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2021年７月号 （通巻255号）

地元情報を朝日新聞を通じて毎月お届け！ 朝日新聞千里販売
「コロナで大変な状況が続くなか、地域メディア
として力になりたい！」　吹田・豊中・箕面の地元
情報紙『月刊千里あさひくらぶ』が【地元のお店
応援企画】と題し、今回は主に飲食店を対象に、
頑張るお店を紹介します。最終面の「会員証」を
切り取って、各お店で特典をゲットしてください！ 
企画は今後も継続する予定です。

掲載された特典を受けるには、「千里あさひくらぶ会員証」が
必要です。左の会員証を切り取って使用してください。昨年11
月に発行した『提携店一覧』に付いている会員証でもOK！
会員証は、有効期限中は何度も使えます。※新しい会員証は、
今年11月末頃に発行予定。お楽しみに！

‘おトク’な応援企画スタート！
みなさんの来店が地元を元気に

※営業日・時間などは、各お店が発表する情報をご確認ください。
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072-720-1072
箕面市牧落1-19-19

（国道171号牧落交差点北へ130m、左側）

①ドーナツ３つお買い上げで※2021年7月末まで
お好きなドーナツ１つ進呈

②テイクアウト1,000円以上で※2021年8月以降
プレーンドーナツ１つ進呈

DONUTS DEPT
ドーナツデプト

開店10年の人気ドーナツ店。全てのドー
ナツに、豆乳・おから・国産小麦を使用。
「シットリなのにベッタリしない」のは、油
を吸いにくいおからが秘訣。アレルギー
の人に対応した卵・乳なしの
商品も充実している。お店の
人も楽しく、いつ行っても何
か面白いことがありそうな、
ワクワクできるお店。

DONUTS DEPT ドーナツデプト 10周年記念に店舗イメージを「バス」に。Love & Peace届けます!

シットリなのにベッタリしないドーナツ 店舗はバスのイメージ
MAP

072-722-3019
箕面市牧落1-19-19

（国道171号 牧落交差点を北へ129m・左側）

（ポイントも進呈します）
５％OFF

北摂ワインズ

セレクト、在庫数、関西随一の自然派＆ナ
チュラルワイン専門店。無農薬栽培の葡
萄を天然酵母で醸造、本来の葡萄味を楽
しめる。二日酔いしないのは、酸化防止
剤フリー、もしくは必要最低
限のため。オーナーの冨鶴さ
んは「気に入ったラベルの
『ジャケ買い』で新しい味に
出合うのもおすすめです」。

北摂ワインズ 関西随一のナチュラル系ワイン専門店、北摂箕面にあり。セレクトの相談も大歓迎。

黄色いフラッグが目印 かわいいラベルにも注目
MAP

06-6170-7698
豊中市新千里北町
近隣センター内

CAFE STEEN
カフェ ステーン

珈琲ドリップ１袋進呈
幼い子どもとママ・パパたちが、のんびり
できて楽しめる場所。店内はいつも優し
く温かい雰囲気であふれる。開店から２
年半、「北町のドーナツ」と名付けられた
焼ドーナツは地域に愛され
る存在に。ちなみに「STEEN」
はオランダ語で「石」。オー
ナーの石山さんは「名前から
とったんです」と微笑んだ。

CAFE STEEN（ステーン）コンセプトは「親子で楽しむカフェ」。いつも優しさと温かさであふれてる。

子ども連れでも気兼ねの無い店内 大人気の焼ドーナツ
MAP

ご飲食またはお買い上げで

06-6836-9100
豊中市東豊中町 5丁目39-8
（二ノ切公園隣接）

②2021年8月以降は

Makers+cafe

二ノ切公園の緑陰に、息をつける憩いの
場。こだわりのドリンクはもちろん、店内
で焼き上げるパン、ここにしかないオリ
ジナルデザート、産地直送野菜、季節ごと
のお洋服や小物‥。まるで宝
石箱のようなカフェテリア。
赤ちゃん連れ、学生、主婦な
ど、幅広い年齢層が訪れる。
テラスでペットもOKです。

Makers+cafe メーカーズプラスカフェ 二ノ切公園の緑陰に、ホッと息をつけるカフェテリア＆ショップ。

飲食とショッピングが楽しめる店内 おススメ、あんミルクソフト
MAP

ドリンク50円OFF

①2021年7月末まで
会計５％OFF

080-3112-5520
豊中市原田中1-6-1

①2021年8月末まで
【月曜15～17時】上新田パークヒルズ
【水曜10～15時】新千里南町近隣センター
【木曜15～18時】竹見台近隣センター
パン職人の前出さんは千里
中央育ち。「地域にお店を出
して町の人が元気になれば」
と願う。移動販売の前には店
頭販売も行っている。

ベーカリー アンクル

ベーカリー アンクル

「お店を出して、町を元気に」と願う、移動販売メーンのパン屋さん。

安全な材料を使ったパン 移動販売出発前には店頭販売も
MAP

②2021年9月以降
500円以上お買い上げで100円引

700円以上お買い上げで100円引

※本文中の移動販売の
予定は2021年6月時点。

★移動販売 出店スケジュール★

090-6464-4104
吹田市藤白台近隣センター

※お連れ様も同様に。

ご飲食の方へ、次回以降使える
50円引券を進呈
お食事からカフェまで
ポルトルーシュ

店名はポルトガル語で「港の灯」。大海原
から帰った船員たちが、町の灯りに安堵
する―その通り、20年以上同国で過ごし
たコックの塚本さんが、柔和な笑顔で迎
えてくれる。手作りトンカツ
やカレーなどが人気。おかわ
り無料のご飯は、無農薬育ち
の天日干し。ほかに家庭的な
ポルトガル料理も（要予約）。

ポルトルーシュ Port luz 藤白台に、「ただいまあ」と言ってしまいそうな「ホッ」とスポット。

ご飯に合う、自慢の手作りトンカツ 息がピッタリ、ママと塚本さん㊨
MAP

06-4867-3437 豊中市西緑丘3-13-1
（ロマンチック街道）

宅配を初めて利用する方へ

ドリップバック1袋進呈

Basic珈琲

豆の鮮度の指標は炭酸ガス。こちらで
は、少量ずつ焙煎した豆を新鮮な内に挽
き、間を置かずに淹れてくれる。だからガ
スを十分に含んでドリップ時にふんわ
り！ しかも欠点豆を丁寧に除
くから、クリアで体に優しい。
オーナーの坂原さんは「ここ
で『珈琲デビュー』するお子
さんもいるんですよ」

自家焙煎珈琲店 Basic珈琲 ドリップ時にふんわり膨らむ新鮮な豆。ただ今宅配も実施中です。

少量ずつ焙煎された新鮮な豆 清潔で落ち着いた店内
MAP

自家焙煎珈琲店

＊ご注文時「あさひくらぶ会員証」使用と
お伝えください。

06-6833-1272
豊中市新千里西町近隣センター内

①ランチご飲食で北インド出身のオーナー・メヘタさんは、
ホテルのシェフとして、アフリカ、カナダ、
イギリスなどで腕を振るった人。店名の
ハリは「神様」、パリワールは「家族」を表
す。「この町は家族的なとこ
ろが大好き。顔見知りが多い
よ」と言う。「今はコロナでさ
みしいけど、おいしく食べて
くれる顔を早く見たいです」

インドレストラン ハリパリワール

インドレストラン

ハリパリワール

新千里西町に本場インドカレーの香りを漂わせ、今年で７年目。

ハリは「神様」、パリワールは「家族」 メヘタさん「この町は家族的」
MAP

「マンゴーアイス」進呈
②ディナー1,000円以上ご飲食で

50円OFF

※お連れ様も同様に
06-6831-5066

吹田市竹見台近隣センター内

食後の本格珈琲サービス
ご主人が丁寧に淹れる

竹見台の食卓 光之助

来年４月が20周年のオシャレなダイニ
ングカフェ。密にならないゆったりした店
内は、空気清浄機、アクリル板など感染
対策が行き届く。人気は、オリジナルソー
スたっぷりのオムライスや手
ごねハンバーグ、シャキシャ
キ野菜のパスタなど。運が良
ければピアノの生演奏も。ぜ
ひ、お友達と素敵な時間を。

竹見台の食卓 光之助 千里ニュータウンのオシャレなダイニングカフェで過ごす素敵な時間。

特製オリジナルソースたっぷり！ 安心して飲食できる店内
MAP

06-6864-3131
豊中市服部西町2-14-18

一福食堂
おふくろの味・大衆料理の店

家庭的な料理をいただけるお店。開店は
約半世紀前で、大阪市内から36年前に
移って来られた。当時は下宿の学生も多
く、お女将さんは「お母さん」的存在。「あ
の子たちが、結婚や出産の
報告に来てくれることがうれ
しかった」と懐かしむ。自家
製漬物は「まるで実家の味の
よう」と評判だ。

一福食堂 「お母さん、いただきます！」 栄養満点のあたたかい家庭料理。

街角の素朴な食堂 カラリと揚がったコロッケ定食
MAP

おふくろの味
大衆料理の店

コロッケ定食を50円引

※お店によっては、独自の期限や
　使用回数の制限があります。会員証 キ

リ
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朝日新聞千里販売

有効期限/2021年11月30日

会員証をお店で提示して特典をゲット！

見 本
（地元のネタや写真・取材のご希望など）メール：aclub@0843.co.jp  電話：（06）6872-0031  ファクス：（06）6872-0034　「月刊千里あさひくらぶ編集部」まで。



◆ 編集後記　今号の企画は、お店の基本情報と特典だけでは当紙らしくないと考
え、一店ずつ取材させてもらいまいした。コロナで大変な状況ですが、下を向かずに頑
張られている姿に、私の方が元気をもらったのでした。企画は継続します。　　（岡野）

（「６月号」の補足）『千里のキツネとタヌキ』の記事で、「大阪府では、絶滅危惧
種に指定」とあるのは、キツネのことです。タヌキは指定されていません。

提携店変更情報 提携終了 青山台米穀店（吹田市青山台近隣センター）

06-6310-1891
吹田市岸部北5-12-13

10％OFFお会計

創作料理 coやんて

かつてＪリーガーを本気で目指した大将
が、日本料理、中国料理の現場で修業を
積み、大阪福島、北堀江の料理店『やん
て』を経て、今の形にたどり着いて16年。
それだけに創作料理は繊細
～豪快な物まで実に多彩。
「料理・人・店、３つの味が出
せるよう、感謝の気持ちでや
らせてもらってます！」

創作料理  coやんて 「コロナなんか一蹴りや！」 Jリーガー目指した大将の熱気あふれる創作料理店

豪快に笑う大将の袋谷さん 多彩な創作料理をリーズナブルに
MAP

06-6385-9357
吹田市南金田2丁目26-2

※お連れ様も同様に。テイクアウトは除く。

店内でご飲食の方に
大人気「唐揚げ」 小皿で進呈

中華料理専科
八番館

大阪のホテルで腕を磨いた大将が、吹田
に店を構えて約半世紀。看板メニューの
「ちゃんぽん」「皿うどん」は、本場長崎を
歩いて出合った「あの味」を追い求めた
逸品だ。ユニークできっぷの
良い大将とのお話も楽しい、
地元に愛される家庭的なお
店。リーズナブルな価格で、
心もお腹も一杯になれます。

中華料理専科　八番館 「ちゃんぽん」「皿うどん」は、本場長崎を歩いて出合った「あの味」。

名物のちゃんぽん 丸テーブルや座敷もある店内
MAP

※重複割引き不可
072-723-4187
箕面市萱野4-11-1

1,000円以上お買い上げで

※2021年８月末まで
商品代10%OFF

Green note...
ガーデニングショップ

北摂では珍しい園芸専門店。スタッフが、
花や緑の選び方、育て方などの相談に丁
寧に乗ってくれる。毎週のように新しい
商品が並ぶので「いつ見に来ても飽きな
い」と評判だ。店長さんは、
「生産者にもこだわっている
ので、『ここで買う苗は良く育
つね』と言ってもらえるんで
す」と笑顔で教えてくれた。

ガーデニングショップ Green note... 「緑のある暮らしのお手伝い」がテーマの園芸専門店。

大きな看板が目印（駐車場あり） 見ているだけでも楽しい
MAP

地元のお店応援企画続けます！

紙面でお店を無料紹介
吹田・豊中・箕面地域で、毎月最終日曜の朝日新聞に折込んで発行している当紙が、
【地元のお店応援企画】と題し、紙面でお店を無料紹介します。募集期間限定の企画
ですから、ぜひこの機会をご利用ください！ お気軽にお問い合わせを。（担当：岡野）

26,000部以上発行中 aclub@0843.co.jp TEL（06）6872-0031

ご署名

※会員証のご利用はご本人と同居のご家族に限ります。

※ご署名のない会員証は使えません。紛失・破損などの場合はご連絡ください。

※原則、各お店・施設の他の割引サービス（クーポン等）とは併用できません。

※有効期限を過ぎると無効になります。

※予告なく提携解消・特典変更される場合があります。

朝日新聞千里販売株式会社
千里あさひくらぶ事務局　　☎06-6872-0031

こちらでもお店・施設の特典が確認できます

（千里あさひくらぶWEB）

この会員証の有効期限／2021年11月30日

普段は皆様がゼッタイ？ 見られない
スタッフのユニークな場面を激写します

　いつもは社内のオモロイ場面を激写す

る当コーナーですが、今回だけは特別に

「お出掛け」スクープ？ とったど！

　上空から見下ろすと星型に見えるため

「スターハウス」として有名な、吹田市竹

見台のUR賃貸住宅『千里グリーンヒルズ

竹見台』の掲示板に、当紙６月号が貼ら

れているのを発見！

　トップ記事は「だまされたらアカン！人

心につけこむコロナ詐欺」。近隣市でも実

際に起こっている、コロナ関連の詐欺・詐

欺まがいの例をまとめました。

　紙面に＜いざという時のため、この記事

をいつも目につくところに貼られることを

おすすめします＞と記したのですが、まさ

かマンションの掲示板に貼ってもらえる

とは‥。大感激です!!

　今後も、地元の皆さんの生活に役立つ

ような紙面作りを目指します。マンション

など、自治会の皆さまからの取材ご希望

も大歓迎です。お待ちしています。

by カメラ得意（好き）な岡野by カメラ得意（好き）な岡野
スクープスクープ とったどとったど

今回は「お出掛け」スクープ？

千里グリーンヒルズ 竹見台＝吹田市竹見台1
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『月く』紙面がマンション掲示板に！

今回は私の
スクープです！

地元で「夏の野の花」探しワルナスビ
豊中市服部緑地
ワルナスビ
豊中市服部緑地

可哀想な名の可哀想な名の

ムラサキカタバミ
豊中市穂積
ムラサキカタバミ
豊中市穂積

日陰を照らす日陰を照らす

ナガエツルノゲイトウ
豊中市庄内栄町
ナガエツルノゲイトウ
豊中市庄内栄町

侵略植物？侵略植物？

ヘビイチゴ 豊中市服部緑地ヘビイチゴ 豊中市服部緑地
おいしくないよおいしくないよ

ネジバナ 吹田市津雲台ネジバナ 吹田市津雲台
左右両巻き左右両巻き

梅雨の晴れ間、爽やかな風に吹かれて、
野に咲く花々を探しに歩きました。
QRコードは撮影場所です。

『月刊千里あさひくらぶ（通称、月く）』は、朝日新聞千里販売が制作し、毎月最終日曜に吹田・豊中・箕面で、朝日新聞朝刊に折込んで発行している地元情報紙です。

2021年6月27日（日）発行


