除く
（数量限定5月末まで）

営業時間を朝10時からに変更｠
新たに「山の初夏定食」が登場
　5月で10周年を迎える天ぷら定食専門店。入口で
食券を買って席につくと、揚がった順に次 と々天ぷらを
提供してくれる。この時期のおすすめは「山の初夏定
食」(写真左）で、海老2尾とイカ下足、甘鯛、サワラ、
新玉ねぎ、えび餅、レンコン、なすがついて1,100円と

リーズナブル。定食は全て味噌汁とご飯付き。
特典

高槻市役所15Ｆからの絶景
大好評 季節の御膳が500円引き
　季節ごとの旬の素材が愉しめると評判の「いろは御膳」。
今回は、筍と京生麩のしゃぶしゃぶをメインにカツオや枝豆、
茗荷など旬の食材で初夏を感じさせる内容。市役所15階か
ら見える絶景を眺めながら非日常なシチュエーションでのお食
事は格別。+300円でミニお造りがセットになるのも嬉しい！

「シティライフを見た」で
いろは御膳2,800円→2,300円に！
ランチのみコーヒーor紅茶つき（セルフ）
※ランチは前日までに要予約、
ディナーは当日もOK、カード払い不可（5/31まで）

特典
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2072-670-3520
http://r.gnavi.co.jp/k319003/

高槻市桃園町2-1　
高槻市役所総合センター15F
営／ランチ11時～14時半
　　（LO14時）
　　ディナー17時～22時
　　（LO21時）　
無休 

にんにん 高槻市役所店
● いろは御膳・・・・・・・・・・・・・2,800円

蒸し鶏の胡麻味噌ソース/カツオのタタキ～トマトポン酢～/牛ほほ肉のポテト焼き/
筍と京生麩のしゃぶしゃぶ小鍋/枝豆の蓮根はさみ揚げ/茗荷じゃこ御飯/抹茶ムース

ランチは、コーヒー・紅茶がセットに（セルフにて）。

月替わりのコースは見た目の美しさはもちろんのこと旬な食材などシェフの
こだわりが見られる。ホテルでしか味わえないおいしい料理にぜひ舌鼓を。

買い物も公園散策も1日満喫
期間限定ホテルランチを2,500円で

　EXPOCITY、万博記念公
園に隣接するホテル阪急エキ
スポパークのレストラン「アン

ソレイユ」にて読者限定特典付のお得
なコースが登場。5月はグリーンピースと
新玉葱のピューレとともにいただく赤魚
や、仔牛ロースにチーズとパン粉をまぶ
したカツレツ、食後の2種盛りデザートな
ど気軽に楽しめるコース全6品がワンド
リンク付で特別料金2,500円に！さらに、
万博記念公園入園引換券付とホテル
駐車場が6時間無料で利用できるの
で、爽やかな初夏の公園散策や、
EXPOCITYでお買いものなど、家族や
ご近所さんとお気軽なホテルのランチと
ともに充実した休日を過ごしてみては。

206-6878-3900

吹田市千里万博公園1-5　
ホテル阪急エキスポパーク
営／ランチ     11時半
　　（土日祝は11時）～14時半（LO）
　　ディナー　17時～21時（LO）

ホテル阪急エキスポパーク レストラン アンソレイユ
● ランチコース「レガール」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,900円
ホタルイカと彩り野菜
赤魚のヴァプール
仔牛のミラノ風カツレツ
リンゴとレーズンのパウンド
ケーキ など全6品
※6月はメニュー内容がか
わります

「シティライフを見た」と予約で
コース料理（2,900円）、ワン
ドリンク（560円～）万博記念
公園入園引換券（250円）、
ホテル駐車場6h無料（通常
3h無料+3h1,500円）を全
て込みで2,500円
（6月末まで）
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吹田インター
チェンジ
吹田インター
チェンジ

大阪モノレール大阪モノレール
万博記念公園駅

一皿に小さな感動がいっぱい
お得な割引特典にも注目
　クラシカルな上質空間は、ゴール
デンウィークや母の日の食事にもぴ
ったり。「ランチの女王コース」は、一
皿ずつ運ばれる美しくクオリティの高
い料理が人気。男性もぜひ注文を。
また、期間限定「季節のコース　春」
は、グリーンピースのピューレ、サラダ
のクルミ、デザートのレンズ豆など、こ
だわりの食材がたっぷり。どちらも焼
き立てパン食べ放題が楽しめる。記
念日のサプライズは気軽に相談を。

● 「季節のコース　春」全7品　
2,500円～

スープ・前菜2種・メイン(3種から
チョイス)・レンズ豆のフルーツぜ
んざい・パンまたはライス・飲み物
● 週替わりランチ　890円～
（全て税別）

特典

▲「ランチの女王コース」
全6品1,290円～（税別）
スープ・前菜（海老とトマト
のフラン コンソメジュレと
共に）・メイン（鶏もも肉の
グリルわさびとバジルソー
スなど5種からチョイス）・デ
ザート（グラニテなど4種か
らチョイス）・パン（食べ放
題）またはライス・飲み物▲「季節のコース　春」

全7品　2,500円～（税別）

この記事持参の方に
●  1枚につき
  5個入りパン1袋（300円相当）
  プレゼント
●  「季節のコース 春」500円引き
   1枚でご同伴の方全員
（5月末まで） 2072-635-0309

http://www.saint-marc-hd.com
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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
〈サンマルク〉

ぷるぷる食感の特製キッシュ専門店
季節限定のパンケーキもおすすめ
　どこかほっこりとした空気が流れる、高槻芥川沿い
にある“癒しのカフェ”。シェフが試行錯誤を繰り返して
たどり着いた、ぷるぷる食感の特製キッシュが看板メニ
ューで、オシャレで美味しい“おもたせ”として利用する
人が多いという。「他では食べたことない食感！」、「今ま
でのキッシュのイメージがガラッと変わりました！」と大好
評だ。3種類の中から選べるランチにもキッシュがつい
てくるので季節限定のデザートと一緒に味わってみて！

今まで食べたことのないキッシュに出会いたい方は、ぜひ！

● キッシュ各種
・・・・・・・・・・・・・・1カット280円　
● キッシュランチ・・・・850円～
● パンケーキ各種
・・・・・・980円～（ドリンク付）　
※全て税別

この記事持参でご注文時、
キッシュ1カットプレゼント！
※テイクアウトのみの方もOK。
キッシュの種類は選べません。
（5月末まで）

特典

高槻市川西町1-1-10
営／9時～20時　無休　P有り

2090-9693-1477
http://www.hammockkitchen.com/

キッシュ専門店 
hammock kitchen
〈ハンモックキッチン〉
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◀5月からプレーンパンケーキやクレープなどが新登場！
　写真は季節限定の「イチゴミルクのパンケーキ」
　（終了日未定）。

◀入り口横にある可愛らしい
“ハンモック”が目印。店内に
もハンモックがあり、座りなが
らランチ＆カフェを楽しめる。


