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別 れ と 出 会 い の 季 節 に 花 を 添 え て…

4月は出会いと別れの季節。いつもより華やかなプランで門出を祝いましょう。

　スイスの３つ星フレンチで活躍したエグゼ
クティブシェフが腕をふるう同店。地元の食
材を中心に各地の旬の食材を取り寄せるな
ど、徹底したこだわりの食材を華やかに美味
しく。神戸「北野」らしい、“異人館”という特
別な空間で祝賀の時を過ごしてみては。

歴史漂う白亜の洋館
神戸を代表する本格フランス料理店

● Lunch　
  Menu A・・・・4,800円
  Menu B・・・・9,800円
● Dinner
  Menu A・・14,000円
  Menu B・・18,000円
※全て税サ抜

神戸市中央区北野町4-8-1
グラシアニ邸
営／Lunch/12時～14時（L/O）、
Dinner/18時～21時（L/O）
月曜定休（祝日の場合は翌火曜日）

2078-200-6031
http://www.graciani-kobe.jp/

la Maison de GRACIANI 神戸北野
〈ラ メゾン ド グラシアニ〉

限定2組様をランチにご招待。
（応募期限：3月31日まで）
住所・氏名・年齢・連絡のとれる電話番号を添え
「シティライフを見た」とご記入の上、
Faxもしくはメールにてご応募を。
①ＦＡＸ 078-200-6032
②メール info@graciani-kobe.jp ※メニューはその日の素材により変化

※苦手な食材、アレルギー等、対応可

料理に合わせたワイ
ンを多数揃え、グラス
ワインも常時10種
類程用意。ワインペ
アリングのコースも。
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異人館通り

メニュー 一例

　和洋中折衷の料理とドリ
ンク、デザートを含め60種
類のバイキング料理が自慢
の同店。毎日旬の食材を目
の前で調理するオープンキ
ッチンメニューは子ども連れ
のファミリー層から年配者ま
で幅広い層に支持され、予
約も取りづらい人気店とな
っている。予約はお早めに！

太陽光の降り注ぐ
明るく優雅な
ホテルレストラン

● 大人料金　
ランチ・・・・・・・・・・・平日2,200円・土日祝2,600円
ディナー・・・・・・・・平日3,250円・土日祝3,800円
※3/5まではディナー平日・土日祝4,500円
※小学生・2歳以上未就学料金もあるので問い合わせを。

兵庫県西宮市甲子園高潮町3-30
営／ランチ 平日11時半～15時、
　　土日祝 11時～15時（L.O.14時）
　　ディナー 平日１7時半～21時、
　　土日祝 17時～21時（L.O.20時）

20798-45-3130（直通)
http://www.novotelkoshien.com/pomodoros
※車で来られる場合はホテルへ要問合せ

ノボテル甲子園　
オールデイダイニング　ポモドーロ

「シティライフを見た」と
飲食の方、
大人ランチ   500円OFF
      ディナー700円OFF
（3月末まで）

６０種類のバイキング料理は見た目もボリューム満点

シェフが目の前で
調理する「オープン
キッチンメニュー」：
ローストビーフ
※内容は変更する
ので要問合せ
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　地元芦屋で長く愛される同店では、
春の訪れを感じられる期間限定メニュ
ーが登場。北田シェフが創り上げたセン
スあふれるフレンチを堪能して。また、今
回は、特別に歓送迎会プラン（10名
～）も実施。ランチ以
外にディナーやビュッ
フェの設定もあるの
で、各種集まりに利
用できる。素敵なお
食事会を演出しよう！

春だけの限定プランで
上質なお食事会を演出

● 歓送迎会プラン　期間：3/1（水）～4/30（日）
・コース料理（10名～）：ランチ3,500円～、ディナー
5,000円～、フリードリンクセット：1,500円～
・ビュッフェ（30名～）：3,500円～（昼夜共）、フリードリンクセット：1500円～
※フリードリンク内容：ビール・ノンアルコールビール・ソ
フトドリンク・赤白ワインorカクテル

● SAKURAメニュー …………………………3,800円
期間：3/1（水）～4/28（金）※ランチのみ※中学生以上

● ランチコース（すべて税サ込）…2,500円、3,800円、5,000円

芦屋市大桝町5-23
営／ランチ：11時半～15時
　　　　　（L.O14時）
無料Ｐあり
第二水曜定休

20797-38-3355
http://restaurant.novarese.co.jp/asm/

芦屋モノリス

「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（3月末まで）
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期間限定 歓送迎会プラン
（コース / 10名～）ランチ3,500円～、ディナー5,000円～
（ビュッフェ / 30名～）3,500円～
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ランチでフレンチコースを気軽
に。お得な特典もチェック！

　季節毎にテーマが変わる
バラエティー溢れる和洋の
メニューを楽しめる同店。地
元農家から直接届く新鮮な
野菜など「地産地消」にこだ
わったメニューを多数用意。
神戸ベイを望む海上都市・
六甲アイランドで、ゆったりと
優雅なホテルランチを楽し
んで。

2階まで吹き抜けの
開放感溢れる
ホテルのテラスレストラン

神戸市東灘区向洋町中2-13
（六甲アイランド）
営／ランチ11時半～14時半
※土日祝は2部制

2078-857-7007
（レストラン予約係）

神戸ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
1Ｆ テラスレストラン「ガーデンカフェ」 食事の後は源泉かけ流しの天然温泉

神戸六甲温泉「濱泉」を楽しんで。
●各レストラン＆バーにて1名につき2,000円以上の利
用で入浴優待 2,800円→1,500円（入湯税含む）

● 時間：12時半～21時まで（最終受付20時）
（※毎週火曜は16時半～）※その他メンテナンス日あり。

色とりどりのバラエティー豊かなホット料理の数々　

3＆4月は神戸開港150年を記念
したフェアを開催中

「シティライフを見た」とご予約された方
ランチバイキング10％OFF
● 平日1名通常2,970円→2,673円
● 土日祝1名通常3,445円→3,100円
※他の割引や特典との併用は不可
※前日までに要予約（3月末まで）
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■OSシネマズ ミント神戸（ペア5組）
■宝塚シネ・ピピア（ペア2組）

●はがきの場合：〒、住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号を記入し、
〒566-0001 大阪府摂津市千里丘1-13-23 CityLifeシネマ『OSミント神戸鑑賞招待券プレゼント
係』or『宝塚シネ・ピピア鑑賞招待券プレゼント係』まで。※ご希望の上映館名を記入願います。
●WEBからの場合：http://present.citylife-new.com/　●締切： 3月25日（はがきは必着）
※個人情報は弊社にて厳重に管理し、鑑賞券発送以外には使用いたしません。
※当選結果は発送をもって代えさせて頂きます。

神戸市中央区雲井通7-1-1 ミント神戸9階 2078-291-5330
OSシネマズ ミント神戸 http://www.jollios.net/

＜上映中＞
●ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち
●君と100回目の恋
●マリアンヌ  ●サバイバルファミリー
●相棒　劇場版IV 首都クライシス　
　人質は50万人！ 特命係  最後の決断
●ラ・ラ・ランド  ●トリプルX 再起動
●きょうのキラ君  ●素晴らしきかな、人生

＜今後の上映＞
●WE ARE X（3/3～）

●映画ドラえもん  のび太の南極カチコチ大冒険（3/4～）
●モアナと伝説の海（3/10～）
●チア☆ダン　女子高生がチアダンスで
　全米制覇しちゃったホントの話（3/11～）
●SING シング（3/17～）
●ひるね姫　知らないワタシの物語（3/18～）
●3月のライオン　前編（3/18～）
●パッセンジャー（3/24～）
●ひるなかの流星（3/24～）
●サクラダリセット　前篇（3/25～）
●キングコング　髑髏島の巨神（3/25～）

今月の
オススメ

SING シング
3月17日（金）公開

阪急売布神社駅前　ピピアめふ5F 20797-87-3565
宝塚シネ・ピピア http://cinepipia.com/

●ラ・ラ・ランド（2/24～）
●古都（3/11～17）
●ミス・シェパードをお手本に（3/11～24）
●幸せなひとりぼっち（3/11～24）
●沈黙－サイレンス－（3/18～31）
●この世界の片隅に（3/25～）
●マイマイ新子（3/25～）

【２０１６秀作映画特集】
開催中～3/10（金）まで
『湯を沸かすほどの熱い愛』
『オーバーフェンス』

『山河ノスタルジア』
『ティエリー・トグルドーの憂鬱』
『葛城事件』『アスファルト』
『奇跡の教室　受け継ぐ者たちへ』
『エブリバディ・ウォンツ・サム！！　世界
はボクらの手の中に』

【２０１６秀作映画特集】
お得な３回券発売中！
一般３回券 ３,６００円、
シニア３回券 ３,０００円

鑑賞券をプレゼント
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Universal Studios.c

今月の
オススメ幸せなひとりぼっち

3/11（土）～24（金）上映

Tre Vänner Produktion AB. All rights reserved.　 c

※PG12：小学生には助言・指導が必要となっております。 ※R15+：15歳以上の方がご覧になれます。 ※R18+：18歳以上の方がご覧になれます。

CityLifeシネマ担当（デコジュン&nanaco）が選んだおすすめ作品と、
近隣劇場の上映スケジュールをお届け。

推薦者 ： デコジュン

大阪ステーションシティシネマ他にて全国公開中素晴らしきかな、人生
　華やかでエキサイティングな人生を送っていたハワードに訪れた最
愛の人の死。深い喪失感から抜け出せない彼の前に３人の奇妙な舞台
俳優が現れ、彼の生き方を変えていく。幾つもの伏線が一つになる意
外なラストに辿り着いたとき見えてくる「人生の素晴らしさ」とは？

監督：デヴィッド・フランケル
出演：ウィル・スミス、ケイト・ウィンスレット、キーラ・ナイトレイ、エドワード・ノートン、ヘレン・ミレン
©2016 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE ROADSHOW FILMS NORTH AMERICA INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT, LLC

推薦者 ： nanako2月24日（金）公開
TOHOシネマズ梅田ほかラ・ラ・ランド
　ロサンゼルス、青空の下の大渋滞の高速道路。車の間を縫っての、カラ
フルでダイナミックな群舞で幕が開く。ある日出会った若い男女ミアとセ
ブには、女優とジャズピアニストという夢があった。成功を追い求め、応援
し合い、すれ違い…流れた月日。美しい音色に包まれて、実現した夢の日
に、実現しなかった夢の日々が重なっていく。
監督：デイミアン・チャゼル　出演：ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン
©2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. Photo credit: EW0001: Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND. Photo courtesy of Lionsgate.


