
(50音順)

店名 電話番号 業態 サントリーグルメガイドページ
1 愛のおばんざい 06-6345-5546 ⼩料理 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－２９日宝新地レジャービル１Ｆ
2 暁北新地 070-5503-5703 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目３－９ＧＯＴＳ北新地ビル１号館２０２号
3 アジャアジャ 06-4795-1100 韓国料理 ⼤阪市北区 堂島２丁目１－４０新堂島ビル１Ｆ
4 北新地 活ふぐ料理 味吉野 06-6342-5451 割烹 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－４谷安ビル２Ｆ
5 ａｚｚｕｒｒｏ 06-6341-6022 イタリアン ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目１１－１１永楽町スエヒロ本店ビル１Ｆ
6 NH ATHRUN 06-6346-1347 バー ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目３－１１レジョンノールビル５Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663461347/index.html
7 ＡＤＥＳＳＯ 06-6348-1256 ダイニング ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目６－３ラウンドビル１Ｆ
8 あらえびす 06-6348-5518 居酒屋 ⼤阪市北区 曽根崎新地１丁目３－３７ ２Ｆ・３Ｆ
9 癒酒屋 お花 06-6346-0116 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目８－３遅ビル３Ｆ１号

10 いちえ 北新地 本店 06-6341-1801 もつ鍋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目３－３３ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/T000012112/index.html
11 いちえ 北新地 永楽町店 06-4798-1801 焼肉 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目９－９ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/T000013508/index.html
12 一宴 06-6348-0188 寿司 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目２－１０キャノンプラザビルＢ１
13 日本料理 一陽 06-6343-1631 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目９－１プランドールビル１Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00180362/index.html
14 一鴻⼤阪堂島店 06-6344-1700 居酒屋 ⼤阪市北区 堂島１丁目５－２５ホテルエルセラーン⼤阪Ｂ１Ｆ
15 北新地 うえはら 06-6344-8899 和食 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－２０天風ビル１Ｆ
16 魚盛堂島アバンザ店 06-6147-2700 居酒屋 ⼤阪市北区 堂島１丁目６－２０堂島アバンザＢ１ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0661472700/index.html
17 ｅｐａｉｓ  06-6347-6599 とんかつ ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目９－３ニュー華ビル３Ｆ http://bar-navi.suntory.co.jp/shop/0X00303186/index.html
18 エルミタージュ 06-4797-0636 バー ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目１－４０ジロービル１Ｆ http://bar-navi.suntory.co.jp/shop/0647970636/index.html
19 圓石別館 06-4798-0080 鍋料理 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目５－２１松木興産ビル８Ｆ
20 圓石本店 06-6346-0358 鍋料理 ⼤阪市北区 堂島１丁目２－２日昭ビル１Ｆ
21 田なか 06-6341-5518 お好み焼 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目１－２３堂島センタービル http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663415518/index.html
22 COWCOW 06-6348-1129 焼肉 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－９日宝堂島センタ－１Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00016871/index.html
23 かが万 06-6341-2381 和食 ⼤阪市北区 堂島１丁目２－３３坂ビル１Ｆ
24 かどのや 06-6341-8877 和食 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目７－１９エスパス北新地２１－１Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663418877/index.html
25 焼肉 ⽡どん2 北新地店 06-6341-0257 焼肉 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目５－１８笠井ビル１０Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663410257/index.html
26 感彩人 06-6344-5548 バー ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目３－３好陽ビルＢ１Ｆ
27 楽山 06-6457-0093 和食 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目６－１５ニューセントラルビル二Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00033017/index.html
28 北新地ぬのや 06-6347-5555 和食 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目５－３２ボネールビルＢ１Ｆ
29 北新地みち田 06-6347-8844 割烹 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目２－１１
30 北新地 雄翔 06-6344-9117 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目３－３０．岩村ビル１Ｆ
31 キタのみかん 06-6348-0133 和バル ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目５－３２ボネールビル３Ｆ
32 魏飯夷堂 北新地 06-6346-8850 中華料理 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－３３新地萬年ビル１F
33 Q BAR 06-6345-3316 ダイニング ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目６－１３ニューセントラルビル５Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00338226/index.html
34 チャイニーズ響香 06-4256-8668 中華料理 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目１－４１アストリアジロービル１Ｆ
35 串庵 06-6345-2316 和食 ⼤阪市北区 曽根崎新地１丁目２－２ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663452316/index.html
36 串征 06-6345-1778 串揚げ ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目２－２８シスタービルＢ１Ｆ
37 すし 乾山 ⼤阪北新地店 06-6344-7381 寿司 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目６－３２司ビル１Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00050149/index.html
38 仔牛 06-4796-7575 居酒屋 ⼤阪市北区 堂島１丁目５－３７堂島地田ビル３
39 KOUSHI程々 06-4796-7575 居酒屋 ⼤阪市北区 堂島１丁目５－３７堂島地田ビル３－３Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0647967575/index.html

「響ジャパニーズハーモニー」北新地ハイボールが飲める店
住所
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店名 電話番号 業態 サントリーグルメガイドページ住所
40 和食家 こきづ 06-6346-0085 和食 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目９－１２⼤雅ビル２Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663460085/index.html
41 心屋 06-6147-2317 和食 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－３３新地萬年ビル２Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00163947/index.html
42 五鉄 06-6346-5968 居酒屋 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－１７スリーエイトビル１Ｆ
43 こてっぱん 06-6131-5155 鉄板焼 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目５－７梅ばちビル１Ｆ
44 ⼩花 06-6341-0587 ダイニングバー ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目５－６甲南アセットＶＩＰビル３Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00092875/index.html
45 ごま屋 ちゅう兵衛 北新地本店 06-6343-1112 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目６－２７ニュー八千代会館１Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663431112/index.html
46 ⼩雪 06-6346-2131 ⼩料理 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目１－２４北新地ビル１Ｆ
47 彩園 06-6341-3112 焼肉 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－３３新地萬年ビル１Ｆ
48 桜や 06-6344-3922 おでん ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目７－８新日本新地ビルＢ１Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00086327/index.html
49 さだ家 06-6341-8547 寿司 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目６－２６⼤森ビル１Ｆ
50 さつま 06-6345-1565 焼肉 ⼤阪市北区 堂島１丁目１－２１ＧＯＴＳ北新地ビル３号館１Ｆ
51 座頭市 06-6147-3009 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目３－２１．１Ｆ
52 サルーンバームルソー 06-6345-5220 バー ⼤阪市北区 堂島１丁目１０－２２ミヤプラザ２Ｆ http://bar-navi.suntory.co.jp/shop/0663455220/index.html
53 北新地しじみ 06-6347-0385 和食 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目３－３０ＫＯＨＤＡビル６０６号 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00232572/index.html
54 中国料理 星華 06-6346-5558 中華料理 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－３９第２二葉ビルＢ１Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00057397/index.html
55 しゃぶ壱 06-6345-1111 肉料理 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目１－１６クリスタル・コートビル１Ｆ
56 しゃぶしゃぶダイニング壱 06-6344-1110 肉料理 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－４０スタック堂島Ｂ１Ｆ
57 １１点 06-6348-1126 餃子 ⼤阪市北区 堂島１丁目５－３５⼤阪屋堂島レジャービル１Ｆ
58 ⼗三トリス北新地 06-6147-2613 バー ⼤阪市北区 曽根崎新地１－３－３０ KOHDAビル１Ｆ
59 酒肴人 06-6341-5080 居酒屋 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－６メリーセンタービル２Ｆ
60 恂さい北新地店 06-6147-9221 居酒屋 ⼤阪市北区 堂島１丁目５－３５⼤阪屋堂島レジャービル２Ｆ
61 旬彩軒 みずの 06-6131-6577 居酒屋 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－８リンデンビル地下１Ｆ
62 しょうち北新地 06-6346-3556 居酒屋 ⼤阪市北区 ⼤阪府堂島１丁目５－３８松井ビル２Ｆ
63 ＧＩＲＯＮＤʼＳ ＪＲ. 06-6344-2601 レストランバー ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目１－４０ジロービル３Ｆ
64 新どおぞの 06-6345-5771 和食 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目５－９レックスビル３Ｆ
65 新八景 06-6342-9494 居酒屋 ⼤阪市北区 堂島１丁目２－３１⼩川第２ビル１Ｆ，Ｂ１
66 すき焼き・しゃぶしゃぶ壱 06-6344-2929 しゃぶしゃぶ ⼤阪市北区 堂島１丁目２－１６ＫʼＳビル地下１Ｆ
67 鮨処 しばさき 06-6347-9550 寿司 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目７－８新日本新地ビル１Ｆ
68 鮓なか尾 06-6342-1077 寿司 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目２－５シルバービル１Ｆ
69 セラ・アンフィニィ 06-6341-9174 バー ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目１－１６クリスタル・コートビルＢ１Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663419174/index.html
70 鮮匠 東家 06-6131-6166 寿司割烹 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－４谷安ビルＢ１
71 惣菜酒房 きままや 06-4799-2777 居酒屋 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－４谷安ビル１Ｆ
72 新鮮活魚と七輪焼 たかさん 北新地 06-6344-7755 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目２－１６
73 高乃屋 06-6348-1400 炭焼 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目９－１５
74 ⽴ち呑み処ほんだ北新地店 06-6225-8848 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目４－１７ＹＵビル１Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00200526/index.html
75 たま葱 06-6348-8833 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目１０―１６永楽ビル９Ｆ
76 ⽟利 穂の河 06-6345-0367 和食 ⼤阪市北区 堂島浜１丁目3－22ビル堂島タウン１F
77 たらふく 北新地店 06-6344-4563 和食 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目１１－７ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663444563/index.html
78 だるま北新地店 06-6341-2710 串カツ ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目５－２５ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00154161/index.html
79 だるま きわ味 北新地店 06-6341-2730 創作串カツ ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目５－２５だるまビル３Ｆ
80 暖心 06-6347-0031 居酒屋 ⼤阪市北区 堂島１丁目４－２６⽟家ビル１Ｆ



(50音順)

店名 電話番号 業態 サントリーグルメガイドページ住所
81 陶菜 06-6343-1031 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目２－２２北リンデンビル３Ｆ
82 堂島⼩町 06-6343-8777 居酒屋 ⼤阪市北区 堂島２丁目１－３９日食物産ビルＢ１Ｆ
83 堂島米酒会所 06-6347-5589 居酒屋 ⼤阪市北区 堂島１丁目４－１０堂島サザンビル１Ｆ
84 堂島ホテル 日本料理 花⿃ 06-6341-3042 和食 ⼤阪市北区 堂島浜２丁目１－３１堂島ホテル７Ｆ
85 どおぞの 06-6345-5221 和食 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目５－６新地ＶＩＰビル１Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663455221/index.html
86 とみ乃家 06-6442-1234 おでん ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目７－２１エスパス北新地８－１Ｆ
87 とりひめＢｒｉｏ 06-6343-7333 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目７－３０
88 どん家 06-6341-7558 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目５－３２ボネールビル１Ｆ
89 ないな 06-6344-3022 和食 ⼤阪市北区 曽根崎新地１丁目１－43第2⼤川ビル１F
90 ⻑浜やっさん 06-6347-5039 ラーメン ⼤阪市北区 曽根崎新地１丁目5－4岩伸スプレッド・ビル3F
91 Bar 織田 06-6344-2220 バー ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目１０－１エスパシオンＹＡＭＡＤＡ４Ｆ http://bar-navi.suntory.co.jp/shop/0663442220/index.html
92 北新地 はし本 06-6348-9222 和食 ⼤阪市北区 堂島１丁目２－２３ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00285751/index.html
93 馬春楼 06-6341-8341 和食 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－３４ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663418341/index.html
94 びんちょう焼き八炭 06-6341-8088 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目１０－１６永楽ビル８０１号
95 バッテンよかとぉ北新地 06-4799-7447 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目１１－２４
96 花らっきょう 06-6345-0600 日本料理 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目９－９⿊井ビルＢ１
97 はまじま 06-6343-0001 居酒屋 ⼤阪市北区 堂島浜１丁目１－８ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00023205/index.html
98 barroca 06-6344-6626 バー ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目4－7
99 万菜 06-6342-0831 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目７－６新日本新地ビル東館１Ｆ

100 播⿃北新地本店 06-6343-2727 焼⿃ ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目２－２６
101 ひご家 ⼤阪北新地店 06-6343-3653 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目５－２１松木ビル５Ｆ
102 一口餃子 なか川 06-6345-0858 餃子 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－８堂島リンデンビル３０ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663450858/index.html
103 ぎょうざ専門 ぴん。 06-6347-5335 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目９－１２⼤雅ビルＢ１ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00006810/index.html
104 ふくのや 06-6341-2908 割烹 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目１－１１北陽ビル１Ｆ
105 豊後太郎 06-6344-3150 和食 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－１４堂島平八ビル２Ｆ
106 弁天 北新地店 06-6343-1551 和食 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目２－２７
107 京ちゃばな 北新地ほっこりほっこり 06-6345-2525 お好み焼 ⼤阪市北区 堂島１丁目２－１４⼩川第三ビル１Ｆ
108 北新地 穂の河 06-6345-3335 和食 ⼤阪市北区 堂島１丁目４－２ビールディング北新地４Ｆ
109 マイノリティ 06-6344-1558 ダイニングバー ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目７－４喜多一ビル４・５Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00026506/index.html
110 マツケン食堂 06-6344-1099 バル ⼤阪市北区 堂島１丁目３－１９堂島薬師堂ビル１Ｃ号
111 割烹 まつもと 永楽店 06-6341-6802 割烹 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目６－１９山名ビル１Ｆ
112 割烹 まつもと 堂島店 06-6341-6606 割烹 ⼤阪市北区 堂島１丁目２－２３田園ビル１Ｆ
113 ○壱 北新地店 06-6457-0001 和食 ⼤阪市北区 堂島１丁目２－１６ＫʼＳビル１Ｆ
114 萬 06-6341-5678 天ぷら ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目７－９エスパス北新地１１ビル１Ｆ
115 万ん卯 本店 06-6341-5555 おでん ⼤阪市北区 堂島１丁目２－３２トヨタビル１０２号
116 万ん卯 別館 06-6341-3555 おでん ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目６－１９山名ビル５Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663413555/index.html
117 三樹 06-6345-8186 串揚げ・串カツ ⼤阪市北区 堂島１丁目３－３６曽根崎ビル
118 みのり 06-6345-8920 鉄板焼 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目６－２３杉の家ビル１０４号 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00143834/index.html
119 みや玄 06-6347-0300 和食 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目７－１９エスパス北新地２１－２Ｆ
120 めだか 06-6341-8666 居酒屋 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－２８堂島センター１Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00120433/index.html
121 もぐら北新地店 06-6147-3661 和食 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目５－２３吉紹ビル２Ｆ
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122 緒々咲 北新地店 06-6454-1333 和食 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目５－６４Ｆ
123 もっこす Ｐｒｉｍｏ 06-6341-7012 居酒屋 ⼤阪市北区 堂島１丁目５－３７堂島地田ビル２Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663417012/index.html
124 おひと 06-6345-5265 焼⿃ ⼤阪市北区 堂島１丁目３－２９日宝新地レジャービル１Ｆ奥
125 焼鍋 孫家 06-6442-8011 鍋料理 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目２－２４ニューウメダビル３Ｆ３号
126 焼肉 蔵人 06-6342-9610 焼肉 ⼤阪市北区 堂島１丁目４－２３ヨシモトビル６Ｆ
127 焼肉どんどん北新地店 06-6442-8898 焼肉 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目１１－２４アスパービル１Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0664428898/index.html
128 焼肉 福園 06-6344-5740 焼肉 ⼤阪市北区 堂島１丁目３－３３新地萬年ビル５Ｆ
129 焼肉やまちゃん 06-6341-8929 焼肉 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目９－１２⼤雅ビル４Ｆ
130 総作居酒屋 ⼤和 06-6344-7477 居酒屋 ⼤阪市北区 堂島１丁目１－２０パールプラザ３Ｆ http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00150965/index.html
131 遊味 和寛 06-6347-5560 和食 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目１－４０ジロービルＢ１Ｆ
132 肉の極 義牛 06-6147-2075 焼肉 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目１－２８ひし好ビル２Ｆ
133 LIVE BAR MYWAY 06-6347-4419 バー ⼤阪市北区 曽根崎新地１丁目－１１－２０北新地HATBOYBLD7F
134 北新地 ＲＡＢＢＩＴ ＦＡＲＭ 06-6348-2528 ダイニング ⼤阪市北区 堂島１丁目４－２ビールディング北新地５Ｆ
135 酒亭 六根北新地 06-6344-0109 おでん ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目６－２４
136 北新地 Wa-Space わかつ 06-6343-0470 居酒屋 ⼤阪市北区 曾根崎新地１丁目７－４喜多一ビル２Ｆ
137 わか芽 北新地店 080-1496-1969 おでん屋 ⼤阪市北区 堂島１丁目２－２３－Ｂ１


