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ヘルシーな“ぼたん鍋”を愉しむ
味噌が効いた老舗割烹の味
　冬の味覚を気軽に楽しめる老舗割烹料
理店。飛騨奥美濃の天然猪肉を使った
「ぼたん鍋」は、低脂肪・低カロリーなので
女性にも人気！味噌仕立てのだしが効いた
濃厚スープは老舗割烹ならではの味。個
室・広間と用途にあわせて利用できるので、
心も温まる“ぼたん鍋”を堪能してみては。

2072-626-0880
茨木市元町4‐13
営／11時半～13時半　17時～23時
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●  三楽よせ鍋・・・お一人2,900円
●  三楽よせ鍋特上コース・・・・・お一人3,900円
※2名様以上から、要予約
●  会席（梅）5,250円、（竹） 8,400円
●  松花堂（梅）1,575円、（竹） 2,100円

海老など新鮮な海鮮が贅沢な
三楽よせ鍋もオススメ！　

ぼたん鍋特上コース（鍋/付出/造り/雑
炊/デザート）3,900円（お一人）。
※2名様以上から、要予約

茨木市春日4-5-11
営／8時～19時（L.O18時半）
　　モーニング8時～11時半
　　ランチ11時半～14時半
　　日曜定休

T-1cafe
〈ティーワンカフェ〉

ランチ、カフェともに愉しめる
落ち着いた空間のカフェ

この日の日替りランチはトマトソー
スのハンバーグとクリームコロッ
ケ。サラダ・スープ・ドリンクが付い
て、この価格はとってもお得！

　昨年9月にNEW OPENしたT-1cafe。
落ち着いた雰囲気の店内にはソファ席も
あり、オシャレなひとときが愉しめる。デザー
トに新メニュー「ワッフルボールパフェ880
円」が登場！本格的な美味しいデザートを
この機会にぜひ！

● 日替りランチ（サラダ、スープ、400円までのドリンク付）・・・・・700円
● ホットサンドランチ（サラダ、スープ、400円までのドリンク付） 780円
● ナポリタンランチ（サラダ、スープ、400円までのドリンク付） 780円

特典 「シティライフを見た」と
①ワッフルボールパフェ注文で400円までのドリンクをサービス！
②ランチ注文でプチデザートをサービス！
（3月末まで）※価格は全て税別
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西武高槻店「ご当地味めぐり」で
人気投票1位に輝いた実力店
　西武高槻店で昨年開催された催事にて、見事
人気投票1位に輝いた「のりまきのすけ」。高槻市
川添の店舗だけでなく、西武高槻店B1Fにオープ
ンした店舗も評判を呼んでいる。看板メニューは、日
本人好みの味付けに仕上げられている牛焼肉入
り韓国風海苔巻き"キン
パのすけ"。ごまの風味豊
かな味わいなので、2月3
日の節分に向けて、和風
の恵方巻きが苦手な方
に、ぜひオススメしたい！ 高槻産トマトで作ったキムチは、

口どけなめらか！
大きな口を開けなくても大丈夫！
食べやすい太さのキンパのすけは恵方巻に最適！

2072-695-7881

【川添店】
高槻市川添2-1-3 川添ショッピングセンター1F
営/11時～19時（火曜・金曜のみ営業）

2072-682-6627

【西武高槻店】
高槻市白梅町4-1 B1F
営/10時～20時 年中無休

のりまきのすけ● 恵方巻（キンパのすけ） 432円 ※事前予約受付中！
● キンパ（太巻き）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・648円
● 高槻産トマトのキムチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・540円
● 石焼きビビンバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・735円
※川添店、西武高槻店ともにテイクアウト、イートイン両方OK

「シティライフを見た」と来店購入の方に
刻み海苔(200円相当)をプレゼント！
（2月末まで）
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「大人のフルコース」で
優雅な時間
グランドメニューも一新
　細やかなサービスと落ち着いた雰囲気、夜の
ピアノ演奏など、記念日にもぴったりのお店。
「大人のフルコース」は、自慢のソースでお肉も
魚も味わえる全7品。「ランチの女王コース」も、

手頃で大満足！両コース共、焼き立てパン食べ放題が
楽しめる。一新されたグランドメニューは、ブイヤベース
や野菜たっぷりの料理の他、ステーキにはフォアグラ
のトッピングやトリュフソースも。価格もリーズナブルに！

▶冬バージョンの乾杯ドリンクは特別価
格550円（税別）。写真はスノープリンセ
ス（フレッシュな香りのピーチカクテル）、
ホット柚子茶など。

茨木市中津町22-25
（阪急茨木市駅東口より徒歩15分）
営／平日 11時～23時（LO22時）
　　土日祝 9時～23時（LO22時）
年中無休　P45台

2072-635-0309
http://www.saint-marc-hd.com

ベーカリーレストラン 
サンマルク 茨木店
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「ランチの女王コース」全6品・1,290円～（税別）

● 「ランチの女王コース」
・・・（全6品）1,290円～（税別）
スープ・前菜3種盛り合わせ・メイ
ン４品より選択・デザート（4品よ
り選択）・焼き立てパン食べ放題
（ライス）・飲み物。※男性もOK・
16時まで・土日も提供

特典

この記事持参の方に
●  5個入りパン1袋
　プレゼント
●  バレンタインにぴったり！
　釜出しチョコ・チーズケーキ予約の方
　10％OFF
（2月末まで）

大人のフルコース（全7品）1,680円～（税別）
スープ・前菜3種盛り合わせ・白身魚のポワレ干し海老のクロッカ
ンわさびクリームソース・メイン４品より選択・デザート4品より選
択・焼き立てパン食べ放題（ライス）・飲み物

大阪府中央卸売仲買直営
超特大天然の海老フライ登場
　水産会社直営で市場に毎朝上がる新鮮な
魚をそのまま提供してくれる同店。美味しさの
噂を聞きつけ遠方から訪れる方も多いとか。ラ
ンチではお造り、あら汁もセットで旬な食材の
ボリュームに大満足。昨年好評だったエビフラ
イも登場！ぜひその旨さに舌鼓を。

● ランチ・・・・・・・1,000円～
● 人気の本日のお造り定食・・・・・・・・・・・1,200円
● 本日の海鮮丼定食・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円
● 本日の天ぷら定食・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円
（全て税別）
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箕面市小野原東5-2-1
営／ランチ11時～14時半（LO14時）
　　ディナー火～木：18時～21時 
　　　　　 金：18時～22時
　　　　　 土：17時～22時 
日：17時～21時　月曜定休　Ｐあり

銀蔵〈ギンゾウ〉

● 2/3（金）節分の日に恵方巻
　の販売を店頭にて実施！
● 銀蔵恵方巻…… 1,000円
 その他恵方巻も販売

恵方巻の販売実施

超特大天然海老フライ定食（3尾）・・・・・・1,980円
（エビフライ一尾は680円）
食材にこだわる銀蔵だからこそ海老の旨みをそのまま楽しんでもら
えるように薄い衣の揚げたてを提供！

http://www.moritaya.com/

モリタ屋全店で予約受付中！
※サービスカウンターにてご予約ください

ミートモリタ屋

素材・鮮度にこだわった
モリタ屋特製「豪華福巻」

【2月3日限定販売】
● 生本まぐろ入豪華福巻（1本）1,280円
● 魚屋の豪華福巻（1本）・・・・・・・・980円
● 開運七福巻（1本）・・・・・・・・・・・・・・780円
● 豪華招福巻（1本）・・・・・・・・・・・・・・680円

● 七福&招福巻ハーフ（2本）・・・780円
● 七福&招福巻&福巻ハーフ3本セット
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,200円
● モリタ屋 極ハーフ3本セット2,500円
● お肉屋さんのカルビ巻・・・・・・・・780円

大トロ•中トロ•赤身
の全部巻き＆活け
物づくし＆活けうなぎ
巻きの贅沢なハーフ
サイズ３本セット

　2017年の恵方は「北北西」。生の本まぐろが入
った贅沢な「生本まぐろ巻」や、鮮度にこだわった豪
華な10種の具を存分に入れた「魚屋の豪華福
巻」などこだわりの特製福巻がたくさん！お肉好きな
方には、おいしいカルビを巻いた「お肉屋さんのカ
ルビ巻」を。サービスカウンターにて予約受付中！


