
1 (水) 温玉しらす丼セット 16 (木) 牛丼セット

2 (木) エビ玉子とじ丼セット 17 (金) 油淋鶏定食

3 (金) 節分セット 18 (土)

4 (土) 19 (日)

5 (日) 20 (月) メンチカツカレーセット

6 (月) チキンカツカレーセット 21 (火) ビーフカツ定食

7 (火) ハンバーグ・コロッケ・エビフライ定食 22 (水) 豚キムチ丼セット

8 (水) カツ丼セット 23 (木) 祝日・天皇誕生日

9 (木) 焼飯・ちゃんぽん麵セット 24 (金) ハヤシカツライスセット

10 (金) カキフライ定食 25 (土)

11 (土) 祝日・建国記念の日 26 (日)

12 (日) 27 (月) ヒレカツカレーセット

13 (月) カツカレーセット 28 (火) お肉サービスday上ロースカツ定食

14 (火) 温玉ソースカツ丼セット 1 (水)

15 (水) 穴子一本揚げ天丼セット 2 (木)

3 (金)

ピアハウスオアシス カフェは17時まで営業しています。

ＰＨ・オアシス　月間メニューのお知らせで～す。

2 月分　お昼サービスランチメニュー予定表

　　いつも当食堂をご利用していただき、有難う御座います。

　　　　ご利用いただきます皆様に喜んでいただけますよう

　　　　　　スタッフ一同今月も元気にガンバリます。宜しくお願いしま～す。

予定メニューは、材料等仕入の関係上予告なしに変更する場合がありますが、何卒ご了承ください。

AM １１：３０ 頃からのスタートです。

550
円

550
円



1 (水) ユーリンチーランチ 16 (木) カツとじランチ

2 (木) カニ玉ランチ 17 (金) エビカレーランチ

3 (金) 節分セット 18 (土)

4 (土) 19 (日)

5 (日) 20 (月) 豚キムチランチ

6 (月) 回鍋肉ランチ 21 (火) カツカレーランチ

7 (火) 豚とじランチ 22 (水) 洋食ランチ

8 (水) ハンバーグエビフライランチ 23 (木) 祝日・天皇誕生日

9 (木) 和食ランチ 24 (金) 豚生姜焼ランチ

10 (金) チキンステーキランチ 25 (土)

11 (土) 祝日・建国記念の日 26 (日)

12 (日) 27 (月) 中華ランチ

13 (月) チキン南蛮ランチ 28 (火) お肉サービスday

14 (火) 八宝菜ランチ 1 (水)

15 (水) 鶏照焼ランチ 2 (木)

3 (金)

ＰＨ・ひょうご　月間メニューのお知らせで～す。

2 月分　お昼サービスランチメニュー予定表

　　いつも当食堂をご利用していただき、有難う御座います。

AM １１：３０ 頃からのスタートです。

　　　　ご利用いただきます皆様に喜んでいただけますよう

　　　　　　スタッフ一同今月も元気にガンバリます。宜しくお願いしま～す。

予定メニューは、材料等仕入の関係上予告なしに変更する場合がありますが、何卒ご了承ください。

550
円

550
円

550
円



1 (水) カツ丼セット 16 (木) 高菜チャーハンセット

2 (木) 三色丼セット 17 (金) 牛丼セット

3 (金) 節分セット 18 (土)

4 (土) 19 (日)

5 (日) 20 (月) カツカレーセット

6 (月) エビフライカレーセット 21 (火) 焼肉丼セット

7 (火) やみつき丼セット 22 (水) ミックスグリル定食

8 (水) チキンカツ定食 23 (木) 祝日・天皇誕生日

9 (木) キムチ豚丼セット 24 (金) ビーフハヤシライスセット

10 (金) キムチチャーハンセット 25 (土)

11 (土) 祝日・建国記念の日 26 (日)

12 (日) 27 (月) チキンカツカレーセット

13 (月) メンチカツカレーセット 28 (火) オムライスセット

14 (火) ホイコーロー丼セット 1 (水)

15 (水) 手作りトンカツ定食 2 (木)

3 (金)

AM １１：３０ 頃からのスタートです。

ＰＨ・ポーアイ　月間メニューのお知らせで～す。

2 月分　お昼サービスランチメニュー予定表

　　いつも当食堂をご利用していただき、有難う御座います。

　　　　ご利用いただきます皆様に喜んでいただけますよう

　　　　　　スタッフ一同今月も元気にガンバリます。宜しくお願いしま～す。

予定メニューは、材料等仕入の関係上予告なしに変更する場合がありますが、何卒ご了承ください。

550
円

550
円

550
円



1 (水) 味噌だれ焼肉丼セット 16 (木) 中華丼セット

2 (木) 豚キムチ丼セット 17 (金) 味噌カツ丼セット

3 (金) 節分セット 18 (土)

4 (土) 19 (日)

5 (日) 20 (月) ハヤシライスセット

6 (月) 親子丼セット 21 (火) 牛肉玉子とじ丼セット

7 (火) デミカツ丼セット 22 (水) テリヤキハンバーグ丼セット

8 (水) あんかけチャーハン・ラーメンセット 23 (木) 祝日・天皇誕生日

9 (木) エビカレーセット 24 (金) 具だくさんカレーセット

10 (金) 牛肉ガーリックライスセット 25 (土)

11 (土) 祝日・建国記念の日 26 (日)

12 (日) 27 (月) マーボー豆腐丼セット

13 (月) 牛丼セット 28 (火) お肉サービスday

14 (火) 豚塩焼肉丼セット 1 (水)

15 (水) 葱だれカラあげ丼セット 2 (木)

3 (金)

　　　　ご利用いただきます皆様に喜んでいただけますよう

ＰＨ・ポーアイ2　月間メニューのお知らせで～す。

2 月分　お昼サービスランチメニュー予定表

　　いつも当食堂をご利用していただき、有難う御座います。

　　　　　　スタッフ一同今月も元気にガンバリます。宜しくお願いしま～す。

予定メニューは、材料等仕入の関係上予告なしに変更する場合がありますが、何卒ご了承ください。

AM １１：３０ 頃からのスタートです。

550
円

550
円

550
円



1 (水) 味噌カツ定食 16 (木) ミックスグリル定食

2 (木) ハンバーグ・チーズ入クリーミィコロッケ定食 17 (金) 中華定食

3 (金) 節分セット 18 (土)

4 (土) 19 (日)

5 (日) 20 (月) チキン南蛮定食

6 (月) ミックスフライ定食 21 (火) 豚味噌焼き定食

7 (火) 油淋鶏定食 22 (水) とんかつ定食

8 (水) ビーフカツ定食 23 (木) 祝日・天皇誕生日

9 (木) 焼肉定食 24 (金) ハンバーグ・エビフライ定食

10 (金) カキフライ定食 25 (土)

11 (土) 祝日・建国記念の日 26 (日)

12 (日) 27 (月) チキン味噌カツ定食

13 (月) 生姜焼き定食 28 (火) お肉サービスday

14 (火) チキンカツ定食 1 (水)

15 (水) トンテキ定食 2 (木)

3 (金)

AM １１：３０ 頃からのスタートです。

ＰＨ・摩耶１　月間メニューのお知らせで～す。

2 月分　お昼サービスランチメニュー予定表

　　いつも当食堂をご利用していただき、有難う御座います。

　　　　ご利用いただきます皆様に喜んでいただけますよう

　　　　　　スタッフ一同今月も元気にガンバリます。宜しくお願いしま～す。

予定メニューは、材料等仕入の関係上予告なしに変更する場合がありますが、何卒ご了承ください。

550
円

550
円

550
円



1 (水) オムライスセット 16 (木) チキンステーキ定食

2 (木) チキンカツ定食 17 (金) チャーハン・ラーメンセット

3 (金) 節分セット 18 (土)

4 (土) 19 (日)

5 (日) 20 (月) 豚丼セット

6 (月) カツ丼セット 21 (火) トンカツ定食

7 (火) 焼肉定食 22 (水) 鶏テリ丼セット

8 (水) 豚キムチ丼セット 23 (木) 祝日・天皇誕生日

9 (木) ステーキ定食 24 (金) デミカツ丼セット

10 (金) カレーチャーハンセット 25 (土)

11 (土) 祝日・建国記念の日 26 (日)

12 (日) 27 (月) お肉サービスdayステーキ丼セット

13 (月) ビーフメンチカツカレーセット 28 (火) 豚生姜焼定食

14 (火) 鶏南蛮定食 1 (水)

15 (水) 中華肉めし丼セット 2 (木)

3 (金)

AM １１：３０ 頃からのスタートです。

ＰＨ・六甲１　月間メニューのお知らせで～す。

2 月分　お昼サービスランチメニュー予定表

　　いつも当食堂をご利用していただき、有難う御座います。

　　　　ご利用いただきます皆様に喜んでいただけますよう

　　　　　　スタッフ一同今月も元気にガンバリます。宜しくお願いしま～す。

予定メニューは、材料等仕入の関係上予告なしに変更する場合がありますが、何卒ご了承ください。

550
円

550
円

550
円



1 (水) 具だくさんカレーセット 16 (木) ヒレカツ定食

2 (木) ビフカツ定食 17 (金) 炒飯・ラーメンセット

3 (金) 節分セット 18 (土)

4 (土) 19 (日)

5 (日) 20 (月) かつ丼セット

6 (月) 豚バラ焼肉丼セット 21 (火) カキフライ・ハンバーグ定食

7 (火) 煮込みハンバーグ定食 22 (水) オムライスセット

8 (水) とり唐丼セット 23 (木) 祝日・天皇誕生日

9 (木) 手造り豚かつ定食 24 (金) 中華丼・ラーメンセット

10 (金) 天津飯・ラーメンセット 25 (土)

11 (土) 祝日・建国記念の日 26 (日)

12 (日) 27 (月) エビフライ丼セット

13 (月) スタミナ丼セット 28 (火) お肉サービスday

14 (火) トンテキ定食 1 (水)

15 (水) エビフライハヤシセット 2 (木)

3 (金)

ＰＨ・六甲２　月間メニューのお知らせで～す。

2 月分　お昼サービスランチメニュー予定表

　　いつも当食堂をご利用していただき、有難う御座います。

AM １１：３０ 頃からのスタートです。

　　　　ご利用いただきます皆様に喜んでいただけますよう

　　　　　　スタッフ一同今月も元気にガンバリます。宜しくお願いしま～す。

予定メニューは、材料等仕入の関係上予告なしに変更する場合がありますが、何卒ご了承ください。

550
円

550
円



1 (水) 甘辛豚肉炒め定食 16 (木) 和風カニ玉丼セット

2 (木) 中華丼・ラーメンセット 17 (金) （タルタルがけ）海老ミックスフライ定食

3 (金) 節分セット 18 (土)

4 (土) 19 (日)

5 (日) 20 (月) （温卵のせ）ドライカレーセット

6 (月) ふわとろ卵・海老フライのハヤシライス 21 (火) マーボー丼・ラーメンセット

7 (火) 豚丼セット 22 (水) やみつき定食

8 (水) 鶏照り焼き定食 23 (木) 祝日・天皇誕生日

9 (木) チャーハン・ラーメンセット 24 (金) 焼肉定食

10 (金) DXハンバーグ定食 25 (土)

11 (土) 祝日・建国記念の日 26 (日)

12 (日) 27 (月) カツカレーセット

13 (月) ミンチカツカレーセット 28 (火) 焼鶏温卵丼セット

14 (火) 和風かつ丼セット 1 (水)

15 (水) 鶏チリ定食 2 (木)

3 (金)

ＰＨ・六甲３　月間メニューのお知らせで～す。

2 月分　お昼サービスランチメニュー予定表

　　いつも当食堂をご利用していただき、有難う御座います。

　　　　ご利用いただきます皆様に喜んでいただけますよう

予定メニューは、材料等仕入の関係上予告なしに変更する場合がありますが、何卒ご了承ください。

AM １１：３０ 頃からのスタートです。

　　　　　　スタッフ一同今月も元気にガンバリます。宜しくお願いしま～す。

550
円

550
円


