
店名 業態 郵便番号 住所 ＴＥＬ お店の情報サイト

魚魚家大阪マルビル店 居酒屋 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１丁目９－２０　大阪マルビルＢ２Ｆ 06-6458-0888 http://www.kawatomix.co.jp/totoya/marubiru/index.html

鮨処音羽（おとわ）　ＪＲ三越伊勢丹店 寿司 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３丁目１－３　ＪＲ大阪三越伊勢丹１０Ｆ 06-6485-7811 http://sushidokoro.otowa.ne.jp/

ハートンホテル西梅田ガーデンキッチン ビアホールレストラン 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３丁目３－５５ 06-6342-1101 http://restaurant.hearton.co.jp/kitchen/

ふくのや 割烹 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目１－１１　北陽ビル１Ｆ 06-6341-2908 http://www.kagaman.co.jp/hukunoya/

鮨処金城（きんじょう） 寿司 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目１－１３ 06-6341-6265

セラ・アンフィニィ レストランバー 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目１－１６　クリスタル・コートビルＢ１Ｆ 06-6341-9174 http://www.cellarinfini.com/

鮨処音羽（おとわ）　別館店 寿司 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目２－２２　北リンデンビル１Ｆ 06-6345-2125 http://sushidokoro.otowa.ne.jp/

君しま 割烹 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目２－２４　ニューウメダビルＢ１Ｆ 06-4797-8800

播鳥 北新地本店 焼鳥 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目２－２６ 06-6343-2727 http://www.banchou.co.jp/

弁天　北新地店 居酒屋 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目２－２７ 06-6343-1551 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00175223/index.html

十三トリス北新地 バー 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目３－３０　北新地幸田ビル１Ｆ 06-6147-2613 http://13torys.web.fc2.com/

しじみ 割烹 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目３－３０　ＫＯＨＤＡビル６０６号 06-6347-0385 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00232572/index.html

どおぞの 和食 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目５－６　新地ＶＩＰビル１Ｆ 06-6345-5221 http://www.doozono.com/shopinfo/

緒々咲（おおさか） 和食 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目５－６－４Ｆ 06-6454-1333 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00180203Z/index.html

孝鮨（こうずし） 寿司 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目５－９　谷安プレジールビル１F 06-6344-7675

新どおぞの 和食 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目５－９　レックスビル３Ｆ 06-6345-5771 http://www.doozono.com/shopinfo/new.html

ひご家　北新地店 居酒屋 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目５－２１　松木ビル５Ｆ 06-6343-3653

北新地 蕎麦割烹 福一 割烹 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目５－２１　松木興産ビル７Ｆ 06-6343-5211

だるまきわみ北新地店 創作串カツ 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目５－２５　ティアゼビル３Ｆ 06-6341-2730 http://www.kushikatu-daruma.com/kiwami/

すし貫 寿司 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目６－４　日宝ラフォーレ北新地ビル３Ｆ 06-6343-2500 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663432500/index.html

鮨あずま 寿司 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目６－１０　センチェリービル１Ｆ 06-6343-0678

まつもと永楽店 割烹 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目６－１９　山名ビル１Ｆ 06-6341-6802 http://www.kitashinchi-matsumoto.com/eiraku/index2.html

万ん卯（まんう）別館 おでん 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目６－１９　山名ビル５Ｆ 06-6341-3555 http://www.kagaman.co.jp/manubetu/index.html

おでん料理　六根　北新地店 おでん 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目６－２４ 06-6344-0109 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663440109/index.html

さだ家 寿司 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目６－２６　大森ビル１Ｆ 06-6341-8547

鮨処　平野 寿司 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目６－２７ 06-6345-3918 

下桂茶屋月波本店（しもかつらちゃやげっぱ） 寿司 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目７－６　新日本新地ビル東館 １F 06-4797-7776

久保 寿司 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目７－９　エスパス北新地１１　２F 06-6456-4566 http://sushi-kubo.jp/

大阪エリアで「マスターズドリーム」が飲めるお店リスト
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かどのや 和食 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目７－１９　エスパス北新地２１－１Ｆ 06-6341-8877 http://www.kagaman.co.jp/kadonoya/index.html

おでんとみ乃家 和食 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目７－２１　エスパス北新地８－１Ｆ 06-6442-1234 http://www.kagaman.co.jp/tominoya_menu/

いちえ北新地永楽町店 居酒屋 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目９－９　谷安ロワビル１Ｆ 06-4798-1801 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/T000013508/index.html

八炭（はったん） 居酒屋 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目１０－１６　永楽ビル８０１号 06-6341-8088 http://www.kita-shinchi-hattan.com/

たらふく北新地総本店 ふぐ・魚匠料理 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目１１－７ 06-6344-4563 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663444563/index.html

アズーロ イタリアン 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目１１－１１　永楽町スエヒロ本店ビル１Ｆ 06-6341-6022

バッテンよかとぉ北新地店 居酒屋 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地１丁目１１－２４　タカガワビルＢ１Ｆ 06-4799-7447 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0647997447/index.html

まつもと堂島店 割烹 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目２－２３　田園ビル１Ｆ 06-6341-6606 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663416606/index.html

はし本 割烹 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目２－２３　田園ビル２Ｆ 06-6348-9222 http://kitashinchi-hashimoto.com/

鮨処たかはし 寿司 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目２－３２　トヨタビル３Ｆ 06-6341-5507

万ん卯（まんう） おでん 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目２－３２　トヨタビル１０２号 06-6341-5555 http://www.kagaman.co.jp/manu/index.html

日本料理かが万 日本料理 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目２－３３　坂ビル１Ｆ 06-6341-2381 http://www.kagaman.co.jp/kagaman/index.html

酒肴人三昧人（しゅこうじんざんまいじん） 居酒屋 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目３－６　堂島メリーセンタービル２Ｆ 06-6341-5080 http://www.shukojin.com/

黒毛和牛料理ＣＯＷＣＯＷ 焼肉 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目３－９　日宝堂島センター１Ｆ 06-6348-1129 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00016871/index.html

馬春楼（ばしゅんろう） 馬肉料理 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目３－３４ 06-6341-8341 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663418341/index.html

星華（ほしのはな） 中華 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目３－３９　第２二葉ビルＢ１Ｆ 06-6346-5558 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00057397/index.html

風靡（ふうび） ステーキ 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目３－４０　スタック堂島ビルＢ１Ｆ 06-6348-9886 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663489886/index.html

暖心（だんしん） 和食 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目４－２６　玉家ビル１Ｆ 06-6347-0031 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663470031/index.html

弧柳（こりゅう） 割烹 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目５－１　エスパス北新地２３ 06-6347-5660 http://www.koryu.net/

日本料理　かこみ 割烹 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目５－２５　ホテルエルセラーン大阪Ｂ１Ｆ 06-6136-3135 http://kakomi.jp/

旬家　和しん 和食 530-0003 大阪府大阪市北区堂島２丁目１－２７　桜橋千代田ビル１Ｆ 06-4799-0840 http://shunya-washin.jp/

かん美 鳥料理 530-0003 大阪府大阪市北区堂島３丁目２－２１　伊藤ビル 06-6343-8338 http://www.kanbi-39.com/

肉彩一歩（にくさいいっぽ） 焼肉 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜１丁目３－２２　ビル堂島タウン１Ｆ 06-6170-2929 http://ippo4129.net/

堂島ホテル瑞兆（ずいちょう） 中華 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜２丁目１－３１　堂島ホテルＢ１Ｆ 06-6341-3280 http://www.dojima-hotel.com/restaurant/zuicho/

堂島ホテル花鳥（はなどり） 日本料理・寿司 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜２丁目１－３１　堂島ホテル７Ｆ 06-6341-3042 http://www.dojima-hotel.com/restaurant/hanadori/

御馥（いーふー）ダイビル店 中華 530-0005 大阪府大阪市北区中之島３丁目３－２３　中之島ダイビル３Ｆ３０４号 06-6225-2988 http://www.huangs-dining.com/

洋食Revoグランフロント店 洋食 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４丁目２０　グランフロント大阪南館７F 06-6359-3729 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00302951/index.html

花殿 ka－den梅田茶屋町店 近江牛料理 530-0012 大阪府大阪市北区芝田１丁目７－２　阪急かっぱ横丁２Ｆ 06-6445-8786

一馬力（いちばりき） 居酒屋 530-0021 大阪府大阪市北区浮田１丁目３－１４　浮田ビル２Ｆ 06-6377-5516

たらふく堂山店 ふぐ・魚匠料理 530-0027 大阪府大阪市北区堂山町９丁目８ 06-6315-8129 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0663158129/index.html

季膳（のりぜん） 居酒屋 530-0033 大阪府大阪市北区池田町６丁目６　ランドールイケダ１Ｆ 06-6353-0296 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00134356/index.html
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黒龍天神楼（こくりゅうてんじんろう） 中華バル 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋４丁目２－１２ 06-6353-9614 http://black-dragon9614.com/

ダイニングユー ダイニング 530-0043 大阪府大阪市北区天満４丁目１４－４　ストーク天神ハイム１Ｆ 06-6882-3388 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00273511/index.html

佳楽（からく） 日本料理 530-0047 大阪府大阪市北区西天満４丁目１２－２　オオシマビル１Ｆ 06-6130-5586

魚と釜飯ウオマチ 居酒屋 530-0047 大阪府大阪市北区西天満５丁目６－２６　コーポ伊勢町１Ｆ 06-6315-0722

ソネザキハイライト BAR 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎２丁目９―１８－２Ｆ 090-4039-4766

ウエスティンホテル大阪はなの 和食・鉄板焼 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１－２０ 06-6440-1066 http://www.westin-osaka.co.jp/restaurant/hanano/

ウエスティンホテル大阪故宮（こきゅう） 中華 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１－２０ 06-6440-1065 http://www.westin-osaka.co.jp/restaurant/kokyu/

西屋 ダイニング 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目１２－５　桝谷ビル３０２号 06-6302-5248

おかげさま 居酒屋 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町３丁目１１－１７ 06-6354-8838

太閤園料亭淀川邸 料亭 534-0026 大阪府大阪市都島区網島町９丁目１０ 06-6356-1111 http://www.taiko-en.com/restaurant/shop/964f98b257d8ebb.html

炭火焼肉かんてき千林 焼肉 535-0012 大阪府大阪市旭区千林１丁目１０－１７　ＤＳ千林駅前１Ｆ 06-6954-8929 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00111356/index.html

ルポンドシエル フレンチ 540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東６丁目９　ルポンドシエルビル 06-6947-0888 http://www.pont-de-ciel.co.jp/index.php?pid=profile

さがん 和風ダイニング 540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東６丁目９　ルポンドシエルビル 06-6947-0888 http://www.pont-de-ciel.co.jp/index.php?pid=sagan

吟酒海楽　和（かず） 居酒屋 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町３丁目１－７　大阪屋セントラルビル１Ｆ 06-6202-6267

ＢＲＡＶＵＲＡ（ぶらうﾞ－ら） イタリアンバール 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目６－３　ＮＭプラザ御堂筋ビルＢ１Ｆ 06-6484-6789 http://la-vineria.bravura.ciao.jp/

天ぷら一政（いちまさ） 天ぷら 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町３丁目４－１０　日宝御堂ビル１Ｆ 06-6282-7193 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00363490/index.html

賑わい個室Ｎａｒｉｋｏｍａｙａ本町店 居酒屋 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町３丁目６―１４　イトウビルＢ２Ｆ 06-6282-0885 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/T000011699/index.html

かしわや八金（はちきん） 鳥料理 542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前１４丁目９ 06-6537-7600

さかい　せせらぎ 居酒屋 542-0076 大阪府大阪市中央区難波１丁目７－１６　現代こいさんビル３Ｆ 06-6211-6102 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00054844Z/index.html

肉匠　なか田 ステーキ 542-0076 大阪府大阪市中央区難波１丁目７－１６　現代こいさんビル５Ｆ 06-6214-8989 http://www.fsa2001.com/main/index.html

琥珀（こはく） 寿司 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋２丁目７－１８　暫ビル１Ｆ 06-6484-0678

いろは宗衛門町 居酒屋 542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町３丁目３　キャナルサイトビルｓｏｕｅｍｏｎｃｈｏ３Ｆ 06-6214-0314 http://www.hakata-iroha.net/souemon.html

江戸前車鮓 寿司 542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町３丁目４ 06-6211-2788 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0662112788/index.html

希粋（きすい） 居酒屋 542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町４丁目１２　春帆ビル４Ｆ 06-6212-2191 http://kisui-osaka.com/

華蓮（かれん） しゃぶしゃぶ 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋２丁目７－１８　プライムスクエア心斎橋Ｂ１Ｆ 06-6213-8929 http://www.karen-ja.com/#/shinsaibashi

旬の素材レストラン たかつふじ 和食 543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町７丁目１１　高津ガーデン１Ｆ 06-6777-7524

黄龍 中華料理 543-0031 大阪府大阪市天王寺区石ｹ辻町１４丁目６　銭屋本舗ビル１Ｆ 06-6228-5054

ＢＡＴＡＢＡＴＡ（ばたばた） 立ち飲み 543-0072 大阪府大阪市天王寺区生玉前町１丁目２５ 06-6772-8694 http://www.team-tani9.com/bata2/index.htm

酒房　とまり木 居酒屋 550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀１丁目１－２　幸福ビル別館１Ｆ 06-6445-0039 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00033716/index.html

ラ・ポルタ イタリアレストラン 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目９－１　肥後橋センタービルＢ１Ｆ 06-6444-5916 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0664445916/index.html

うえの 居酒屋 550-0013 大阪府大阪市西区新町１丁目１３－３ 06-6543-6699 http://www.shinmachiueno.jp/

http://black-dragon9614.com/
http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00273511/index.html
http://www.westin-osaka.co.jp/restaurant/hanano/
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http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00363490/index.html
http://gourmet.suntory.co.jp/shop/T000011699/index.html
http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00054844Z/index.html
http://www.fsa2001.com/main/index.html
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オールドバー四ツ橋店 バー 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１丁目１－２９　四ツ橋ＭＴ長谷ビルＢ２Ｆ 06-6538-8510 http://oldkame.sakura.ne.jp/

ＢＡＲ ＡＲＯＭＡ バー 552-0001 大阪府大阪市港区波除３丁目８－１１　コアロード２０００－１階１０２号 06-6585-2255 http://bar-navi.suntory.co.jp/shop/0665852255/index.html

ＴＯＫＩＮ 居酒屋 553-0003 大阪府大阪市福島区福島７丁目１１－５１ 06-6453-2137 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0664532137/index.html

寿司バール漁祭 寿司 553-0003 大阪府大阪市福島区福島７丁目１４－１９　福島駅前ビル１F 06-4795-1717 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0647951717/

串かつ場ぁ聖天堂（しょうてんどう） 串カツ 553-0003 大阪府大阪市福島区福島８丁目１９－１９ 06-6940-6865 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00215924/index.html

江坂東急イン　ＳＨＡＮＧＲＩ-ＬＡ レストラン 564-0051 大阪府吹田市豊津町豊津町９丁目６ 06-6338-4095 http://www.esaka-i.tokyuhotels.co.jp/restaurant/

うまいもん酒家　鼓 居酒屋 567-0032 大阪府茨木市西駅前町８丁目７ 072-621-2333 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0726212333/index.html

海鮮だいにんぐおとと 居酒屋 567-0046 大阪府茨木市南春日丘７丁目５－１０　第２山本ビル１Ｆ 072-622-0002 http://ototoibaraki.wix.com/ototo

カジュアル和食にちりん茨木店 和食 567-0883 大阪府茨木市大手町２丁目６　丸吉ビル１Ｆ 0726-21-7855

宇久（うく） 居酒屋 569-0071 大阪府高槻市城北町２丁目１４－１１ 072-661-1880 http://www.ukuuku.com/

炭摂家 焼鳥 569-0803 大阪府高槻市高槻町１１丁目７ 072-683-7341 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0X00139601/index.html

志紀 鉄板焼・天ぷら 570-0025 大阪府守口市竜田通１丁目１－３ 06-6995-5033

ホテル・アゴーラ大阪守口 こよみ 日本料理 570-0038 大阪府守口市河原町１０丁目５ 06-6994-1185 http://www.hotelagora-moriguchi.com/contents/restaurant/shop/koyomi/

あ・じゃぽん 居酒屋 577-0801 大阪府東大阪市小阪２丁目１３－２３ 06-6787-7768 http://gourmet.suntory.co.jp/shop/0667877768/index.html

和風ダイニング二葉 居酒屋 590-0022 大阪府堺市堺区中三国ケ丘町１丁目１－３０　浅尾ビル１Ｆ 072-232-1716 http://futaba-leaves.com/mikunigaoka/menu/

てっぱんセサミ 鉄板焼 596-0823 大阪府岸和田市下松町１４６２ 072-441-6667 http://teppan-sesame.com/
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