なんば心斎橋天然温泉
❶ たこ焼き わなか 心斎橋アメリカ村店

❷ たこ焼き たこ八 道頓堀総本店

創業時から研究を重ねた絶妙な味の生地と、
うまみたっぷりの主役
の
「たこ」
を使用し、
外はカリっと、
中はとろける触感に焼いた絶品のた
こ焼きを是非。
住所
TEL
営業時間

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-12-8
06-6211-3304
定休日
月〜木・日 11:00〜21:00 金・土 11:00〜22:00

年中無休

❹ 創作串料理 Dining Juicys104

大阪のソウルフードとアジアンスパイスの融合。
自家製のソースで味
合う定番串から、
月替わりでラインナップする中華串まで、
豊富な種類
を取り揃えております。
住所
TEL
営業時間

提携飲食店紹介 〜大阪もん〜

大阪府大阪市西区新町1-2-8 ミヤレジデンス新町 B1F
06-7178-7204
定休日 日曜（祝日は不定休）
17:30〜23:00

❸ お好み焼き 鶴橋風月

「ほおばる瞬間の感動」
を全国に。
たこ八秘伝の醤油生地と職人の銅
板手焼きによって熟練の技とこだわりの極みが凝縮されたたこ焼きを
ご賞味ください。
住所
TEL
営業時間

大阪市中央区道頓堀1-5-10
06-6211-4684
定休日
1F 10:00〜25:00 2F/3F 11:30〜23:00

なし

創業60年。豊富なメニューを熟練のスタッフが目の前で焼き上げる
ので、
できるまでの待ち時間すら楽しくお過ごしいただけます。
住所
TEL
営業時間

大阪市中央区千日前2-8-17 なんばオリエンタルホテル 1F
06-6635-5535
定休日 年中無休
11：00〜23：00（ラストオーダー 22：00）

❺ 串カツ 最上 心斎橋店

素材によって串の打ち方を変え、食材の持ち味を最大限に活かす、職
人の味を最大限に引き出す匠の技術と上質なお酒のマリアージュを
お楽しみください。
住所
大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-2-10 新日本三ツ寺ビル １Ｆ
TEL
06-6213-2840
営業時間 ランチ平日11:30〜15:00（ラストオーダー14:30）
土日祝11:30〜15:30
（ラストオーダー15:00）
ディナー17:00〜23:00
（ラストオーダー22:00）

【その他提携店舗】 ・中之島フェスティバルホール ・ファミリーマート
（MAP上の店舗のみ） ・セブンイレブン
（MAP上の店舗のみ）

※営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、
ご来店前に店舗にご確認ください。

提携飲食店紹介 〜お食事処〜

なんば心斎橋天然温泉
❶ かに道楽の奥座敷 網元本館

❷ かに道楽 道頓堀本店

❸ 北極星 心斎橋本店

❹ ニューライト

❺ UMIYA ROCK

❻ 一方亭 本店

言わずと知れた名店。重厚でありながら温かみの
ある和の情緒ある佇まい。
時間を忘れて、
ゆっくりと寛げる客席で彩り豊か
に取り揃えた自慢のかに料理の数々をご堪能くだ
さい。

かに道楽の発祥店舗であり、
動く
「かに看板」
は道
頓堀の風物詩となっております。かに専門店なら
ではの味わいを存分にご堪能いただけます。

大阪でオムライスといえばココ！昭和25年から続
く純和風の店舗で、風情を楽しみがら絶品のオム
ライスをお召し上がりいただけます。

多くの人を虜にするカレーのようでカレーではな
い「セイロンライス」
を提供する、知る人ぞ知る隠
れた名店。店内には虜になった方々のサインが
びっしり。
はまること間違いなしです。

アメ村でPARTYするなら、
アメリカンでお洒落な
肉バル
「UMIYA ROCK」
へ。
カラフルでSNS映え
するフードとドリンクで記念写真もより思い出に
残るものに。

1日に7千個売れる大人気メニュー
「黄色いシュウ
マイ」
。
手製の薄焼き卵で作った皮でひとつひとつ
丁寧に包んだ魂の逸品をお召し上がりください。

住所
TEL
営業時間

住所
TEL
営業時間

住所
TEL
営業時間
定休日

住所
TEL
営業時間

住所
TEL
営業時間

住所
TEL
営業時間
定休日

定休日

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-13-15
06-6213-1010
土日祝日11:30〜22:30
平日 17:00〜22:30※時短要請期間中は21:00まで
大晦日
（12月31日）

定休日

大阪府大阪市中央区道頓堀1-6-18
06-6211-8975
11:00〜22:00
※時短要請期間中は21:00まで
年中無休

大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目7-27
06-6211-7829
11：30 〜 21：30
12月31日、1月1日

定休日

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-16-13 宝泉ビル1F
06-6211-0720
11：00〜21：00
祝日11：00〜20：00
不定休

定休日

大阪府大阪市中央区西心斎橋2-8-27
06-6212-5380
月〜木、
日、祝日 11:00〜翌2:00
金、土、祝前日 11:00〜翌4:00
年中無休

大阪市浪速区難波中2-6-22
06-6641-8381
11:30〜20:00
日曜・祝日

❼ ざうお なんば本店

❽ 玄品ふぐ 法善寺総本店

❾ su-shi うお春

10 松坂牛焼肉 M
●

11 こがんこ 難波店
●

12 がんこ寿司 道頓堀店
●

自分で釣って、釣りたてを好きな調理方法で食事
を楽しめるお店。
大阪の道頓堀から歩いて行ける、観光にぴったり
のスポットです。

こだわり抜いたてっちり(ふぐ鍋)、
てっさ(ふぐ刺
し)など、
とらふぐ料理を中心に、
自信をもってご
提供する厳選メニューをどうぞご賞味ください。

鮮度抜群の本格的なお寿司が手軽に味わえる！
名物
「枡寿司」
は新鮮な海鮮が盛られた豪快な絶
品料理です。

松坂牛専門店だからこそ味わえる高級な松坂牛
をお手頃価格でご提供。産地直送の新鮮なお肉
を趣のある空間でお楽しみください。

漁港直送の新鮮な海鮮メニューを豊富に取りそ
ろえた「ちょっと活けてる」居酒屋こがんこ。飲み
放題や宴会コースも取り揃えており、団体様利用
もオススメ

がんこ創業時の思いを今に受け継ぐ、
こだわりの
寿司。厳選素材の数々を職人が握る珠玉のお寿
司を楽しめます。

住所
TEL
営業時間

住所
TEL
営業時間

住所
TEL
営業時間
年中無休

住所
TEL
営業時間

住所
TEL
営業時間
定休日

住所
TEL
営業時間
定休日

定休日

大阪市中央区日本橋1-1-13 相鉄グランドフレッサB1F
06-6212-5882
平日
17:00〜21:00 (L.O.20:30）
土日祝 11:30〜15:00 (L.O.14:30）
16:00〜21:00(L.O.20:30）
不定休

大阪府大阪市中央区難波1-1-13
06-6212-9444
2:00〜22:30(ランチL.O.15:00、
フードL.O.21:30、
ドリンクL.O.22:00)
※時短要請期間中 アルコール提供20:30まで
（21:00閉店）、料理LO20:00、
ドリンクLO20:30

大阪府大阪市中央区日本橋2-5-17
06-6644-7711
17:00〜24:00
年中無休

定休日

大阪市中央区難波千日前3-11
06-6606-9887
11:00〜15:00(L.O 14:30)
17:00〜21:00(L.O 20:30)
年中無休

大阪市中央区難波3-1-15 B1
06-6644-5976
12：00〜23：00
年中無休

13 とんかつ がんこ心斎橋店
●

14 がんこ 難波本店
●

15 やわらぎの郷
●

16 UMIYA CAFE
●

17 ガフーリオ
（Gaffurio）
●

契約牧場と共同で取り組み完成させたオリジナ
ルポークを使用しております。がんこのこだわり
ロースかつ・ヒレかつを是非ご賞味くださいませ。

旬と産地を吟味した厳選素材を使用した和食の
数々を提供。関西で和食といえばココしかない。
ハレの日のおもてなしや宴会でもご利用いただけ
ます。

田舎のような温かみのある居酒屋。
定番の料理か
らちょっと珍しい料理まで、豊富な種類の料理を
取り揃えております。
どこか懐かしい優しさのある
空間でごゆっくりお楽しみください。

気軽にフラッと立ち寄れる海の家のような空間。
厳選食材を使った料理は本格派なのにコスパ抜
群！居心地の良いウッド調でかわいい店内でご
ゆっくりお寛ぎください。

ガフーリオとは…ミラノの駅前からちょっとはずれた裏路地
ガフーリオ通りにある名店「ガフーリオ」のシェフ、アルド･
ルッソ氏に認められた料理人が、大阪千日前の地でその名を
使う事を許可され、
ミラノと同じ駅から近くて裏路地のこの地
にopenしました。
是非絶品パスタをお召し上がりください。

住所
TEL
営業時間
定休日

住所
TEL
営業時間
定休日

住所
TEL
営業時間
定休日

住所
TEL
営業時間

住所
TEL
営業時間

大阪府大阪市中央区南船場3-11-1
06-6281-2941
11：00〜22：00
年中無休

大阪府大阪市中央区難波3-1-15
06-6644-6396
11:00〜23:00
年中無休

大阪府大阪市中央区難波4-6-3 南進ビル 1F
06-6643-7564
11:30〜14:00／16:30〜21:00
祝日休み

【その他提携店舗】 ・中之島フェスティバルホール ・ファミリーマート
（MAP上の店舗のみ） ・セブンイレブン
（MAP上の店舗のみ）

定休日

大阪市中央区西心斎橋2-16-14 宝泉ビル1F
06-6211-0538
月〜木 17:00〜翌6:00
金・土・日・祝日・祝前日 11:00〜翌8:00
なし

大阪府大阪市中央区道頓堀1-8-24
06-6212-1707
11：30〜23：00
年中無休

大阪府大阪市中央区千日前２丁目３１ セブンマンション日本橋103号
06-6635-0055
定休日 不定休
ランチ 月〜金曜11:30〜14:00まで入店 土日祝11:30〜14:15まで入店
ディナー 全日17:30〜22:15まで入店
ご予約ない場合は営業時間の変動、
お休みする場合がありますので、必ずお電
話で問い合わせをお願いいたします。

※営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、
ご来店前に店舗にご確認ください。

提携飲食店紹介 〜カフェ＆スイーツ〜

なんば心斎橋天然温泉
❶ カフェダイニング リレガロ

❷ IKKI

御堂筋 心斎橋筋の中間に位置する洗練された店。エレガントな
空間でピアノの生演奏を背景に熟練のシェフがおりなす料理と供
して優雅なひとときを。

IKKIのカステラは冷めても美味しい、特製のベビーカステラです。
しっとりふわふわの材料から作り方、焼き方までこだわった感動の
新食感をお楽しみくださいませ。

住所
大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-6-8 シャンペンジャムビル 1F
TEL
06-4708-0133
定休日 年中無休
営業時間 11:00〜23:00

❸ COLONY byEQI

❹ おおきにコーヒー 心斎橋アメリカ村店

Swe e t s C a fe《 COLON Y by EQ I 》★ S TA F Fは全員プロの
【Patissier】
＆【Chef】★店舗は外観・内観にこだわりフォトジェ
ニックな雰囲気で居心地良くお過ごしいただけます★

街に「おおきに！」があふれることを目指してオープンしたコー
ヒーショップ。
こだわり豆を一杯ずつ挽き立てて煎れる「おおきに
コーヒー」をぜひご賞味ください。

住所
大阪府大阪市中央区西心斎橋1-7-8
TEL
06-6243-0202
定休日 年中無休
営業時間 11:00〜21:00
（時短営業のため 平日13:00〜21:00／
土日祝12:00〜21:00）

住所
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-12-14 オーシャンドライブ314 1F
TEL
06-6224-0061
定休日 元旦のみお休み
営業時間 11:00〜23:00

住所
大阪市中央区西心斎橋2丁目10番21号 おおきに西心斎橋星ビル
TEL
06-4706-0092
定休日 毎週木曜日
営業時間 10:30〜19:30

❺ ロマネコーヒー oh!ouioui
（オーウィウィ）

❻ 美好年代 Belle Epoqe Osaka

❼ 寺カフェ 茶庭

❽ Moonkery

Top of Topと言われる世界ランク上位5％の豆のみを使用しております。オー
ダーを受けてからその場で一杯一杯を自家焙煎し挽きた淹れたてで提供しま
す！焙煎時の香ばしい香りと豆の焼ける音が心地よく店内に響き、挽きたての
豆から丁寧に抽出された珈琲は、同じくこだわって選ばれたブランドのアン
ティークカップへ移され最高の一時を堪能できます♪こだわった一級品をこん
なにも身近に感じ、飲むことができるのはこのお店だけ！

こちらが提供する創作スイーツ・ドリンクは見て楽しい食べて美
味しい写真だけでは伝わらないLIVE感あふれるメニューばかり
です。
お店でしか味わえない一品を是非ご賞味下さいませ！

浄土真宗本願寺派 萬福寺の一角にある由緒正しきお寺さんのカ
フェです。風情あるお庭を見ながらのお茶・コーヒーは身体も心も
ほっと一息できるリラックス空間です♪

有名な台湾の茶葉を使用した水出し茶は、茶葉本来の豊かな香り
を感じる事が出来る台湾でも人気の一品となっており、ふっくら
焼き立てのクロワッサンとの相性もバツグンです！フォトスポット
のBIG MOONと一緒にいろいろな写真を撮ってみて下さい♪

住所
大阪府大阪市西区南堀江１丁目15-17-101
TEL
06-7506-8056
定休日 不定休
営業時間 全日 10:00〜19:00

住所
大阪府大阪市西区堀江1-16-9
TEL
06-7171-0037
定休日 不定休
営業時間 12:00〜19:00

住所
大阪府大阪市西区南堀江1-14-23
TEL
06-6543-8125
定休日 日、
月、火、水
営業時間 木・金 13:00〜17:30
土 12:00 17:30

住所
大阪府大阪市西区南堀江1-14-15
TEL
06-6568-9079
定休日 不定休
営業時間 13:00〜18:00

❾ ファイブ南堀江

❿ T.C(TIMELESS COMFORT)cafe 南堀江店

⓫ CAFÉ RÉPIT(カフェレピ)

フロアによって違う雰囲気を持ち、
ランチ、
カフェ、
スイーツ、
ディナーか
らバーまでの一日をシチュエーションに応じてお楽しみ頂けます。
専属
のパティシエさんが作るスイーツは映える絶品の仕上がりとなってお
り、
知れば知るほど奥深い、
何度も足を運びたくなる素敵なお店です♪

おしゃれな家具のお店が並ぶ「オレンジストリート」
で主張のあるイ
ンテリアを中心にさまざまなアイテムが並ぶ店内に併設された、
カ
フェ。
ランチやショッピングの休憩にもぴったりです。

“RÉPIT”はフランス語で“ひと休み” 美味しい＆可愛いをテーマに
した焼菓子とサンドイッチのカフェです。
ハンドドリップコーヒー・フ
レッシュジュース・こだわりの焼菓子・人気のオーブンサンドなど沢
山のラインナップを揃えています。
1日のひと休みに如何でしょうか？

住所
大阪府大阪市西区南堀江1-16-11
TEL
06-6535-0507
定休日 不定休
営業時間 11:30〜15:00(ランチ)、15:00〜22:00(ディナー)

住所
大阪府大阪市西区南堀江１丁目１９２６ ASPLUNDBLDG
TEL
06-6533-8620
定休日 不定休
営業時間 全日11:00〜19:00

住所
大阪市西区南堀江1-8-7
TEL
06-6533-1366
定休日 火曜日
（祝日の場合は水曜）
営業時間 11：00〜21：00 (L.O.20:30)

【その他提携店舗】 ・中之島フェスティバルホール ・ファミリーマート
（MAP上の店舗のみ） ・セブンイレブン
（MAP上の店舗のみ）

※営業時間・定休日は変更となる場合がございますので、
ご来店前に店舗にご確認ください。

