日本でここだけ! の
新ライフスタイル
ショップができた。

そろそろイイ服着たい
僕にぴったりの
オトナ服が見つかる。

ウワサのショップが
12店舗一斉オープン!

兄夫婦の
出産祝いに
ちょっと
特別なモノを
贈りたいから。

ゴルフ好きが
喜ぶショップも
充実してる
らしいよ。

NEW SHOP CRUISE
今シーズン、多数のショップがオープンする梅田北エ
リアのランドマーク、
［グランフロント大阪ショップ&レス
トラン］
。関西初を含む話題のNEWショップを中心にウ
メキタオくんが彼女をナビゲート!

デートQ

僕が案内
するよ!

キタオくんの彼女
ミナエちゃん

梅田のことならまかせて
ウメキタオくん

ウメキタオくんとの交際をきっかけに
街遊びの手札が増える一方。彼に
教えてもらったスポットに、友達や同
僚と再訪するのが密かな楽しみ。

遊びも仕事もキタが基本ゆえ、常に
最新アドレスを収集しては交際歴2
年の彼女をアテンド。
ファッションは
気分に合わせて楽しむのが信条。

花屋にカフェまで…! な
ライフスタイル
ショップができた。
知ってる?
ロンドン最古の薬
局のひとつとして、
200 年以上もの歴
史を持つ英国王室
御用達ブランド。ハ
ミガキ粉75㎖2,808
円／D.R.ハリス
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渡島産の藁を使用。
ドーナツ型
ゆえ丸みのある土鍋もどっしりと
支える。わら鍋敷き中 2,160 円、
小1,944円／本間数勇商店

日用品や工芸品、
ステーショナリーにキッチン雑貨など、
日々
を彩るライフスタイルツールを展開。
どれも国内外を問わず確
かな歴史を有し、一代と言わず数十年にわたって愛用したい
高品質なプロダクトばかり。
これまで多くのものを見て触れてき
た紳士淑女も太鼓判のセレクションだ。

泡立ちが良く、洗い上
がりの肌にしっとりとし
た潤いを与える。アーモ
ンドオイルソープS 1,620
円／D.R.ハリス

OPEN

2月1日

OVER THE
CENTURY

オーバー ザ センチュリー ｜北館1F｜
メンズ・レディス・雑貨・カフェ 206-6292-5288

あらゆる世代にビビッドに響く充実の構成。
豊かな衣食住を提案するキュレーションストアの第1
号店。店内はグッズ、アパレル、
フラワー、
カフェの4つ
のゾーンで構成されている。花を包んでもらっている合
間にコーヒーブレイクしたり、服を見に来たつもりが工
芸品を手に取ったり、使い方は自由自在。新旧のファッ
ションが混在する棚しかり、
その名の通りあらゆる世代
が楽しめるコミュニティースポットとして機能する場所
だ。春の新店クルーズ、
まずはここから!

「ギットマンブラザーズ」のシャツや「ジョン ス
メドレー」のニットといった殿堂インポートと
「ウィ
ズロム」に代表される気鋭の国内ブランドが同
居。
さらには現代的なエッセンスを散りばめたオ
リジナルの「ナイン スリー クオーター」
が脇を固
める。引き出し豊富なスタッフも頼りがい十分!

フランスの老舗カットソー工
場にて糸から作り上げた一
着。ボーダーカットソー10,584
円／ナイン スリー クオーター

今季も引き続きトレン
ドのビッグシルエット。
シャツ10,584円／ナイ
ン スリー クオーター

ハット12,744円／ナイン スリー
クオーター、防水シャツ24,840
円／ナゲッツ、
オックスフォー
ドシャツ23,760円／ギットマン
ブラザーズ、テーパードデニ
ム31,320円／ジョスウィック、
ダブルモンクシューズ 51,840
円／キッズラブゲイト

機 能 性を加え、街 着 へとリ
ファインしたモッズコート。着る
ほどに経年変化を楽しめる。
YORKE 85,320円／ウィズロム

ポピーやラナンキュラス、
ア
ネモネなどを中心にショップ
が打ち出す＂大人カジュア
ル＂をイメージ。フランスの
伝統色を用いた包装紙も
美しい。
ブーケ約5,400円。

ペン先に21 金を使
い、ボディーは 3 色
の天然ゴムを美しく
積層した至高の逸
品。万年筆「瑞青」
8 6 , 4 0 0 円 ／ セー
ラー万年筆

主に無垢材を使用
する、京都市伏見
区にある工房に別
注オーダー。ラウン
ドボックスS 23,760
円、M 34,560 円／
喜木家具工房

広々としたショップの一画を占めるフラワーショップ。主に落
ち着いた色みでセレクトされた花や葉ものに、鮮やかな黄色や
ピンクなど挿し色を駆使した＂組み合わせの妙＂を提案。3,240
円～のブーケ以外にも1本単位で販売しているだけに、記念
日以外でも気軽に通いたい。

コーヒースタンド感覚で、
サクッと気軽に立ち寄れるカフェ。
豆は東京の神保町にあるスペシャルティコーヒー･ロースター
［グリッチ］の豆を大阪で唯一使用し、ハンドドリップのコー
ヒー、
イタリアの「ビクトリア アーデュイノ」の最新マシンによる
エスプレッソ、
それぞれ3種類からチョイスできる。

見た目以上に収納力がある円形
デザインで、経年変化によりやわ
らかな印象に。
ドローストリングショ
ルダーバッグ20,304円／ヤーキ

ポインテッドトゥだけに、
フラットソールでも足も
とにエレガントな印象
を演出する。Brigitte
45,360円／レペット

※写真はイメージです。

カフェラテ594円。ベリーとグラノーラのクレープ702円、
スモークサーモンとフレッ
コーヒー378円、
シュチーズのガレット918円はくるりと巻かれて食べやすくサーブ。すべてテイクアウトOK。
※掲載商品は消費税8%の税込表記です。

フロントのボタン遣いや
ギャザー、
スリットが際立っ
たスカートに5分袖ニットを
タックイン。ニット25,920円
／ヴィンカトーキョー、
ロン
グスカート38,880 円／ク
リーナ、
パンプス32,400円
／セレナテラ

ビッグサイズのユーズ
ドデニムを解 体 、再
構築した渾身作。ビ
ンテージリワークバ
ギーパンツ27,000 円
／メゾン エウレカ

オトナカッコイイ服が
気分だから、
ミナエちゃんも一緒に探して!

今季注目の濃色のコットンスーツ
シャツ
172,800 円 ／デ ペトリロ、
ク
24,840円／エリッコ フォルミコラ、
ラシックな雰囲気が漂うレジメンタ
ルネクタイ11,880円／ブリッラ ペル
イル グスト、
チーフ3,024円／ビーム
スF、
ベルト15,120円／ウィリアム
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OPEN記念
ノ
27,000円以上の買い物をすると、
ベルティとしてオリジナル洋服ブラ
シをプレゼント。
●OPEN日より数量限定
（なくなり次第終了）

OPEN

3月15日予定

BEAMS HOUSE

ビームス ハウス ｜南館2F｜
メンズ・レディス 206-6359-3451

オン、
オフともに品格漂うスタイルを。

肩の露出控えめで上品な印象のワンピースに小物でアクセントを付けて。
スリットワンピース42,120円、
ジャケット48,600円／フォンデ
ル × デミルクス ビームス、
サンダル42,120円／チェンバー× デミルクス ビームス、
バッグ32,400円／エスター エクミ

［ビームスEX/デミルクス ビームス］
が、
この春
［ビーム
へと装い新たに。
メンズ、
ウィメンズ共に大
ス ハウス］
人にこそふさわしい、
シックでオーセンティックなアイテ
ムを軸に、気分高まるプレシャスなワードローブが展開
される。洗練の空間と熟練のスタッフによる心地いい
サービスも、
もちろん健在。たっぷりと時間をかけて思う
存分ファッションを堪能し尽くしたい。

EWAL OPEN
REN

3月23日予定
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Bshop

ビショップ ｜南館3F｜
メンズ・レディス・生活雑貨 206-6485-7669

全国最大規模のショップへとリニューアル。
'13 年春のオープンから丸 4 年を経た今シーズン、移
転を機に 100 坪を超えるショップへと生まれ変わる。
＂everyday classic ＂を掲げるラインアップはそのままに、
創業時からショップの看板ブランドとして君臨するフレ
ンチワークブランド「オーシバル」の特設コーナーが新
たに登場。ロンドンの生活雑貨店［レイバー･アンド･
ウェイト］
のアイテムもこれまで以上に揃い、
ショッピン
グの本命にしたい充実ぶりだ!

OPEN記念
グランフロント大阪店限定カラーと
して淡いピンクの「 ECRU×SACRA 」
が登場。耐久性の高い24オンスの
キャンバス地を使用。
ミニトートバッ
グ9,504円／オーシバル
●OPEN日より50個限定販売

いいね!

鮮やかなジャケットを中心に
したフレンチワークスタイル。
ワークジャケット20,304 円／
ダントン、
カットソー12,744円、
パンツ14,904 円／オーシバ
ル、
スリッポン5,940円／VANS

※掲載商品は消費税8%の税込表記です。
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OPEN

3月15日予定

LA MARINE FRANÇAISE

マリン フランセーズ ｜南館4F｜ レディス

爽やかな春の風を呼ぶマリンスタイルを提案。

高品質シルク100%を使ったギャ
ザーシャツ23,760円、
ハリ感とや
わらかさがあるベルテッドフレア
スカート22,680円／マリン フラン
セーズ、
バックストラップサンダル
トー
21,600円／ジェー・レナルド、
トバッグ18,360円／ガルリエリ

フランスの海辺のライフスタイルをイメージし、風合
いやディテールを追求した気品漂うマリンルックを打ち
出す。
ブランドのアイコンと言えるストライプのシャツや
ボーダーカットソーに加え、南仏・プロヴァンス地方の
由緒あるテキスタイルブランド「レゾリヴァード」のアイ
テム、
さらにはヨーロッパを中心にセレクトしたアイテム
も店内を彩る。こなれ感のある上質カジュアルが満載
ゆえ、大人の女性ならおさえておきたい。

下着も!

OPEN記念
前を開けて羽織ったりパンツを合わ
せたり、気分に合わせて着こなせ
る。
リネンシャツワンピース10,800円
／マリン フランセーズ
●OPEN日より15着限定販売
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OPEN

4月12日予定

SALON by
PEACH JOHN

サロン バイ ピーチ・ジョン ｜南館3F｜
ランジェリー

OPEN記念
ノ
10,000円以上の買い物をすると、
ベルティとしてオリジナルマグカップ
をプレゼント。
●OPEN日より数量限定
（なくなり次第終了）

上品なレースを惜しげもなく使用したランジェリー。
リュクスレースフルストラップレス4,968円、
リュクスレースフルパンティ2,592円／サロン バイピーチ･ジョン

関西初出店のプレミアムインナーウエアストア。
ファッションのみならず、
日々の暮らしに上質さを求め
る女性に向けたプレミアムインナーウエアブランド
［サ
ロン バイ ピーチ･ジョン］
が関西初お目見え。繊細な
レースをふんだんにあしらったランジェリーや、
やわらか
なタッチのルームウエアなどを豊富にラインアップ。抜
群の肌触り、洗練されたデザイン、ボディラインを引き
立てる機能性に富んだシルエットと、三拍子揃ったラグ
ジュアリーなアイテムが女性の美しさを演出する。

まだまだ! ほかにも!
気になる店がある。
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OPEN

3月9日予定

COLUMBIA
BLACK LABEL STORE

コロンビア ブラックレーベル ストア ｜南館5F｜ アウトドア

機能性とデザインを兼ね備えたコレクション。
1938年創業のアメリカ発アウトドアウエアブランド「コ
ロンビア」
より派生した新レーベルが関西初出店。旧き
OPEN記念
佳き時代のクラフトマンシップが息づくオレゴン州ポート
8,640 円以上の買い物をすると、
ランドのスタイルを踏襲したコレクションは、
シャープなサ
ノベルティとしてソリッドパフューム
イズバランスやディテールを追求。機能性＆耐久性の （練り香水）
をプレゼント。
高さはアウトドアブランドならでは。街着としてはもちろ ●OPEN日より100個限定
ん、
アウターならスーツの上からさらりと羽織れるものな
ど、
ビジネススタイルもかなうアイテムが見つかる。
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OPEN

4月27日予定

MILKSOPdevelopment

ミルクソップディベロップメント｜南館3F｜メンズ・レディス・生活雑貨

＂購買部＂をイメージしたというパブリックな店。
今シーズン新たに立ち上げられた期待のニューフェイス。
ビッグサイズに特化した、
ショッ
プと同名のオリジナルウエアブランド、
国内メーカーとの協業によって工具箱や脚立といっ
そして古い時代の軍モノのギアをリメイクする
たツールを提案する
「komponent by MILKSOP」、
の3つのレーベルで構成。
また日本を拠点とする4つのバッグブラン
「MSD THIS ONE PROJECT」
ドそれぞれとコラボしたトートなど、
今季スタートとは思えない攻めの展開で楽しみ。
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カッパ｜南館5F｜
スポーツ

OPEN

スロウ オーセンティックグッズストア ｜南館3F｜
バッグ・革小物

OPEN

イタリア・
トリノで1956 年にスポーツブランドとして始
3月10日予定
動した「カッパ」。＂挑み続ける人の、
いつもそばに＂と、
半世紀以上にわたり多くのアスリートをサポートするな
OPEN記念
ど、欧州屈指の名門ブランドの地位を確立。新オープ
ンの直営店は、
イタリアならではの遊び心と機能性が 10,800円以上の買い物をすると、
ノベルティをプレゼント。
高い次元で融合した最新コレクションをラインアップ。
●OPEN日より数量限定
春夏シーズンも引き続きアウトドアやスポーツミックスが （なくなり次第終了）
トレンドを担うだけに新店クルーズにマストで加えたい。
※掲載商品は消費税8%の税込表記です。
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小物も
ステキ♥

NEW SHOP CRUISE

SLOW 3月17日予定
authentic goods store

Kappa

街着に取り入れたいイタリアの名門、上陸。

ルボーノレザーポーチM 8,100円、
ダブルオイルレザー
L 10,800円、
キーケース9,180円、
ダブルオイル
レザーフラップホールドウォレット
ダブルオイルレザーコ
25,920円、
インケース5,616円／スロウ

OPEN記念

10,000円以上の買い物をする
と、
ノベルティとして栃木レザー
社製のレザーを用いたコース
ジャパンメイドのレザーグッズを日々の相棒に。ター（2枚入り）をプレゼント。
● OPEN日より30セット限定（ 2
武骨なアメリカンビンテージをバックボーンとし、使う
色あり。色はお選びいただけま
ほどに深みが増す栃木レザーを使った傑作プロダクト
せん。）

で知られる
「スロウ」。京都や南堀江のショップと異なり
サイフやポーチといった革小物を中心としつつも、既存
店では取り扱いのない
［オーセンティックグッズストア］
限定のバッグなども並ぶ。熟練職人の確かな技が冴え
渡る春のニューアライバルが続々と入荷。
メンテを繰り
返しながら、
じっくりと育てたい。

兄夫婦の出産祝いに
ベビーアイテムを贈りたい。
一緒に選んでもらえる?

petit main
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Ribbon hakka kids

キッズ・雑貨 206-6359-1511

バリエーション豊富なオリジナルから歴史あるヨーロッ
パのブランド、気鋭のデザイナーが手掛けるアイテムま
で、店内には一人ひとりのライフスタイルにフィットする
ベビーグッズが目白押し。
「育児にもスタイリッシュなもの
を使いたい」、
「 安全でかわいいものを揃えたい」
といっ
た声に一発回答。
ファミリー総出で要チェック!

フェフェ ｜南館B1｜
キッズ・ベビー・ギフト

OPEN記念

限定商品としてストローマグと
マグケース、
ハンドタオルの3点
子供と大人の両方が楽しめる貴重なショップ。セット5,990円／フェフェ
＂子供自らが選び着る服＂をテーマに、
トレンドやルー ●OPEN日より10セット限定販売

7,560円以上の買い物をすると、
ノベルティとしてオリジナルキャ
ンバストートをプレゼント。
●OPEN日より100個限定

次の週末はゴルフデート♥
ミナエちゃんにいいとこ見せるべく
アイテムを新しく揃えたい!

こちらの
最新アイテムも
チェック!

BEAMS GOLF

アメカジのテイストを取り入れた
「オレンジレーベル」
と、伝統的なス
タイルをシルエットや配色でモダナイ
ズした
「パープルレーベル」の2ライ
ンを用意。
コラボモノも必見。

2月20日

4月6日予定

＂anniversary＂をテーマに、
ギフトか ルにとらわれない自由なクリエイティビティーによるキッズ
ら始まるコミュニケーションを提案す
＆ベビー服が勢揃い。絵本の中に出てくる主人公を思
る
「ハッカ キッズ」のコンセプトショッ
わせる色柄豊かなテキスタイルを用いたほか、
トリミング
プ。繊細なタオル地を使用した小鹿
や裏地などの抜かりないディテールにも注目！
アイテムが定番人気。

ビームス ゴルフ ｜南館1F｜
ゴルフ 206-6359-1671

OPEN

育児の時間が華やぐ充実のベビーアイテム。

OPEN

fäfä

KATOJI

カトージ ｜南館B1｜
ベビー用品 206-6225-7123

丸 襟とペール
トーンのリボン
アップリケが好
バランス。出産
祝 いにもおす
すめ。
ビブ2,990
円／フェフェ

複数の手帳やカー
ドのほか、旅行用と
してパスポートや
マップを入れるのも
キッズならではの色鮮やかなトレ あり。マルチケースL
ンドファッションをシーズンごとに発 5,250円／フェフェ
信するガールズ&ボーイズブランド。
ママ目線の日常着を意識している
ため、着心地も申し分なし。
NEW SHOP CRUISE

プティマイン ｜南館B1｜
キッズ・ベビー・雑貨
206-6373-6078

リボン ハッカ キッズ｜南館B1｜
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OPEN記念
ノ
10,800 円以上の買い物をすると、
ベルティとして圧倒的な飛距離性能
を持つ5層ツアーボール「 New TPボー
ル」のサンプルをプレゼント。
●OPEN日より100個限定

（右）
本国イタリアの石畳で鍛えられた抜群の走行性が持ち味。
折り畳みも容易にできる。
ベビーカーSi 54,000円／ペグ･ペレー
ゴ、
（左）
クッションと木の色を自由に組み合わせられる機能美な
チェア。
ハイチェア コージーポップ29,160円／プレミアムライン
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TaylorMade

テーラーメイド ｜南館4F｜
ゴルフ用品

全ゴルファーの羨望を集めるトップブランド。
サンバイザー3,240円、
ポロシャツ9,936 円、パ
ンツ10,692円、
シューズ
17,280 円、ベルト7,560
円 ／アディダスゴル
フ、
グローブ、
ゴルフク
ラブ共に参考商品

1979 年の創業以来、スポーツへの情熱とスポー
ティーなライフスタイルから生まれたゴルフブランドとして
盤石の地位を築き上げている
「テーラーメイド」。
トップア
スリートの高い要求に応えるべく、革新的なプロダクトを
日夜開発。
ゴルフシーズンが幕開けした今、
ウエアもクラ
ブも新調してグリーンや打ちっぱなしに繰り出したい。

地下鉄
線
御堂筋

GRAND FRONT OSAKA SHOPS & RESTAURANTS
※本誌掲載の商品は消費税8％の税込み価格表記となっております。詳細は各店舗にてご確認ください。
※掲載商品の写真はイメージのものでございますので現品とは異なる場合がございます。
※仕様・デザイン・価格の変更があることがございます。
また、商品の使用感には個人差がございます。

取材・文／堀川佳男 写真／高橋誠 スタイリング／漣健次 ヘアメイク／そのこ イラスト／maikoperry モデル／HAYASE NOE

阪急
梅田

梅田

●大阪市北区大深町4-1
（うめきた広場）
、4-20
（南館）
、
（北館）
3-1
（受付時間10：00～21：00）
206-6372-6300
www.gfo-sc.jp

阪
阪神
梅田 東梅田

大

JR

地
谷 下
町 鉄
線

南館B1には
ほかにも子供服が
充実してる。

ロティサリーチキン 一 羽
1,580円。
トルティーヤ、
サン
チェなどが付いたタコスセット
付き。チキンを巻いてどうぞ。

Day1

誰連れてこ？新店偵察。
Safari［B1］

昨年12月にオープンしたイタリアンバル。名物は、15種
ものハーブとスパイスで中二日マリネしてから、専用オーブ
ンでじっくりと焼き上げるロティサリーチキンだ。皮目パリッ、
中はしっとり肉汁じゅわりでワインが進む! カフェを思わせる
明るい空間や、淡路島産の有機
野菜を使うなど、女子ウケ要素満
載。次は、気になるあの子を誘っ
てこよ! 206-6131-9733
16：00～23：30

昼も夜も! 梅田の一軒はココで完結。

D.D.HOUSEで6Days.

旨いもん揃いで、
しかも駅チカとあらば活用しない手はない。
たとえば、D.D.HOUSE使いの達人・梅田で働くミーツ君の場合…。
取材・文／西村円香 写真／木村華子

Day3

中華ランチで午後のパワーチャージ。
紅虎餃子房［B1］

中国から特級厨師、
点心師を召集して作り上げる本物の中国料理が味わえ
る。店自慢の肉々しい鉄鍋餃子にも魅かれるけれど、
体に喝を入れるべく、
炎の
麻婆豆腐を注文。
トウガラシは油で炒めて香りを際立
たせ、
さらに、辛さが異なるトウガラシ数種をミキサーに
かけた粉をドバっと。毛穴全開で汗ダクになるものの、
味に深みがあるからご飯もガツガツ進む。2 0 6 6372-4999 11：30～14：00 17：00～22：00

Day2

グルメな上司をアテンド。
薩摩ごかもん［1F］

どうやら上司は九州出身。ならば･･･と、
ミーツ君が選んだ
のは、幻の地鶏と名高い天草大王や、高級国産牛のぷりぷ
りモツ鍋、産地直送の活イカの姿造などの郷土料理が大集
結したこちら。薩摩の街並みを再現した上質空間には、個室
や半個室も充実している。80種も揃う焼酎を飲み交わせば
距離感もグッと縮まり、接待上手の評価がゲットできるはず。
206-6372-2710 17：00～23：00
生、炙り、天ぷらと食べ方が
選べる辛子明太子930円。
チキン南蛮900円は甘酢で
さっぱりと。厳選馬刺しの7
種盛り1,980円。

108席の大バコゆえ、
激戦ラ
ンチタイムの 救 世 主 的 存
在。炎の麻婆豆腐定食790
円や、無頼漢担々麺980円
など旨辛メニューが充実。

ココも行っときたいメモ。
同僚と出張打ち上げ。
八角［B1］
180席のキャパを誇る炉端焼きの人気店。想定外のデ
カさと濃縮された味わいに圧倒されるメガホッケ1,800円
（税込）
など、特別なルートで仕入れる極上魚介メニュー満
載。206-6376-28
81 11：00〜14：30
17：00〜22：30

Day4

休肝日はコラーゲン注入だ。

タッカンマリ鍋 梅田 丸鶏屋［B1］
今日は肉! と決めた日に。
肉バル OCHO［B1］
必食の、
自家製ダレに24時間漬け込んだスペアリブのグ
リル880円は、
柔らかさ、
ジューシーさ、
リーズナブルさの三拍
子揃い。一度は食べてみたい、
原始時代のマンガ肉980円
（共に税込）
もぜひ。206-6376-2986 17：00～23：30

飲み会が続いたので、胃腸を整えるべく名物鍋を食べに。若鶏のガラを贅
沢に使い、8時間じっくり煮込んだ白濁スープは、鶏のエキスや特製コラーゲン
がたっぷりと。五臓六腑に染み渡る、濃厚でコクのあ
る味わいがたまらない。鶏一羽をまるごと投入してス
タッフがハサミでジョキジョキ切ってくれる豪快さもい
い。ゴマ油が利いたシメのニラ焼飯もお忘れなく。
206-6371-1001 17：30～22：30

白鍋1人前1,500円（写真
は4人前）。高麗ニンジンや
ナツメなどが 入った 薬 膳
1,800円、赤鍋1,600円や
豆乳鍋1,600円もあり。

牛リブロースのステーキがメイ
ンのマッドハッターコース全8
品4,500円を4人以上で予約
すると、
デザートが無料でホー
ルケーキにグレードアップ!

あの子と始発待ち。

SHRIMP SHRIMP［B1］

Day5

漁港直送の様々なエビが楽しめるバル。デートなら、
オ
マールエビのつかみ取りで親密度UPを狙うべし。エビとア
ボカドの生春巻き680円、
オマールエビの調理は1g 5円
から。206-6374-1260 17：00～翌4：00

飲み仲間の誕生日パーティー!
幻想の国のアリス［1F］

ポップでカラフルな店内に足を踏み入れたら、
そこはもう不思議の国のアリ
スの世界! フレンチ＆イタリアンをアレンジした料理も、
チャシャ猫のチーズオム
レツなど、物語に登場するキャラクターがモチーフに
なっているので、気分もアガる。アニバーサリープラン
を予約すれば、
アリス達がバースデーソングを歌って
盛大に祝ってくれるサービスに、男性陣は悶絶必至!
206-6372-1860 17：00～22：00

終電前にサクッと一杯。
贔屓屋［B1］
落ち着いた和空間で、旬の味から創作料理まで楽しめ
る居酒屋。刺身7種盛り1,790円には、
アテに最適な小
鉢 2 品が付く、太っ腹ぶりに拍 手 。呉 春 1 合 5 8 0 円 。
（日･祝12：00～）
206-6375-1450 16：00～22：30

●大阪市北区芝田1-8-1
北野阪急ビル
206-6371-1615
営業時間は店舗により異なる
不定休
※価格は一部を除き、
消費税を含まない、本
体のみの価格です。

!

［大阪・芝田］

コ
コ
で完
結

D.D.HOUSE

Day6

歓送迎会の幹事を任された!

ビアブルグ梅田［1F］

注目のクラフトビールも扱うビアホール。鮮度を重視し、
開栓後
2日以内の樽詰生樽を使用、
徹底した温度管理などこだわり多々
だから、
キリン一番搾り生中500円も
「こんなに旨かった!?」
と再
認識するはず。
ビールに合う肉系に加え、
春の食材を使った逸品
も楽しめる飲み放題コース３，
０００円〜は、
ココぞの手札に覚えて
おきたい。206-6375-2461 11：50～14：00 16：00～22：
土曜11：50～23：00、
日曜11：50～22：30）
30
（金曜～23：00、

ハーブが香る超ロングソーセー
ジに驚愕! ソーセージ5種盛り
合わせやローストビーフなどの
他、桜エビと菜の花のパスタも
（写真はコースの一例）
。

