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ショッピングやグルメ、エンターテインメントなど、存分に楽しめる大型複合施設「EXPOCITY」。
現在建設中の大型観覧車が、7/1（金）にグランドオープンすることが決まり、
何かと注目度が高い人気スポットです。そこで、地元ママがおすすめするショップをご紹介します。

　本をはじめ、雑貨・文具・CDな
ど幅広く扱い、スターバックスコー
ヒーやカメラのキタムラを併設す
る生活提案型書店。広々とした
Kidsスペースにはたくさんの絵本
が並ぶだけでなく、工作や絵本の
読み聞かせ、知育玩具の体験会
など、親子対象のイベントも目白
押しで、楽しみ方がいっぱい！

　北摂ママ・プレママ注目！同店は何でも揃う品揃え
はもちろんのこと、イベントも盛りだくさんで親子で楽し
める。“スマイル子育てカレッジ”として、妊娠8ヶ月前
後の妊婦さんや生後6ヶ月ごろの子どもとママを対象
　　にお楽しみ会や商品勉強会などを随時開催中。
　　　　アカチャンホンポだけで購入できる商品も
　　　　　　　　  多くあるので、チェックしてみて。

妊娠8ヵ月前後の妊婦さん向けの「ベビーシャワー
お楽しみ会」。肌着の選び方などが勉強できる。

エルゴベビー ベビーキャリア クールマック
ス（Ｒ） クールネイビー21,060円（税込）
抱っこ紐「エルゴベビー ベビーキャリア」
のアカチャンホンポ限定モデル。吸汗
速乾素材を使用しているので快適！

自由に読めるので、
お気に入りの絵本を
ゆっくり選べるのも
嬉しいポイント。

大人気のKidsスペ
ース。土日祝には
「絵遊びシアター」
が開催される。

を

MENU 特典

　オリジナルチキンをはじめ、同店限定のスペシ
ャルメニューや焼きたてパンなど常時60種類が
食べ放題で堪能できるKFCのビュッフェレストラ
ン。なかでもローストチキンやパスタ、ラザニアとい
った限定メニューが見逃せない！ 5月末より順次
夏メニューにリニューアル予定、お楽しみに！

　全高123mで日本一の高さとなる大観
覧車がいよいよ誕生する。全ゴンドラは座
席シート以外の床面が透明ガラスとなっ
たシースルー構造で、まるで空中に浮かん
でいるような雰囲気のなか、抜群の眺望
を楽しむことができる。冷暖房も完備され
快適なほか、観覧車では世界初となる免
震構造になっている。また、座席シートや
照明などの内装が特別豪華にされた
「VIPゴンドラ」も2基限定で登場する。

ビスケット、ナゲット、ポ
テトなどKFCメニュー
以外にスイーツやサラ
ダバーもそろって満足！思い出すと無性に欲しくなるおなじみの味を思いきり食べつく

そう！

● 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
● 3才以下・・・・・・・・・・・・・無料
● アルコール飲み放題・1,250円

「シティライフを見た」で
平日ディナー限定
（大人・小学生）
100円OFF
（6月末まで、
 1グループ最大4名まで、
 幼児は除く）

小龍包とエビのマヨ
ネーズソースセット　
1,350円
高いリピート率＆女
性支持を誇るエビマ
ヨと「浪曼路」定番
の小龍包のセット。

広い店内はベ
ビーカーでもス
イスイ！席数
96席、ソファ
ー席もあり時
間を気にせず
くつろげます！

 平日ディナー限定の食べ過ぎ注意なバイ
キングが登場！一番人気は、本場上海の一
級点心師が仕上げる小龍包などの飲茶メ
ニュー。皮は絶妙な薄さで、具に旬野菜を使
うなど工夫がいっぱい。個数もそれぞれ選べ
るからいろんな種類が楽しめる上、追加料
金で酢豚や麻婆豆腐、フカヒレスープなど
のメインメニューも！店内はベビーカーも通れ
て小さな子ども連れのファミリーにもピッタリ！

MENU 特典

MENU 特典
　アメリカの倉庫をイメージしたメンズライクで広い
店内で食べごたえ満点な本格アメリカンバーガー
をいただける同店。豊洲から始まり展開している人
気店の味を大阪で楽しめるのはここだけ！注文を受
けてから店内で焼き上げられるパティにフレッシュ
なトマト、アボカド、チェダーチーズ、酸味を抑えたピ
クルスドレッシングが相性good！

● ベジタブルバーガー
　・・・・・・・・・・・・・920円
● アボカド生ハムバーガー
　・・・・・・・・・・・1,180円
※ポテト付き
※平日のランチタイム10時～15時はドリンク付き！ 

この記事持参で
お会計より
10％OFF（6月末まで）

セレクト飲茶バイキング（平日ディナー限定）
…大人2,400円、中人（小学生）1,100円、
小人（3～6歳）700円、3歳未満は無料
定番から本格中華、さらにデザートまでバリエー
ション豊かなメニューとお値打ち価格で大人気！

● 石焼き四川麻婆豆腐
　・・・・・・・・・・・・・・・・・850円
● 担々麺セット・・1,500円
● お子さまセット・・800円

「シティライフを見た」で（6月末まで）
● セレクト飲茶バイキングが10％OFF（全年齢対象）
小龍包とエビのマヨネーズソースセットを注文の方、
カスタードまん（1個200円）を1個サービス

● 年会費、入会料無料　● 200円（税抜）購入ごとに1ポイント
● 貯まったポイントは１ポイント１円で使用可能
● 出産予定日を登録すると、プレママセットと
　ポイント10倍スペシャルクーポンBOOKをプレゼント！
詳しくは → http://www.akachan.jp/pointcard/

ポイントカード新規会員募集！

ららぽーと3F マタニティ・ベビー・キッズ用品専門店

206-4864-8446営／10時～21時

ららぽーと2F 書籍・雑貨・文具・CD

206-4864-8270営／10時～21時

レストラン街1F ビュッフェレストラン

206-4864-8320
営／ランチ 11時～17時、ディナー 17時～22時

ららぽーと1F バーガーショップ

206-4864-8163営／10時～21時

レストラン街2Ｆ 中華ダイニング

206-4860-6458 http://www.re-life.jp/営／11時～22時

イベント情報はFacebookページでチェックを。
https://www.facebook.com/
tbs.expo/

ママけいこさん＆
あさひくん吹田市千里万博公園2-1

営業時間／ららぽーとEXPOCITY　物販・フードコート 10時～21時、レストラン街 11時～22時
※一部店舗、その他エンターテインメント施設は施設ごとに異なる。

206-6170-5590（代表/10時～18時）　http://www.expocity-mf.com

営／10時～23時（予定）　
※定休日はEXPOCITYに準ずる
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ゆったり座れるサイズ
の座席シートだから、
家族で楽しめるね！

一般ゴンドラ（定員６名）
イメージ

VIPゴンドラ（定員4名）
イメージ

完成イメージ

レストラ
ン街
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様々な形態のグルメが

楽しめる
よ！

じ
ぃ
じ
や
ば
ぁ
ば
と

親
子
３
世
代
で
シ
ョッ
ピ
ン
グ
を

楽
し
む
の
も
い
い
ね
！

私たちが
紹介します

地元ママがおすすめする

カーネリングポテトと
ビスケットが

子どものお気に入り！
ママ友との

ランチにも良い！

行きやすい場所に
アカチャンホンポが

できて嬉しい！
洋服も可愛いし、

お尻拭きも愛用してます。 

大人と同じ本格バーガーが
ミニサイズで味わえる！
（左）キッズバーガーセット　680円
（右）キッズパンケーキセット　680円
※いずれもドリンク付き

J.S. BURGER（ポテト付き）　1,180円
人気ナンバーワン！丁寧に作られた本格アメ
リカンバーガーは老若男女リピーター多し。

スムージー
アサイーブルーベリー　730円
マンゴーオレンジ　680円

肉汁がジュワ～と
溢れるパティは

店内で注文を受けて
から焼き上げます！

広 と々した店内
は高級中華レ
ストランを思わ
せる清潔感で
家族も安心して
入れる。

全て注文後に作ってくれる
オーダーバイキングだから
出来たてあつあつの料理が

楽しめる！

［1］ 平日のみ1時間無料（土日祝は2,000円以上の購入で最初の1時間無料）
［2］ 1万円以上の購入で合計4時間無料（土日祝は1万円以上の購入で合計3時間無料）
※基本料金／30分ごとに200円。そのほか、エンターテインメント施設利用によるサービスやお得なカード会員向けサービスもあり。

平日の駐車サービスがお得に

詳細はwebにてチェックを
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