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04 エクチュア からほり「蔵」本店
チョコレート専門店

大阪市中央区谷町6-17-43

定番商品の塩チョコを求め、足繁く通って
います。バレンタイン前は超満員のお店

11:00~20:00

06-4304-8077
水曜（祝日営業）

全面禁煙
こども歓迎

電子マネー可

01 楽庵（ラクアン）
高級中国茶カフェ

大阪市中央区松屋町住吉4-1-101

気軽に中国茶や高級プーアル茶の飲
み比べができるカフェ！お茶会開催も

11:00~19:00

06-7669-0161
なし

電子マネー可
全面禁煙
予約歓迎

食べる

飲む Osaka Karahori
Food & Drink

03 Thai Kitchen KARAHORI（タイキッチンカラホリ）
本場シェフのタイ料理

大阪市中央区松屋町4-4

空堀商店街の西サイドに居ながら、雰囲気
も味も“本場タイ”を味わえます。

11:30 ～ 14:30（ランチ）
18:00 ～ 21:30（ディナー）

06-6764-5225
月曜

全面禁煙
予約歓迎

02 sandwiches（サンドイッチズ）
サンドイッチとアンティーク家具のカフェ

大阪市中央区南船場 1-4-8-1F

手作りサンドイッチでひと休み、
ほっこりできるアンティーク空間

8:00~18:00（月・木・金曜） 

8:00~14:00（火曜） 

9:00~18:00（土・日曜）

06-6226-7668
水曜・不定休

電子マネー可
予約歓迎

06 炭焼居酒屋 けむり
炭で焼く美味しさを体感して下さい

大阪市中央区谷町 6-18-14

物腰柔らか潮ちゃんの炭焼き料理。
お造り焼きアテ、お酒すすみます

11:45~14:30（ランチ）

18:00~26:00（ディナー）

06-4304-8411
火曜

喫 煙 可 
予約歓迎
こども歓迎

07 遊びなぁ たみんち
琉球カフェ

大阪市中央区谷町6-18-14

ゆるい時が流れるたみさんの料理。
酔う程に島国へいざなわれます

11:30~14:30
18:00~23:00

06-7181-3488
水曜・第3木曜

予約歓迎
こども歓迎

全面禁煙

08 古民家 Dining からほり製作所。
古民家バル

大阪市中央区谷町6-18-11

かっちゃんが作るほっこりバル料理。
がっつりアテ呑みどうしましょ

12:00~14:00（ランチ）
17:00~23:00（ディナー）

06-6777-1433
月曜、第三火曜（変更有）

予約歓迎
こども歓迎

電子マネー可

05 アカデミーカフェ
カフェ＆ギャラリー＆犬OK

大阪市中央区谷町 6-17-43

誰かに教えたい、めずらしいこと
好きにぴったり謎のカフェ

11:00~19:00 or 21:00

090-9255-8216
水曜（祝日営業）

全面禁煙 
予約歓迎

電子マネー可

09 保護ねことVEGANのお店neu。（ネウ）
猫と里親さんを繋げられる場所

大阪市中央区谷町 6-17-5

ニャンコ可愛くお料理も美味しく
ついつい長居しちゃいます

13:00~21:00（平日）

12:00~20:00（土日・祝）

06-4305-3584
不定休

全面禁煙 
電子マネー可

こども歓迎

10 Lueca（ルエカ）
手作りサンドイッチのお店

大阪市中央区谷町6-10-23-1F

お店で毎日手仕込みのカツサンドは
絶品！フルーツサンドもおすすめ

8:00~17:00

06-4304-2873
日曜・祝日

予約歓迎

11 カンパニオ
ごはんとお酒

大阪市中央区谷町 6-10-28-1F

日替わりのおばんざいで健康的
な食事を。夜はお酒も飲めます！

11:30~23:00（月 ~ 木） 
17:00~23:00（金）

13:00~21:00（日・祝）

080-8533-7178
土曜・不定休

喫 煙 可 
予約歓迎
こども歓迎

12 スパイス酒場AAMA（アマ）
お酒と釜焼きナン

大阪市中央区谷町6-10-28

優しいスパイス使い、しんちゃんの
おつまみカレーが楽しめる酒場

12:00頃~（ランチタイム）
18:00頃~（酒場タイム）

080-9096-6453
6のつく日＋不定休

喫 煙 可
予約歓迎

13 Pizzeria Morita（ピッツェリア モリタ）
イタリア料理 ピザ専門店

大阪市中央区谷町6-10-1

世界大会で日本人で初めて優勝した
店主が作る本格ピッツァのお店

11:30~14:30（L.O.14:00）
18:00~22:30（L.O.22:00）

06-6777-1783
火曜・不定休あり

全面禁煙
予約歓迎

14 麦酒やポゴジロー
クラフトビールと中華のお店

大阪市中央区安堂寺町 2-3-14

手作り焼売とクラフトビールで
楽しい一時をお過ごし下さい！

17:00~25:00（平日）

15:00~25:00（土・日曜、祝日）

080-1454-5022
不定休

喫 煙 可 
予約歓迎
こども歓迎

15 ジョニーのからあげ 松屋町店
関西No.1大分唐揚げ専門店

大阪市中央区安堂寺町 2-3-13-1F

本当に美味しい唐揚げはココ！
パンチの効いた味は専門店ならでは

12:00~14:00（平日・土曜）

17:00~23:00（平日・土曜）

12:00~21:00（日曜・連休最終日）

06-6762-4421
不定休 喫 煙 可 

予約歓迎

電子マネー可

16 galleryとcafeこここ（ギャラリーとカフェこここ）
ハンドドリップコーヒーとプリンが人気のカフェ

大阪市中央区安堂寺町2-3-28

自家製焼菓子も豊富でアルコールもあって様々
なシーンで利用できる。朝8:00～も嬉しい！

8:00~21:00

なし
土曜、不定休

全面禁煙
こども歓迎

電子マネー可

17 bar&room spin（スピン）
サインポールが目印の小さなバー

大阪市中央区安堂寺町 2-2-14

さっぱり心地よさにゆっくり更けていく時間を堪能
できるBAR。営業日はInstagramでCheck！

17:00~23:30 （L.O 23:00）

なし
不定休

電子マネー可
禁煙（電子タバコ可）

18 deli,cafe&bar tulák（トゥラーク）
ごはんもあるカフェバー

大阪市中央区安堂寺町2-2-10

ご飯もアテもお酒もいっぱい用意
して、ともみさんが待ってるよ

18:00~24:00

050-6876-9015
火曜、その他不定休

喫 煙 可
予約歓迎

19 炭焼食堂てぃーの店
超希少部位アレニエが味わえる

大阪市中央区内久宝寺町3-1-15

備長炭で炙った稀少部位アレニエが名物。
キッズルーム有で親も安心して呑めます。

11:00~14:00（L.O.13:30）
17:00~24:00（L.O.23:00）

06-4397-4533
日曜

全面禁煙
予約歓迎
こども歓迎

20 谷町わらかし
麹料理と地酒

大阪市中央区粉川町4-3-1F

麹を調味料に使った「うまみ」が光る
居酒屋。小ぶりな店内も落ち着く

11:30~14:00（L.O13:30ランチ）
17:00~22:00（L.O21:00ディナー）

06-6765-1080
水曜（夜のみ）・土曜、祝日（SNS参照）

予約歓迎
こども歓迎

21 土鍋麻婆 浜やん
子どもから大人まで辛さ選べる麻婆豆腐

大阪市中央区谷町5-6-1

ぐつぐつ～の赤と白の麻婆！一度食べ
たら通いつめること間違いなし！

11:00~14:00
17:00~23:00

06-6763-0336
木曜

全面禁煙
こども歓迎

22 slow life café hinatabocco ひなたぼっこ
みんなのくつろぎカフェ

大阪市中央区谷町6-13-11

甘味に甘酒・甜菜糖・蜂蜜などをつかった、
手づくりの米粉の焼菓子がおいしい！

13:00~17:00

なし
不定休※SNSで要確認

全面禁煙
こども歓迎

23 スパイス堂
南アジアのスパイスの販売とスパイスカレー

大阪市中央区谷町6-13-6

カレーを食べて、質問して、スパイス
を買う！ができるお店

11:30~21:00
※変更の場合あり

06-7708-1611
火曜

電子マネー可
こども歓迎
全面禁煙

24 書肆喫茶mori
海外コミックスのブックカフェ

大阪市中央区谷町 6-14-2

見たことないマンガばっかり！ロシア料理って
美味しい！私、リピーター確定です！

06-7501-6763
不定休

12:00~21:00
12:00~20:00（水曜）

全面禁煙 

25 MOITIÉ（モワティエ）
焼き菓子とケーキ

大阪市中央区瓦屋町1-6-2

どのケーキも納得の美味しさ。
オーダーケーキも可愛くて人気！

11:00~19:00（イートインなし）

06-6766-0156
水曜（火曜は生ケーキ販売なし）

予約歓迎

26 CRYDDERI CAFÉ（クーデリーカフェ）
カフェ・雑貨・ギャラリー

大阪市中央区瓦屋町 1-6-2-1F

18周年を迎えたカフェ！日替りランチ
にスイーツ、可愛い雑貨もあります

11:00~19:00
11:30~14:30（ランチタイム）

14:30~19:00（カフェタイム L.O.18:00）

06-6762-5664
水曜（祝日営業、振休あり） 全面禁煙

電子マネー可

27 上海ロンタン
上海喫茶店・文化商品

大阪市中央区瓦屋町1-6-3-2F

塩鶏の丸蒸し焼きがイチオシ！
テイクアウト＆デリバリーもOK！

11:30~20:30（L.O.20:00）

06-6777-9591
不定休

全面禁煙
予約歓迎
こども歓迎

28 Bistro Galop（ビストロ・ギャロ）
フレンチ ビストロ

大阪市中央区瓦屋町1-1-1

本格ビストロ料理はテイクアウトやクール便（要予約）
も対応していておうちでも本格料理を楽しめますよ！

17:00~22:00（L.O.）

06-6762-1016
水曜

全面禁煙
予約歓迎

29 ちょい発酵カフェ 風味堂（フウミドウ）
風味を楽しむ小さなカフェ

大阪市中央区谷町6-17-12

飾らない店主が営むカフェは、身体に
やさしい＆うまみが溢れる場所

11:30~17:00（平日）
11:30~21:00（金・土・日曜、祝日）

070-8313-7452
火曜、不定休

電子マネー可
全面禁煙
予約歓迎

30 十五番カフェ
レトロでモダンな和カフェ

大阪市中央区谷町6-16-23-2/3F

焼きたてのお団子や数量限定ランチを
味わえる、お団子屋さんが営むカフェ！

11:00~17:00（L.O.16:30）

06-6777-5148
水曜

全面禁煙
予約歓迎

31 から天 空掘天ぷら飯
揚げたて天ぷら専門店

大阪市中央区谷町6-15-17

昼も夜も同額の良心的なお店。勿論、
天ぷらは衣パリパリっで中身フワッフワ。

11:00~14:00 
17:00~21:30（L.O.）

06-7181-2047
水・木曜

32 野菜御飯 幻想植物園（ゲンソウショクブツエン）
25種類の野菜のランチ♪

大阪市中央区谷町6-15-21-B1F
11:00~15:30（L.O.15:00）

090-9251-7848
日曜

野菜たっぷりの日替御膳¥1,000を
アンティーク感溢れる店内で♪

全面禁煙

33 饂飩とお酒  からほりきぬ川
うどんとお酒の店

大阪市中央区谷町 7-6-35

とり玉天ぶっかけ¥850、のど越し
のよい麺と昆布出汁のおうどん

11:20~14:00（L.O. ランチタイム）
＜土日は 14:30 L.O.＞

17:30~20:30（L.O. ディナータイム）

06-6761-7744
月夜・火曜

全面禁煙

34 豚饅まつおか
豚まん専門店

大阪市中央区谷町7-6-1

ちょうどいい大きさの手作り豚
まん。隠し味は赤味噌ですって！

10:00~19:00

06-6765-6162
木曜

予約歓迎
こども歓迎

35 谷町六丁目  道勝 café（ミチマサカフェ）
ステンドグラスの古民家カフェ

大阪市中央区谷町 6-4-20

ステンドグラスを眺めながらのコー
ヒーは絶品！私も虜になりました！

10:00~18:30（L.O. 18:00）

06-6796-9017
不定休

電子マネー可
全面禁煙
予約歓迎

36 カレーの店 らんらんルー
欧風×イタリアン×スパイス

大阪市中央区谷町6-4-8-1F

濃厚で旨味たっぷりの手作りカレーは、
やみつきになる味でファンも多い！

11:30~20:30（L.O.）

06-7174-1594
水曜

電子マネー可
全面禁煙
こども歓迎

37 LA・PAN 空堀店 （ラ・パン）
シルクのような口溶けのクリーミー生食パン

大阪市中央区谷町7-2-2

生クリームが入ったとってもリッチ
な食パンを是非一度ご賞味あれ！

11:00~売切れ次第終了

06-4304-6565
なし

電子マネー可
予約歓迎

38 BeansCafe＆Gallery 片岡（ビーンズカフェアンドギャラリーカタオカ）
お豆のスイーツとカフェとギャラリー

大阪市中央区谷町7-2-2-1F

名物の白いおぜんざいとスペシャリティー
コーヒー！人を繋ぐギャラリーも必見！

12:00~19:00（L.O.18:30）

06-6762-2298
水・木曜（祝日の場合は営業）

全面禁煙

39 酒楽屋おがわ
メニューが毎日変わるお店

大阪市中央区谷町7-3-4

大人ムードの居酒屋には、黒毛和牛など
美味しいものが沢山揃っています！

11:30~13:30
17:00~23:00

06-6777-4567
不定休

喫 煙 可
予約歓迎
こども歓迎

40 神戸つくねや谷町7丁目劇場
日本酒が味わえる焼き鳥店

大阪市中央区谷町7-4-11-1F

酒と焼鳥、鍋、釜めし。鶏肉の旨味を
心行くまで堪能できるお店

17:00~24:00（L.O.23:00平日）
17:00~23:00（L.O.22:00日・祝日）

06-6761-7599
不定休

大人数可
こども歓迎
予約歓迎

41 imugo:coru（イムゴコル）
韓国伝統のソルギケーキ

大阪市中央区瓦屋町1-8-25

韓国の伝統スイーツ「ソルギ」は不思議食感！
見た目も可愛く韓流ファンにもたまらないお店

10:00~14:00（レッスン）
14:00~20:00（カフェ）

090-1915-1059
火・水曜

こども歓迎

42 ショコラッタ
グルテンフリーのガトーショコラとカフェ

大阪市中央区瓦屋町2-12-15-1F

本物のガトーショコラに出会える
専門店。チョコ好きの聖地！

12:00~22:00

06-6761-6565
不定休

電子マネー可
全面禁煙

43 タニロク ベーカリー パネーナ
ちょっと贅沢な大人のパン屋

大阪市中央区谷町7-1-39-1F

手ごねのくるみパンが絶品！ぜひ、
ワインと一緒に味わって！

10:00~22:00（火~土曜）
10:00~19:00（日曜、祝日）

06-6777-1175
月曜（祝日営業、翌日休）

電子マネー可
予約歓迎
こども歓迎

44 カフェバーラウンジ  かし尾
いいお酒と喫茶を気軽に楽しんで頂けるカフェバー

大阪市中央区谷町 7-1-48

1日の疲れを癒したいなら是非こちらへ。
店主の笑顔でお酒も進みます！

17:00~23:00

06-6761-2525
日曜

電子マネー可
喫 煙 可 

45 CAFE&BAR14（カフェバージュウヨン）
フランス家庭料理

大阪市中央区谷町7-1-49-2F

おすすめはキッシュとキャロットラペ！
シェフとの楽しいおしゃべりも◎

12:00~14:00（ランチ）
18:30~24:00（ディナー）

070-2297-4913
火曜

全面禁煙
予約歓迎

46 café 婆沙羅 うさぎ堂（バサラ ウサギドウ）
豊富なメニューのカフェ

大阪市中央区谷町6-3-10

北堀江にもある“とんちーカレー”で人気のカフェ
が空堀に！どれを食べても美味しいお店！

11:00~21:00（L.O.）

06-6761-5501
木曜

全面禁煙
予約歓迎
こども歓迎

47 CASSE-CROUTE（カスクート）
グルテンフリー&オーガニックスイーツ

大阪市中央区上本町西2-6-4

米粉を使ったケーキや卵、乳製品不使用
の焼菓子など身体にも嬉しいスイーツ

11:00~18:00（日・月・火・水曜/祝日営業）

06-7182-1189
木・金・土曜

電子マネー可
予約歓迎
こども歓迎

48 LPキッチン（エルピーキッチン）
手作りベーグルのカフェダイニング

大阪市中央区上本町西3-3-25

町家で食べるモダンなお料理。2階の
お部屋では自宅のようにくつろげます

12:00~16:00
18:00~22:00

06-6761-7778
不定休

電子マネー可
全面禁煙
こども歓迎

49 和demekin（ワデメキン）
大人の隠れ家  和食のお店

大阪市中央区上本町西 3-3-30

飾らない夫妻が醸す落ち着いた空間。
丁寧な仕事がされた和食は絶品

17:00~23:00

080-4972-6075
月曜

全面禁煙 
予約歓迎
こども歓迎

50 フルーツガーデン山口果物
フルーツパーラー・カフェ

大阪市中央区上本町西2-1-9-1F

果物屋さんの行列スイーツ、季節
ごとのかき氷は1年中楽しめます

10:00~19:00（L.O.18:30）

06-6191-6450
不定休

全面禁煙
こども歓迎
電子マネー可

51 アジアンバルglow（グロー）
アジアンバル

大阪市天王寺区上本町 2-1-25

アジアン×雑感×エスニック。
からほりのディープアジアへ

18:00~24:00（foodのL.O. 22:30）

06-6761-7486
日・祝日・不定休

電子マネー可
喫 煙 可
予約歓迎

52 おやつcafe HOLIC（ホリック）
手作りの焼き菓子とケーキのカフェ

大阪市中央区谷町 4-8-1-101

フルーツいっぱいの可愛いフレッシュ
タルト！ランチのあとのお茶はここ！

10:00~19:00

06-6949-1030
月曜（祝日営業、翌日休）

予約歓迎
全面禁煙 

53 自家焙煎カフェ Slack Tisa （スラクティサ）
サボる珈琲 スラクティサ

大阪市中央区安堂寺町 1-3-13-1F

相撲好きオーナー厳選のコーヒーは横綱級。
相撲ファンでなくても通いたいお味です。

9:00~18:00（毎月 9 日 ~ 月末）

06-6710-4619
毎月1日~8日

電子マネー可
全面禁煙 

54 cafe soleil （カフェソレイユ）
タルトとワインのあるカフェ

大阪市中央区龍造寺町4-3

毎回舌鼓をうつ日替わりランチとディナー！
月末のワイン会や持ち帰り可のタルトも♫

11:00~21:00（L.O.木~日曜）
11:00~20:00（L.O.月・水曜）

070-4818-5236
火曜

全面禁煙
予約歓迎
電子マネー可

55 Kitchen CEBOLLA（キッチンセボイヤ）
世界の家庭料理

大阪市天王寺区空堀町16-13

世界中のシェフから教わった家庭
料理をフライト無しで味わえるお店

11:30~15:00（L.O.月~土曜）
18:00~21:00（最終入店/火~土曜/要予約）

06-7777-1331
日曜、祝日

全面禁煙
予約歓迎
こども歓迎

56 メッサ
美味しいワインとクラフトビール

大阪市中央区東平1-4-5-1F

自家製バルメニューをクラフトビール
と厳選されたワインでいただきます

18:00~23:00

06-6777-2370
日曜、祝日

全面禁煙
予約歓迎

57 cise used clothing&accessories（チセ）
古着とマクラメ編みアクセサリーのお店

大阪市中央区谷町6-17-43

ゆるいレトロな雰囲気の品揃えは
からほりの街並みにもぴったり

11:00~19:00

06-4305-3882
水曜（祝日営業）

電子マネー可

58 凸凹ことのは舎
もじとあそぶ雑貨店

大阪市中央区谷町6-17-43

こんな雑貨見たことない！！SNS映え～
な空堀土産が必ず見つかるはず

11:00~19:00

なし
水曜（祝日営業）

電子マネー可
全面禁煙
こども歓迎

59 Logic（ロジック）
ヴィンテージ古着とレトロ雑貨

大阪市中央区谷町6-17-49-2F

国内外から揃えた、個性的で可愛い
ファッションは驚く程リーズナブル

12:00~20:00

06-6770-5144
木曜

電子マネー可
予約歓迎
こども歓迎

60 Chinon selectshop.cafe.gallery（シノン）
セレクトショップとカフェとレンタルスペース

大阪市中央区谷町6-11-9

オリジナルのアクセサリーからワンピース
迄、空堀でお洒落を楽しむならココ

12:00~19:00

06-6777-7454
水曜

全面禁煙
こども歓迎

61 静京呉服京染店（シズキョウゴフクキョウゾメテン）
販売とお手入れ＆着物を生かすリメイク

大阪市中央区谷町6-8-12

着物のお手入れへの的確なアドバイス。日傘
へリメイクも。私もお世話になってます

12:00~17:00

06-6761-6764
月・日曜・祝日（日・祝の営業はHPを確認）

予約歓迎

62 ことばを食べるカフェみずうみ
本の中でことばを食べる

大阪市中央区谷町6-5-26

言葉ひとつひとつをじっくり味わう、いろんな
漢字の形をしたクッキーが買えますよ！

11:00~19:00

080-4391-4911
水曜

全面禁煙
予約歓迎

63 ennhüt（エンハット）
オリジナル生地の服と雑貨

大阪市中央区谷町6-4-40

ほのぼの可愛いオリジナル生地のアイ
テムがずらり。オーダーもできます！

12:00~18:00

06-4980-6411
日曜、祝日、不定休あり

電子マネー可
こども歓迎

64 趣佳（シュカ）
作家のうつわと洋服、日用品

大阪市中央区谷町6-15-22

一点モノの器や照明、洋服や小物などが
見つかるお店。ファンでにぎわう事も多い

12:00~17:00

06-7503-2508
水・木曜、不定休

全面禁煙

65 キンダーブック林林（リンリン）
絵本と児童書の専門店

大阪市中央区谷町6-16-19-103

大きな書店では出会えない魅力的
な絵本たちがあなたを待っています

12:00~19:00
（営業日はHPを要確認）

06-6809-5727
月・火・水・日曜

こども歓迎

67 月輪屋 着物と雑貨てて
リサイクル着物と帯

大阪市中央区瓦屋町1-2-11-501

目利きの店主が揃えた品々は着物
好きも初心者も必ず気にいります

11:00~19:00（金・土・日曜）
13:00~17:00（月・火・木曜）

070-2322-8612
水曜・28日

全面禁煙
こども歓迎

68 エモジ
オリジナルノートが作れる紙雑貨の店

大阪市中央区谷町6-4-24

紙好きさん、集まれ～！オーダー
メイドで作れるノート¥1,300～

12:00~18:30

06-4392-7972
月曜・火曜

全面禁煙
予約歓迎
こども歓迎

69 とまと家族
新鮮で美味しい食材を販売

大阪市中央区谷町7-3-4-102

"食べて健康"をモットーに安心で美味しく、
体にやさしい食材がそろっています!!

10:00~19:00（月~土）
10:00~18:00（日・祝）

06-6763-4183
不定休

70 わろは本舗
和柄アロハシャツのお店

大阪市中央区谷町8-2-6-103

着物からアロハシャツを作れます。
着物持ち込みもOKだそう！

14:00~18:00（火~金曜）
10:00~18:00（土曜）〈不定休〉

06-6711-0547
日・月曜（祝日休）

全面禁煙
予約歓迎
こども歓迎

71 uncle green（アンクルグリーン）
帽子屋

大阪市中央区谷町6-2-22-1F

世界観もったデザイナーが創る帽子は
唯一無二、見ているだけでも楽しい！

11:30~19:00

06-4303-4353
火・水曜

全面禁煙

72 Nai’a（ナイア）
海とクラフトアートとスパイスカレー

大阪市中央区上本町西1-4-19

空堀に居ながら海の家を感じられる
お店。予約制のスパイスカレーは絶品

12:00~18:00（カレー営業は不定期、予約制）

mekekukui@gmail.com
月・火・水・日曜

全面禁煙
予約歓迎
こども歓迎

73 一屋（ハジメヤ）
Be the authentic foodie!

大阪市中央区上本町西 1-3-11

オーガニック食品が手に入る店。うどん作り
や豚まん作り等の料理体験も魅力的！

9:00~22:00

06-7708-2998
不定休

電子マネー可
全面禁煙 
予約歓迎

74 井上製畳所（イノウエセイジョウショ）
小さな畳と畳縁雑貨

大阪市中央区上本町西2-4-13

畳縁で作った和風の小物製品が勢
ぞろい。おみやげにも喜ばれそう！

9:00~18:00（月~金）

06-6761-1008
日曜・祝日（土曜不定休）

こども歓迎

75 tsuzuri お花のアトリエ（ツヅリ）
生花・プリザーブド・ドライ

大阪市中央区上本町西3-1-44

丁寧にアレンジメントしてもらえる花束
と看板犬の可愛さに癒されますー！！

13:00~18:00

080-3799-6711
水・木曜、不定休

電子マネー可

77 谷町ガラスHono工房「となり」
吹きガラス教室・SHOP

大阪市中央区谷町5-3-2

吹きガラス教室の「となり」にある直営店。
作家による出来立てのガラス食器が並ぶ

11:00~（木・日曜）

06-6763-5665
不定休

予約歓迎

80 靴工房Risette（リゼット）
手製靴・革小物の教室

大阪市中央区瓦屋町 1-2-11-205

あなたの手で、自分に合った
世界に一つだけの靴を。

14:00~22:00（水）

9:30~19:00（第 2・4 土 / 第 1・3 日）

080-6188-4381
不定休

予約歓迎
こども歓迎

81 MBECエジプトショップ
エジプトのことなら

大阪市中央区谷町6-4-8-303

エジプト情報が満載のスタジオ。民族衣装や雑貨、
アクセサリーが並びエジプトの踊りも習えるお店！

14:00~20:00

06-6770-5218
不定休

全面禁煙

こども歓迎
予約歓迎

82 谷町walo-hanaウクレレ教室
初心者も熟年の方も大丈夫！

大阪市中央区谷町8-2-6-103

洋楽、ポップス、ハワイアンどんなジャンル
でも。オンラインレッスンもOK！

11:00~21:00（月~土曜）

06-6711-0547
日（不定期）

全面禁煙
電子マネー可

こども歓迎

83 Nuts kitchen studio & café（ナッツキッチンスタジオアンドカフェ）
カフェとパン教室

大阪市中央区谷町7-1-56

気軽に参加できるパン教室と安心食材
のカフェ。通りに面した席は特等席！

11:00~19:00（平日）
11:00~18:00（土日・祝）
〈パン教室日は開店時間が遅れます〉

06-6191-0003
水・第2、4火曜・不定休あり

全面禁煙

84 英仏会話教室EDDY’S（エディス）
長屋で英仏会話教室

大阪市中央区上本町西 2-3-11

昔ながらの長屋にある英語仏語
教室。ゆったり落ち着いて学べます

9:30~20:00
※曜日とクラスによって異なる

090-7968-8154
日・祝日・第５週目クラス

全面禁煙 
こども歓迎

85 パソコン教室 アップワン
年中無休・完全マンツーマンレッスン

大阪市中央区上本町西 1-5-3

ほんとうに使える技術が学べる教室で、
ワンランクアップを目指しませんか？

10:00~17:30

06-7492-7820
1月1日のみ

全面禁煙 
予約歓迎

86 谷町屋（タニマチヤ）
りぼん&アクセサリー教室

大阪市中央区龍造寺町 4-3

アクセサリーやりぼんのワーク
ショップが一回完結で楽しめます！

完全予約制
（対面・オンラインワークショップ）

050-5884-1737
不定休

全面禁煙 
予約歓迎
こども歓迎

87 From  AKIKO（フロム アキコ）
大人と子供のワークショップ

大阪市中央区龍造寺町 4-3

沢山の素材から好きなだけ選んで
作れました。自分だけの作品に大満足！

10:00~17:00（平日）

10:00~17:00（土・日・祝）
※夜間の予約随時受付中

050-3635-4429
不定休（要問合せ）

こども歓迎
全面禁煙 
予約歓迎

88 あしたのmito（アシタノミト）
癒しと勇気づけのタロット（16歳～）

大阪市中央区龍造寺町4-3

生き方や働き方を見つめ直したい
時にぴったり。オンラインもOK!!

11:00~20:00（完全予約制）

070-7477-7284
不定休（要問合せ）

全面禁煙
予約歓迎

マップからほりらへんを作る会では、からほりの魅力を知ってほしい、
からほりのお店を応援したいという想いを込めて、フリーペーパー「マップ
からほりらへん」の発行と、からほりの最新情報を発信するWEBサイトを
運営しています。
この想い、活動を支援してくださる“からほりらへん応援団”を募集しています。

イラストレーター yoridonoによる、からほりらへん
オリジナルイラストがプリントされた限定エコバッグ。
パラシュートやハンモックなどに使われる丈夫な生地で
作られたインドネシアのフェアトレード商品。

※売上金額の一部はからほりらへんの活動の支援として
活用させていただきます。

［購入方法］
からほりらへんオンラインショップ

アカデミーカフェ

わろは本舗

エ.ビシ クラフトショップ　などの店頭でも販売

からほりらへん応援団〈寄付受付〉
詳しくはコチラ

70

79

05

オンラインショップはこちらから

体験する

学ぶ Osaka Karahori
Lesson

78 鱗組（ウロコグミ）
トータルお稽古サロン

大阪市中央区瓦屋町1-8-25-1-A

初心者でもすぐできるアメリカン
フラワーのレッスンが受けられます！

11:00~18:00 
レッスン完全予約制 

090-1915-1059
火・水曜

全面禁煙
予約歓迎
こども歓迎

79 エ.ビシ クラフトショップ
レザークラフト作品の工房と販売

大阪市中央区谷町6-10-6

革のものづくり、楽しんで自由に作れる工房
です。火木土曜ワークショップ開催（要予約）

10:00~17:00

090-8536-5440
不定休（要問合せ）

予約歓迎
こども歓迎

買う

Osaka Karahori
Shopping

76 Carina（カリーナ）
革製品のカラーオーダー

大阪市中央区谷町7-1-20

バック財布等カラーオーダーがお手頃
価格で。できあがるまでもワクワク

11:00~19:00

090-1079-3982
日曜・祝日

予約歓迎

66 Queue de clé（クーデクレ）
ハンドメイド雑貨のお店

大阪市中央区瓦屋町1-6-8

全国の作家さんの作品が一堂に集う
ここにしかない品々にウキウキです

12:00~18:00

06-7509-6064
水・木曜

こども歓迎
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ま
っ
ち
ゃ
ま
ち
す
じ

長堀通
ながほりどおり

松屋町駅まつやまち

大阪市立
桃園幼稚園

桃園会館

とうえん

谷
町
六
丁
目
駅

た
に
ま
ち
ろ
く
ち
ょ
う
め

谷町 6 谷町六丁目駅
たにまちろくちょうめ

N18

大阪市中央区
谷町６丁目

谷
町
筋

た
に
ま
ち
す
じ

大
阪
メ
ト
ロ 

谷
町
線

た
に
ま
ち
せ
ん

桃園公園

T24
空堀桃谷
公園

からほりももだに

N17

谷町 8

大阪市中央区
谷町９丁目

東平北公園
とうへいきた

上本町 5

谷町 7

大阪市中央区
中寺１丁目

大阪市中央区
谷町８丁目 大阪市中央区

上汐１丁目

大阪市中央区
上本町西４丁目

大阪市天王寺区
城南寺町

谷
町
筋

た
に
ま
ち
す
じ

大阪市立
上町中学校

阪急オアシス
上本町店

大阪市中央区
上本町西３丁目

上
町
筋

う
え
ま
ち
す
じ

上本町 4

空清町公園
からきよちょう

上本町 2

NEXT21大阪市天王寺区
上本町１丁目

大阪市天王寺区
上本町 2 丁目

大阪市中央区
上本町西２丁目

大阪市天王寺区
清水谷町

上
町
筋

う
え
ま
ち
す
じ

長堀通
ながほりどおり

大阪市中央区
上本町西１丁目

上本町 1

空堀町

大阪メトロ 長堀鶴見緑地線
ながほりつるみりょくちせん

至玉造

大阪府立
清水谷高等学校

（グラウンド）

大阪府立
清水谷高等学校

清水谷公園
しみずだに

ライフ
清水谷店

ライフ
空堀店

イズミヤ 
法円坂店

大阪市天王寺区
空堀町

大阪市天王寺区
餌差町

上本町 3

大阪市天王寺区
上本町３丁目

大阪市天王寺区
空清町

大阪市立
高津中学校

大阪府立
高津高等学校

大阪明星学園
明星中学校・
明星高等学校

宰
Tsukasa

餌差町

大
阪
メ
ト
ロ 

谷
町
線

た
に
ま
ち
せ
ん

大阪市立
銅座幼稚園

お屋敷再生複合ショップ 練
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メッサ

BeansCafe＆Gallery
片岡

カレーの店
らんらんルー

酒楽屋おがわ

タニマッチ

大阪市中央区谷町 6-17-43
11:00~19:00（店舗により異なる）

水曜（祝日の場合は営業）※店舗により異なる

【チョコレート専門店】

橋の湯食堂
【和食】

【カフェ＆ギャラリー＆犬 OK】

大阪市中央区瓦屋町 1-6-2
11:00~19:00（店舗により異なる）

水曜（祝日の場合は営業）※店舗により異なる

（モワティエ）【焼き菓子とケーキ】

（クーデリーカフェ）【カフェ・雑貨・ギャラリー】

【上海喫茶店・文化商品】

チセ【古着とマクラメ編みアクセサリーのお店】

ヴェロアラパン
【カフェ・バール】

ジョージアンタイム
【ジョージアワイン専門店】

直木三十五記念館
【文学記念館】

いわした行政書士事務所
【行政書士事務所】

ネイルケア・フットケア・足ツボ 
HIKARINOTE

（ヒカリノテ）【ネイルケアサロン】
ことばを食べるカフェ みずうみ

【クッキー販売・占い・コミュニケーションスペース】

【わいん】 【着物のお手入れ・お仕立て】

【寿司屋】 （ル ミュゼ）【ヘアサロン】

（着物バーミュゼ）【バー】 （スペクトラムギャラリー）【現代アートギャラリー】

大阪市中央区谷町 6-5-26
11:00~19:00（店舗により異なる）

水曜

【コワーキングペース】
コワーキングスペース 往来

大阪市天王寺区空堀町 11-8
店舗により異なる
店舗により異なる

（ビストロ リベルテ）【フレンチビストロ】

【ビールバー】

【お茶のサロン】

【DESIGN&CRAFT】

（モビーディック）【物販・イベント企画】

（ココチ）【鍼灸院】

ミュージアムアールプラスライズワンショールーム【輸入石材専門店】

ビストロ・ギャロ

グロー

エディス
アンクルグリーン

カリーナ

ナッツキッチン

カフェバージュウヨン

カフェソレイユ

フロム アキコ

ひなたぼっこ

ルエカ

ロジック シノン

エンハット

クーデクレ

リゼット

サンドイッチズ

アマ

ピッツェリア モリタ

スピン

トゥラーク

ホリック

ナイア

【和を学ぶ/きものレンタル/ 着付け】

【ネイル・エステ】

【おばんざい】

【レンタサイクル】

【もじとあそぶ雑貨店】

【革のオリジナルバッグ】

【魚貝小皿和食】

【クレープ＆カフェ・お酒】

【筆記具専門店】

【たこ焼き】

【人生を喜びで満たす心理学と風水術】

イムゴコル

タイキッチンカラホリ

ラ・パン

カスクート

ツヅリ

スラクティサ

大阪市中央区龍造寺町 8-19

ネウ

Tanimatch b.l.d

静京呉服京染店
エ.ビシ クラフトショップ

手作りサンドイッチのお店
Lueca

カンパニオsandwiches

炭焼居酒屋 けむり

遊びなぁ たみんち

古民家 Dining 
からほり製作所。

スパイス酒場 AAMA

Pizzeria Morita

谷町わらかし

土鍋麻婆 浜やん

谷町ガラスHono 工房
「となり」

楽庵

galleryとcafe
こここ

麦酒やポゴジロー

cafe soleil

谷町屋

あしたのmito

From AKIKO

ジョニーのからあげ 松屋町店

bar&room spin

tulák

おやつcafe HOLIC炭焼食堂てぃーの店

自家焙煎カフェ
Slack Tisa

エクチュア からほり「蔵」本店

アカデミーカフェ

cise used clothing&accessories

装和きもの学院

プライベート ロワ

おばや

うえまち貸自転車

凸凹ことのは舎

FOLLOW（フォロー）

にっぽんの台所 法善寺 一喜

囲茂庵

KA－KU 大阪店（カーク）

宝や。

信義

MOITIÉ

CRYDDERI CAFÉ

上海ロンタン

金甌屋 わさい糸果

鮨 福萬 le musée

kimono bar musée spectrum gallery

Bistro LIBERTE

エデン特急

種ノ箱

きになる舎

クリエイターズ・ストア “MOBY DICK”

はり・きゅうサロンCOCOCH

MUSEUM R+ Riseone Showroom

世界の家庭料理
キッチンセボイヤ

Bistro Galop

から天 空掘天ぷら飯

スパイス堂

slow life café 
hinatabocco

保護ねこと
VEGAN のお店 neu。

Logic Chinon

エモジ

キンダーブック林林

Queue de clé

野菜御飯 
幻想植物園

月輪屋 着物と雑貨てて

靴工房 Risette

鱗組
imugo:coru

Thai Kitchen
KARAHORI

趣佳十五番カフェ

ちょい発酵カフェ
風味堂

わろは本舗

谷町 walo-hanaウクレレ教室

ショコラッタ

アジアンバル glow

フルーツガーデン
山口果物

英仏会話教室
EDDY’S

井上製畳所

Nuts kitchen
studio & café

LP キッチン
和 demekin

一屋

café 婆沙羅 うさぎ堂

tsuzuri
お花のアトリエ

パソコン教室
アップワン

MBECエジプトショップ

uncle green

Nai’a

CASSE-CROUTE

Carina

CAFE&BAR14

カフェバーラウンジ かし尾

タニロク ベーカリー パネーナ
神戸つくねや谷町 7 丁目劇場

とまと家族

書肆喫茶 mori

ennhüt

谷町六丁目 道勝 café

豚饅まつおか

饂飩とお酒 からほりきぬ川

LA・PAN 空堀店

店舗番号の色分け／マークの説明

… 食べる・飲む（テイクアウト含む）00
… 買う00
… 体験する・学ぶ

… 災害時避難場所（建物内に避難できる場所）

… 一時避難場所（一時的に避難できる場所）

00

マップ「からほりらへん」を作る会
【代　表】  黒田（上殿） 頼子（yoridono）

【事務局】  畑山 志津乃（まいぷれ）

【サポートメンバー】
小倉 ちえこ（Chieko） 合田 耕作（わろは本舗） 髙原 秀和
鹿野 智代（まいぷれ） 島端 知恵子（ビルダキカ） 辻阪 貴文（アカデミーカフェ）

西坂 友秀（探偵旅団） 西村 まどか（アトリエ茶の実） 人見 由美子（エ.ビシ クラフトショップ）

藤本 志都夫（Coffee Stand Lappland） Mai（谷町屋） 板倉 悠（靴工房 Risette）

ひらかた ともこ

A iide（イイデ）
落ち着いた雰囲気と丁寧な技術の美容室

大阪市中央区瓦屋町1-2-7-1F

CUT ¥5,000
「いいデザイン」と大阪弁の「いい
でー」でiideです！

10:00~20:00（月~土）
10:00~18:00（日）

06-6777-6673
月曜、第2・3火曜

B connacht（コノート）
いろいろな「日常」を素敵に！ハッピーに！

大阪市中央区上本町西 1-1-13-1F

カット＆炭酸シャンプーヘッドスパ¥4,500
マンツーマン施術で丁寧に！
男性、お子様連れも大歓迎！

9:30~17:00 （月・金曜）

9:30~20:00 （火・水・木・土曜）

10:00~18:00 （日・祝日）

06-4305-3876
不定休

C SALT&SUGAR（ソルトアンドシュガー）
癒しの空間でマンツーマンサロン

大阪市中央区上町1-6-6-1F

カット¥3,850  カラー ¥5,500 ～
パーマ¥8,800 ～
シャンプーからセットまでを全て
マンツーマンで施術させて頂きます。

10:00~19:00
12:00~21:00（金）

06-6767-0028
月曜、第2日曜、第3火曜

D Woman Care パレ（ウーマンケアパレ）
女性専用プライベート炭酸整体サロン

大阪市中央区谷町7-6-23

炭酸整体（小顔整体付き）初回￥12,000 2回
目以降￥10,000（税込）。毛細血管から若返る
【炭酸整体】で、身体の不調を改善しませんか？

10:00 ～ 20:00
（日・月・水・金曜、祝日）
※完全予約制

06-6767-1630
火・木・土曜

E アロマサロン デスカルガル
あなたらしさを取り戻すアロマサロン

大阪市中央区谷町7-3-4-211

アロマ全身&フェイシャル120分¥7,800
ナースの資格を持ったセラピストが、メディ
カルアロマの考え方を取り入れ、あなたの
体の不調に向き合います！

9:00~20:00（最終受付）

090-3429-1848
不定休

F eyelash&eyebrow design ROJI （アイラッシュアンドアイブロウ デザイン ロジ）

古民家の隠れ家プライベートサロン

大阪市中央区谷町6-3-11

マツエク上付け放題 ¥5,500 アイブロウワックス ¥4,400
パリジェンヌラッシュリフト ¥6,600
マツエクはもちろん！アイブロウワックスも大人気！
お子連れも歓迎！

11:00~20:00（最終受付時間19:00）
※女性専用/完全予約制

090-9115-2114
不定休

G La vie a Sante（ラヴィアサンテ）
もっともっと自分を好きになるサロン

大阪市中央区松屋町3-23-1606

体験￥10,000
水素風呂、血液ドロドロチェック、インディバを
体験してご自身の身体と向き合いませんか？

10:00~19:00（最終受付）

06-4303-5094
月曜、第1・第3日曜

H Love Lash（ラブラッシュ）

eye beauty salon

大阪市中央区谷町6-4-40

ご新規様アイシャンプー無料（通常
￥500）
※まつ毛エクステ、まつ毛パーマ施術
時のオプションとなります。

9:00~19:00

080-1524-8024
不定休

I 谷町ビューティーパーク e-りぼん（エリボン）
美容と健康のテーマパーク

大阪市中央区谷町5-7-3-6F

体験レッスン￥2,000
『大人が本気で楽しむ場所』で、貴女に
合った運動を始めましょう！

10:00 ～ 21:00
※レッスンスケジュールに準じます

070-4137-0001
なし（夏季・冬季休業有）

J REXFIT（レックスフィット）
運動が続かないあなたの人生を変えるパーソナルトレーニングジム

大阪市天王寺区上本町1-2-11

パーソナルトレーニング ￥3,300 ～
運動初心者の方でも安心のマンツー
マン指導

10:00~22:00（平日）
10:00~18:00（土・日曜、祝日）

070-8446-3842
不定休

からほり密着の美容・健康のお店

T ちんどん通信社・(有)東西屋
あなたの町の歩く広告・ちんどん屋

大阪市中央区上本町西2-6-21

※お問合せの電話は平日に
06-6764-1984

お店の宣伝、お祭りの賑やかし、各種宴会余興など、
何でもご相談ください。
事務所へもどうぞ、お気軽にお立ち寄りください。

01 楽庵（ラクアン）
高級中国茶カフェ

大阪市中央区松屋町住吉4-1-101

茶 芸 付 き3 種 飲み 比 べ+本日の
ケーキ付 1人￥3,000
2人同時でお1人様￥2,000
3人同時でお1人様￥1,800
4人同時でお1人様￥1,500

11:00~19:00

06-7669-0161
なし

K 皐月珠算道場【本校】
ふるくてあたらしいそろばん教室

大阪市中央区島之内1-11-30-3C

有段者が教える本格そろばん教室。
段位まで挑戦可。幼稚園から高学年
まで入塾可。体験授業受付中
￥1,000（60分）

16:00~19:20（月・水・金曜）
18:20~19:20（火曜）

050-5375-5771
木・土・日曜

L 忍者ハウス
忍者屋敷の宿泊・レンタル

大阪市中央区瓦屋町2-1-8

1時間¥2,000～
宿泊/コスプレ撮影/女子会/ママ会/
キッチン付きパーティーに

宿泊24時間OK
レンタルハウス9:00~20:00

06-7494-1717
090-9627-0023

不定休

M 谷6Fab（タニロクファブ）
趣味に仕事に、みんなの工房。

大阪市中央区谷町6-4-38-1F

アクリルマスコット製作 単品￥500～
板材使い切りプラン￥10,000

13:00~19:00（平日）
13:00~19:00（土・日曜）
※営業日はHP上の営業カレン
ダーを要確認

電話は受け付けておりません
不定休

O

Q

からほり悠
クリエイティブ キッチン＆オフィス

大阪市中央区谷町6-13-31

クリエイティブキッチン（サブスクリプション定額制）
￥12,000～
レンタルオフィス（月額会員）￥5,000～
懐かしい時間が流れる悠々自適なクリエイティブスペース

8:00~21:00（キッチン）※利用者により異なる
24時間（オフィス）

06-6538-4880
年中無休

N 鍼灸 大志堂
本当に治療がしてほしい人達が来る鍼灸院

大阪市中央区谷町7-1-39-204

鍼灸治療 初診 ￥5,000

9:30~12:00/16:00~19:30（月・火・金曜）
9:30~12:00（水曜）
9:30~12:00/14:00~17:00（土曜）

06-6711-0889

木・日曜、祝日
※第2もしくは3土曜の午後診いずれか休診

P 龍造寺Lab.造
いつでも使える路地中の会員制シェアオフィス

大阪市中央区龍造寺町4-3

月額会員¥5,000~
「路地や長屋の魅力を体験してほしい」会員制シェアオフィス

24時間・365日

06-7653-5991
（人と不動産）

なし

Q Uemachi San,c （上町サンク）
路地中のレンタルスペース

大阪市天王寺区上本町3-5-20
9:00~20:00

06-7653-5991
（人と不動産）

なし

18名掛けの大テーブルにキッチン
と大型プロジェクターも完備、時間
料金から一日料金まで設定あり

からほり密着のお店・施設

紙面だけではご紹介しきれない、からほりの魅力をはじめ、お店やイベントなど
の最新情報、サポートメンバーによるエッセイやコラム、うまいもんフォトなど、
からほりらへんの“いま”を日々お届け中！　    https://karahorirahen.com/

からほりらへんWEBで最新情報をCheck！

QRコー
ドを

チェック
!

R コワーキングスペース往来（おーらい）
色んな人が往き来する空堀ご近所案内所

大阪市中央区谷町6-5-26「萌」2F

１日から利用できるシェアオフィス
です。リモートワークでの利用も可能
です。また、レンタルスペースとして
勉強会やイベントにもご利用いただ
けます。

11:00~19:00

06-6796-8834
水曜、年末年始など

S からほりさろん
笑顔あふれるみんなの居場所

大阪市中央区松屋町4-8

話し相手のほしい方、空堀の情報を知りたい方、
歩き疲れた方などみんなのサロン。木曜日は
食事会をしています。気軽に立ち寄ってください。

10:00~17:00

06-6764-4002
土・日曜、祝日

MAP保管協力

06-6762-8075 （代表）

sales@planning.co.jp

■   放送出版プランニングセンター
■   プランニング・ロケッツ
広告ってどうやってするの？！  
ホームページ作り直そうかな？  チラシを作って欲しい！ 
などなど、お気軽にご相談くださ～い！
大阪市中央区谷町 9 丁目 1-18-6F
9:30~17:30
土・日・祝

MAPエリア外/ 谷町九丁目駅❹番出口から北へ徒歩2分

マップからほりらへん制作・デザインからほりらへんのイラストレーター

yoridono
マップからほりらへんの表紙絵を描いているのは私です。
オリジナルグッズを下記のお店やウェブサイトで販売
しています。是非チェックしてみてください！

飛行船スタイル

あべの and 2F 松三製作所

靭公園

天王寺

情報サイトOPEN

船場マップ
手芸用品・生地の卸問屋情報

大阪市中央区龍造寺町4-3-P3
050-5884-1737

船場繊維街にある「手芸用品・ハンドメイド材料」の卸問屋 
情報サイト

一般客OKのお店を知ることができるとっても楽しい
サイト！ 問屋めぐりに便利なマップもダウンロード
できますよ！


