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北摂グルメ『ホクグル』がリニューアル！
『ホクグル』は1993年の創刊
以降、北摂の飲食店情報を発
信してきた「北摂グルメ本」のシ
リーズをWEBでもご覧いただけ
るよう立ち上げたサイトです。

TEL ： 06-6338-0640　
MAIL ： info@citylife-new.com

ランチや料理ジャンル、駐車場の有無など、
希望に沿った条件で店舗検索ができます！

気になるお店は
「Myお店リスト」に
ぜひ登録を。
トップページから
登録した店舗一覧が
ご覧いただけ、あとで
探しやすく大変便利！

シティライフ　ホクグル係
問い合わせ先

サイトURL　
http://hokuguru.com
HPは  ホクグル  で検索！

PC、スマホ、タブレットで
ご覧いただけます

和食 イタリアン アジア料理

スイーツ パン ラーメン

北摂グルメサイトの決定版！
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北摂のおすすめ

【ランチ】
● イベリコ豚入りハンバーグ・・・・・・・1,080円
● パスタランチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,080円
● てんこ盛りローストビーフランチ・・1,274円
● 特製バルビダランチ・・・・・・・・・・・・・1,382円
● キッズプレートランチ・・・・・・・・・・・・・・・734円
【ディナー】
● バゲット+ラクレット・・・・・・・・・・・・・・・・・486円
● 茶美豚ソーセージ+ラクレット・・・・・・734円

この記事持参で
ランチ・ディナー
どちらでもお会計より
10％OFF
（6月末まで）
※コースは対象外

JR高槻駅から徒歩3分
　京都や奈良の地野菜を使った「野菜ラン
チ」を中心に、新しいランチメニューも絶好調！
シェフ自慢の前菜とステーキをぜひ。新しくな
ったディナーメニューも好調で、目玉の直送
魚介メニューが大人気！お肉料理も充実して
いるので、愉しいひとときを。

特典

た
っ
ぷ
り
地
野
菜
と
柔
ら
か
牛
肉
の
ス
テ
ー
キ
ラ
ン
チ

1,
5
9
8
円

2072-686-5190

高槻市白梅町4-3 
ミューズ高槻
営／11時半～15時、
　　17時～22時

ブラッスリー 
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初夏を楽しむ本格京料理
旬の鱧しゃぶコースで大満足
　京町屋の雰囲気を感じる店内で、美味しい本格
京料理を気軽に味わえる同店。夏の旬「鱧」を楽し
むコースが登場！たっぷりのお
野菜とプリプリの鱧をあっさり
いただけるお得なコース。日本
の初夏を感じるひとときを。「シティライフを見た」と予約で

●  鱧しゃぶコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,500円→4,000円
● さらに飲み放題2時間を3時間に！
【口取り盛り合わせ、鮮魚お造り3種盛り合わせ、朝引き鶏
タタキシャキシャキ大根サラダ、若鮎と夏野菜の天ぷら、鱧
すき鍋、〆の淡路めかぶうどん、季節の甘味】
（6月末まで）※前日までに要予約

特典

京ごはんとろばたやき

京月 高槻店 〈きょうげつ〉

2072-685-2929

高槻市紺屋町7-8　無休
営／ランチ11時半～14時半（L.O14時）
　　ディナー17時～23時(L.O22時半)
　　日曜日は22時まで（L.O21時半）
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北大手

松坂屋 セブンイレブン
カワイ音楽
セブンイレブン
カワイ音楽

茨木市総持寺駅前町5-29
（阪急総持寺駅徒歩1分）
営／9時半～19時半 
　　日祝休

2072-646-8898

焼いも専門店  ごっつぉさん
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「冷やし焼き芋」「干し焼き芋」
焼き芋専門店は夏も旨い
　「冷やし焼き芋」や「干し焼き芋」など、夏
も焼き芋が楽しめる焼き芋専門店。大阪中
央市場の公式ネットショップを運営する店主
がプロの目利きで紹介する「美味しいもんチ
ョコチョコ」では、お味見も出来る選び抜か
れたメロンや桃など新鮮で旬な果物があり、
お中元にもおすすめ！早めの予約を。また、カ
ットフルーツや生ジュースも登場！「美味しくて
元気が沸き出て若返る」と早くも好評。いつ
も新しい何かがある
美味しいもんセレク
トショップのごっつぉ
さんに行ってみて！

夏シーズン超目玉
「朝焼き炭火の
手焼きうなぎ」
鰻専門店の極上うな重を
2,160円で！予約制だから
できる、あっと驚くサプライ
ズ価格。どうしても夏バテ
してしまうこのシーズン、精
がつく極上のうな重で元
気になって！

● 「女王様鳴門金時」徳島県産
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100ｇ/200円
● フレッシュジュース
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250円～
● カットフルーツ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300円～

「シティライフを見た」で　
● ［ごっつぉさん倶楽部］の
ポイントを
　通常の3倍プレゼント！
（6月末まで）

特典

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。

公園散策＆買い物　充実の1日を
8/10までの読者限定ランチ2,000円

　万博記念公園やエキスポシ
ティ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」にて読者限定コースが登場。見
た目にも彩り良い5種のアンティパストか
ら、バジル風味で爽やかな味わいのパス
タ、メインにはスズキの白ワイン蒸しと、モ
ッツァレラチーズをのせてオーブン焼きし
たチキン、さらにデザートには爽やかな初
夏をイメージしたブラッドオレンジのジェラ
ートとティラミスが付いた全5品が特別料
金2,000円で楽しめる。さらに、同ホテル
内の天然軟水風呂・岩盤浴の50％OFF
券付！ママ友やご近所同士と、ぜひ気軽
にホテルランチを楽しんで。

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

読者限定ランチ（6/1～8/10※要予約）
●アンティパスト盛り合わせ
●海の幸のパスタ　ジェノベーゼ
●ムースを挟んだスズキのヴァプール｠
●チキンとモッツァレラチーズの
  オーブン焼き｠
●ティラミスとブラッドオレンジの
  ジェラート｠
●さらにワンドリンク（グラスワイン
  またはソフトドリンク）付

「シティライフ」を見たと予約で
●ホテル駐車場6h無料
（通常3h無料+3h1,500円）
●同ホテル内フィットネスクラブ
「ヴィータ」天然軟水風呂・
岩盤浴・サウナの50％OFF
券（通常2,160円→1,080円
※8月末まで）※サムエ・バスタ
オル・フェイスタオル付
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吹田インター
チェンジ
吹田インター
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大阪モノレール大阪モノレール
万博記念公園駅

シティライフ読者限定、三田屋スペシャル
ランチコースが好評につき6月も登場

● 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）

シティライフを見たと前日までの予約で・
平日ランチタイム限定
●  読者限定・スペシャルランチコース
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000円（税抜）
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
～「シティライフコース」とお伝えください～
（6月末まで・三田屋、箕面豊中店の限定企画）

特典

206-6867-6780

箕面小野原店
箕面市小野原東3-9-35　P有

2072 -728-7878

www.sandaya.com/

豊中店
豊中市西泉丘3-8-12　P有
服部緑地北側

ステーキ 三田屋本店 営／11時半～22時（L.O21時）

もっと詳しいメニュー、
お得な情報は
こちらをチェック！

冷やし茶碗蒸しは、6種類
の食材が絶妙のハーモニ
ーに。サラダはドラゴンフル
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。

　5月に企画されたシティライフと三田屋のスペシャルラン
チコースが、好評につき6月も延長決定！とっておきステー
キはもちろん、こだわりたっぷりの前菜・サラダも味わえ大
満足間違いなし。平日限定・要予約、この記事を見た人だ
けへのプレゼントメニューだ。ピアノの演奏を聴きながらゆ
っくりと……。味わえるのは今だけ、お見逃しなく！


