
City Life HANSHIN・KOBE  2017.123 ※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。

阪神間・
神戸のおすすめ

2078-261-0597  
http://www.credo-restaurant.jp/
※2017/1/1～1/3まで特別料金になるのでご注意を

神戸市中央区磯上通8-1-23 
SOGO WING3F
営／11時～22時
不定休

 Kobe Italian & wine CREDO
〈コウベイタリアン クレイド〉

地産地消にこだわった
美菜イタリアンとワインのお店
　神戸・兵庫の地産地消にこだわった美菜イタリアンとワ
インが自慢の同店。中でもおススメなのが、神戸の新ブラ
ンド牛「六甲牛」を使ったお月見ローストビーフがメインの
「六甲牛のシェアコース」。前菜からメインまで神戸・兵庫
の地元食材がたっぷり。是非神戸の味を堪能してみて。

「シティライフを見た」で
●  ディナーの方：
　グラスワイン1杯
　プレゼント
● ランチの方：100円引き
　（2月末まで）

特典

「六甲牛のシェアコース」全12品 
3,500円 ※２名様～

女性に人気の「選べるパスタ＆地
産地消ビュッフェ」1,200円～（平
日価格）※ランチ限定
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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

お正月は皆でモノリスへ
限定ビュッフェに舌鼓

● お正月ビュッフェ1/2（月）・3（火）・4（水）
  90分制（昼夜ともに未就園児無料）
  ・・・ランチ（11時半～、13時半～）
　  中学生以上3,000円、小学生1,500円
  ・・・ディナー（17時半～、19時半～）
　  中学生以上4,000円、小学生2,000円
 　ビール・ソフトドリンク無料（ディナーのみ）
● ランチコース ※1/6(金)～
  ・・・2,500円、3,800円、5,000円
 　（すべて税サ込）

「シティライフを見た」で、
●ランチコース（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
（1月末まで）

　芦屋モノリスの年始は「お正月ビュッ
フェ」からスタート。シェフ謹製の内容
は、目の前で切り分けてくれる「ナチュラ
ルポークのロースト」を含む20品以上。
家族や親戚と、友達と、楽しい時間を!
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気軽に愉しめるランチコ
ースもオススメ。お得な特
典もチェック！

特典
応募方法／はがきもしくはFAXに
解答と〒・住所･氏名･年令･職業･電
話番号を明記の上、編集部までお
送りください｡抽選で5名様に記念
品をプレゼント。(毎月25日〆切)

応募先／FAX　06-6368-3505
〒566-0001  摂津市千里丘1-13-23　
シティライフ「クロスワード」係

●12月号の答え  山茶花（さざんか）

2078-862-3578   http://www.lei-u-mun.com/

神戸市東灘区住吉本町１-４-８　石橋ビル１階
ランチ：11時半～15時
ディナー：17時半～21時半
 火曜・第3水曜定休
※2016/12/31～2017/1/4迄臨時休業
※予約の際、「シティライフを見た」というとスムーズ。

香港海鮮酒家
Lei U Mun〈レイユームン〉

閑静な住宅街の一角に佇む
本格香港海鮮料理店
　地元の魚介類をはじめ各地の希少な食材を使
い、質にこだわった本格香港海鮮料理が愉しめる
同店。旬の食材をその日のゲストの為だけに仕入
れ、常に最高の状態で料理を提供できるコース料
理にひと際こだわりを見せる。高級中華がランチ
なら手頃な料金で味わえるので是非行ってみて。

蓮～HASU～ 4，104円　※コース内容は月替わり

人気のアラカルトメニュー
「吉切産大ふかひれの
上海蟹味噌煮込み」2
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至大阪至三宮 本住吉神社

みなと銀行みなと銀行

コープなら
ではの商品を
オススメしてい
きます。

　お客さんとの会話が弾むアッ
トホームな山本店は、農産コーナ
ーが充実しています。おせち料理
を手作りする家庭も多いので、年
末には里芋やくわい、金時にんじ
んなど、お正月以降はお鍋に使
える野菜が多く揃います。

　川西市では唯一のコー
プ。人気のコープ商品をは
じめ、川西市や猪名川町の
野菜を仕入れるなど、地元
の食材も豊富に揃います。
珍しい野菜も並ぶので、ぜひ
チェックしてみてください。

コピカがあれば、お財布が小銭だらけ・・・
なんて事も解消!

会話が弾む
アットホームな雰囲気

暮らし上手な皆さんにはおなじみのコープこうべ。
各店のこだわりや魅力をお届けします！ぜひお気に入りの商品を見つけてください。

店長  
宇田 直美さん

宝塚市山本東2-6-9　20797-88-7733
営／9時～21時
無休（元旦を除く）

宝塚市中州1-1-1　20797-71-6881
1F 9時～21時　2・3F 10時～20時
無休（元旦を除く）

　10月にリニューアルしたばかりの同店。野菜売り場では宝塚市西
谷から毎朝直送される地場野菜。臨場感あるガラス張りのオープン
キッチンを構える鮮魚コーナーでは兵庫の地魚と、生鮮食品が豊富
に揃います。順に店内を巡るうちに自然と献立を思いつくレイアウト
と、「地元食材を中心に」というお客さんの要望に応えた店舗です。

快適な環境が整う
フレッシュなコープ

川西市大和西1-64-1　2072-794-5501
1F 9時～21時 　2F 9時～20時
無休（元旦を除く）

地元の食材も扱う
川西市で唯一のコープ

コープ山本

生鮮食品が2フ
ロアに分かれるので、商
品を探すお手伝いもし
ています。

コープこうべオリジナル電子マネー

使い方は簡単！

コピカで便利に！
おトクに！お買い物

小銭いらずでお会計が 楽らく！

組合員証の提示＋コピカでのお支払でさ
らにポイントが貯まります！
※コピカご利用ポイントは、ポイント２倍・５倍の
際も本体価格３００円のご利用につき、１ポイント
となります

組合員証に

ポイントが貯まる！

ご使用前に、あらかじめ
カードに現金をチャージ

カード発行手数料は無料！

振るだけで水溶きせずにとろみ
がつけられる片栗粉

顆粒片栗粉 とろみちゃん
（200ｇ）246円

オススメ商品

汚れや雑菌が気になる場所の拭き取りに。
便利な携帯用

何度拭いても鼻が赤くなりにくい
しっとりなめらかなティッシュ

（左）除菌できるポケットウェットティッシュ
（10枚×5パック）321円

（右）しっとり保湿ポケットティッシュ
（20枚×6個）204円

オススメ商品

コープうねの

コープ宝塚

店長  
羽入 一芳さん

48年の歴史
ある宝塚店は3世代
にわたってコープファ
ンがいてくれる店舗

です。

店長  
中村 秀樹さん

コープこうべ
キャラクター
「コーピー」

COPICA （コピカ）

本体価格300円で
合計2ポイント
組合員証に
進呈！

あらかじめ、レジ又はサービスコーナーで、
コピカに現金をチャージしていただくと、コ
ープこうべの各店舗でお買い物ができます。
※ネットスーパー、移動店舗では使えません。

今日からすぐに使
えるとっても便利な
カードだよ～♪

オススメ商品

シンプルでリーズナブ
ル、品切れ必至の大人
気商品。

ヤマザキ
三角サンドイッチ
（4種類）108円

オススメ商品

食べやすくカットし
て冷凍してあり便利

トロピカルマリアアップルマンゴー
イチゴ・カット
アボカド
（各200ｇ）429円

オススメ商品

コウノトリのえさとなる生物
が田んぼに生息できるよう減
農薬農法でつくられたお米

「特別栽培米
兵庫県但馬産こしひかり
コウノトリ育むお米」
（2ｋｇ）1,358円

オススメ商品

大いけす育ち ぶり
（さしみ、切り身、ブロック）
258円/100g
※日によって変動します
大いけすでのびのび育っ
たのでほどよい脂のり。

オススメ商品

くるみきなこ
くるみ黒糖 胡麻くるみ
各321円
コリコリとした食感と優し
い甘さが特徴


