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店名 住所 電話 最寄駅 特徴など

美術史講座

イタリア語講読講座

ワンコイン講座

〒530-0005

大阪市北区中之島2-3-18

フェスティバルタワー17F

06-6227-8556
地下鉄 肥後橋駅

京阪 渡辺橋駅

イタリア文化会館-大阪の3講座の一部受講料としてお使い

いただけます。ワンコイン講座は、必ず7月10日までに講座

受付でワンコインチケット（3枚綴り）と交換してください

1
Nogarazza

ノガラッツァ

〒530-0047

大阪市北区中之島3-3-23

中之島ダイビル 2F

06-6225-2950
地下鉄 肥後橋駅

京阪 渡辺橋駅
京都和束町の有機野菜を使った体が元気になるイタリアン

2
Ottantasette

オッタンタセッテ

〒530-0047

大阪市北区西天満4-1-11

昭栄ビル1F

06-6360-9508
地下鉄 北浜駅

京阪 なにわ橋駅
フランチャコルタ専門ワインバー

3
Ristorante Salire

リストランテ　サリーレ

〒550-0001

大阪市西区土佐堀1-6-18 06-6443-3600
地下鉄 肥後橋駅

京阪 渡辺橋駅
大正建築の建物で さまざまなシーンでご利用いただけます

4
Mano e Mano

マーノ　エ　マーノ中之島

〒530-0005

大阪市北区中之島2-3-18

フェスティバルプラザB1F

06-4708-3517
地下鉄 肥後橋駅

京阪 渡辺橋駅
ナポリで修行したピッツァイオーロが焼くナポリピッツァ

5
Casa Olearia PACE

カーサ　オレアリア　パーチェ

〒540-0005

大阪市中央区上町B-2

サングリーン上町1F

06-6761-3350 地下鉄 谷町六丁目駅
イタリア産エキストラヴァージンオリーブオイル専門店。

試食可能。量り売り有り。

6
Cantina

カンティーナ

〒541-0048

大阪市中央区瓦町1-7-3
06-6209-7221 地下鉄 堺筋本町駅 千数百本のワインの在庫！！

7
Bar Mattina

バール　マッティーナ

〒550-0001

大阪市西区土佐堀1-1-21
06-6443-1289

地下鉄 肥後橋駅

京阪 渡辺橋駅
旬の野菜を炭火焼で！

8
Buona Forchetta

ボナ　フォルケッタ

〒550-0001

大阪市西区土佐堀1-1-6-101

クリスタルビル1F

06-6443-0888
地下鉄 肥後橋駅

京阪 渡辺橋駅

石窯でクヌギの薪を使い、ボリューム満点のアンティパスト、ナ

ポリピッツァ、鮮魚、旬野菜等を提供しております！！

9

Osteria Gaudente

オステリア　ガウダンテ

大阪梅田

〒530-0001

大阪市北区梅田1-11-4

大阪駅前第４ビル B1

06-6344-8685

JR大阪駅

阪急 梅田駅

阪神 梅田駅

JR東西線 北新地駅

地下鉄　東梅田駅

イタリア人シェフプロデュースの本格イタリアンです

10

Italian&Natural wine

PORTA BLU

ポルタ　ブル

〒560-0021

豊中市本町6-1-1

ヒルズワンビル２F

06-6849-7070 阪急 豊中駅

熊本天草で漁師を営む父より直送される

鮮魚を使ったお料理がおすすめ！！！

全てアラカルトでお召し上がりいただけます

11
Osteria Meta` Meta`

オステリア　メタメタ

〒540-0026

大阪市中央区内本町2-4-3-101
06-6147-8739 地下鉄 堺筋本町駅

トスカーナの郷土料理やフィレンツェ名物、

迫力のＴボーンステーキも食べれます‼

12
La Vineria Bravura

ラ　ヴィネリーア　ブラヴーラ

〒541-0047

大阪市中央区淡路町3-6-3

NMプラザ御堂筋B1F

06-6484-6789
地下鉄 淀屋橋駅

地下鉄 本町駅
カフェ一杯からディナーまで、イタリアを楽しむお店

13
Ristorante Colosseo

リストランテ　コロッセオ

〒542-008

大阪市中央区南船場3-2-6

農林会館B1

06-6252-2024 地下鉄 心斎橋駅

イタリア政府公認の正統派イタリア料理店。

イタリア人が食べたい本当のイタリア料理を

リストランテとしての風格とサービスでおもてなし。

14
Trattoria　PEPE

トラットリア　ペペ

〒541-0055

大阪市中央区船場中央1-4-3

船場センタービル3号館B2F

06-6271-0037 地下鉄 堺筋本町駅
カジュアルな雰囲気の中で本格イタリアン

そしてワインを楽しめる

15
Da Ugo

ダ　ウーゴ

〒534-0014

大阪市都島区都島北通1-2-4 1F
06-6927-7009 地下鉄 谷町線都島駅

野菜中心のイタリア郷土料理。

どちらかといえばピエモンテ色と、自家農園のお料理

16
Al SODO

アル　ソード

〒550-0001

大阪市西区土佐堀2-3-5

菅澤眼科ビル1F

06-7502-5318 地下鉄 肥後橋駅 エミリア・ロマーニャ州の郷土料理をご用意！

17

TAVERNA

IL MERCATO ANGELO

タヴェルナ

イル　メルカート　アンジェロ

〒542-0081

大阪市中央区南船場4丁目

クリスタ長堀地下街7号

06-6282-2188
地下鉄 心斎橋駅

地下鉄 四ツ橋駅

19年目のタヴェルナ

郷土料理にこだわったお店です

18
due colori

ドゥエ・コローリ

〒662-0825

兵庫県西宮市門戸荘14－10

ピア門戸1F

0798-57-3822 阪急 門戸厄神駅

直接ヨーロッパで買い付けしたレディースウェアを

中心に扱うセレクトショップです。

スタイリングもご相談させて頂きます。

19
atelier peacock

アトリエ  ピーコック

〒604-8123

京都市中京区堺町通四条上ル

八百屋町544 AXIS錦小路1F

075-255-5520
阪急 烏丸駅

地下鉄 四条駅

イタリアを中心とした輸入生地を中心に使用した

婦人服オーダーメイド専門店

20
Osteria da Paolo

オステリア　ダ　パオロ

〒530-0003

大阪市北区堂島2-1-24

堂島アーバンスクエア1Ｆ

06-6345-1515
地下鉄西梅田駅

JR東西線 北新地駅

京阪 渡辺橋駅

21
NEW

Casa tua Satoh

カーサ　チュア　サトウ　船大工通り店
※本店ではお使いいただけません

〒530-0003

大阪市北区堂島1-4-26

玉家ビル地下1Ｆ

06-6348-0210
地下鉄西梅田駅

JR東西線 北新地駅

手動スライサーで切る生ハム・サラミ、手打ちパスタ、生産者

や猟師から届く食材、ソムリエ厳選ワインなど

21
NEW

LA VERITA

ラヴェリータ

〒560-0023

大阪府豊中市岡上の町4-1-7 B1F
06-6848-3568 阪急　豊中駅

加熱水蒸気オーブンを使用し、栄養・健康を考える人の

イタリア料理

2018年 夏期講座 早期申込 特典クーポン 利用可能店リスト

（ご利用可能期間　2018年6月1日～7月10日）

カルタレオナルド提携店


