
2017.11  City Life Hokusetsu EAST 30※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。

　高槻の住宅地の中に出来た『真田丸』に行って
きました。初めてだったので『サービスランチ』を注
文。日替りのオススメ10貫に赤出汁がついてこの
価格はいいですね～～。まずはカツオから一口！ウル
トラメチャ旨い！肉厚のカツオでちょっとビックリ！！この
値段で出てくるカツオのクオリティーではないですね
～～。続いてイカを一口！ウルトラメチャ旨い！隠し包
丁が入っていて柔らかくて美味しい！上には柚子の
皮が削っていて柚子の香りが鼻に抜けるのもいい
ですね～～。最後は赤出汁
を。大きな鯛のアラが入ってま
す。ウルトラメチャ旨い！魚の旨
みが詰まった赤出汁はたまり
ませんね～～。

取材協力

サービスランチ（10貫＋赤出汁） 800円vol.43

高槻市岡本町53-1
営／11時～14時半
　　17時～21時
月曜定休　
Pあり
☎072-669-9855

● まぐろ、いか、サーモン、ぶり、
  自家製玉子・・・・・・・・・・・各2貫162円
● たい、ぶりとろ、さわら、赤生えび、
  生本マグロ・・・・・・・・・・・各2貫324円

にぎり寿司専門店 真田丸 特典　
「シティライフを見た」と
・ランチ注文で
ソフトドリンク1杯サービス
・ディナータイム
お会計1,000円以上で
おすすめの一貫をサービス
（11月末まで）

MENU

『上にぎり』1,200円。
横で食べてる方のこれ
も写真を撮らせてもらい
ました。これもすごく美味
しそうですね～～。ディ
ナーは予約がおすすめ！
ランチの予約は11時～
11時半のみ可能。

！！

♪ 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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北摂のおすすめ

北摂の美味しいグルメ店を紹介します。
お気に入りのお店を見つけてください。

市役所15階からの素敵な展望と
リーズナブルな中華のランチ
　ランチの定食は800円台～と気軽に利用できる同
店。リピーターも多いおすすめコースが11月から内容一
新！長時間煮込んでとったダシが味わい深い蟹肉入り
フカヒレスープや単品で人気の牛肉の味噌炒めはピタ
パンに包んで、ハーブ豚のステーキは中国醤油と生姜
のソースでどうぞ。ランチはセルフにてコーヒーつき！

前菜 盛り合わせ/蟹肉入り フカヒレスープ/
牛肉の味噌炒め ピタパン包み/フグの天ぷら ココナッツ風味/
ハーブ豚のステーキ/高菜炒飯/デザート/中国茶

● 至福コース
・・・2,400円

「シティライフを見た」と予約で （11/1～12/22まで）
●  至福コース2,400円→ランチ1,900円→ディナー（予約にて）2,200円
さらにディナーは「鶏もも肉の葱香味ソース」or「生湯葉巻き餃子」の
いずれか一品プラス（1グループ統一）
※ランチは前日までの完全予約制、ディナーは平日火～金のみ、カード払い不可

特典

デザートまで合わせて7品と質・量ともに二重丸。

2072-670-3550

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～１４時半（L.O14時）
　　ディナー 17時～22時（L.O21時）
月曜定休　12/31休　元旦から営業

中華菜館 桃莉〈トウリ〉

“清水屋乃なら漬”
銘品をおもてなしに、進物に
　寛保年間より当主の入江さんに受け継がれる
手仕事で生まれるのが“清水屋乃なら漬”。昭和
天皇にも献上されたという銘品で、進物としても
地元の大定番。木樽の中になにわ伝統野菜「服
部越瓜（しろうり）」と、酒粕やみりん粕、塩などを
独自配合した粕を漬け込む。黄金色の輝きも、パ
リッとした歯応えもまさに別格。

摂津峡の清流が育む服部越瓜を伝統の製法で漬け込ん
だ色鮮やかな銘品。“たかつき土産”にも認定されている。

2072-687-0539

高槻市宮之川原元町12-15
営／9時～19時　日祝～18時
毎週木曜　盆正月定休

清水屋 〈シミズヤ〉
高槻
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● なら漬一舟・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,300円
【進物・贈答用】
● ニ舟箱入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,900円
● 三舟箱入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,300円
● 五舟箱入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,800円

高槻で忘年会をするなら二代目ふぐ義
お得で好評、宴会予約はお早めに
　宴会シーズンに向けてお店を探すなら、老舗専門店「ふぐ義」
で贅沢感いっぱいのふぐ料理はいかが。い
けすに泳ぐ国産ふぐを注文ごとにさばくから
新鮮で、てっちりやてっさ、唐揚げが付くお
値打ちコースが充実。宴会個室やひれ酒
OKの飲み放題もあり、忘年会にピッタリ！

特典

高槻市高槻町１１-21
営／16時～23時
（入店21時まで）
お昼12時～14時（前日迄要予約）　
月曜定休（祝日の場合は営業）

2072-681-9515

高槻活ふぐ料理専門店 
二代目 ふぐ義 秋限定「ふぐ祭」開催！　「シティライフ見た」で（11月末まで）

●  活てっちりコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人前4,500円→3,980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→4,980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→6,980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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持ち帰りセット｠ 
2～3人前10,000円（税込）
※前日までに要予約

本格京料理で頂く秋の味覚
季節を感じる至福の時

「シティライフを見た」と予約で　※前日までの要予約（11月末まで）
●  松茸の土瓶蒸しと秋の旬菜御膳・・・・・・・・・・・・・2,500円→2,000円
　【口取りプレート、お造り盛り合わせ、松茸香る土瓶蒸し、季節の天ぷら盛り
　合わせ、旬魚西京焼き、炊き込みご飯、香の物】
※＋５００円で炊き込みご飯→彩りちらし寿司に変更OK※写真はちらし寿司付
● さらにデザート、コーヒーをサービス！

特典
京ごはんとろばたやき
京月 高槻店 
〈きょうげつ〉

2072-685-2929

高槻市紺屋町7-8　無休
営／ランチ11時半～14時半
　　（L.O14時）
　　ディナー17時～23時
　　(L.O22時半)
　　日曜日は22時まで
　　（L.O21時半）
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松坂屋 セブンイレブン
カワイ音楽
セブンイレブン
カワイ音楽

　京町屋の趣き感じる雰囲気で本格的な美味
しい京料理が気軽に愉しめる同店。松茸や旬
魚など秋の味覚が存分に堪能できる「予約限
定ランチ御膳」が大好評。季節の素材を活かし
た“京の味”で大人の時間を過ごしてみては。

“

大阪府中央卸売市場仲買直営
今月の食材のテーマは
生本マグロと広島産生牡蠣
　「どちらの贅沢が上手いか？」銀蔵スタッフも甲
乙のつけ難い2つの「贅沢」が同時期に登場。シ
ーズンに突入した大ぶり濃厚な「栄養の宝庫・牡
蠣」VS銀蔵自慢の「王者・マグロ」が直接対決。
「どちらも最高の食材」と言う通り、この勝敗はお客
さま次第。ぜひ食べ比べてみて！ 至
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2080-1400-3527 

箕面市小野原東5-2-1銀蔵〈ギンゾウ〉

贅沢広島産牡蠣定食…1,500円
生牡蠣と牡蠣フライのどちらかだけでもＯＫ。

贅沢生本マグロ定食…1,980円
大トロ、中トロ、赤身、あぶり、中落
ちの5種による贅沢な定食。
※中落ちは仕入れ状況により変
更あり。

● 国産うなぎ・・・・・・・・・・・・・・・1,500円→1,200円
●  特大天然えび・・・・・・・・・・・1,800円→1,500円
●  博多あごおとし明太子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・980円
その他、たらこ、ちりめんなど品数も増加中！

11月も「卸値市」開催　毎週月曜に店頭販売を実施
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

206-4860-6453   
http://www.sweets-paradise.jp/

吹田市千里万博公園2-1
ららぽーとEXPOCITY 1F
営/11時～22時　無休　駐車場4,100台

スイーツパラダイス ファクトリー

今だけスイーツや熱々パスタ
ここだけフードも食べ放題
　定番や期間限定のケーキからプリ
ン、ゼリーまで多彩なスイーツ約30種
類をお好きなだけどうぞ。実は、アツ
アツが運ばれる自家製麺の生パスタ
やカレーなど軽食も人気。同店だけ
というピザや昼限定クロワッサン、夜
限定ロティサリーチキンはとくに必食！● 11：00～17：00 大人 ・1,680円

  小人（4歳～小学生）・・・・・900円
  3歳以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無料
● 17：00～22：00 大人 ・1,880円
  小人（4歳～小学生） ・・・・980円
  3歳以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・無料
※バイキング時間は平日終日90分、
　土日祝11:00～17:00　70分／
　17:00～22:00　80分

この記事持参で
①ハーゲンダッツ・
　イルジェラート
　食べ放題
　サービス
②来店10名ごとに
　1人無料
（12/22まで、上記併用不可）

特典

万博記念公園駅

記念協会前

駐車場駐車場駐車場

エディオンエディオンエディオン

フードコートフードコートフードコート

大阪モノレール大阪モノレール大阪モノレール
ららぽーと
EXPOCITY 1F 
ららぽーと
EXPOCITY 1F 

1

中国自動車道中国自動車道

プラス200円で「ハー
ゲンダッツ」と「イルジ
ェラート」30種類が食
べ放題！
※写真はイメージ

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

豪華なモリタ屋自慢食材の
特選おせち受付中

● 特選おせち三段（3～4人前）
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18,800円（税別）
※予約申し込み期限は12月26日（火）まで

　高槻市内を中心に7店舗のスーパーマーケットと5軒
のレストランを展開する「ミートモリタ屋」。モリタ屋自慢の
和牛や海老など絶品食材を使用した、種類豊富な豪華
祝い肴、口取り、焼き物、酢の物、煮物がぎっしり！大満
足な内容の特選おせち。予約は全店サー
ビスカウンターに受付中！申し込み期限は
12月26日（火）まで。

※写真は一部内容が異なります。


