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JR千里丘駅 徒歩5分206-6155-6830　

摂津市千里丘1-13-23 　
営／モーニング8時半～、　
　　ランチ11時半～、営業は16時まで　
日祝定休　

LOHAS café  〈ロハスカフェ〉

日替わりプレートランチ　1,000円　
※毎日メニューが替わります

 　旬の食材を毎日市場で仕入れ、素材の良さを生か
したメニューが好評の「日替わりプレートランチ」。日替
わりの数種類のおかず、味噌汁ともちもちの玄米が
セットに。栄養満点のランチで残暑を乗り切ろう！
　9月8日（金）限定で「アーユルヴェーダ勉強会
@LOHAScafé」を開催！5000年以上の歴史がある
アーユルヴェーダは、身体や心を健やかに保つための
予防医学。

この勉強会では幸せに生きる哲学として、より
よい人間関係を築くための考え方･生き方を
紹介する。ランチはスリランカカレーをご提供。
パウンドケーキのお土産付き！参加希望者は
LOHAScaféにお電話を。

カラダとココロにやさしく
おいしい時間をお届けします

開催日時：9月8日（金） 10時半～14時
10時半～ アーユルヴェーダ 勉強会
12時～ スリランカカレーランチ
  ・ スリランカカレー
  ・ おかず2品
  ・ お茶 ・ デザート
13時～ 個別カウンセリング

（希望者のみ・別途有料）
参加費：5,000円（勉強会･ランチ代）　
参加人数：10名（先着）
会場：LOHAS café
講師：スリランカ　アーユルヴェーダスクール
 　　　 AYUWEDA校長　菊澤理恵

【アーユルヴェーダ勉強会@LOHAScafé】

セミナー・個別相談のお申し込み
お名前・参加人数・（セミナー名・個別相談内容）をお知らせください。TEL.0120-46-5578

火

特定非営利活動法人 信頼できる工務店選び相談所・求められる工務店会
［ ホームページ ］  http://www.good-ccc.jp/

【共催】一般社団法人JBN　
【後援】大阪府住宅リフォームマイスター制度推進協議会
　　　高槻市/高槻商工会議所

10：00～10：30     子育てに必要な“２つ” とは？ 学校法人森田学園　白バラ幼稚園　森田真弘氏

10：45～11：15     女性の願いをかなえるリフォーム 建築士 細越昇氏

11：15～11：45     選んではいけないリフォーム店!? 建築士 細越昇氏

12：30～13：00     知って得する！！ リフォームのお金 FP.フォートレス 代表 伊東秀志氏

13：00～13：30     大工さんが教えるDIYポイント 建築士　波多野広幸氏

13：30～14：00     元気なうちから考えるシニアリフォーム 建築士 久保田昌男氏

14：30～15：00     愛犬と一緒に住む家、楽しい暮らしをアドバイス！ 一社）犬と住まいる協会

15：00～15：30     工務店さんが教える住まいの防犯対策 建築士 山川幸一郎氏

［ 自由参加ですが、座席確保をご希望の場合はご予約ください。 ］

□建築士 設計など　
□宅建士 宅地、建物の売買など

10：00 ～ 16：00
（受付は15：30 まで）  

13：00 ～ 16：00（受付は15：30 まで）
□弁護士 欠陥住宅、業者とのトラブルなど　
□司法書士 権利登記、相続や相続放棄など
□税理士 相続税、贈与税など

□土地家屋調査士 
隣地境界線についてなど
□ファイナンシャル・プランナー 
生活設計に適した資金計画など

高槻市城北町2-12-18　万里ビル1階
営／11時半～14時半 18時～23時　
不定休

2072-661-8055

炭火ダイニング いとう

炉端焼き×大衆フレンチ
鮮度抜群の素材を豪快に

　カウンターに並ぶ産地直送の食材を目の前
で丁寧に美味しく焼き上げて提供してくれる炉
端スタイルが人気の同店。季節や仕入れによ
ってメニューが変わり、こだわりの素材が楽し
める。また、フランスで修業を積んだシェフが織
り成す大衆フレンチが味わえるのもこの店なら
では。ワインや地酒も種類が豊富で4名の個
室から最大50名の貸し切りまで使い勝手抜
群！ママ友の集まりから会社の宴会まで飲み会
なら熱々の炉端焼きで決まり！

高槻

（上）和牛の炭火焼きステーキなど一龍グループ厳選の和牛を
使ったメニューもおすすめ！

● 市場からのお魚お造りいろいろ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・780円～
● 焼き魚いろいろ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・580円～
● 朝採れ野菜のにぎやかサラダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・780円　
● スペアリブの炭焼きロースト フレンチBBQソース・・980円　
● 板長厳選の海鮮丼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・780円　
● 超厚焼き！たまご定食（ランチ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・550円　
※全て税別

特典  この記事持参で10％OFF
（9月末まで、他サービス併用不可、ランチ除く）

高槻市駅

170

171

北大手東
北大手

からふね屋珈琲

阪急京都
線

（左）10食限定！日替わりワン
プレートランチ　880円
「メイン、ライス、サラダなどなど
一皿に盛り込みました。」食後
のドリンク付き！

阪急高槻市駅
徒歩1分の好立地

甘くておいしいスイーツは
シアワセな時間を届けてくれます。
今回は大人が愉しめる「ケーキ」です

　ワインに合う甘すぎないケーキや特撰食材を使用し
たスイーツなど大人好みなスイーツが愉しめる人気店。
日ごろの感謝を込めて1周年祭を開催！サワーチェリー
のチーズタルトにカシスのクリームとジャムをのせた、苺
とベリー入りの「ドゥーブル フロマージュ430円」や赤す
ぐりとマラスキーノ・ミルクチョコとマスカルポーネムース
の「ビジュー320円」など人気商
品や季節のおすすめが豊富に揃
い、うれしいプレゼントも。

大人が愉しむ人気のケーキショップ
日頃の感謝を込めて「1周年祭」を開催

1周年祭を開催！
9/22（金）・23（土）・24（日）
①1,000円以上購入の方に焼き菓子セット
　（700円相当）をプレゼント！　※各日先着200組
②さらに購入金額の20％分の金券をプレゼント！
※金券利用は9/25（月）から
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みどりヶ丘病院

高槻市西真上1-36-3
営／10時～20時

2072-682-0005

Revi&Bleu
〈ルヴィーブル〉

　美味しいお店がオープンしてると聞いたので『創
作キッチン アンサンブル』に行ってきました。まずは
『鶏の中華風サラダ』ではでは一口！ウルトラメチャ
旨い！さっぱりしたマヨネーズ味で鳥むね肉との相性
もバッチリです。ではではメイン料理を『鯛のソテー 
ピペラードソース』鯛のソテーの上にトマトやピーマ
ン、ニンニク、タマネギをオリーブオイルで炒めて煮
たものがのっていて美味しそうですね～～。ではで
は一口！ウルトラメチャ旨い！鯛の甘みと旨みをソース

が倍増させてくれます。食
べ応え抜群でお腹いっぱ
いです。デザート・ドリンク
もついて1,500円は驚
異のCPですね～～。

取材協力

・アンサンブルランチ 1,500円
サラダ、スープ、パンorライス、メイン、デザート、ドリンクvol.41

高槻市富田町6丁目24-3
営／ランチ11時～14時半
ディナー18時～22時
　　　  （L.O21時）
月曜定休
☎072-695-2920

MENU
● ランチコース（要予約）・・・・・・・・2,000円　
前菜、スープ、パン、メイン（肉or魚）、デザート、ドリンク
● アンサンブルディナー・・・・・・・・2,500円　
前菜、スープ、パンorライス、メイン、デザート、ドリンク
● ディナーアンサンブルコース・・3,500円～

創作キッチン アンサンブル
特典　
「シティライフを見た」と予約で
ウェルカムドリンク1杯を
サービス！
（9月末まで）

（左）『赤じゃがいものスー
プ』ちょっと赤みががったじゃ
がいもスープです。ではでは
一口！ウルトラメチャ旨い！じゃ
がいもの甘みが半端ないで
すね～～。赤じゃがいもがこ
んなに美味しいとは思ってな
かったのでビックリしました。

！！

♪ 北摂を中心として美味しい
店を食べ歩いている人気の
有名グルメブロガー。

ブログは
「プーさんの満腹日記」
で検索

このコーナーは、美味しい店を知り尽くすグルメブロガー
「プーさん」からの、おすすめグルメ情報を紹介していきます。
ブログもチェックしてみてください。
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