
Nome 店名 郵便番号 住所 電話 ＨＰ/Facebook 最寄駅 特徴など ♪特典♪

◆　大阪市

BAR & GELATERIA  RAFFINATO
バール＆ジェラテリア 
・ラッフィナート

530-0005
大阪市北区中之島2-3-18 
フェスティバルプラザB1F

06-6228-3444 http://raffinato-ashiya.com 渡辺橋駅 バール＆ジェラテリア
全ての商品50円引き
（ご本人と同席の方1名様）

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 https://www.facebook.com/Daugotavoracalda
/

都島駅
野菜中心のイタリア郷土料理
ピエモンテ色と、自家農園のお料理

ドリンク１杯サービス（ご本人のみ）

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 http://la-vineria.bravura.ciao.jp/
淀屋橋駅
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
17:30-19:00、スプリッツ1杯サービス
（ご本人と同席の方1名様）

Nogarazza ノガラッツァ 530-6190 大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル 2F 06-6225-2950 http://nogarazza.jp/ 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
ソフトドリンク1杯サービス
(ディナーのみ、ご本人のみ)

Osteria Leb オステリア・レーブ 530-0005 大阪市北区中之島4-3-36 玉江橋ビル1F 06-6443-2014 https://www.facebook.com/Osteria-Leb-
604374972980958/

中之島駅
イタリア全土の料理を探求し表現する店。名物の「ムール貝の
海水蒸し」は必見！！

ローマのコーヒー豆「ブォンドルフィ・ブォンカフェ」を
使ったカフェをサービス（ご本人のみ）

Osteria Meta` Meta` オステリア・メタメタ 553-0004 大阪市福島区玉川1-2-51 06-6147-8739 https://www.facebook.com/osteriametameta/ 中之島駅
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！！

ディナー・タイムはウェルカム・ドリンクをサービス
（ご本人のみ）

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 https://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/2
7063533/

肥後橋駅 エミリア・ロマーニャ州の郷土料理をご用意！
食後のデザートサービス
（ご本人とご同席の方1名様）

Ristorante Colosseo リストランテ ・コロッセオ 542-0081 大阪市中央区南船場3-2-6 農林会館B1F 06-6252-2024 www.colosseo.co.jp 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
※トラットリア  ペペは姉妹店

ドリンク1杯サービス
（ご本人と同席の方全員）

Rosticceria da Babbo
ロスティッチェリーア
ダ・バッボ

530-0047 大阪市北区西天満2-7-17  寿ビルB1F 06-6232-8265 www.facebook.com/pages/Rosticceria-da-
Babbo/1418894915015952

北新地駅
淀屋橋駅
大江橋駅
西梅田駅

滋味深いトスカーナ料理とトスカーナワインの専門店
コース料理をご注文頂いたお客様に食前酒1杯サービス
(ご本人と同席の方1名様)

Trattoria PEPE トラットリア・ペペ 541-0055
大阪市中央区船場中央1丁目 
船場センタービル3号館B2F

06-6271-0037 http://www.colosseo.co.jp/pepe.html 堺筋本町駅
カジュアルな雰囲気の中で本格イタリアンとワインをお楽しみ
いただけます
※リストランテ コロッセオ姉妹店

グラスのイタリアワインまたは
ソフトドリンク1杯サービス
（ご本人と同席の方全員）

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
06-6443-3604

www.salire.jp 肥後橋駅 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
アルコール飲料含むドリンク1杯サービス
（ご本人とご同席の方1名様）

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 www.mano-e-mano-on.jp 肥後橋駅 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

ランチタイムのみカフェ2杯目サービス
（エスプレッソ、コーヒー、紅茶）、
ディナータイムのみスパークリングワイン1杯サービス
（ご本人のみ）

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 www.casaolearia-pace.com/ 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

ポイントカードのポイント2倍サービス
（ご本人のみ）

Cantina カンティーナ 541-0048 大阪市中央区瓦町1-7-3 06-6209-7221 http://facebook.com/cantina2001 堺筋本町駅 千数百本のワインの在庫！！
グラスワイン1杯サービス
（ご本人と同席の方全員）

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 http://www.salire.jp/bar-
goccio/index.html

肥後橋駅 旬の野菜を炭火焼で！
ドリンク1杯サービス
（ご本人と同席の方全員）

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 http://www.hotpepper.jp/strJQQQ866840 肥後橋駅
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！！

ドリンク1杯サービス
（ご本人と同席の方1名様）

Nijiro Arcobaleno
イタリア食堂  
ニジイロ・アルコバレーノ

550-0022 大阪市西区本田1-8-12 06-4393-7716 https://tabelog.com/osaka/A2701/A270401/2
7052383/

九条駅
イタリアの本場とギャップのない味・料理下町食堂の雰囲気が
味わえます

グラスワイン1杯サービス
（ご本人と同席の方1名様）

Pizzeria Osteria 
La ROCCIA

ピッツエリア・オステリア・ラ・ロッ
チャ

550-0002 大阪市西区江戸堀2-1-21 06-6445-7778 http://pizza-laroccia.com 肥後橋駅
オリジナルレシピの手ごねナポリピッツァが名物のナポリ食堂
です

ファーストドリンクを1杯サービス
（ご本人と同席の方1名様）

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 http://ameblo.jp/franciacorta87/ なにわ橋駅 フランチャコルタ専門ワインバー
お食事をした方に、プチデザートをサービス
（ご本人と同席の方1名様）

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 https://www.hotpepper.jp/strJ000448673/
西梅田駅
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

ドリンク（エスプレッソ・コーヒー・紅茶）を1杯サービス(ご本
人と同席の方全員）

Osteria  Pecora popola オステリア・ペコラポポラ 550-0013 大阪市西区新町2-16-2 阪田ビル1F 06-6536-2839 https://www.facebook.com/pg/pecorapopola/
photos/?ref=page_internal

西大橋駅
サルデーニャをベースとイタリア料理とワイン
イタリア産 サルーミ&フォルマッジのテイクアウト

ドリンクを1杯サービス
（ご本人と同席の方1名様）

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 http://www.anjou.co.jp 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

ハウスワイン（赤もしくは白）を1杯サービス
（ご本人と同席の方全員）

Trattoria Rokudai トラットリア・ロクダイ 537-0025 大阪市東成区中道2-4-7 06-6976-5855 緑橋駅 グラスワイン1杯サービス（ご本人のみ）

Trattoria Nico トラットリア・ニコ  530-0054
大阪市北区南森町2-1-
18　ジャスティス南森町1F

06-6367-2020 www.facebook.com/pages/Rosticceria-da-
Babbo/1418894915015952

南森町駅 ディナータイムのみカフェ1杯サービス（ご本人のみ）

Policalupo ポリカルポ 540-0021 大阪市中央区大手通1-3-7 日宝大手ビル1F 06-6910-6556 https://www.facebook.com/miyajunpolicalupo/ 谷町四丁目駅 自然派ワインのお店
グラスワインを1杯サービス
（ご本人と同席の方1名様）

La cuccina italiana UEKI
ラ クッチナイタリアーナ
ウエキ

550-0014 大阪市西区北堀江1-10-2 クレストギザビル1F 06-6110-0039
https://www.facebook.com/La-cucina-
italiana-UEKI-
1558450487737868/?ref=

四ツ橋駅 ランチタイムのみ食後のドリンク1杯サービス

Cuccagna クッカーニャ 550-0003 大阪市西区京町堀2丁目3-4 06-6136-3980 http://cuccagna.jp/ 肥後橋駅
ディナータイムのみオリジナルエスプレッソ1杯サービス
（ご本人のみ）

Officina del gusto オフィチーナ・デル・グスト 550-0003 大阪市西区京町堀2-2-15-103 06-6136-3980 https://buongusto.co.jp/business/bottega 肥後橋駅

イタリア食材のお店
オリーブオイルやヴィネガー、トマトソース、パスタなど、プ
ロの目線で選んだ良質イタリア輸入食材を中心に、様々な雑貨
も取り揃えた見ているだけでも楽しいお店です

500円以上お買上げでエスプレッソ1杯サービス

Trattoria & Pizzeria
Beato

トラットリア＆ピッツェリア
ベアート

540-0027 大阪市中央区鎗屋町1丁目4-2 06-6943-6090 谷町四丁目駅
ナポリピッツァ等クラシックな料理をベースに旬の食材を使っ
たメニューを黒板にてご紹介しています。

グループの皆様に食後酒1杯サービス

Casa tua Satoh
船大工通り店

カーサチュアサトウ
船大工通り店

530-0003 大阪市北区堂島1-4-26 玉家ビルB1 06-6348-0210 https://m.facebook.com/Casa-tua-Satoh-729538527121845/北新地駅
淀屋橋駅

ローマを中心としたイタリア全土のシンプルな伝統料理
アルコール飲料含むドリンク1杯サービス
（ご本人のみ）

DON FRANCO ドン フランコ－ナポリ料理 531-0071
大阪市北区中津1-13-17-104 
メロデーハイム中津3番館

06-6940-7050

https://www.facebook.com/pages/category/R
estaurant/Don-Franco-
%E3%83%89%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%8
3%B3%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83%AA%

中津駅 本格的なナポリ料理
食後コーヒー、アマロ、リモンチェッロのいづれかをサービス（
ご本人のみ）

Ciao チャオ 530-0005
大阪市北区中之島2-3-18 
中之島フェスティバルタワー 13F

06-6223-5001 肥後橋駅 10%OFF（一部商品、Set商品を除く）

Swissotel Nankai Osaka スイスホテル南海 542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 06-6646-1111 http://www.swissotel-osaka.co.jp/ 難波駅

眺望・個室・接待（タボラ36）、スポーツ中継・ビリアード台
有（ナンバー10）、個室・接待・ソムリエ（エンプレスルーム
）、顔合わせ・座敷（花暦）、ソムリエ・シェフが目の前で焼
き上げます（みなみ）、くし揚げ・ワインが充実・ソムリエ）
（シュン）

イタリアン「タボラ36」、スポーツバー「ナンバー10」、中国料
理「エンプレスルーム」、日本料理「花暦」、鉄板焼き「みなみ
」、ワイン＆ダイン「シュン」にて、
(ご本人と同席の方10名様までレストランご利用時に10%OFF)

◆　大阪府

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
https://www.instagram.com/portablu_201504
02/

阪急宝塚線  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

グラスワインもしくはソフトドリンクを1杯サービス
（ランチ及びディナー共に可、ご本人と同席の方1名様）

伊仏食堂  DAI イフツショクドウ ダイ 572-0838 寝屋川市八坂町14-16 ジョイフル寝屋川1F 072-397-2448 http://www.neyagawa-dai.com/ 寝屋川市駅
イタリアンとフレンチをベースにしたお店で
本格的なお料理を提供しています

スパークリングワインを1杯サービス（ご本人のみ）

il tempo  イルテンポ 571-0066 門真市幸福町1-42-101 06-7713-0413 http://picbear.com/il_tempo_ 古川橋駅 野菜が自慢のレストラン
アルコール飲料含むドリンクを1杯サービス
（ご本人と同席の方全員）

LA VERITA ラヴェリータ 560-0023 豊中市岡上の町4丁目1-7 パヴィヨン豊中B1 06-6848-3568 http://laverita-toyonaka.com/ 阪急宝塚線  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

アルコール飲料含むドリンク1杯サービス
（ご本人と同席の方1名様）

◆　奈良県

Music Saal Akishino 秋篠音楽名画鑑賞会 631-0821 奈良市西大寺東町2-4-1 0742-35-7070 大和西大寺駅 入場料1,000円 ⇒ 会員800円

Club Tourism café クラブツーリズムカフェ 630-8215 奈良市東向中町28番地 奈良近鉄ビル5F 0742-90-1000 近鉄奈良駅 全メニューより100円引き

https://www.facebook.com/Daugotavoracalda/
https://www.facebook.com/Daugotavoracalda/
http://nogarazza.jp/
http://nogarazza.jp/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/27063533/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/27063533/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/27063533/
http://www.colosseo.co.jp/
http://www.facebook.com/pages/Rosticceria-da-Babbo/1418894915015952
http://www.facebook.com/pages/Rosticceria-da-Babbo/1418894915015952
http://www.colosseo.co.jp/pepe.html
http://www.colosseo.co.jp/pepe.html
http://www.salire.jp/
http://www.salire.jp/
http://www.mano-e-mano-on.jp/
http://www.casaolearia-pace.com/
http://www.casaolearia-pace.com/
http://facebook.com/cantina2001
http://www.salire.jp/bar-goccio/index.html
http://www.salire.jp/bar-goccio/index.html
http://www.salire.jp/bar-goccio/index.html
http://www.hotpepper.jp/strJQQQ866840
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270401/27052383/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270401/27052383/
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270401/27052383/
http://pizza-laroccia.com/
http://ameblo.jp/franciacorta87/entry-11763090337.html
http://ameblo.jp/franciacorta87/entry-11763090337.html
http://www.hotpepper.jp/strJ000448673/
http://www.hotpepper.jp/strJ000448673/
https://www.facebook.com/pg/pecorapopola/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/pecorapopola/photos/?ref=page_internal
http://www.anjou.co.jp/
http://www.facebook.com/pages/Rosticceria-da-Babbo/1418894915015952
http://www.facebook.com/pages/Rosticceria-da-Babbo/1418894915015952
https://www.facebook.com/miyajunpolicalupo/
https://www.facebook.com/miyajunpolicalupo/
https://www.facebook.com/La-cucina-italiana-UEKI-1558450487737868/?ref=
https://www.facebook.com/La-cucina-italiana-UEKI-1558450487737868/?ref=
https://www.facebook.com/La-cucina-italiana-UEKI-1558450487737868/?ref=
http://cuccagna.jp/
https://buongusto.co.jp/business/bottega
https://m.facebook.com/Casa-tua-Satoh-729538527121845/
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Don-Franco-%E3%83%89%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83%AA%E6%96%99%E7%90%86%E5%BA%97-210916092844092/
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Don-Franco-%E3%83%89%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83%AA%E6%96%99%E7%90%86%E5%BA%97-210916092844092/
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Don-Franco-%E3%83%89%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83%AA%E6%96%99%E7%90%86%E5%BA%97-210916092844092/
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Don-Franco-%E3%83%89%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%9D%E3%83%AA%E6%96%99%E7%90%86%E5%BA%97-210916092844092/
http://www.swissotel-osaka.co.jp/
http://www.swissotel-osaka.co.jp/
https://www.instagram.com/portablu_20150402/
https://www.instagram.com/portablu_20150402/
https://www.instagram.com/portablu_20150402/
http://www.neyagawa-dai.com/
http://www.neyagawa-dai.com/
http://picbear.com/il_tempo_
http://laverita-toyonaka.com/


Nome 店名 郵便番号 住所 電話 ＨＰ/Facebook 最寄駅 特徴など ♪特典♪

◆　京都府

Ristorante Casa Bianca リストランテ カーサ ビアンカ 602-0832 京都市上京区今出川通寺町西入大原口町214 075-241-3023 http://www.casa-bianca.net/
出町柳駅
今出川駅

イタリア伝統地方料理をベースに
アットホームな空間、イタリアワインも豊富

グラスワイン又はジュース1杯サービス
(ご本人と同席の方１名様）

Ristorante divo-diva
リストランテ
ディボ・ディバ

604-8115 京都市中京区蛸薬師通高倉東入雁金町361 075-256-1326 http://www.divo-diva.jp
烏丸駅
四条駅

オーソドックスなイタリア料理、
落ち着いた空間、イタリア各地のワイン

ディナータイムのみ食前酒のサービス
（ご本人と同席の方1名様）

PIZZA MERCATO KYOTO ピッツァメルカート京都 600-8841
京都市下京区朱雀正会町1-1
KYOCA会館105

075-353-4777
https://www.facebook.com/pages/Pizza-
Mercato/1382241195398219

丹波口駅 新鮮な野菜が楽しめる、ナポリピッツァ専門店
アルコール含むドリンク一杯または
ジェラートシングルサイズサービス
（ご本人と同席の方1名様）

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 www.atelier-peacock.com/index.html
四条烏丸駅
四条河原町駅

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

店内全商品15％OFF
（ご本人のみ）

◆　兵庫県

Casareccio カサレッチョ 661-0033 尼崎市南武庫之荘1-22-23 06-6432-3232 http://casareccio.jp/ 武庫之荘駅
イタリアの家庭料理をベースにイタリア人の作る
本場ローマ料理

ドリンク1杯サービス（ご本人のみ）
同席の方全員1杯半額

Ristorante Raffinato
リストランテ
ラッフィナート

659-0016 芦屋市親王塚町13-15 岸の里ビル2F 0797-35-3444 http://raffinato-ashiya.com 芦屋駅 リストランテ
アルコール飲料含むドリンク1杯サービス
（ご本人と同席の方全員）

Ristorante Tredici リストランテ  トレディチ 650-0003
神戸市中央区山本通3-14-14 
トーアハイツ102号

078-231-5770 http://ristorante-tredici.jimdo.com/
三宮駅
元町駅

イタリアよりワインを直輸入
100年熟成バルサミコもあります
オンリーワンを目指しています

オールタイム、アルコール飲料を含む
ドリンク1杯サービス
（ご本人と同席の方全員）
※他のサービスとの併用不可。

Osteria L'aranceto
オステリア
アランチェート

650-0002
神戸市中央区北野町4-9-14 
山麓ハイツ地下1階 ローテローゼ内

078-251-9620 www.laranceto.jimdo.com 三宮駅
一級の食材を使ったイタリアの伝統料理、
地産地

ドリンク1杯サービス
（ディナータイム現金支払いに限る、
ご本人と同席の方全員）

due colori ドゥエ・コローリ 662-0825 西宮市門戸荘14-10 ピア門戸1F 0798-57-3822
https://www.rakuten.co.jp/duecolori/info.
html

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

店内全商品15％OFF
（ご本人のみ）
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