23 きっと勝つさんど ガゼボ

27 和献洋彩にんにん＆桃莉

すし吉のお寿司を食べたらよそいけまへん
ヨ！
！ 上巻寿司は、手土産にもお薦め。

ガゼボは貴女流のパーティーがおすすめで
す。きっと勝つさんどを添えて・
・
・

11時〜13時半、17時〜23時
（L.O.22時）
土曜日は夜のみ営業
休：日祝

11時半〜17時 18時〜22時
（夜は要予約）
不定休
dining-gazebo.com

ひとつの店舗で本格和食と中華が食べられ
る新しいお店です。 和中折衷コースが人気
です。 是非、一度お楽しみくださいませ。
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すし吉

Tel.06-6209-0777

Tel.090-5677-4123

Tel.06-6263-7778

11時〜21時30分
休：日

Tel.06-6947-7739

Tel.06-6949-8976

かみいし

伝統ある東横堀川に面し大きな窓の開けた
24 活ふく料理
28 ダイニングカフェ
Tel.06-6271-0255
和モダンの空間でおくつろぎ下さい。 大阪
Tel.06-4793-0606
では珍しい南信州地鶏を使用しています。 美味しい地酒と自慢のふぐ料理を、隠れ家
ランチメニューが豊富で美味しく、おしゃれ
カウンター9席のみで、1本1本丁寧に焼き
的な場所でごゆっくりお楽しみください。5
なカフェです。 営業時間外でも各種宴会承
上げます。
月から9 月まで鱧料理もご用意しております。
ります。
18時〜23時半L.O. (ネタなくなり次第終了)
11時〜14時
8時〜18時 不定休
休：月
17時〜23時
（L.O.22時半）
ふぐ品切れ次第閉店させていただきます。
休：日
ikefukukamiishi.web.fc2.com

25 四川

ガーデン

川辺の庭園を眺めながら、本物の四川料理
を是非、お召し上がり下さいませ。
月〜金、祝 11時〜14時
月〜土 17時半〜22時
休：日
（予約のみ日曜営業）

Tel.06-4963-2718

11

La Oliva

Tel.06-6263-9090

シティプラザ大阪
Tel.06-6947-7867

明るく開放的な都心のリゾートホテル。 和
洋 中 約４０種 のバイキング が 楽しめる「リ
ヴァージュ」
、旬の食材と料理人の腕が光る
日本料理「大江」、最上階からの展望が美し
い創作料理「龍宮」、
３つのレストランと１階
には無料で楽しめる天然温泉の足湯も。

アンティークな一軒家のお店。 おひとりで
も、
３〜１２名のグループの方もお気軽に。
営業時間は店舗により異なります。
当店主催で個別の婚活も実施中。 詳しくは
www.cityplaza.or.jp
ホームページで。
１７時半〜２３時半
（L.O. ２３時） 休：日祝
la-oliva.jimdo.com

1

GOKAN

北浜本館
（五感）

Tel.06-4706-5160

大正11年築の近代建築にある、大阪発の
洋菓子ブランド。

ショップ 9時半 〜20時
（日祝 〜19時）
サロン 9時半 〜19時半 L.O.
（日祝 〜18時半 L.O.）
www.patisserie-gokan.co.jp
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サロン喫茶 フレイムハウス
Tel.06-6226-0107
misalele39@gmail.com

昔懐かしハヤシライスが名物。 パパ手作
りハンバーグのロコモコハヤシとママの
スマイルでお寛ぎ下さい。ウクレレや落語
等の講座を開催しています。
アナログレコードのBGM、昭和を感じる
店内でごゆっくりどうぞ。
11時〜14時、18時〜22時
休： 土日祝
（イベント日はopen）
www.katana.cx/〜fureimu/
18 桂花団治の落語講座

5月22日(火)

21 作家 増山実の
「北浜街歩き街語り」

6月2日
（土 ）

Fujiya 1935
Tel.06-6941-2483

スペインやイタリアで修行したシェフに
よるモ ードスパ ニッシュのレストラン。
「ミシュラン」
3つ星に輝く名店。
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4

洋食屋ふじ家
Tel.06-6941-7283

「Fujiya 1935」の起源となった洋食店。
家族４代、70年にわたって続く老舗の味
が人気。
11時半〜14時 L.O. 18時〜21時 L.O.
休：日祝 第1月

2

シーズカフェ
Tel.06-6231-2088

東横堀川入り口にある水辺のカフェ。
朝 早くから営業。
8時〜17時

3

休：土日祝

Cacaotier Gokan

カカオティエ ゴカン 高麗橋本店
Tel.06-6227-8131

Cacaotier Gokan 高麗橋本店の2階に
チョコレートとアイスクリームを味わえる
専門カフェ。
月〜土 10時〜20時
（L.O.19時半）
日祝 10時〜19時
（L.O.18時半）
www.cacaotier-gokan.co.jp

5

コーヒースポット
クリフォード
Tel.06-6228-0589

昭和 の 香りが懐かしい店です。 サンド
イッチはどれもボリュームたっぷりで人
気！！
6時半〜17時
（土曜日は14時まで）
休：日祝

6

自家焙煎珈琲

濱田屋

Tel.06-6262-0688

プレミアムコーヒー豆をプレンドに仕上
げたcoﬀeeです。人気のシュークリームと
ご一緒に。
8時〜18時半 土 11時〜17時
休：日祝
www.hamadaya.ne.jp

7

ゼー六

Tel.06-6261-2606

アイスモナカが名物の老舗喫茶店。
9時〜18時 土 〜15時
休： 第2・4・5土日祝

-よこ逍遥 2018

１2
カフェ

お食事

月〜土 15時〜03時 日 15時〜2４時
休： 火祝
www.facebook.com/lodgeandespresso

26 スペイン食堂
ラ・オリーバ

29

カフェ

火〜金 11時半〜13時半 17時半〜23時
土 15時〜23時 日祝 15時〜21時
休）
月
（祝日の場合は営業、翌日休業）
www.ettoh.jp

12時〜13時L.O.(コースのみ・要予約)
18時〜20時L.O.(コースのみ・要予約)
休：日・第1,3,5の月
木ランチ不定休
fujiya1935.com

彩秀

Tel.06-4705-0123

昭和中期の木造建築をリノベートした川沿
いのカフェ。 都心のロッジをイメージした
空間で心地良い音楽とともに深夜まで。
お酒はもちろん、
こだわりのエスプレッソと
焼きたてのパニーノを。

越冬

大阪をはじめ、全国各地の個性豊かな日
本酒となにわの伝統野菜や泉州直送の
魚との楽しい
「出会い」
を気軽に楽しめる
お店です。

炭火焼鳥 いこか

escapé LODGE and ESPRESSO.

自家製パスタや自家製パン。手作りにこ
だわった料理と、素材を活かした調理法
で旬の食材を提供するイタリアン。コス
トパフォーマンスの高いワインと共にお
もてなしします。

Tel.06-6943-8161

11時半〜14時半
（土〜14時）
休：日祝

エスカペ ロッジ アンド エスプレッソ

ダ・フロンテ

Tel.06-6946-5161

31 楽酒楽肴

頑張ってます！
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Da 'Fronte

11時半〜14時、17時半〜23時
休：日祝

20 うどんそば処 うさぎや

21

30

