
　新型コロナウイルスの影響で、店内で飲食することが
難しくなる中、摂津市内ではテイクアウト、デリバリー
サービスを新たに始めたり、拡大して取り組んでいる飲
食店も多くあります。この機会にぜひご利用ください。
　おうちでお店の味を楽しみながら、摂津市の飲食店を
応援しよう !!

④お好み焼　よね金

⑤ café&dining Azalea Ｐ ⑥魚菜

アワジン

アザレア

♥鯛めし弁当…750 円
♥オードブル…4400 円〜
※ご要望に応じて対応させていただきます

♥ KOMOLEBI キーマカレー…850 円
♥ベジタブルキーマカレーサンド…900 円
♥ 2 種のあいがけカレー…1000 円

♥ローストビーフオムライス 1200 円（配達 1600 円）
♥ビーフシチューオムライス 1100 円（配達 1600 円）
♥リブロースステーキ 1700 円（配達 2450 円）

♥今週のお野菜弁当…850 円
♥タコライス…850 円
♥カレー…850 円

♥雄ラーメン　塩豚骨 730 円
♥醤油豚骨ラーメン 780 円
♥つけめん 980 円

安威川以北
千里丘
エリア（     ）

♥トロてっか巻…500 円（税込）
♥寿し盛６カン…500 円（税込）
♥だしまき + とり唐…500 円（税込）

かね

ぎょさい

コットン

コモレビ

今日は何にする !?

おおううちちででせせっっつつごごははんん

① Danke/ 段家

③ Vege Kitchen Awajin

☎…電話番号　　㊡…通常定休日　　　

〠…住所　　　　♥…おすすめメニュー

テイクアウトが可能な店舗を掲載しています。
デリバリーができる店舗には　　マークが付いています。
新型コロナウイルスの感染状況によって営業時間等を変更している場合があります。
記載している価格は原則テイクアウト価格です。
注文方法、配達可能範囲は店舗によって異なります。
掲載内容は令和３年７月末時点の情報です。

…駐車場ありＰ…デリバリーあり

　☎ 072-631-5891
　〠千里丘東 2-1-4　st 摂津 1F
　㊡年末年始
　【営業時間】11:30 〜 15:00
　【持帰時間】11:30 〜 14:30

♥

② Fiori Del Sole
  ☎ 06-6836-7356
  〠千里丘 2-12-5DAKAPO1B
  ㊡水曜日
  【営業時間】11:30 〜 14:30
                  17:00 〜 21:30
  【配達時間】17:00 〜 21:00
  ※配達予約：直接店舗へ

フィオーリ　　 デル　　　 ソーレ

ケーズ　　ラトゥーラ

ゆう

⑦旬彩　白おじ

  ☎ 06-6170-9557
  〠千里丘 1-5-9
  ㊡月曜日
  【営業時間】17:00 〜 23:30

⑧ Cotton
　☎ 06-6155-6362
　〠千里丘 1-7-10
　㊡不定休
　【営業時間】11:30 〜 14:30
　                18:00 〜 20:30
　※配達予約：出前館アプリ

⑨ KOMOLEBI
　☎ 072-609-0490
　〠千里丘東 3-8-13
　㊡木曜日
　【営業時間】11:00 〜 22:00
　【配達時間】11:30 〜 21:30
　※配達予約：Ubereats アプリ
　※配達は各メニュー +100 円
　※団体様の注文大歓迎！

⑩ kitchen café Bar k's LATURA
☎ 06-6389-4380
〠千里丘 1-3-11
㊡水曜日（9:00 〜 17:00）

【営業時間】   9:00 〜 17:00
                18:00 〜　3:00
※配達方法：UberEats アプリ
　　　　　　出前館アプリ

⑪森カフェ
　☎ 06-6386-8755
　〠千里丘 1-8-24
　㊡日・月曜日
　【営業時間】㊋〜㊍ 11:30 〜 17:00
　　　　　　  ㊎㊏　 11:30 〜 19:00
　【持帰時間】㊋〜㊍ 11:40 〜 16:30
　　　　　　  ㊎㊏　 11:40 〜 18:30
　※事前電話でスムーズにお渡しできます

⑫らー麺　雄

♥日替わり弁当…700 円（税込）
♥ココナッツカレー…700 円（税込）
♥おばんざい盛り…1200 円（税込）

　☎ 070-4348-8315
　〠千里丘 1-12-32
　㊡不定休
　【営業時間】
　㊊〜㊍ 11:30 〜 16:00
　㊎㊏㊐ 11:30 〜 15:00
　　　 18:00 〜

♥ランチ BOX スパゲッティー…900 円（税込）
♥前菜 6 種 + パン 1 本…3000 円（税込）
♥パスタ、リゾット各種…700 円（税込）〜

　☎ 06-6170-4242
　〠千里丘 1-12-31
　㊡火曜日
　【営業時間】
　11:30 〜 14:00
　17:30 〜 22:00
　※配達予約：直接店舗へ

♥ペンネゴルゴンゾーラ…1400 円（税込）
♥ペンネアラビアータ…1000 円（税込）
♥チーズフォンデュセット…3000 円（税込）

千里丘駅
半径 2km 以内

 ☎ 06-6317-3540
 〠南千里丘 5-35
 　コミュニティプラザ 1F
 ㊡第 4 水曜日、不定休
 【営業時間】11:00 〜 14:00
 【持帰時間】11:30 〜 14:00
 【配達時間】11:30 〜 15:00
 ※配達予約：UberEats、出前館

♥野菜たっぷり酢豚弁当…1100 円
♥煮込みハンバーグ弁当…900 円
♥ヤンニョムチキン 8 個入…1000 円

♥マルゲリータ (26cm)…1500 円（税別）
♥有機野菜の彩りサラダ…950 円（税別）
♥無添加　豚トロのグリル…1380 円（税別）

　☎ 06-6330-7774
　〠千里丘 1-11-9
　㊡不定休
　【営業時間】17:00 〜  1:00
　【持帰時間】17:00 〜 21:00
　※ 5 〜 10 分お待ちいただけ
　　れば出来立てご用意します
　※店頭にてお持ち帰り販売

　☎ 06-6339-8409
　〠千里丘 2-3-12
　㊡土曜日
　【営業時間】11:00 〜 13:00
 　               17:00 〜 20:00

♥関西風お好み焼きぶた玉…650 円（税込）
♥関西風お好み焼きミックス…850 円（税込）
♥広島風お好み焼きいか…650 円（税込）



♥焼肉弁当 A…790 円
♥焼肉弁当 B…1180 円
♥焼肉弁当 C…1480 円

♥串おまかせ（５本）…740 円（税込）
♥ランチももたたき丼…500 円（税込）
♥ランチ鶏ガラにゅうめん…500 円（税込）

♥玄氣弁当…550 円（玄米変更可 +80 円）
♥おにぎり弁当…360 円
♥おにぎり・玄米おにぎり…120 円〜 160 円／個

♥サイフォンコーヒー…300 円
♥ジュース ( ミカン、リンゴ、トマト )…300 円

♥旨味醤油つけ麺…880 円
♥オムチャーハン…680 円

♥ロコモコ…800 円
♥ドライカレー…700 円
♥揚げ物…all 500 円

♥ロコモコ…900 円（税込）
♥オムライス…750 円（税込）
※配達の場合は料金が異なります

♥ランチボックス…980 円

♥ぶた玉…650 円（税別）
♥ぶたそば・うどん…650 円（税別）
♥ぶた広島風…800 円（税別）

♥お弁当…500 円
※当日 9:30 まで予約できます

♥①しーさ一人旅セット (1 人前 )…1000 円（税別）
♥②おうちでしーさセット (2,3 人前 )…2500 円（税別）
♥③宅呑み沖縄気分セット (2,3 人前 )…3000 円（税別）

♥日替わりヘルシー弁当…700 円（税込）

♥焼鳥（２本〜）…120 円／本（税込）
♥唐揚げ…500 円（税込）
♥地鶏ホルモン…500 円（税込）

お問い合わせ　発行元

摂津市
生活環境部産業振興課
〒 566-8555　摂津市三島 1-1-1
☎ 06-6383-1362

2021 年 9月

チホン　　　　　　キッチン

みんなでおいしく食べましょう！

サンタ　　　 　カフェ　　　　ハッシュ

メイ

まるじゅう

♥熟成重ねかつ弁当…1390 円（税込）
♥熟成ロースかつ弁当…1390 円（税込）
♥ミックスフライ弁当…1590 円（税込）

配達範囲
要相談

ロハス　　　　 　カフェ

⑬輪々や
　☎ 06-6170-4108
　〠千里丘 2-12-5
　㊡火曜日
　【営業時間】11:45 〜  0:00

　※ 1 時間前までに要予約

わ　わ

⑭躍起
　☎ 06-6836-7274
　〠千里丘 2-1-2　㊡不定休
　【営業時間】11:30 〜 14:00
 　               17:30 〜 23:00
　【配達時間】17:30 〜 21:00
　※配達予約：直接店舗へ
　※ 3000 円以上で配達無料
　※ 3000 円未満で別途 550 円

やっき

　☎ 06-6380-1223
　〠千里丘 1-11-6-103
　㊡不定休
　【営業時間】17:30 〜 24:00

⑮ごはん屋さん デグチ ⑯ Chihon Kitchen
　☎ 06-6388-0718
　〠千里丘 2-9-35
　㊡日曜日、祝日
　【営業時間】11:00 〜 19:00
　【配達時間】要相談
　※配達予約：直接店舗へ

⑰丸十コーヒー

　☎ 072-622-7222
　〠千里丘東 2-11-17
　㊡月・金曜日
　【営業時間】8:30 〜 18:00
　　　　　㊋ 8:30 〜 13:00

⑱ santa caFe HASH 
☎ 072-625-2662
〠千里丘東 3-10-10  BS ビル 1F

㊡木曜日
【営業時間】11:00 〜 16:00
                18:00 〜 21:00
※配達予約：UberEats アプリ
　　　　　　出前館アプリ

⑲まんねん千里丘店
☎ 06-6190-6077
〠千里丘 1-13-23
　千里丘サニーハイツ 1F
㊡水曜日

【営業時間】11:30 〜 15:00
                18:00 〜  1:00
※配達予約：UberEats アプリ

⑳ café&food may

　☎ 06-6339-2990
　〠千里丘 1-11-33-201
　㊡日曜日、祝日
　　第 2･4･5 土曜日
　【営業時間】11:30 〜 17:30

Ｐ

�お好み焼きマルケン �焼鳥うの屋

　☎ 072-601-2626
　〠千里丘東 1-11-21
　㊡水曜日、第 3 火曜日
　【営業時間】11:00 〜 14:00
 　               17:30 〜 22:00

�炭火焼鳥時々牛アカツキ �沖縄料理しーさ
 ☎ 072-622-5111
 〠千里丘東 1-20-10　㊡不定休
 【営業時間】12:00 〜   0:00
 【配達時間】17:00 〜 22:00
 ※♥②③注文の場合、泡盛
 　ミニボトル 2 本プレゼント！
 ※配達予約：MENU アプリ
 　　　　　　出前館アプリ

� LOHAS café �かさねや吹田店

☎ 06-6318-5505
〠千里丘 2-8-21-101
㊡年中無休

【営業時間】10:00 〜 22:00
※配達予約：直接店舗へ

　☎ 06-6310-2677
　〠千里丘 1-7-10-2F
　㊡木曜日
　【営業時間】
　平日　 18:00 〜 23:00
　土日祝 17:00 〜 23:00
　【持帰時間】
　11:30 〜 13:00

　☎ 06-6155-6830
　〠千里丘 1-13-23
　㊡日曜日、祝日
　【営業時間】　8:30 〜 16:00
　※前日までに要予約

　☎ 06-6388-9972
　〠千里丘 1-8-9
　㊡火曜日
　【営業時間】17:00 〜 23:30
　【持帰時間】11:30 〜 20:00


