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秋の三田屋を愉しもう

営／11時半～22時（L.O21時）　無休

206-6867-6780　506-6867-6781

ステーキ
三田屋本店

［豊中］ 豊中市西泉丘3-8-12　P有　服部緑地北側
2072-728-7878　5072-728-7891
［箕面小野原］ 箕面市小野原東3-9-35　P有もっと詳しいメニュー、お得な情報は

こちらをチェック！ ➡ www.sandaya.com/

ハムのオードブル、季節の
サラダ、スープ、黒豆、ロース
トビーフ、ご飯、梅干、デザ
ート、珈琲or紅茶（期間限
定、予約なしでいつでもご
注文可）

ハムのオードブル、季節のサラダ、スー
プ、黒豆、ビーフシチュー、ご飯、梅干、
デザート、珈琲or紅茶（期間限定、予
約なしでいつでもご注文可）

10月の季節ご飯は
一番人気の栗ご飯。
10月はプラス料金
なしでご飯を変更
いただけます。

ステーキ屋が作る洋食プラン

̃

ロースト
ビーフコース 
4,800円（税別）

ハムのオードブル、秋の前菜
（カダイフを添えたサーモンの
たたき）、季節のサラダ、スープ、
黒豆、ステーキ、ご飯、梅干、秋
のデザート（ぶどうと黒豆のタ
ルト）、珈琲or紅茶

秋の味覚コース
ランチ2,900円（税別）～
ディナー4,600円（税別）～

ビーフシチューコース 
4,500円（税別）

期間限定メニューで

季節の味覚も愉しむプラン期間限定
メニュー

1
期間限定
メニュー

2

この秋、新たに洋食コースをご用意しました。
秋の味覚コースと共に期間限定メニューで
大切な人と本物の味をお愉しみください。

10/1～

大好評の秋のふぐ祭り開催
最高級国産ふぐをお値打ち価格で
　いよいよ高級魚ふぐが旬。上質の国産とらふぐを良心価格で
提供する老舗専門店「ふぐ義」では、おトク
なコースを多数用意。いけすの秋ふぐを注
文ごとにさばくから鮮度バツグンで、ゆずが
香る自家製ポン酢で味わうてっさは格別！
飲み放題や宴会向きの個室も人気。

特典

高槻市高槻町１１-21
営／16時～23時
（入店21時まで）　
月曜定休
（祝日の場合は営業）

2072-681-9515

活ふぐ料理専門店 
ふぐ義 秋限定「ふぐ祭」開催！　「シティライフ見た」で（10月末まで）

●  活てっちりコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人前4,500円→2,980円
　てっちり、てっさ、湯びき、煮こごり、雑炊
●  ふぐ義コース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人前5,800円→3,980円
　てっちり、てっさ、湯びき、煮こごり、唐揚げ、雑炊
●  ふぐしゃぶコース（要予約）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人前7,800円→5,980円
　てっちり、てっさ、湯びき、煮こごり、唐揚げ、ふぐしゃぶ、皮しゃぶ、雑炊、デザート

※価格はすべて税別
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大阪府中央卸売市場仲買直営
銀蔵が賭けに出た その食材は「鰆」
　書いて字の如く「鰆（さわら）」は春の魚のイメージ
が強いが、実は魚屋だけが知っている話では、この
秋こそが脂がのりはじめ、旨い魚になる。「秋の鰆は
ぜひ食べるべし、でも入荷がないときは食べれませ
ん」と広告の宣伝商品であっても冷凍・解凍モノを
使用しないのが銀蔵。10月は秋
の「鰆定食」に舌鼓を。 至

茨
木
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2080-1400-3527 

箕面市小野原東5-2-1銀蔵〈ギンゾウ〉

鰆（さわら）定食…1,500円
塩焼き、造り、タタキから2種が選べる。
※写真は塩焼きと造り。

毎週月曜に店頭販売を実施、品数も増加中！
● 国産うなぎ・・・・・・・・・・1,500円→1,200円
●  特大天然えび・・・・・・1,800円→1,500円
その他、たらこ、ちりめんなど

10/21（土）は箕面100円商店街で
100円の商品を販売

10月も「卸値市」開催

営／昼 10時～15時（ＬＯ14時半）　
夜 月～金 18時～21時半（ＬＯ21時）
土・祝日前 17時～22時（ＬＯ21時半）
日祝 17時～21時半（ＬＯ21時）　
不定休　Pあり

2072-675-5000

高槻市城北町2-13-23-101
営／17時～23時（LO） 
日曜定休

串 鶏  とっとい

一本一本焼き上げた絶品串焼き
新鮮“朝挽き鶏”はやみつきの旨み
　新鮮な、朝挽き鶏を店主自ら仕入れ、丁寧な仕込
みと丹念な焼き上げで仕上げられているので、「外
はカリッ、中は肉汁あふれるジューシーさがたまらな
い」と評判の絶品串鶏。カリカリに焼いた独特の「か
わ」や豊かな風味の「つくね」など種類も豊富。サラ
ダや唐揚げ、ご飯物などもぜひ味わってみて！

● やきとり・・・・・1本100円～
● 鶏ももの唐揚げ・450円　
● コラーゲンもみじスープ
　・・・・・・・・・・・・・・・・・300円　
※料金は全て税別

19時半までにご来店の方、
この記事持参で
月～木曜のみ特典あり！
（10月末まで）

特典

ヘルシーな鶏料理に、女性
人気が上昇中！店内も煙は
少なめ！

高槻市駅徒歩1分

阪急高槻市駅
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　15階から高槻を見下ろしながら食事が出来る同
店。一番人気のいろは御膳、今回はカラフルなお
いりを乗せた見た目も華やかで新しい食感の前菜
から始まり、秋の味覚を独自の調理法やソースで楽
しませてくれる。色々な美味しさが少しずつ詰まった
定番のコースが今なら500円引きで、とってもお得！

2072-670-3520
http://r.gnavi.co.jp/k319003/

高槻市桃園町2-1　
高槻市役所総合センター15F
営／ランチ11時～16時
　　（LO15時）
　　ディナー17時～22時
　　（LO21時）　
火曜定休 

にんにん 高槻市役所店

市役所15階にある絶景レストラン

● いろは御膳・・・2,800円
鶏と舞茸のおいりキッシュ/柿と生ハムの生酢/
かさごの蓮根蒸し/秋刀魚のアーモンド揚げ～黒酢あん～/
豚角煮のパイ包み焼き～里芋ときのこの豆乳ソース～/
するめと秋茄子の味噌茶漬け/梨のコンポート アイス添え

「シティライフを見た」で
●  いろは御膳・・・・・・・・・2,800円→2,300円に！
ランチのみコーヒーor紅茶つき(セルフ)※ランチは
前日までに要予約、ディナーは当日もOK、カード払
い不可(10/1～11/30)

特典
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吹田市千里万博公園1-5　
営／ご昼食11時半～14時半（LO）
　　※土日祝は11時～
　　ご夕食17時～20時半（LO）
　　 

ホテル阪急エキスポパーク 
１階 日本料理
「花せんり」
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千里住宅公園千里住宅公園 エキスポシティエキスポシティ

中央環状線中央環状線

吹田インター
チェンジ
吹田インター
チェンジ

大阪モノレール大阪モノレール
万博記念公園駅

「読者限定」国産牛と松茸の
鍋付御膳が３つの特典付で
5,650円→3,500円
　万博記念公園やエキスポシティに隣接す
るホテル阪急エキスポパークの日本料理
「花せんり」。国産牛と松茸を小鍋で味わう
御膳料理が特典付のお得な内容で楽しむこ
とができる。他に、小鉢、造り、揚物に読者限
定特典の茶碗蒸しが付いた全7品で優待
価格に。さらに、ホテル駐車場６時間（通常3
時間）が無料。お友達とのお買い物や、親子
での公園散策など、秋のお出かけに落ち着
いた雰囲気でゆったりお食事してみては。

●鍋付御膳　花遊膳
◇小鉢　◇造り二種盛り
◇海老の羽衣揚げ　◇国産牛と松茸のすき鍋
◇ご飯・香の物　◇水菓子
（※11月はメニュー内容変更）

大阪モノレール
「万博記念公園駅」正面
吹田ICより車で2分・
万博外周道路沿い

「シティライフを見た」で
●  鍋付御膳 花遊膳
①茶碗蒸し付
②スパークリングワイン１杯付　
　※生ビール、ワイン、ソフトドリンクに変更可
③EXPOCITY、公園散策もゆったり楽しめる
　ホテル駐車場６時間（通常3時間）無料
　………………通常5,650円→3,500円
（2017/11/30まで）

特典

「鍋付御膳　花遊膳」が読者限定で5,650円が3,500円に。
秋の食材を堪能できる。

洒落たコースと焼き立てパン
フリードリンクでごゆっくり

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～15時半（LO15時）
　　17時～22時（LO21時）
　　土日祝 11時～22時（LO21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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（上）「お誕生日コース」全7品・2,500円～（税別）

（上）「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）・フリードリンク。
※男性もOK・15時まで・土日も提供

● 「お誕生日コース」全7品
・・・・・・・・・・・2,500円～（税別）
前菜・スープ・サラダ・メイン5品
より選択・お誕生日のための特
別デザート・焼き立てパン食べ
放題（ライス）・フリードリンク
● チキンのポアレランチ
・・・・・・・・・・・・・・・・990円（税別）

特典

　　広 と々した店内は35名までのパー
ティもできるので、記念日の思い出作り
にもぴったり。温かいもてなしと、一皿ご
とに洗練された味と演出が楽しめるコー
ス、食後も寛げるフリードリンクでゆった
り過ごせる。10種のクロワッサンも味わ
える焼き立てパンの食べ放題は、各コー
スはもちろん手頃な週替わりランチでも
提供。夜は10/20・10/27（各金）のジ
ャズナイトやピアノの生演奏を。

この記事を見て予約の方
● 5個入りパン1袋を
　プレゼント！ 
● お誕生日・結婚記念日の
各コース（2,500円～）ご注文の
方、お一人様500円OFF！
（いずれも10月末まで）

（左）「週替りラ
ンチ8種（フリード
リンク付・パン食
べ放題）」1,470
円（税別）写真
はチキンのアヒ
ージョ。


