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〈大阪府〉
大阪市
中央区   5

出雲そば炭火やきとり  とびた
お好み焼き「匠」
味酒  かむなび
堺筋本町給油所一号店
志なのすけ  心斎橋店
志な乃亭  天満橋店
あたりや食堂  なんば店
出雲そば  マルト
玄三庵  淀屋橋odona店
山陰浜田港
米福酒場  淀屋橋店
シマネヤ
あたりや食堂  東心斎橋店

北区   7
割烹焼肉  松永牧場  北新地店
うを佐
大阪東急REIホテル  LITTLE MONSTER
６年４組梅田分校
西梅田ワイン酒場
米福  西梅田店
あたりや食堂  東通り店
玄三庵  西梅田店
玄三庵  OAP店
玄三庵  梅田エスト店

浪速区   9
そば切り  治太夫
元祖３４３鮨  大国町本店

城東区   9
うちげの魚  安来や
和dining  ＤＡＮＤＡＮ
居酒屋はる

福島区   10
志な乃亭  野田阪神店
あたりや食堂  福島店

西区   10
バルタザール

天王寺区   11
活旬「大枡」
志なのすけ  上六店
玄三庵  天王寺ミオプラザ館店
寿司ダイニングあさひ

都島区   11
志なのすけ  京橋店

阿倍野区   12
６年４組阿倍野天王寺駅前分校
米福酒場  あべのルシアス店

鶴見区   12
志な乃亭  鶴見本店

大正区   12
草鍋えんや  大正店

大阪北部
豊中市   13

志なのすけ  庄内店
cafe dining  かや

吹田市   13
わがまま  仲仁志

枚方市   13
志なのすけ  枚方店

摂津市   13
味な赤ちょうちん  だんだん

大阪南部
堺市   14

ステーキハウス村岡
酢し 肴  かう吉
志なのすけ  堺東店

〈京都府〉
京都市   14

磯焼き若たけ
米福  四条烏丸店
米福  木屋町店

〈奈良県〉
奈良市   15

２代目  出雲そば  だんだん

〈兵庫県〉
伊丹市   15

奥出雲そば処一福  伊丹店
山陰鮮魚  炭火焼居酒屋  地力

Index

居酒屋
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島根県の食材を使った料理や島根のお酒を提供して
いる関西の飲食店を「縁結び美味しまね認証店」
として認証しています。



おすすめの島根産品

住	 大阪市中央区谷町6丁目4-8
	 新空堀ビル1階
営	 17:00-27:00
休	 不定休
Ｐ	 なし
座席数	 20席
宴　会	 2名〜12名　貸切不可
アクセス	 地下鉄｢谷町六丁目｣1分
予算（目安）	 3,000円

おすすめの島根産品

住	 大阪市中央区上本町西3-3-24
営	 18:00-23:30
休	 日・祝
Ｐ	 なし
座席数	 20席
アクセス	 地下鉄｢谷町六丁目｣2分
予算（目安）	 3,000円

おすすめの島根産品

住	 大阪市中央区内久宝寺町2-7-12
営	 18:00-22:30
休	 月曜､月1回の連休
Ｐ	 なし
座席数	 13席
宴　会	 最大4名まで
アクセス	 地下鉄｢谷町六丁目｣5分
予算（目安）	 10,000円前後

おすすめの島根産品

住	 大阪市中央区南本町2-2-2
	 明治屋南本町ビル1階
営	 17:00-23:30
休	 日・祝
Ｐ	 なし
座席数	 53席（個室1室）
宴　会	 60名まで　貸切可
アクセス	 地下鉄｢堺筋本町｣1分
予算（目安）	 2,000円

住	 大阪市中央区東心斎橋2-8-26ー2F
営	 17:00-24:00
休	 無休
Ｐ	 なし
座席数	 147席（個室6室）
宴　会	 6名〜70名　コーナー貸切可
アクセス	 地下鉄｢心斎橋｣5分
予算（目安）	 2,300円〜3,000円

おすすめの島根産品

5

出雲そば炭火やきとり  とびた
TEL  06-6761-2121
大阪で出雲そばが味わえるお店です。
島根の逸品や地酒も多数取り揃えて
おります。

各種出雲そば
赤てん
あご野焼

お好み焼き「匠」
TEL  06-6762-4689
島根の美味しい食材を大阪の人に
紹介し、喜んでもらえることによって
楽しい店作りをめざします。

“石見ポーク”を使った肩ロース鉄
板焼き

味酒  かむなび
TEL  06-6765-0930
島根をはじめとして全国の日本酒の
良さを伝えたいとの思いで、居酒屋
をしています。

品揃え豊富な各種島根の地酒

堺筋本町給油所一号店
TEL  06-6261-9044
日本初、給油機から生ビールが給油（?）できます。 
セルフ給油だってOK！またお手頃価格でお召し上が
り頂ける本格石窯風ナポリピッツァも大人気です！

本格石窯風ナポリピッツァ各種
赤天

大
阪
市

志なのすけ  心斎橋店
TEL  06-6213-4710
フードもドリンクも、ぜ～んぶ税抜
300円均一！ おサイフを気にせず、
どんどんお召し上がりください！

隠岐の島		白バイ貝
サザエ
出雲卵



住	 大阪市中央区北浜東1-6
営	 16:30-24:00
休	 12/31〜1/3
Ｐ	 なし
座席数	 136席（個室6室）
宴　会	 6名〜50名　貸切可
アクセス	 京阪｢天満橋｣3分
予算（目安）	 2,500円〜3,000円

住	 大阪市中央区難波4-6-5
	 ナンバ進栄ビル1F
営	 15:00-24:00
休	 なし
Ｐ	 なし
座席数	 40席
宴　会	 不可　貸切不可
アクセス	 地下鉄｢なんば｣1分
予算（目安）	 2,000円〜2,500円

住	 大阪市中央区島町1-1-1
営	 11:30-14:30･17:00-23:30
休	 日曜
Ｐ	 なし
座席数	 30席（個室1室・6名まで）
宴　会	 2名〜30名　貸切可（20名以上）
アクセス	 地下鉄｢天満橋｣1分
予算（目安）	 昼1,000円まで、夜2,000〜3,000円

住	 大阪市中央区今橋4-1-1
	 淀屋橋odonaビルB1F
営	 平日11:30-22:00、土日祝11:30-21:00
休	 なし
Ｐ	 なし
座席数	 29席
宴　会	 不可　貸切可（アルコールなし）
アクセス	 地下鉄「淀屋橋｣直結
予算（目安）	 1,000円〜2,000円

住	 大阪市中央区難波3-7-19
	 GEMSなんば11F
営	 11:30-14:30・17:00-23:00
休	 月曜
Ｐ	 なし
座席数	 50席（個室3室）
宴　会	 60名まで　貸切可
アクセス	 地下鉄「なんば」1分
予算（目安）	 5,000円〜

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品
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志な乃亭  天満橋店
TEL  06-6946-3137
漁師さん直送の産直地魚の造りと地鶏料理の居酒屋。
魚も地鶏も毎日お店でさばいて提供します。美味なる
肴と旨い地酒で一献、のんびりおくつろぎください。

隠岐の島		白バイ貝
サザエ、藻塩米
奥出雲雲太、出雲卵

あたりや食堂  なんば店
TEL  06-6631-2020
産直鮮魚と天ぷらの立ち呑み屋。
アワビ踊り焼きが大人気！
地酒も充実

アワビ踊り焼き
隠岐誉
高正宗

出雲そば  マルト
TEL  06-6944-8882
出雲そば、島根の郷土料理、
島根の地酒が楽しめるお店です。

各種出雲そば
赤てん
あご野焼

玄三庵  淀屋橋odona店
TEL  06-6221-5539
旬の野菜を中心に39品目以上の食材
を使用した日替わり定食。約600kcal
になるよう献立を編んでおります。

39品目の健康定食（ご飯は全て吉
賀町産玄米「吉賀美玉」を使用）

山陰浜田港
TEL  06-6643-3185
浜田市と連携協定を結び､浜田港で水
揚げされる海産物（のどぐろ、アジ、鯖）を
漁場直送で召し上がっていただけます。

のどぐろ一夜干し
赤天
きむむすめ

大
阪
市



住	 大阪市北区堂島浜1-3-16		中西ビル3F
営	 11:30-14:00､17:00-23:00
休	 日・祝
Ｐ	 なし
座席数	 70席（個室12室）
宴　会	 50名まで　貸切可
アクセス	 JR｢北新地｣5分
予算（目安）	 昼900円、夜6,000円

住	 大阪市北区梅田3-1-1
	 JR大阪駅サウスゲートビル16F
営	 11:00-22:00
休	 元日
Ｐ	 あり（サウスゲートビル駐車場）
座席数	 48席（個室3室・6名〜20名）
宴　会	 6名〜20名
アクセス	 JR｢大阪｣1分
予算（目安）	 昼3,000円〜、夜5,000円〜

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

住	 大阪市中央区伏見町2-6-2		1F
営	 11:30-14:30・17:30-22:30
休	 土・日・祝
Ｐ	 なし
座席数	 32席
宴　会	 30名まで　貸切可
アクセス	 地下鉄「淀屋橋」3分
予算（目安）	 2,500円〜3,000円

おすすめの島根産品

住	 大阪市中央区高麗橋2-4-14
営	 17:00-27:00
休	 日曜、連休の場合は最終祝日
Ｐ	 なし
座席数	 38席
宴　会	 20名まで
アクセス	 地下鉄「北浜」1分
予算（目安）	 3,500円〜8,000円

住	 	大阪市中央区心斎橋筋1-3-10-1F
営	 15:00-24:00
休	 なし
Ｐ	 なし
座席数	 45席
宴　会	 不可　貸切不可
アクセス	 	大阪メトロ御堂筋線	心斎橋駅	5番出口から徒歩1分	

大阪メトロ	長堀鶴見緑地線	心斎橋駅	南10番出口から徒歩3分	
（心斎橋筋商店街からパルコと大丸の間の道を東へすぐ）

予算（目安）	 2,000円〜2,500円

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

7

割烹焼肉  松永牧場  北新地店

あたりや食堂  東心斎橋店

TEL  06-6341-2983
島根県益田市の株式会社「松永牧
場」より直送のＡ４、Ａ５ランクの黒
牛を１頭買いしています！

リブロースのみずな巻き
村上養鶏の生卵
きぬむすめ

うを佐
TEL  06-6344-0887

「はれ」の食空間を提供する舞台と
して、厳選された旬の食材を包丁と
手の冴えで活かします。

泳ぎイカの造り
おこぜ
岩かき

大
阪
市

米福酒場  淀屋橋店
TEL  06-6233-7707
米油１００％で揚げるサクサクの天
ぷらと島根・山陰の新鮮な魚介を豪
快に提供します！

山陰海鮮刺身５種盛り

シマネヤ
TEL  06-6227-8663

TEL  06-6245-3715

島根にとことんこだわった居酒屋です。大田市の
漁港から直送の魚、瑞穂からの産直野菜、地酒
を20種類も取りそろえた島根尽くしのお店です。

産直鮮魚と天ぷらの立ち飲み屋。
アワビ踊り焼きが大人気！
地酒も充実。　

お刺身瓦盛、熟成魚
赤てん、野焼き
隠岐の岩ガキ

出雲卵
奥出雲雲太
隠岐誉（日本酒）



住	 大阪市北区堂島1-5-17
	 堂島グランドビル1F
営	 11:30-14:30、17:30-23:00
休	 土・日・祝
Ｐ	 なし
座席数	 74席（個室11室）
宴　会	 50名まで　貸切可
アクセス	 地下鉄｢西梅田｣1分
予算（目安）	 3,000〜3,500円

住	 大阪市北区堂山町1-12-1F
営	 15:00-24:00
休	 なし
Ｐ	 なし
座席数	 67席
宴　会	 10名〜20名　貸切可
アクセス	 	大阪メトロ御堂筋線	梅田駅から徒歩6分	

大阪メトロ谷町線	東梅田駅から徒歩5分	
大阪メトロ堺筋線	扇町駅から徒歩5分

予算（目安）	 2,000円〜2,500円

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

住	 大阪市北区梅田3-4-5
	 毎日インテシオ2階
営	 17:00-23:00
休	 日曜
Ｐ	 150台
座席数	 118席（個室14室）
宴　会	 60名まで　貸切可
アクセス	 地下鉄｢西梅田｣5分
予算（目安）	 3,000円

おすすめの島根産品

住	 大阪市北区梅田1-1-3
	 大阪駅前第3ビル33階
営	 17:00-23:00
休	 無休
Ｐ	 なし
座席数	 88席（個室8室）
宴　会	 30名まで　貸切可
アクセス	 地下鉄｢東梅田｣5分
予算（目安）	 3,000円

おすすめの島根産品

住	 大阪市北区堂山2-1
営	 6:30-10:00､11:30-14:00
休	 無休
Ｐ	 24台
座席数	 95席（個室1室・20名）
宴　会	 数名から応相談（パーティープラン有）　貸切可
アクセス	 地下鉄｢東梅田｣7分
予算（目安）	 朝食1,650円　昼食1,100円

おすすめの島根産品

8

米福  西梅田店
TEL  06-6347-0888
米油１００％で揚げるサクサクの天
ぷらと島根・山陰の新鮮な魚介を豪
快に提供します！

山陰海鮮刺身５種盛り

あたりや食堂  東通り店
TEL  06-6949-8232
産直鮮魚と天ぷらの立ち飲み屋。 
アワビ踊り焼きが大人気！ 
地酒も充実。

出雲卵
奥出雲雲太
隠岐誉（日本酒）

大
阪
市

西梅田ワイン酒場
TEL  06-6442-5124
全席完全個室でイタリアンやお肉料理
を思う存分にゆったりとお楽しみいただ
けます。団体なら60名様までＯＫです。

２時間飲み放題付肉盛プレミアム
チーズフォンデュ食べ放題
きぬむすめ

６年４組梅田分校
TEL  06-6345-0604
地上１４８ｍの上層階から大阪駅
周辺が望めます。天空小学校として
地域に根ざした学校居酒屋です。

シーザーサラダ注射器添え

大阪東急REIホテル  L
リ ト ル

ITTLE M
モ ン ス タ ー

ONSTER
TEL  06-6315-0109
ホテル直営レストランの落ち着いた雰囲気でお気軽
にご利用頂けるメニューも充実しています。シェフ自
慢のコース料理もご用意し、幅広くご利用頂けます。

毎朝炊き立ての朝食ご飯



住	 大阪市北区梅田1-3-1
	 大阪駅前第１ビル1F
営	 11:30-22:00
休	 日曜
Ｐ	 なし
座席数	 36席
宴　会	 不可　貸切可（アルコールなし）
アクセス	 JR｢北新地｣1分
予算（目安）	 1,000円〜2,000円

住	 大阪市北区角田町3-25
	 梅田エスト　イーストエリア
営	 11：00-22：00
休	 エストのお休みに準じます
Ｐ	 なし
座席数	 38席
宴　会	 不可　貸切可（アルコールなし）
アクセス	 JR「大阪駅」地下鉄・阪急他「梅田駅」各5分
予算（目安）	 1,000〜1,500円

住	 大阪市浪速区幸町3-8-15
営	 11:30-14:00、17:30-21:30
休	 水、木
Ｐ	 なし
座席数	 22席
宴　会	 不可
アクセス	 JR｢大正｣5分
予算（目安）	 昼900円､夜2,000円

住	 大阪市浪速区敷津東2-5-15
営	 17:00-24:00
休	 水曜
Ｐ	 なし
座席数	 24席（半個室3室）
宴　会	 25名〜38名　貸切可
アクセス	 地下鉄｢大国町｣1分
予算（目安）	 4,000円

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

住	 大阪市城東区蒲生4丁目21-14
営	 日-木17:00-24:00、金土17:00-27:00
休	 月曜
Ｐ	 なし
座席数	 63席
宴　会	 可　貸切可（30名以上）
アクセス	 地下鉄｢蒲生四丁目｣2分
予算（目安）	 2,500円〜5,000円

おすすめの島根産品
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玄三庵  西梅田店
TEL  06-4795-2215
旬の野菜を中心に39品目以上の食材
を使用した日替わり定食。約600kcal
になるよう献立を編んでおります。

39品目の健康定食（ご飯は全て吉
賀町産玄米「吉賀美玉」を使用）

玄三庵  梅田エスト店
TEL  06-6136-6106
旬の野菜を中心に39品目以上の食材
を使用した日替わり定食。約600kcal
になるよう献立を編んでおります。

39品目の健康定食（ご飯は全て吉
賀町産玄米「吉賀美玉」を使用）

そば切り  治太夫
TEL  06-6562-0900
山陰地方産の玄そばを使用し、
自家製粉、手打ち、十割の出雲そば
を召し上がって頂けます。

島根、岡山の玄そばを使用した各
種出雲そば

元祖３４３鮨  大国町本店
TEL  06-6636-0343
店内には２段重ねの生け簀を設置してベテラン職人
が実用新案の２段重ね寿司（上が刺身で、下がお寿
司）、一度で二度美味しいどこにもない寿司屋です。

おまかせ盛り

大
阪
市

うちげの魚  安来や
TEL  06-6930-8583
月替わりで島根県の地酒を
多数ご用意してます。

日本海の魚を使ったお刺身松江瓦
盛り
赤てん



住	 大阪市福島区大開1-14-19
営	 17:00-24:00（金･土･祝日前日は25:00まで）
休	 無休
Ｐ	 なし
座席数	 147席（個室7室）
宴　会	 6名〜70名　貸切可
アクセス	 阪神｢野田阪神｣2分
予算（目安）	 2,800円〜3,500円

住	 大阪市西区靭本町1-6-1-1F
営	 月-土18:00-24:00
休	 日・祝
Ｐ	 なし
座席数	 17席
宴　会	 5名〜18名　貸切可（15名以上）
アクセス	 地下鉄｢本町｣5分
予算（目安）	 3,000円〜4,000円

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

住	 大阪市城東区今福西1-2-1
営	 17:00-24:00（23:00	L.O）
休	 月曜
Ｐ	 なし
座席数	 20席
宴　会	 可　貸切可（20名〜25名）
アクセス	 地下鉄｢蒲生四丁目｣5分
予算（目安）	 2,500円

おすすめの島根産品

住	 大阪市城東区今福東1-10-5	
	 今福ファミリータウン１F
営	 17:00-23:00
休	 木曜
Ｐ	 なし
座席数	 46席
宴　会	 コース3,500円〜5,000円（飲み放題付）
アクセス	 長堀鶴見緑地線「今福鶴見」2分
予算（目安）	 2,500円〜4,000円

おすすめの島根産品

住	 大阪市福島区福島5-14-8	山本ビル1F
営	 15:00〜24:00
休	 なし
Ｐ	 なし
座席数	 30席
宴　会	 不可　貸切不可
アクセス	 JR大阪環状線	福島駅	南側徒歩1分
予算（目安）	 2,000円〜2,500円

おすすめの島根産品
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志な乃亭  野田阪神店

居酒屋はる

TEL  06-6147-0001
漁師さん直送の産直地魚の造りと地鶏料理の居酒屋。
魚も地鶏も毎日お店でさばいて提供します。美味なる
肴と旨い地酒で一献、のんびりおくつろぎください。

隠岐の島		白バイ貝
サザエ、藻塩米
奥出雲雲太、出雲卵

バルタザール
TEL  06-6447-5220
出雲市で栽培した無農薬野菜と無
農薬で作った自然派ワインを気軽
に楽しんでいただけるお店です。

猪肉の煮込みパスタ

大
阪
市

和dining  ＤＡＮＤＡＮ
TEL  06-6939-4993
出雲市大社町出身の主（あるじ）が、
島根県の出雲そば、穴子一夜干し、
地酒などをお出しします。

あなごの一夜干し

TEL  06-6930-1585
島根県の特産、特に地酒（20種）と
隠岐の島直送（釣り船）の鮮魚に力
を入れて販売しています。

赤天、野焼、出雲そば
隠岐の島直送の鮮魚
地酒		20種

あたりや食堂  福島店
TEL  06-6485-8890
産直鮮魚と天ぷらの立ち飲み屋。
アワビ踊り焼きが大人気！
地酒も充実。

出雲卵
奥出雲雲太
隠岐誉（日本酒）



住	 大阪市天王寺区玉造元町3-2
営	 11:30-14:00・16:00-23:00
休	 第1･3月曜（祝日、祝日前の月曜は営業）、
	 12月〜1月は正月休み以外は休みなし
Ｐ	 なし
座席数	 140席（個室5室・12名〜46名）
宴　会	 4名〜40名
アクセス	 JR｢玉造｣1分、地下鉄｢玉造｣5分
予算（目安）	 2,500円〜

住	 大阪市天王寺区上本町6-2-12-2F
営	 16:00-24:00
休	 無休
Ｐ	 なし
座席数	 113席（個室6室）
宴　会	 6名〜35名　コーナー貸切可
アクセス	 地下鉄｢谷町九丁目｣2分
予算（目安）	 2,300円〜3,000円

住	 大阪市天王寺区悲田院町10-48
	 天王寺ミオプラザ館4F
営	 11:00-22:00
休	 なし
Ｐ	 なし
座席数	 50席
宴　会	 不可　貸切可（アルコールなし）
アクセス	 地下鉄｢天王寺｣直結
予算（目安）	 1,000円〜2,000円

住	 大阪市天王寺区上本町6-3-31
	 うえほんまちハイハイタウン1F
営	 17:00-23:00
休	 不定休
Ｐ	 なし
座席数	 33席
宴　会	 25名まで　貸切可
アクセス	 近鉄「上本町」
予算（目安）	 2,500円〜3,000円

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

住	 大阪市都島区東野田町4-9-16
営	 16:00-24:00
休	 無休
Ｐ	 なし
座席数	 146席（個室10室）
宴　会	 3名〜70名　貸切可
アクセス	 京阪｢京橋｣4分
予算（目安）	 2,300円〜3,000円

おすすめの島根産品
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野焼
赤天
割子そば

活旬「大
だ い

枡
ま す

」
TEL  06-6768-9768
出雲出身の先代が昭和53年に開店し
た居酒屋です。浜田港直送の魚や島根
の地酒（20蔵以上）取り揃えています。

志なのすけ  上六店
TEL  06-6762-6167
フードもドリンクも、ぜ～んぶ税抜
300円均一！ おサイフを気にせず、
どんどんお召し上がりください！

隠岐の島		白バイ貝
サザエ
出雲卵

玄三庵  天王寺ミオプラザ館店
TEL  06-6773-1055
旬の野菜を中心に39品目以上の食材
を使用した日替わり定食。約600kcal
になるよう献立を編んでおります。

39品目の健康定食（ご飯は全て吉
賀町産玄米「吉賀美玉」を使用）

寿司ダイニングあさひ
TEL  06-6773-3950
地酒と鮮魚、おばんさいの店。
各種宴会にもお使い下さい。

島根の地酒
エテカレイ塩焼き
赤てん

大
阪
市

志なのすけ  京橋店
TEL  06-6242-4030
フードもドリンクも、ぜ～んぶ税抜
300円均一！ おサイフを気にせず、
どんどんお召し上がりください！

隠岐の島		白バイ貝
サザエ
出雲卵



住	 大阪市鶴見区浜2-1-29
営	 月-金11:00-14:00･17:00-23:00、
	 土日祝11:00-23:00
休	 無休
Ｐ	 27台
座席数	 170席（個室5室）
宴　会	 3名〜70名　貸切可
アクセス	 市バス36｢浜｣1分
予算（目安）	 2,500円〜3,500円

おすすめの島根産品

住	 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-61
	 新宿ごちそうビルB1F
営	 17:00-23:30
休	 不定休（ビル休館日）
Ｐ	 なし
座席数	 58席（個室10室）
宴　会	 20名まで　貸切要相談
アクセス	 地下鉄｢天王寺｣1分
予算（目安）	 3,000円

住	 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1	
	 あべのルシアスB1F
営	 11:00-22:30
休	 なし
Ｐ	 なし
座席数	 41席
宴　会	 40名まで　貸切可
アクセス	 地下鉄「天王寺」2分
予算（目安）	 2,000円〜2,500円

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

住	 大阪市大正区三軒家東1-8-24
営	 17:00〜24:00
休	 不定休
Ｐ	 なし
座席数	 34席
宴　会	 貸切可
アクセス	 ＪＲ「大正」1分
予算（目安）	 3,000円〜4,000円

おすすめの島根産品
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志な乃亭  鶴見本店
TEL  06-6912-3715
170席の大箱の海鮮居酒屋。お昼は定食
もやってます。隠岐の島から届く新鮮な海
の幸と季節のお料理をお楽しみください。

隠岐の島		白バイ貝
サザエ、藻塩米
奥出雲雲太、出雲卵

大
阪
市

６年４組阿倍野天王寺駅前分校

米福酒場  あべのルシアス店

TEL  06-6625-0604

TEL  06-6645-1600

実用新案の学校風居酒屋です。
校長室でお酒が飲めますよ！

米油１００％で揚げる創作天ぷらと
漬けタレ串焼きが美味しい

島根県産野菜の入ったシーザーサ
ラダ注射器添え

出雲割子そば

草鍋えんや  大正店
TEL  06-6553-9797
農家直送野菜の草鍋をはじめ、島
根県産穴子白焼きと地酒

穴子
島根の地酒



おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

住	 豊中市庄内西町3-2-3
営	 16:00-24:00
休	 無休
Ｐ	 なし
座席数	 147席（個室8室）
宴　会	 6名〜65名　貸切可
アクセス	 阪急｢庄内｣1分
予算（目安）	 2,200円〜3,000円

住	 豊中市東寺内町13-23		ラ･メゾン2F
営	 ランチ：予約制、夜：18:00-24:00
休	 日曜（予約可）
Ｐ	 有料パーキングあり（徒歩3秒）
座席数	 25席
宴　会	 平日３名様より貸切可
アクセス	 北大阪急行｢緑地公園｣1分
予算（目安）	 昼1,000円〜､夜2,000円〜

住	 吹田市千里山西1-41-35
営	 17:00-24:00
休	 月曜
Ｐ	 なし
座席数	 18席
宴　会	 応相談　貸切可
アクセス	 阪急｢千里山｣4分
予算（目安）	 2,000〜3,000円

住	 枚方市岡東町19-20		エル枚方食遊館2F
営	 17:00-24:00（日・祝日は16:00から）
休	 無休
Ｐ	 なし
座席数	 118席（個室7室）
宴　会	 3名〜48名　コーナー貸切可
アクセス	 京阪「枚方｣3分
予算（目安）	 2,300円〜3,000円

住	 摂津市千里丘1-1-1
営	 17:00-23:00
休	 不定休
Ｐ	 なし
座席数	 25席
宴　会	 3名〜12名　貸切可（25名まで）
アクセス	 JR｢千里丘｣1分
予算（目安）	 2,500円〜4,000円
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志なのすけ  庄内店
TEL  06-6331-9882
フードもドリンクも、ぜ～んぶ税抜
300円均一！ おサイフを気にせず、
どんどんお召し上がりください！

隠岐の島		白バイ貝
サザエ
出雲卵

cafe dining  かや
TEL  06-6338-1010
駅徒歩1分。占い・ランチ・宴会など。
かや名物の「最大5時間飲み放題宴
会」はリピート率90％以上！

浜田市の赤天
隠岐誉
井ゲタ醤油（ドレッシング、ＴＫＧなど）

わがまま  仲仁志
TEL  06-6339-7363
魚料理を中心に、美味しい創作料理
をリーズナブルに提供。
しめは仁多米おにぎりで！

仁多米おにぎり

志なのすけ  枚方店
TEL  072-846-5240
フードもドリンクも、ぜ～んぶ税抜
300円均一！ おサイフを気にせず、
どんどんお召し上がりください！

隠岐の島		白バイ貝
サザエ
出雲卵

味な赤ちょうちん  だんだん
TEL  06-6339-0079
日替わりの一品をはじめ、割子そば、赤天、
浜田の一夜干しなどの島根の味とともに、
シェフの洋食もお楽しみいただけます。

赤天ぷら

大
阪
北
部

〈要相談〉〈アメブロ〉



おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

住	 京都市下京区木津屋橋通新町
	 東入東塩小路町579-31
営	 17:30-23:00
休	 日・祝
Ｐ	 なし
座席数	 20席
宴　会	 不可　貸切不可
アクセス	 JR｢京都」5分
予算（目安）	 3,000円

住	 京都市中京区阪東屋町657
営	 11:30-14:30･17:30-23:00
休	 なし
Ｐ	 なし
座席数	 48席
宴　会	 可　貸切可（50名まで）
アクセス	 阪急｢烏丸｣2分
予算（目安）	 昼850円､夜3,000円

おすすめの島根産品

住	 堺市堺区大町東3-1-15
営	 18:00-26:30
休	 水曜
Ｐ	 なし
座席数	 16席
宴　会	 可　貸切は応相談
アクセス	 阪堺「宿院」4分
予算（目安）	 6,000円

おすすめの島根産品

住	 堺市堺区北瓦町2-1-30
営	 17:00-24:00（日･祝日は16:00から）
休	 無休
Ｐ	 なし
座席数	 124席（個室6室）
宴　会	 3名〜34名　コーナー貸切可
アクセス	 南海｢堺東｣3分
予算（目安）	 2,400円〜3,000円

おすすめの島根産品

住	 堺市中区深井沢町3154		春木ビル2F
営	 17:30-23:00
休	 火曜
Ｐ	 あり（サービス券有）
座席数	 20席
宴　会	 貸切可（大人10名以上）
アクセス	 泉北｢深井｣3分
予算（目安）	 8,000円〜24,000円
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磯焼き若たけ
TEL  075-371-9391
ゆったりしたカウンターです。
おいしい浜田の干物をご用意して
お待ちしております。

浜田産のどぐろの干物

米福  四条烏丸店
TEL  075-252-2800
米油１００％で揚げるサクサクの天
ぷらと島根・山陰の新鮮な魚介を豪
快に提供します！

山陰海鮮刺身５種盛り

京
都
府

酢し 肴  かう吉
TEL  072-222-9830
佳撰隠岐誉の燗酒が好評です。
料理はコースがおすすめです。

隠岐の白いかや岩ガキなど季節ご
との隠岐魚介類
隠岐誉

志なのすけ  堺東店
TEL  072-282-8801
フードもドリンクも、ぜ～んぶ税抜
300円均一！ おサイフを気にせず、
どんどんお召し上がりください！

隠岐の島		白バイ貝
サザエ
出雲卵

大
阪
南
部

ステーキハウス村岡
TEL  072-278-1588
食べログベストレストラン２年連続受賞！幻の隠
岐牛・佐賀牛・オリーブ牛等極上のお肉をステー
キ・せいろ・しゃぶしゃぶで食していただけます。

幻の ｢隠岐牛｣せいろ蒸し



おすすめの島根産品

住	 京都市中京区材木町174		黄桜木屋町ビル
営	 17:30-23:30（月〜木）、
	 金土=24:00まで、日は23:00まで
休	 無休
Ｐ	 なし
座席数	 66席
宴　会	 可　貸切可（60名まで）
アクセス	 京阪｢三条｣4分
予算（目安）	 3,000円

おすすめの島根産品

住	 奈良市大宮町2-2-34
営	 18:00-21:00
休	 月･火
Ｐ	 3台
座席数	 14席
宴　会	 不可
アクセス	 JR｢奈良｣5分、近鉄「新大宮」10分
予算（目安）	 5,000円〜（要予約）

おすすめの島根産品

おすすめの島根産品

住	 伊丹市伊丹1-8-22-3
営	 11:00-21:00
休	 不定休
Ｐ	 提携駐車場あり
座席数	 23席
宴　会	 可　貸切可（16名〜要相談）
アクセス	 JR｢伊丹｣3分
予算（目安）	 1,000円

住	 伊丹市伊丹3-1-12
営	 17:00-23:00
休	 日・月
Ｐ	 なし
座席数	 	カウンター9席	

テーブル4人掛け1つ・6人掛け1つ
宴　会	 可
アクセス	 JR「伊丹」4分
予算（目安）	 3,500円
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米福  木屋町店
TEL  075-212-0003
米油１００％で揚げるサクサクの天
ぷらと山陰の新鮮な魚介を豪快に
お楽しみいただけます！

山陰海鮮刺身５種盛り

２代目  出雲そば  だんだん
TEL  0742-30-6566
おまかせのお料理と出雲そば、日本
酒やワインをご用意しております。

玄そば
日本酒
鮮魚

京
都
府

奈
良
県

兵
庫
県

奥出雲そば処一福  伊丹店
TEL  072-779-8050

「奥出雲そば処一福」の伊丹店。お勧めは舞茸天ぷらそ
ばですが、鍋料理や地酒も取り揃え、宴会にもご利用
頂けます。また飯南町などの県産品販売もしています。

のどぐろ一夜干し
どんちっちアジフライ
島根県産日本酒各種

山陰鮮魚  炭火焼居酒屋  地力
TEL  080-4649-4319
伊丹まちなかバル満足度ランキング５連覇しました！扱う商品は、
島根県立大学を卒業し、出雲市でのサラリーマン経験を活かした
独自ルートで仕入れを行っています。ご来店お待ちしております。

浜田港直送の鮮魚
江木の赤てん
大田市五十猛の干物
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https://www.kankou-shimane.com/
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https://www.shimane-f-buyers.jp/
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https://www.pref.shimane.lg.jp/osaka/
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https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/
kikan/osaka/magazine/
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https://www.shimane-bussan.or.jp/sb/
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