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フランス料理や中国料理、日本料
理のほか、鉄板焼やブッフェ、イタ
リアンバール、串あげなど、ホテル
内全レストランで利用可能なお食
事券（ランチ・ディナーで使用可）

City Lif
e WEST
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号で200

号を迎えま
した。

日頃のご愛
読に感謝し

て読者の
皆さんにプ

レゼントを

ご用意しま
した。宿泊

券やグルメ
、グッズな

ど盛りだく
さん。

たくさんの
ご応募をお

待ちしてい
ます。

神戸ポートピアホテルお食事券
（1組10,000円分）

提供：神戸ポートピアホテル

3
2組

三 田 屋 本 店 のお 食 事 券
（5,280円分/1人）をペア2組
様に。とっておきのステーキと
特製ハム……ゆったりとした
空間で、贅沢な時間を過ごして。

三田屋本店箕面店・豊中店
お食事券

提供：三田屋 箕面店・豊中店

4
1組

1組ペア

素材を大切にした音羽山荘のお
昼の懐石料理。自然あふれる箕面
公園の景観とともにお愉しみを。
※仕入状況により内容が変わる
場合あり。期限：12/28(土)まで

懐石料理 御食事券（6,490円）
（ランチ 11時半～14時半）

提供：明治の森箕面 音羽山荘

5

食事のひとときを豊かに演出するオーベルジュを提供
する「神戸北野ホテル」。五感に訴えかける料理で驚き
と感動を提供するフレンチレストラン「アッシュ」でのデ
ィナーと、色鮮やかなメニューが並ぶ「世界一の朝食」
が楽しめる宿泊プランをプレゼント。神戸北野ホテル
がプロデュースする「食べる感動」を体感してみよう。
※部屋タイプ：スタンダード ※利用は月～木曜限定
※除外日：12/23（月）～25（水）、12/30（火）～1/2（木）

フレンチレストラン［アッシュ］
ディナー＆朝食付き宿泊プラン 招待券

提供：神戸北野ホテル

2

ペア1組
日本では珍しい都市型オーベルジュ 「神戸北野ホテ
ル」。総支配人・総料理長 山口浩氏が手掛ける「世界
一の朝食」が楽しめるペア宿泊券。英国調の意匠を
凝らした優雅な空間で過ごした翌朝は、神戸北野ホ
テルでしか味わえない品々が並ぶ「世界一の朝食」
を。本物を味わう歓びと贅沢な時間を楽しんで。
※部屋タイプ：スタンダード ※利用は月～木曜限定
※除外日：12/23（月）～25（水）、12/30（火）～1/2（木）

朝食付き宿泊プラン　招待券

提供：神戸北野ホテル

1

2組
創業25年を超える同店の人
気コースをプレゼント。厳選し
た食材と熟練の技で多くの美
食家を唸らせてきた絶品を愉
しんで。

人気！二代目ふぐ義コース
（2人前・11,960円）

提供：高槻活ふぐ料理専門店 二代目ふぐ義

6

1名
がんばる“手”にご褒美！15層
のエアバッグで、手のひらはも
ちろん指の1本1本までマッサ
ージ。手全体の血行を良くし、
疲れを取り除く。

ルルド
ハンドケアコードレス

提供：東急ハンズ 江坂店

7
1名

ビアホール気分を味わえるス
タンドビールサーバー。超音波
が1秒間に約4万回のパワー
できめ細かいクリーミーな泡
を生み出す。

スタンド型ビールサーバー
BEERO

提供：東急ハンズ 江坂店

8
5組

スイーツ、パスタなどが食べ放
題の基本バイキングにドリンク
バーとハーゲンダッツ・イルジ
ェラート食べ放題がついたおす
すめバイキングの無料招待券！

スイパラ無料ペア招待券

提供：スイーツパラダイスファクトリー

9
10名

コーヒー豆などの物販、店内飲
食で使える商品券をプレゼン
ト。本格的なコーヒーをお供に
癒しのひと時を。（期限：2019
年12月最終営業日まで）

北摂焙煎所 本店／café matin
1,000円商品券

提供：北摂焙煎所 本店／café matin

10

1名
“次世代トリートメント”と呼ば
れる最先端メニュー。縮毛矯
正並みのまっすぐストレート
に！ダメージを受けた髪にもツ
ヤとコシを取り戻す。

極艶・髪質改善トリートメント
（10,000円相当）

提供：Play Hair Maif（マイフ）

11
2名

1台あたり11,000(税込)のエアコン
クリーニングを無料体験。エアコン内
部を高圧洗浄し、カビやほこりを除去。
花粉、PM2.5、アレルギー対策やエア
コンの臭いが気になる方におすすめ。

エアコンクリーニング(壁掛け一般タイプのみ)
1台分無料体験

提供：おそうじ革命 茨木駅前店

12
1名

肌のトラブルを根本から改善
するため、ハリツヤが10年前
になると人気のコース。頑張っ
ている自分へのご褒美に。

ドクターリセラ
美肌再生トリートメント(12,960円分)

提供：医療機関提携サロン ファニービー

13
5名

可愛いケースに入ったお医者さ
んごっこセット。みんな大好き憧
れのお医者さんになれちゃいま
す！おままごとも盛り上がること
間違いなし。お出かけにも便利！

ドクターズスーツケース
(2,000円相当)

提供：UKK スマイルキッズ

14

5組
11 月 23日（土祝）15時
明治安田生命 J1 リーグ第
32節  ベガルタ仙台戦。
会場：パナソニックスタジア
ム吹田　席種：カテゴリー 2

ガンバ大阪
試合観戦ペアチケット

提供：ガンバ大阪

15
1名各店

むくみ、便秘、冷え性など体の
不調が改善されると多くのゲ
ストに長年愛されるメニュー。
今年の疲れは今年の内に排出
しましょう。

リンパドレナージュ
(8,000円分)

アンジュ千里中央パル
提供：アンジュ千里山

16
5名

天然アロマたっぷりのボタニ
カルローションと無添加のハ
ンドメイドソープをお試しサイ
ズに。秋のうるおいボディケア
に役立てよう。

天然アロマの
保湿ケアセット

提供：Barca Fiore（バルカフィオーレ）

17
2名

有機無農薬のぬか床で漬けた漬物
の販売が評判。人気のぬか床教室
を2名の方に。開催：11/23（土）店
舗にて。茨木市元町8-17 （阪急茨
木市駅スグ元町中央通り商店街）

有機ぬか床、有機野菜の
ぬか床教室体験

提供：昔ながらの無添加漬物店 ぬか太郎

18

2組
箕面の隠れ家的なお店「うの
花」での御食事券を2組に。落ち
着いた雰囲気の店内で、産地を
厳選した旬の食材や調理法に
こだわった創作料理を楽しんで。

うの花　御食事券
（5,000円分）

提供：うの花

19
3名

プリザーブドフラワーのBOXア
レンジ（11㎝×11㎝×7.5㎝） 。
蓋の部分は透明なのでそのま
ま飾れ、お部屋のインテリアと
してもプレゼントにも！

プリザーブドフラワー
BOXアレンジ

提供：プリザーブドフラワーサロンStory

20
1組

市場で直接仕入れた鮮魚のお
造りやベシャメルソースから手
作りの特製コロッケ、お寿司屋
さんの茶碗蒸しなど、熟練の
技を大人の宴会にどうぞ。

アンケートに答えてプレゼントを当てよう。下記URLまたはQRコードよりご応募ください。
※応募はお一人様1回限りとさせていただきます。
※個人情報は弊社にて厳重に管理し、お問い合わせに対する回答、アンケート・
コメントの情報集計、プレゼント商品の発送以外には使用いたしません。

おまかせ宴会コース
充実の120分飲み放題付

2019年10月20日（日）まで

提供：味幸房　みなみ

21
5組

和やかな雰囲気の中、お酒とともに旬
の素材を使ったイタリアンを味わえる
バル。10月よりメニューを一新。今回は
ステーキとドリンクペア分を5組の方に。
（茨木市駅前3-6-2BOXFIVE2F）

イタリアンバルのステーキと
ペアドリンクセット

提供：European Bar STAMM

22

4名
手を汚さずに1時間程度で簡単に
味噌作り体験ができる。体験で作
った味噌は持ち帰りOK。開催は
11月、12月の水・日を予定。開催
日の詳細は06-6388-1700まで。

味噌作り体験チケット
（2,500円相当）

提供：グリーンマーケット えさか店

23
5名

滋養強壮・美容に良いと言わ
れるすっぽんの栄養成分を、
マンゴー風味のスティックゼ
リーに。コラーゲン、アミノ酸
など手軽に摂取できる。 

サプリ生活「美・すっぽんゼリー」
1箱（1包10g×30包）

提供：サプリ生活(株式会社アンフィニプロジェクト) 

24

WEST版

http://citylife-new.com
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※当選結果の発表は11月上旬までに商品の発送をもって代えさせていただきます。

応募方法

応募締切


