
04 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
11:00~19:00

06-6949-1030
月・木曜

旬のフルーツや素材の味を引き立てた、手作り
ならではの素朴な味わいのおやつが楽しめます。

食べる

飲む Osaka Karahori
Food & Drink

03 谷町わらかし
昭和の雰囲気ただよう店内で地酒を一杯 麹でつくった料理と供に

大阪市中央区粉川町 4-3-1F
11:30~14:00（L.O.13:30）

17:00~22:00（L.O. 食事 21：00 飲物 21:30）

06-6765-1080
水曜（夜のみ）・土曜、祝日（SNS 参照）

馬刺盛や鮮魚、伊是名島生もずく、燻製や季節
の食材のお料理を地酒、泡盛、焼酎と供に

01 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

手作りのサンドイッチ（¥300～）と飲み物を落ち
着いたアンティーク調の店内で楽しめます。

8:00~18:00（月・木・金曜） 

8:00~14:00（火曜） 

9:00~18:00（土曜、祝日）

06-6226-7668
水・日曜、不定休 マップ

特典

08 bar&room spin（スピン）
白黒サインポールが目印！3坪5席の狭小お話bar

大阪市中央区安堂寺町 2-2-14
17:00~23:30 （L.O 23:00）

なし
不定休

当店の看板メニューは「会話」です。
みんなで楽しくお話ししましょう。

05 土鍋麻婆 浜やん
大人から子供まで楽しめる麻婆豆腐！

大阪市中央区谷町5-6-1
11:00~14:00
17:00~23:00

06-6763-0336
木曜

お子様から辛いもの好きの人まで楽しめる麻婆
豆腐！平日限定のハッピーアワーも大好評！

09 ピッツェリア ポッツォーリ
薪窯で焼くナポリピッツァ

大阪市中央区安堂寺町 2-2-15
11:30~14:00 

16:00~21:00

06-6777-4442
木曜

本場イタリアの薪窯で焼くナポリピッツァも
あり前菜・パスタ・などもご用意しております。

10 こここ と にじゆら
ギャラリーカフェと注染手ぬぐい

大阪市中央区安堂寺町2-3-28
10:00~18:00

なし
木曜、不定休

「こここ」と「にじゆら」のコラボ店。珈琲と焼菓
子やプリンが人気！作家のギャラリー展示も。

マップ
特典

11 ジョニーのからあげ 松屋町店
最高金賞・金賞12年連続受賞

大阪市中央区安堂寺町 2-3-13-1F
11:30~14:00（平日・土曜）

17:00~23:00（L.O.22:45 平日・土曜）

11:30~21:00（L.O.20:45 日曜・祝日）※祝前日除く

06-6762-4421
不定休

100%国内産鶏を無冷凍・生肉調理・揚げ
たてでご提供してます。

マップ
特典

14 路地裏ラボ谷六
お菓子や作品を作りたい方向けのシェアスペース

大阪市中央区谷町6-11-29
予約制

090-9255-8216
不定休

小さく物事を始めたい方向けの場所。お菓子を
作って販売したい方や、作品の作業場。

マップ
特典

16 のまずくわず
うまい日本酒が飲める店

大阪市中央区谷町 6-12-5

06-4392-7181
月曜、不定休

坪庭が見えるゆらぎ空間！創作料理多数あり！
写真のクリームコロッケもおすすめ！

マップ
特典

18:00~23:00（L.O. 食事 22：00 飲物 22:30）

17 古民家 Dining からほり製作所。
創作料理とほっこりごはん

大阪市中央区谷町6-18-11
17:00~23:00

06-6777-1433
月曜、第3火曜

日々 変わる創作料理と田舎っぽい優しい味の料理が
人気です。女性のお客様が多いのも特徴です。

18 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
11:00~20:00

06-4304-8077
水曜（祝日営業）

各種チョコレートご用意しております。カフェも
テイクアウトもお楽しみください。

マップ
特典

20 にっぽんの台所 一喜（イチヨシ）
希少な天然魚とオーガニック野菜と日本酒が楽しめる

大阪市中央区谷町 6-17-43

無農薬野菜料理たっぷりの前菜箱と天然魚のお刺身、
主菜、無農薬玄米ご飯、味噌汁、デザートつき

12:00~15:00（L.O.14:00） 

06-6777-2582
水曜

マップ
特典

21 法善寺 一喜（イチヨシ）
こだわりの天然魚と無農薬野菜と日本酒

大阪市中央区谷町 6-17-43

多彩な豆皿料理に加え本日のスペシャリテが付いた
オリジナルの現代懐石料理。日本酒と合います。

18:00~23:00（L.O.21:00） 

06-6777-2582
水曜

マップ
特典

22 Thai Kitchen KARAHORI（タイキッチンカラホリ）
５つ星ホテルシェフ。本格タイ料理をリーズナブル価格で！

大阪市中央区松屋町4-4
11:30~15:00（ランチ）
18:00~21:30（ディナー）

06-6764-5225
月曜

ガパオライス（豚ミンチとバジル炒めにご飯と
目玉焼きが付いたタイの代表的なメニュー）

マップ
特典

23 ショコラッタ
グルテンフリー カフェ

大阪市中央区瓦屋町2-12-15-1F
12:00~22:00

06-6761-6565
不定休

グルテンフリー濃厚ガトーショコラセット
¥1000~

25 CRYDDERI CAFÉ（クーデリーカフェ）
築100年の長屋を改装した雑貨とカフェのお店

大阪市中央区瓦屋町 1-6-2-1F
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）

毎日替わるランチやケーキがオススメです。
店内に所狭しと並んでいる雑貨もご覧ください。

26 上海ロンタン（シャンハイロンタン）
本格上海喫茶・雑貨

大阪市中央区瓦屋町1-6-3-2F
11:00~17:00

06-6777-9591
火・水曜（不定休）

上海本格喫茶&雑貨、季節がわりの漢方スイーツ。
Instagram＠shanghai.rontanでcheck！

マップ
特典

27 kimono bar muse'e（ミュゼ）
隠れ家 BAR

大阪市中央区瓦屋町1-6-2-2F
18:00~（木・金・土曜/予約制）

06-6762-6668
日~水曜

美味しいお酒、美味しいお食事、楽しい
時間、隠れ家BARでお楽しみください♪

マップ
特典

29 どらやき文
もちもち食感のどらやき

大阪市中央区谷町6-14-16
11:00~17:00 ※売り切れ次第閉店

090-5449-9437
月曜（祝日営業、翌日休）、不定休

お餅が練り込まれた生地で作られたもちっと
した食感のどらやき。つぶあん1つ¥160~

マップ
特典

30 Galop（ギャロ）
カウンター×ビストロ

大阪市中央区瓦屋町1-1-1
18:00~22:00（平日）
17:00~22:00（土曜、祝日）

06-6762-1016
日曜

旬の食材を使ったビストロ料理と、ナチュラルワイン
を含む世界各国のワインをお楽しみください

34 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

06-7501-6763
不定休（SNS・HP要確認）
12:00~21:00（18:00以降は要確認）

アメリカ、欧州、アジアなど世界中の邦訳
マンガが読める日本でも珍しい漫画喫茶

36 豚饅まつおか
赤味噌で味付けした手作り豚まん

大阪市中央区谷町7-6-1
10:00~19:00

06-6765-6162
木曜

店先で食べるのもアリ、お持ち帰りもアリ、お土産に
いかがですか？辛味噌をつけると美味しさUP

37 カフェパフ
小さなカフェの栄養満点ごはん

大阪市中央区谷町7-2-23
11:00~16:00

090-9696-5285
日曜、不定休

佐賀県有明海海苔を１枚ずつ焼き上げたバランス
良いのり弁。店内でもお召し上がりいただけます。

40 BeansCafe＆Gallery 片岡（ビーンズカフェアンドギャラリーカタオカ）
厳選のお豆スイーツとスペシャリティーコーヒー

大阪市中央区谷町7-2-2-1F
12:00~19:00（L.O.18:30）

06-6762-2298
水・木曜

名物の白いおぜんざいとスペシャリティーコーヒー
のお店。ギャラリースペースもお楽しみ下さい！

マップ
特典

42 谷町 つくねや
炭火焼きと地酒の店

大阪市中央区谷町7-4-11-1F
17:00~22:00

06-6761-7599
水曜

炭火で焼く魚の干物や沖縄県特産アグー豚のウイン
ナーや兵庫県の地鶏をあてに地酒を味わえるお店

マップ
特典

41 希望新風 谷町七丁目店（キボウシンプウ）
油そば・らーめん・つけ麺など多彩なメニューをラインナップ！

大阪市中央区谷町7-3-4-1F
11:30~14:00（平日）
18:00~23:00（平日）
11:30~23:00（日曜、祝日）

06-6796-9453
土曜

イチ押しの「油そば」の他、60分/990円~
の飲み放題もご用意しております！

44 かし尾
ママのオススメドリンクとカラオケが気軽に楽しめるカフェバー

大阪市中央区谷町7-1-48
17:00~23:00

06-6761-2525
日曜

ママのオススメクラフトビールを始め幅広い種類の
ドリンクとカラオケが気軽に楽しめるカフェバー

マップ
特典

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
12:00~14:00（ランチ）
18:30~24:00（ディナー）

070-2297-4913
火曜

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◎

46 café 婆沙羅 うさぎ堂（バサラ ウサギドウ）
カフェも食事も楽しめるお店

大阪市中央区谷町6-3-10
11:00~21:00（L.O.20:00）

06-6761-5501
木曜

カレーライスが人気です。創作御膳やオムライス、
洋食等パフェやケーキのスイーツも豊富です。

47 CHAKRA（チャクラ）
Espresso Bagel Bar

大阪市中央区谷町7-1-52
15:00~（平日）
13:00~（土・日曜、祝日）

なし
木曜

LPキッチン姉妹店、店長ゆうやの軽さとエス
プレッソとクラフトジン、自家製ベーグルが人気

48 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
11:00~18:00（日・月・火・水・土曜/祝日営業）

06-7182-1189
木・金曜

材料にこだわったケーキ、焼菓子、ドリンク等を
提供。ビーガンやロースイーツもあります！

50 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
17:00~23:00

080-4972-6075
月曜

空堀商店街通りにある和食のお店。出汁に
食材にお酒に季節に応じてこだわり沢山！

52 和果 上町（ワカ）
和と洋どちらも楽しめる新食感どら焼き"和かろん"

大阪市天王寺区上本町1-1-7
10:00~18:00

06-6768-5060
木曜

本格的サイフォンコーヒー、その他ドリンク、
イートインもございます。和かろん¥378~

マップ
特典

53 cafe soleil （カフェソレイユ）
ワインも飲めるカフェ

大阪市中央区龍造寺町4-3
11:00~21:00（L.O.木~日曜）
11:00~20:00（L.O.月・水曜）

070-4818-5236
火曜

日替わりランチ¥950、ほろ酔いセット
¥1100~、毎月末にワイン会開催

マップ
特典

54 うずまき食堂
身体に優しい家庭料理

大阪市中央区上町1-12-9
11:30~14:00（L.O.）
17:30~完全予約制

080-3837-7598
不定休（日・月曜ランチ）※SNSで要確認

隠れ家的なお店で身体に優しい家庭料理。日替わり
ランチ・夜は1日1組様完全予約制コース料理。

マップ
特典

55 Kitchen CEBOLLA（キッチンセボイヤ）
世界中のシェフから教わった家庭料理

大阪市天王寺区空堀町16-13
11:30~14:30（L.O.）
18:00~21:30（L.O./予約制）

06-7777-1331
隔週土曜、日曜、祝日

20年の海外生活で得たレシピを基本に地場産の
無農薬野菜を使用。隔週で変わる限定メニューのみ

マップ
特典

56 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
11:00~19:00

06-4305-3882
水曜（祝日営業）

店主が吟味して仕入れた古着とハンドメイド
のマクラメ編みアクセサリーを販売してます。

59 静京（シズキョウ）
着物を生かすお仕事‘’お手入れ・仕立て・リメイク‘’いろいろ承ります

大阪市中央区谷町6-8-12
12:00~18:00

06-6761-6764
日・月曜、祝日

着物を長く素敵に着る為のお手伝い、お手入れ・
仕立と販売。形を変えて使えるリメイクも承ります

マップ
特典

60 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
12:00~18:00

06-4980-6411
日曜、祝日、不定休あり

オリジナル生地のベビー服・大人服・雑貨。
カスタムオーダーも可能。ハギレ量り売り¥550

61 エモジ
オリジナルノートが作れるお店

大阪市中央区谷町6-4-24
12:00~18:00

06-4392-7972
月曜・火曜

紙文具と紙雑貨紙のお店です。表紙や
中紙を選んでオリジナルノートが作れます

62 趣佳・の、となり（シュカ）
作家の器と日用品、洋服のお店

大阪市中央区谷町6-15-22
12:00~17:00

06-7503-2508
水・木曜、不定休

生活を彩る作家の器や日用品、外出が
楽しくなる洋服を扱っています。

63 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
12:00~18:00

06-7509-6064
月・木曜、不定休

100名以上のハンドメイド作家様の素敵な作品が
並ぶお店。1つしかない宝物探しにお越し下さい

マップ
特典

64 イタリア陶器 &Bar Splende（スプレンデ）
イタリア直輸入陶器とナポリコーヒーのお店

大阪市中央区瓦屋町2-13-12-1F
10:00~19:30
10:00~18:00（日曜、祝日）

06-4397-3477
金曜、不定休あり

南イタリアの陶器や雑貨を販売しています。併設の
Barではナポリコーヒーもお楽しみ頂けます。

マップ
特典

71 tsuzuri お花のアトリエ（ツヅリ）
町屋の一階に咲く小さな花屋です

大阪市中央区上本町西3-1-44
13:00~18:00

080-3799-6711
月・火・水・木曜

季節の生花とお花に纏わる雑貨や言葉、プリザ・
ドライなど。道草するように気軽にお越しください

72 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
11:00~（木・金・土曜）

06-6763-5665
不定休

谷町ガラスHono工房で制作されたガラスの器や
雑貨を販売しています。ペーパーウェ￥660~

73 popo select shop（ポポ）
バンドメイドアクセサリー・器・雑貨

大阪市中央区龍造寺町8-19-2F
12:00~18:00

090-2109-8360
日・月・火曜

ワクワクウキウキするような作家さんの可愛い
ハンドメイドアクセサリー、器、雑貨をお楽しみに

67 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
11:00~19:00

090-1079-3982
日曜・祝日

お財布のカラーオーダーがお手頃価格で
できます。革のカラーも豊富♪

マップ
特典

75 エ.ビシ クラフトショップ
レザークラフト教室とSHOP

大阪市中央区谷町6-10-6
10:00~17:00

090-8536-5440
不定休（要問合せ）

どなたでも自由に作れる革小物のワーク
ショップを開催。火・木・土（要予約）

マップ
特典

78 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
14:00~22:00（水）

9:30~19:00（第 2・4 土 / 第 1・3 日）

080-6188-4381
不定休

自分の足にあわせた世界にひとつだけの
オリジナルシューズを作ることが出来ます。

マップ
特典

82 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
10:00~17:00（平日）
10:00~17:00（土・日曜、祝日）
※レッスン完全予約制

不定休（要問合せ）

ハーバーリウムやグルーデコのアクセサリーたくさんの
素材から好きなだけ選んで作っていただけます

fromakiko03@yahoo.co.jp

87 鱗組（ウロコグミ）
2週間で消える痛くないタトゥー

大阪市中央区瓦屋町1-8-25-1-A
11:00（受付開始）~20:00（最終受付）
不定休

フルーツ由来のインクで肌を染める痛くないジャグア
タトゥー¥1,100~ご予約はLINE（@mgc1504k）で！

090-1915-1059
マップ
特典

83 ラフラーン
学習の根っこが育つ実感教育

大阪市天王寺区上本町3-5-27-1F
15:40~21:20（平日）
 9:30~12:30（土曜）

laughlearn09@gmail.com
木・日曜

速読速聴で良書多読！ふだん選ばないような本も
読み、幅広い表現力・読解力を身につけよう！

体験する

学ぶ Osaka Karahori
Lesson

80 ジャザサイズ中央区クラス
朝、夜クラス通い放題のフィットネス

大阪市中央区瓦屋町 2-16-4-2F Aspace
9:30～10:30（月、火、木、金曜）

20:30～21:30（月、水曜）

080-3840-2325
土・日曜

音楽に合わせて有酸素運動と筋トレをするアメリカ
発祥のエクササイズ！楽しく全身運動しましょう

マップ
特典

81 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
10:00~17:30

06-7492-7820
1月1日のみ

年中無休・個人レッスン形式、経験豊富なベテラン
講師が担当し、すべての講座を低価格でご提供

79 ペイント・ラウンジ
“手ぶらで絵を描く”体験施設

大阪市中央区瓦屋町1-2-11-302
10:00~19:00（受付最終17:00）

080-6202-1275
月曜

画材レンタルで“絵を描く”を気軽に体験可能
（550円/1h）色んなワークショップも随時開催

マップ
特典

69 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
11:30~19:00

06-4303-4353
火・水曜

地球上のあらゆるモノから感じつくられた個性
あふれる帽子、e-zooのアトリエshopです。

02 スカーサナ ポッツォーリ
ヴィーガンイタリアン

大阪市中央区松山町住吉5-24-1F

イタリアンベースのヴィーガン料理。自家製
ヴィーガンチーズを使ったピザがおすすめです。

11:30~14:30
17:30~22:00

06-6765-0999
不定休

06 Ms.Sandwich（ミズ・サンドイッチ）
美味しくて身体想いで楽しい

大阪市中央区谷町 5-6-7-1F

お惣菜やフルーツのサンドイッチ、ホットサンドや
多彩なドリンクなどが年中楽しめます。

8:00~21:00（平日） 

10:00~21:00（土・日曜） 
 ※売り切れ次第終了

06-6710-4339
不定休 マップ

特典

07 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
18:00~24:00

090-3942-0913
月曜、不定休

ジンを20種以上取り扱ってるバーです。その他の
お酒、珈琲、お食事も豊富に揃えております。

12 スパイス酒場AAMA（アマ）
窯焼きナンとタンドリーチキンでお酒を楽しむ！

大阪市中央区谷町6-10-28
18:00~23:00

080-9096-6453
不定休

本格的な窯焼きナンとタンドリーチキン、一品料理
もあるので気軽にお酒を楽しんでいただけます。

15 Pasta! Pasta!! Pasta!!! di Tanimachi6 まずはカルボナーラかボロネーゼ
カルボナーラとボロネーゼの専門店

大阪市中央区谷町6-5-26

06-7410-2321
水曜

生クリーム不使用のカルボナーラ。赤ワイン香るボロ
ネーゼ。一度は食べてもらいたい渾身の逸品。

マップ
特典

11:30~15:00
18:00~22:00

19 アカデミーカフェ
犬が入れる粉不使用バスクチーズケーキ中心のカフェ

大阪市中央区谷町6-17-43
11:00~19:00
11:00~21:00（土曜のみ）

090-9255-8216
水曜（祝日営業）、不定休

犬が入れる、粉不使用バスクチーズケーキと
スペシャリティコーヒーが楽しめるギャラリーカフェ。

マップ
特典

31 Rally's Craft Coffee Beer（ラリーズ）
クラフトビールとカジュアルなアメリカンバーフードのお店

大阪市中央区谷町7-6-32
17:00~23:00

080-4193-5207
日曜

アメリカ人オーナーが作る本場アメリカ料理！
スライダーバーガー、ナチョス、チリ等。飲み比べ有

マップ
特典

32 ダルバート食堂 谷町六丁目店
ネパールのワンプレートカリー『ダルバート』とスパイス

大阪市中央区谷町6-13-6
11:30~15:00（水~日曜）
18:00~20:00（金・土曜）

06-7708-1611
火曜、不定休

ネパールスタイルのライス＆カリー『ダルバート』を
一口食べれば口の中で広がるヒマラヤへの旅。

33 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
12:30~17:00

なし
不定休 ※SNSで要確認

甘味は甘酒、甜菜糖など。米粉や豆乳を使用
した、グルテンフリーの手づくりスイーツをどうぞ

38 IROHARAK イロハラク
DRINK STORE ～商店街の気軽な飲み物屋～

大阪市中央区谷町6-4-15

紅茶美味しいです!珈琲も色 な々飲み物テイク
アウトも販売も!気軽に!お昼からお酒も呑めます~

12:00~21:00（変更あり）

070-9010-1686
不定休

マップ
特典

39 カレーの店 らんらんルー
こだわりの熟成欧風カレーと、時々スパイスカレー

大阪市中央区谷町6-4-8-1F
11:30~14:30（L.O.平日）
17:30~20:30（L.O.平日）
11:30~20:30（L.O.土・日・祝）

06-7174-1594
水曜

テレビ、雑誌等でも多数紹介されている欧風カレー。
旨味が凝縮されたコクのある味わいです！

43 メッサ
美味しいワインとクラフトビールのお店

大阪市中央区東平1-4-5-1F
18:00~23:00

06-6777-2370
日曜、祝日

美味しいワインとクラフトビールがお酒に抜群
に合う小皿おつまみと楽しめるお店です。

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
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

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！独自具材がクリエイティブ。

24 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
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）

どのケーキも納得の美味しさ！記念日向けの
オーダーケーキやX'masケーキも大人気。

28 からほり天ぷら飯  から天
揚げたて天ぷら専門店

大阪市中央区谷町6-15-17
11:00~14:00 
17:00~21:30（L.O.）

06-7181-2047
水・木曜

天ぷらをリーズナブルに揚げたてで提供
します。

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
11:00~17:30（L.O. 17:00）

06-6796-9017
不定休

美味しいコーヒーや、季節のスイーツ、軽食。
古民家カフェでちょっと休憩していきませんか？

49 LPキッチン（エルピーキッチン）
古民家で自家製ベーグル&パスタ

大阪市中央区上本町西3-3-25
11:30~16:00
18:00~22:00（金・土・日曜ディナー）

06-6761-7778
不定休

BLTベーグルサンドや海老レモンバターパスタが
人気！アメリカ人ネイトやスタッフが待ってます

51 アジアンバルglow（グロー）
誰でも楽しめるエスニック

大阪市天王寺区上本町2-1-25
18:00~23:00

06-6761-7486
日・祝・不定休日あり

【エビと玉子のカレー炒め】スパイスと現地の
醤油で仕上げた人気料理！

マップ
特典

買う

Osaka Karahori
Shopping

57 凸凹ことのは舎
日本でおそらく唯一の文字雑貨専門店

大阪市中央区谷町6-17-43
11:00~19:00

なし
水曜（祝日営業）

文字や言葉をモチーフにしたレトロで面白可愛い
雑貨やアクセサリーがずらり。推し文字探しも良し

58 Logic（ロジック）
60s~70sレトロモダンファッション

大阪市中央区谷町6-17-49-2F
12:00~20:00

06-6770-5144
木曜

ヨーロッパ~国内から状態のいい60s ~70s
ヴィンテージ古着が揃っています。

マップ
特典

65 vianova谷町店（ヴィアノヴァ）
レトロな自転車をコンセプトにオリジナル自転車を販売！

大阪市中央区谷町7-3-4-105
10:00~20:00

06-6191-1121
なし

オリジナル自転車をメインに修理販売を行って
おります。カスタム等もお任せください。

マップ
特典

66 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
10:00~19:00（月~土曜）
10:00~18:00（日曜、祝日）

06-6763-4183
不定休

オーガニック食材や減農薬野菜、体にやさしい
スイーツまでが揃う、お得で美味しい食品店。

68 上六米穀店（ウエロクベイコク）
五ツ星のお米マイスターのお店

大阪市中央区谷町7-1-46
8:30~18:00

06-6761-1838
日曜、祝日

お米のプロ5ツ星お米マイスターが全国の産地
から安心安全なお米を吟味して取り揃えています

70 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
9:00~17:00（月~金）

06-6761-1008
日曜・祝日（土曜不定休）

小さな畳¥500~。畳縁を使った小物も
販売しています。

マップ
特典

74 カーサ・オレアリア パーチェ
試食して選べるオリーブオイル専門店

大阪市中央区上町B-2-1F
11:30~19:30（日~木曜）
11:30~20:00（金・土曜）

06-6761-3350
不定休

試食しながら選べるオリーブオイルや調味料、
スパイス。きっとお気に入りが見つかるはず！

76 MoonLeaf（ムーンリーフ）
アロマテラピーと調香が楽しめる

大阪市中央区谷町6-11-32
10:00~16:00

072-737-7774
土・日曜、祝日

アロマテラピーを専門的に学べる講座が
そろっています

77 保護猫かふぇneu。（ネウ）
沢山の個性豊かな猫たちとの触れあいとveganメニューが楽しめる！

大阪市中央区谷町6-17-5
13:00~21:00（平日）
12:00~20:00（土日・祝）

06-4305-3584
不定休

猫ルーム1時間¥1500。お食事のみの
ご利用もOKです。（vegan対応メニュー）

84 おしごとキッズ（職業体験プログラム）
小学生からのキャリア＆マネー教育・ひらめきこども塾

大阪市天王寺区清水谷町17-6-4F
16:30~18:00（水曜）

080-2484-0849
月・火・木・金・土・日曜、祝日

小学生が地元でお仕事体験！子供たちが企画・
準備してマルシェに出店する、1日ビジネス体験も

マップ
特典

85 四谷大塚 NETフォーラム塾 四谷灘専科
灘中・難関中学受験専門塾

大阪市天王寺区清水谷町 17-6-4F
17:00~20:00（火・木・金曜）

17:00~19:00（水曜） 10:00~15:00（土曜）

13:30~15:30（日曜）

090-1244-3567
月曜

四谷大塚の個別学習システムと中学受験合格率
94％・指導歴25年のノウハウで志望校合格へ！

マップ
特典

86 La vie a Sante（ラヴィアサンテ）
インディバと水素風呂、シミケア、フォト脱毛で健康で美しく

大阪市中央区松屋町3-23-1606
10:00~19:00（受付可能）
月曜、第1・第3日曜

深部加温をする事と血液を正常化し、健康で
美しく活き活きと笑顔で過ごせる自分になる！！

06-4303-5094
マップ
特典

美容・
健康Osaka Karahori

Beauty & Health

88 le muse'e（ル・ミュゼ）
完全予約制 美容室

大阪市中央区瓦屋町1-6-2-2F
11:00~19:00（予約制）
水曜

完全マンツーマンスタイルの美容室です。貴方に
似合うヘアースタイル一緒に探して見ませんか

06-6762-6668
マップ
特典

89 salon de PEPE（サロンドペペ）
完全プライベート空間のNew York Dry Cut 専門店

大阪市中央区瓦屋町1-2-11-206
10:00~20:00
月曜

NYドライカットは髪にコンプレックスを
お持ちの方にお勧めのカット技術です。

080-5638-7761

90 iide（イイデ）
落ち着いた雰囲気と丁寧な技術のプライベートサロン

大阪市中央区瓦屋町1-2-7-1F
10:00~20:00（火~土曜）
10:00~18:00（日曜）
月曜、第2・第3火曜

再現性の高いヘアスタイルを提案します。大幅な
イメチェンはもちろんプチイメチェンが得意です！

06-6777-6673

91 Woman Care 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
10:00~20:00
木・土曜

炭酸整体初回¥12,000 2回目以降¥10,000 
血流アップで身体の不調を改善しましょう

06-6767-1630

マップ
特典

92 野の花堂（ノノハナドウ）
国家資格保持者が常駐しているサロン

大阪市中央区谷町6-4-19
11:00~21:00
日曜、不定休

電気を流す美容鍼 通常 ¥8,800➡から
ほりらへん持参で初回¥5,000（税込）

070-8484-1028

93 アロマサロン  デスカルガル
充実した日々のため、健康寿命を伸ばしましょう

大阪市中央区谷町7-3-4-211
9:00~20:00
不定休

ナースの資格を持つセラピストが、メディカル
アロマの手技で、お体の悩みにアプローチします

090-3429-1848

94 Yoga Garden Place（ヨガガーデンプレイス）
お寺ヨガで学ぶココロと身体の健康法

大阪市中央区中寺1-3-6浄土宗大雲寺
10:00~11:00（火曜）
7:00~8:00（土曜）
日・月・水・木・金曜

大雲寺本堂にて伝統ヨガと運動学の力で心と身体の
バランスを整える知識と実績法をお伝えします。

06-6762-1976 マップ
特典

95 eyelash&eyebrow design ROJI（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
11:00~20:00
不定休

マツエクはもちろん！今注目の美眉ワックスも当店の
大人気メニューです！お子様連れも大歓迎！

090-9115-2114

96 漢方養生 ×アロマサロン 天水（テンス）
アロマトリートメントと薬膳茶でこころとからだを巡らせる

大阪市中央区龍造寺町 7-12
10:00~19:00
火曜

漢方的体質チェック×アロマトリートメント×薬膳
茶でお疲れを癒します。よもぎ蒸しも人気です！

080-4242-3479 
マップ
特典

https://www.kagamisika.com/

日本で数少ないマイクロスコープによる精密
メインテナンスが可能な歯科医院

カガミ歯科医院のマイクロスコープ（顕微鏡）は最大２４倍の
拡大率で、検査、治療ができます。
歯科医師と歯科衛生士が４台のマイクロスコープ（顕微鏡）を
駆使して精密な治療を行います。

大阪市中央区玉造 2-14-16
10:00~18:00
奇数週 土日休診、偶数週 木日休診
06-6765-1008

大阪女学院

府立
清水谷
高等学校

玉
造
駅

地下鉄玉造駅
玉造

BK
BK消防署

和菓子店

クリーニング

BK

公園

城星学園高等学校

地下鉄鶴見緑地線

玉
造
筋

長堀通り

カガミ歯科医院

1

http://trimpark.net/ 

アウトドア施設の企画運営・輸入レジャー用品・
玩具販売

キャンプ場などアウトドア施設全般の企画運営を行って
います。商業施設向けの子どもの遊び場の設計施工も。又、
ヨーロッパを中心にアウトドア向けの遊び道具を輸入販売も
しています。

大阪市中央区松屋町 4-10-101
9:00~18:00
不定休
06-4980-9100

… マップ面で場所をCheck … お店でマップからほりらへんを提示すると特典が受ける
ことができます。特典内容は各店舗でご確認ください。

マークの説明

… 営業時間※ … 定休日 … 電話番号
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露地再生複合施設 宰
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】

【お茶のセミナールーム】

【DESIGN&CRAFT】

【ごはんバー】

（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】

Bistro LIBERTE

エデン特急

種ノ箱

きになる舎

日々是好日

はり・きゅうサロンCOCOCH

【USED & SELECT SHOP】 【韓国・海外子供服】
EIGHT DAYS A WEEK

【デザイン・古書・てぬぐい】
memes design / memes book shop

haruiro

MUSEUM R+ Riseone Showroom

長屋再生複合ショップ 惣
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

24 （モワティエ）【焼き菓子とケーキ】
MOITIÉ

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

26 【本格上海喫茶店・雑貨】
上海ロンタン

27 （着物バーミュゼ）【バー】
kimono bar muse'e

88 （ル・ミュゼ）【予約制ヘアーサロン】
le muse'e

【わいん】
金甌屋

【着物のお手入れ・お仕立て】
わさい糸果

【寿司屋】
鮨 福萬

（スペクトラムギャラリー）【現代アートギャラリー】
spectrum gallery

お屋敷再生複合ショップ 練
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

18 【チョコレート専門店】
エクチュア からほり「蔵」本店

19 【カフェ＆ギャラリー＆犬 OK】
アカデミーカフェ

20 【希少な天然魚とオーガニック野菜と日本酒】
にっぽんの台所 一喜

21 【こだわりの天然魚と無農薬野菜と日本酒】
法善寺 一喜

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

57 【もじとあそぶ雑貨店】
凸凹ことのは舎

【和を学ぶ/きものレンタル/ 着付け】

【ネイル・エステ】

【革のオリジナルバッグ】

【クレープ＆カフェ・お酒】

【たこ焼き】

【人生を喜びで満たす心理学と風水術】

装和きもの学院

プライベート ロワ

【おばんざい】
おばや

【レンタサイクル】
うえまち貸自転車

FOLLOW（フォロー）

囲茂庵

宝や。

信義

複合文化施設　萌

橋の湯食堂
【和食】

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】

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】

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】〈MAP 保管協 力〉
コワーキングスペース 往来

【カルボナーラとボロネーゼの専門店】

15 Pasta! Pasta!! Pasta!!! di Tanimachi6 
まずはカルボナーラかボロネーゼ

難波宮跡
なにわのみやあと

広小路公園
ひろこうじ

大阪市立
聴覚特別支援学校

大阪市中央区
上町１丁目

上町

上
町
筋

う
え
ま
ち
す
じ

上町南

大阪市中央区
内久宝寺町２丁目

銅座公園
どうざ

大阪市中央区
内久宝寺町１丁目

大阪市中央区
龍造寺町

大阪市中央区
安堂寺町１丁目

谷町 5

大阪市中央区
谷町５丁目

大阪市中央区
十二軒町

大阪市中央区
粉川町

大阪市中央区
神崎町

南大江公園
みなみおおえ

長 堀
入口

大阪市中央区
松屋町住吉

大阪市中央区
南船場１丁目

大阪市立 南高等学校
（グラウンド）
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神
高
速
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号
環
状
線

大阪市立 南中学校
（グラウンド）

大阪市立 南中学校

末吉橋西詰

大阪市中央区
松屋町

松屋町
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

至心斎橋 長堀通
ながほりどおり

大阪市中央区
島之内１丁目 大阪市立

南高等学校

大阪市中央区
谷町６丁目

萌
Ho

練
Len

空堀商店街空堀商店街
空堀商店街空堀商店街

はいからほり商店街はいからほり商店街

惣
So
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状
線

東
横
堀
川

東
横
堀
川

ひ
が
し
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り
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瓦屋町 2

スギ薬局

大阪市中央区
瓦屋町２丁目

大阪市中央区
瓦屋町１丁目

松
屋
町
筋

ま
っ
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ま
ち
す
じ

大阪市立
中央小学校

瓦屋町公園
グラウンド

かわらやまち

大阪市中央区
瓦屋町３丁目

高津公園
こうづ

高津宮
こうづぐう

金甌会館
きんおう

大阪市中央区
高津１丁目

大阪市中央区
中寺２丁目

南税務署

大阪市中央区
谷町７丁目

大阪府
社会福祉会館

大阪社会福祉
指導センター

中央消防署
上町出張所

空堀ど～り商店街
空堀ど～り商店街

松
屋
町
筋

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
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目
駅
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め

谷町 6 谷町六丁目駅
たにまちろくちょうめ

N18
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大
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ロ 

谷
町
線

た
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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
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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

Tsukasa
宰

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
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静京
エ.ビシ クラフトショップ

sandwiches
サンドイッチズ

古民家 Dining 
からほり製作所。

保護猫かふぇ neu。
ネウ

スパイス酒場 AAMA
アマ

Pizzeria Morita
ピッツェリア モリタ

ピッツェリア
ポッツォーリ

MoonLeaf
ムーンリーフ

谷町わらかし

スカーサナ ポッツォーリ

土鍋麻婆 浜やん

Ms.Sandwich
ミズ・サンドイッチ

谷町ガラスHono 工房
「となり」

こここ と にじゆら

うずまき食堂

cafe soleil
カフェソレイユ

From AKIKO
フロム アキコ

ジョニーのからあげ
松屋町店

bar&room spin
スピン

tulák
トゥラーク

おやつcafe HOLIC
ホリック

世界の家庭料理
キッチンセボイヤ

Galop
ギャロ

からほり天ぷら飯 から天

ダルバート食堂

のまずくわず

路地裏ラボ谷六

Sunflower Photography

slow life café 
hinatabocco

ひなたぼっこ

Logic
ロジック

エモジ
どらやき文

Queue de clé
クーデクレ

イタリア陶器 &Bar Splende
スプレンデ

靴工房 Risette

ペイント・ラウンジ

salon de PEPE

iide
イイデ

鱗組

Thai Kitchen
KARAHORI

タイキッチンカラホリ

La vie a Sante

趣佳・の、となり

IROHARAK
イロハラク

Rally's Craft Coffee Beer
ラリーズ

ショコラッタ

アジアンバル glow
グロー

井上製畳所

LP キッチン
和 demekin

café 婆沙羅 うさぎ堂

ちんどん通信社・東西屋
〈からほりらへん応援隊〉

tsuzuri
お花のアトリエ
ツヅリ

パソコン教室
アップワン

uncle green
アンクルグリーン

CASSE-CROUTE
カスクート

Carina
カリーナ

CAFE&BAR14
カフェバージュウヨン

vianova 谷町店

CHAKRA
チャクラ

かし尾

谷町 つくねや

とまと家族

Yoga Garden Place

書肆喫茶 mori

ennhüt
エンハット

谷町六丁目 道勝 café

野の花堂

Woman Care
パレ

カフェパフ

豚饅まつおか

和果 上町

おしごとキッズ

ラフラーン

谷町六丁目しちご歯科・
矯正歯科

四谷大塚 NETフォーラム塾
四谷灘専科

漢方養生 ×アロマサロン 天水

popo select shop

カーサ・オレアリア パーチェ龍造寺 Lab. 造

さんたべ

eyelash&eyebrow design ROJI

上六米穀店
ウエロクベイコク

綾田印刷

希望新風 谷町七丁目店
アロマサロン
デスカルガル

トリムパーク

からほりさろん
〈MAP 保管協力〉

いぬのほいくえん
kowabi

小顔コルギ
ビューティスタジオ

HARU

ジャザサイズ中央区クラス

シェアキッチン悠

わろは本舗（谷町アロハ）は
天王寺区に移転しました

【代表】黒田（上殿） 頼子（yoridono）　【事務局】畑山 志津乃（放送出版プランニングセンター）

【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、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（トリムパーク）、Mai（谷町屋）、 板倉悠（靴工房Risette）、ひらかたともこ、綾田慎一郎（綾田印刷） 、 ハウレット明日美（LPキッチン）、 岡たまきマップからほりらへんを作る会　

00 … 食べる・飲む（テイクアウト含む）

00 … 買う

00 … 体験する・学ぶ

00 … 美容・健康

店舗番号の色分け／マークの説明

… からほりらへん支援スポンサー
… MAP 保管協力・からほりらへん応援団

当院は、マウスピース矯正やインプラント、セラミ
ック治療、精密根管治療など、保険治療では体験で
きない良質な歯科治療を得意としています。

そんな治療をする上で最も大切にしているのは、
“耳の形をした医院ロゴ”に思いを込めたように、
患者さまのお悩みをしっかりと聞くことです。
治療方法、費用、将来どうなるのか……などの様々
な疑問を解決し、一人ひとりに一番合った『オーダ
ーメイドの』治療計画をお話しいたします。

上本町3-2-19 セファ上本町１階
TEL 06-6764-7575

休診⽇：⽔曜・⽇曜・祝⽇

からほりらへん持参の方特典・⻭の着⾊除去無料
・ホワイトニング3000円OFF

（どちらか⼀⽅・いずれも初診時）

〒542-0012 大阪府大阪市中央区谷町 6-2-18

santabe2burg
Twitter

santabe2burg
Facebook

santabe2
Instagram

株式会社��������運営会社：06-6777-3963 11:00~22:00

2022年10月から
ネット販売もStart予定！

からほりらへん持参でクーポン券進呈！（詳細は店頭でご確認ください）

からほりらへんに戻ってきました！

さんたべ 検索

店内飲食やテイクアウト、
デリバリー（             ）、
冷凍ハンバーグの販売も！

お店でもご自宅でも
さんたべのハンバーグを
お愉しみいただけます！

作家名で
検索 検索七宝堂

からほり
らへん

にある
、老舗の

小さな

印刷会
社です。

からほり
らへん

にある
、老舗の

小さな

印刷会
社です。

パラパラめくって、
「から堀さんぽ」を
追体験！

パラパラメモ

から堀さんぽゆるっとアニマル
collection シリーズ

Webショップで
オリジナル文具販売中！

感じる
ステーショナリー
シリーズ

Penguins are
Power birds
シリーズ

綾田印刷株式会社

〒542－0012大阪市中央区谷町7丁目１番53号

商品は随時更新中！

オンラ
イン

販売
&催事

ぼ 屋んり繍刺刺繍り ん屋ぼ
心が躍る

大阪市中央区安堂寺町2-2-15島田ビル405

@sunflower_photography___
月・火曜（祝日の場合は営業）

https://www.studio-sunflowerphoto.com/

10:00~17:00（平日）
 9:00~17:00（土・日曜、祝日）

「その子がずっと笑顔になれる写真」が
コンセプトのフォトスタジオ【完全予約制】

谷町六丁目駅徒歩2分。お宮参りや七五三などの記念撮影だけ
でなく、普段のお子様の表情を写真に残すご近所のお抱え写真屋
さん。LINEやインスタで季節の撮影会もお知らせしています。
 ［からほりらへん特典］ ベーシックプラン（SunflowerPlan）
10％OFF！（ご予約の時にお申しつけください）

L I N E

 ★骨格筋を強くする最強小顔コルギ★
 80分16,500円 ➡ 10,000円

大 阪 市 中 央 区 安 堂 寺 町 2 - 6

同業者のエステティシャンも認める驚異のリピート♪
エステ講師のオーナーが手掛ける整形級の最強小顔コルギ

コルギとはもともと韓国で女性の健康のために
生まれた技法！

どこまでも健康美をコンセプトに
「立体感のある・整形級の小顔」に導きます。

現役エステ講師のオーナーが手掛ける圧倒的な
技術力& 効果の持続力で多くの女性から支持！

最後の駆け込み寺サロン！

小顔コルギビューティースタジオ 10:00~20:00 ※完全予約制・完全個室

―
不定休

からほりらへん特典

HARU（ハル）

ご予約はLINEより承ります @840auhfi

https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000492342/

https://kowabi.com

わんちゃんの社会性と健康のために飼い主様と
わんちゃんの生活をサポートします

おとなしい子・怖がりな子・元気な子と犬にもそれぞれ個性が
あります。わんちゃんの相性を見てグループ活動もしています。
また、栄養士監修の手作りごはんやトリマーによる爪切り等も
実施しております。  ［からほりらへん特典］ ドリンク1杯10％OFF！

大阪市中央区谷町6丁目17番5号
9:00~17:00
日曜、祝日、お盆・年末年始
06-4302-5484

https://karahori-yu.jimdosite.com/

長屋を再生した許可付きシェアキッチン。
サブスク利用でリーズナブルに。

菓子と惣菜の製造許可と飲食店許可を受けたレンタルキッチン。 
毎週4時間×月4回で19,800円（平日）、25,300円（土・日） 
※いずれも税込、月額。大人気につき増設。［からほりらへん
特典］「マップで見た」お試し単発利用を税込5,000円に！

大阪市中央区谷町 6 丁目13-31
8:00~21:00
―
06-6538-4880 （山根エンタープライズ）

https://ryuzojimiyatsuko.jimdofree.com/

露路奥の3軒長屋をリノベーションした
会員制木造シェアオフィス

月額5,500円～から利用できる会員制シェアオフィス。
フリーランスだけでなく、リモートワークや在宅ワークの方、

副業や兼業されている方、
オンライン会議用のオフィスとしてご利用ください。

大阪市中央区龍造寺町4-3
24時間
―
06-7653-5991（人と不動産）


