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女子会・忘新年会におすすめプラン
女子会や忘年会など宴会行事が増えてくるこの時期。和洋いろいろなジャンルのお店を紹介します。幹事の方は要チェックです。

豊中市西緑丘3-26-23 
営／【カフェダイニング】
　　ランチ 11時～14時半LO
※予約は11時～or13時～
ディナー 17時～21時半LO
　　【ベーカリー】9時～18時 
第1火曜定休　P13台有り 

206-6840-7772

ベーカリー&カフェダイニング RACCOLTA〈ラコルタ〉

　美味しい料理とお洒落な空間で人気
のラコルタからプレミアムパーティプランが
新登場！なんとパルマ産生ハムとパンが食
べ放題！これは盛り上がること間違いなし。
その他、秋冬限定のチーズフォンデュなど
さまざまな宴会コースが用意されている。

パルマ産生ハム食べ放題
プレミアムパーティプラン

秋冬限定チーズフォンデュ　
3,000円（税別）/1名
パルマ産生ハム/ファーマーズ
サラダ/チーズフォンデュと具
材/焼き立てパン食べ放題/渡
り蟹のパスタ/ミニデザート　
※ランチタイムも注文可

「シティライフ見た」と
プレミアムパーティプラン、
チーズフォンデュどちらかを
11月中の予約で お1人様500円OFF

特 典

生ハム食べ放題！！飲み放題2時間！
全9品プレミアムパーティープラン
　　　　5,500円（税別）/1名
飲み放題120分/パルマ産生ハム食べ放題60分/フ
ァーマーズサラダ/トルティーヤピザ/カルパッチョ/
フリット/パン食べ放題/渡り蟹のトマトクリームパ
スタ/和牛ローストビーフ/デザート
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吹田市青葉丘南3-58
営／17時～24時（ＬＯ23時半）
定休日なし　Ｐ有り
206-6170-3155

本日のおすすめ 
吹田店

　鹿児島県最高級黒毛和牛「のざき
牛」、山越畜産プレミアム三元豚「松坂
豚」をメインとした焼肉メニュー、料理長自
らが毎朝中央市場から仕入れる新鮮魚
介、博多に何度も通い完成したもつ鍋な
ど全メニューに妥協しない姿勢。子どもか
らお年寄りまでカバーできる豊富なメニュ
ーは集まりごとの多いこの時期にピッタリ！

焼肉×居酒屋×もつ鍋
全世代が嬉しい料理の数々

100席の店内は30
名まで入れる座敷や
8名までの個室も完
備。通路幅も広く子
連れでも安心。

● 焼肉宴会プラン・・・・・・・・3,000円～
● 居酒屋宴会プラン・・・・・・3,000円～

本場博多の極旨もつ鍋宴会プラン
　　　　　　　　3,000円
もつ鍋（醤油・塩・味噌）、のざき牛ローストビ
ーフ～皿鉢仕立て～、松阪豚　蒸し豚、ふん
わりチヂミ、中華麺
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「シティライフを見た」（予約時）で
飲み放題90分1,000円、120分1,300円を
それぞれ30分延長
 （11月末まで・前日までの要予約・他サービス併用不可）

特 典

豊中市少路1-10-27-1階
営／ランチ11時半～15時
　　（LO14時）
　　ディナー17時半～23時
　　（LO22時）
206-4866-5977 
http://www.ysf1994.com

teja cucina 
〈テジャクッチーナ〉

　素材を吟味した本格イタリアンとワインを気取らず楽
しめる同店。晩ごはんにオススメの“飲み放題付き女子
会プラン”は前菜からパスタ、メインまでシェフ自慢の料
理が並ぶ。ボリューム満点でコスパも抜群！気の置けな
い仲間たちとゆったり過ごすのにうってつけのプランだ。

上質イタリアンの原価度外視女子会プラン

ランチママ会プラン 読者限定1,480円
コーンドレッシングのサラダ/前菜3種/揚げ
ニョッキ/鶏もものロースト～ハニーマスタ
ードソース～/シェフのおまかせパスタ/デ
ザート/コーヒー＆ソフトドリンク飲み放題/
パン食べ放題※内容は季節によって異なる

「シティライフを見た」と
前日までの予約で
● 飲み放題付き女子会プラン
  飲み放題2時間→無制限
● ランチママ会プラン
  （ソフトドリンク飲み放題）
  1,980円→1,480円
 （11月末まで、他券併用不可）

特 典

飲み放題付き女子会プラン3,500円
小エビとアボカドのカナペ/クリームチーズとリンゴ
のハーモニー/新鮮野菜のグリーンサラダ/チーズた
っぷりフライドポテト/ハーブ香る鶏もも肉のグリル/
シェフのおまかせパスタ/ドルチェ/ビール付アルコ
ール飲み放題（2時間）※内容は季節によって異なる
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　女子会や忘年会にぴったりの、前菜からデザートまでしっかり
いただけるプランが、ランチとディナーにそれぞれ登場。本格洋
食をはじめパティシエが作るデザートなど、数々の料理に満足！
個室や景色が楽しめる席があり、最大60名まで対応可能なの
で、少人数グループから団体まで利用がしやすい。予算に合わ
せたオーダーも可能なので、気軽に相談を。

多種多様な空間使いができるレストランで
ランチもディナーも本格洋食プラン

「シティライフを見た」と
女子会・忘年会プランを
3名以上の予約で
石窯ピッツァ マルゲリータ
1枚サービス（店内飲食に限る）
「シティライフを見た」で
● 単品料理注文でディナータイムの
  サラダバーセット分を半額
● レギュラーランチセットご注文で
  ランチデザート無料サービス
  （11月末まで・他券併用不可・
  1会計4名様まで）

特 典

箕面市小野原西5-3-5
営／ランチ 11時～14時半（LO）
　　カフェ 14時半～17時
　　ディナー 17時～22時（LO21時）
不定休　Pあり　※予約ベター
2072-737-4878
http://ichirin-cafe.com/

グリルSAKURA
〈ICHIRINレストラン〉

人気の牛タンシチュー（1,800円）は肉厚な
牛タンをじっくりコトコト煮込んだ定番メニ

ュー。季節のパスタは食欲
がそそる香りの、チキンレバ
ーとフォアグラオニオンペー
ストのクリームソースペンネ
（1,280円）
※ともにランチ・ディナー。

個室、ブースごとの貸切もOK。
平日ディナーに限り、30名～の利用で
店内全館貸切も可。予算により応相談。

【ランチ】女子会・忘年会プラン
　　　　　　　　　1人2,000円
サラダバーor前菜・季節のパスタ・チキンときのこの
ソテー・3種のプチデザート盛合せ・ドリンク

【ディナー】秋冬のパーティープラン
　　　　　　　　　1人3,500円
ウェルカムドリンク・サラダバーor前菜・石窯ピッツァ 
マルゲリータ・季節のパスタ・チキンorポーク料理・京
都府産 合鴨料理・ショーケースの中から好きなケーキ
をチョイス・ドリンク
※ともに2名様～、2日前までの要予約　※全て税別 
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茨木市岩倉町2-150
立命館大学OIC内
営／11時～17時
　　（フードLO16時、ドリンクLO16時半）
　　※宴会利用は22時まで　 
土曜・日曜定休
（貸切り宴会は土・日・祝の利用OK）

2072-657-7587

Camping Kitchen〈キャンピング キッチン〉

　広々ゆったり過ごせるお洒落なダイニングカフェ。
ボリューム・内容ともに大満足のビュッフェスタイルの
プランが大人気！開放的な空間やサービス・立地が良
いので、女子会・忘年会にピッタリ！ プロジェクター完
備なので、集まり行事の特別な演出もできる。

“予約殺到”人気カフェのビュッフェスタイルのプラン

人気の貸切プランは、20名～120
名まで貸切OK！会場使用料無料！

● アルコール飲み題
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・＋1,500円
（ビールやワイン・カクテルなど豊富）
※ソフトドリンク飲み放題もあり

「シティライフを見た」と
コース予約でお会計から10％OFF！ 
（12月末まで）

特 典

プレミアムコース（全10品）
　　　　　　　　3,500円
オードブル盛合せ、サラダ、タコのジェノバ風
サラダ、フィッシュ＆ポテト、ピッツァ、本日の
パスタ&カレー、小海老と茸のアヒージョ、ロ
ーストポーク、デザート※予約は10名様～
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