
主催：マップからほりらへんを作る会  共催：KDDI株式会社/menu株式会社/株式会社Renovate  イラスト協力：yoridono（よりどの）

menuやauPAYが
おトクに使えるお店が満載



大阪歴史博物館

大阪城公園

店舗マップ①
谷町六丁目駅 西側

店舗マップ②
谷町六丁目駅 東側

※印は実際のポイントと少しずれている場合があります
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うの花すし1

大阪府大阪市天王寺区上本町6-3-31
ハイハイタウンB102
12:00～22:00
日

06-6772-3573

休

ネタが大きく鮮度抜群！長く地元に愛される
人気のお寿司屋さん

スタンドそのだ2

大阪府大阪市中央区谷町6-3-7

11:00～22:30
なし休

日本的ノスタルジックな部分も併せ持った現
代的大衆食堂。

ピッツェリア ポッツォーリ3

大阪府大阪市中央区安堂寺2-2-15

11:30～14:00 / 16:00～21:00
木

06-6777-4442

休

薪窯で焼くナポリピッツァ

ポン酒タグラム TheBar4

大阪府大阪市中央区安堂寺町1-3-13 
谷町もりおかビル1F
18:00～26:00
不定休

06-7505-4637

休

全国の日本酒が呑めるオシャレBAR

ジョニーのからあげ 松屋町店5

大阪府大阪市中央区安堂寺町2-３-13
月～土11:30～14:00 / 17:00～23:00
日、祝11:30～21:00

不定休

06-6762-4421

休

10種類以上のスパイスに漬け込んだからあ
げをご堪能ください♪

凸凹ことのは舎6

大阪府大阪市中央区谷町6-17-43
からほり御屋敷再生複合ショップ練
11:00～19:00
水（祝日営業）休

もじとあそぶ雑貨店

静京7

大阪府大阪市中央区谷町6-8-12

12:00～18:00
月、日、祝（日、祝の営業はHPを確認）

06-6761-6764

休

販売とお手入れ＆着物を生かすリメイク

CRYDDERI CAFÉ8

大阪府大阪市中央区瓦屋町1-6-2 
karahori惣1F
11:00～19:00
水

06-6762-5664

休

築100年の長屋を改装した雑貨とカフェの
お店

果物の彫刻やさん＊くみ＊9

大阪府大阪市中央区龍造寺町4-3

要予約
要予約

kumi.carving@gmail.com

休

フルーツカービングの体験レッスン受付中。
要予約。お気軽にお問合せください

imugocoru10

大阪府大阪市中央区瓦屋町1-8-25
ハイツ松屋町1-A鱗組
15:00～20:00　
不定休

090-1915-1059

休

特製極上のあんこでお花を絞る韓国スイー
ツです。

ショコラッタ11

大阪府大阪市中央区瓦屋町2-12-15 
松屋町グランドハイツ1F

不定休

06-6761-6565

休
月～土12:00～20:30  日11:30～19:00

グルテンフリーのガトーショコラ専門店

横濱家系らーめん神山  松屋町店12

大阪府大阪市中央区瓦屋町2-15-4 
ラフォーレ高吉101A
月～金 11：30～17：00 / 19：00～2：30
土 11：30～17：00 / 19：00～3：00
日 11：30～17：00 / 19：00～22：00
なし 06-4304-1836休

「あっさりだけど濃厚」な独自の美味しさを
醸し出します。

鍋・ホルモン・アントニオ13

大阪府大阪市中央区瓦屋町
2-18-4-103
18:00～2:00
不定休

080-4567-6585

休

絶品の鍋料理や一品ご飯を楽しめます。この
機会に是非行ってみてください。

ベトナム料理と日本の小料理屋PuPu's Kitchen14

大阪府大阪市中央区瓦屋町3-5-17

8:00～16:00
不定休

06-6761-2726

休

メインはベトナムのサンドウィッチバインミー
というパンを売っています。

喜悦店15

大阪府大阪市中央区材木町２-８

10:00～22:00
なし

090-9863-3536

休

最近流行りのフォー料理が大人気のお店！！

スカーサナ ポッツォーリ16

大阪府大阪市中央区松屋町住吉5-24

11:30～14:30 / 17:30～22:00
火

06-6765-0999

休

ヴィーガンイタリアン

avocados mexican cafe17

大阪府大阪市中央区上町1-1-22

月、日10:00～17:00 火～土10:00～21:00
なし

070-9045-8901

休

森ノ宮発本格メキシカンレストラン

上町鉄道珈琲18

大阪府大阪市中央区上町1-6-12
清水谷ビル301
14:00～22:00
月、火休

鉄道模型を走行できる自家焙煎カフェ

CASSE-CROUTE19

大阪府大阪市中央区上本町西2-6-4

11:00～18:00
木、金

06-7182-1189

休

グルテンフリー、オーガニックのケーキ、ビー
ガンのタルトや焼菓子。

和demekin20

大阪府大阪市中央区上本町西3-3-30

17:00～23:00
月

080-4972-6075

休

大人の隠れ家 和食のお店

店舗一覧のマークについて

・・・     マップ上でお店の位置が確認できます0

・・・   定休日休・・・   営業時間 ・・・   電話番号

※店舗によりサービス内容は異なります ※店舗情報は変更になっている場合があります

掲 載 店 舗 一 覧
からほりらへんを楽しもう！

・・・   メールアドレス

・・・   au PAY、menuが利用できない場合があります ・・・   イベント参加日内に定休日あり



「多幸」旧タコカフェわなか21

大阪府大阪市中央区常盤町2-3-11

17:00～23:00
なし

06-6926-4224

休

【旧タコカフェわなか】が「多幸」にリニューアルオ
ープン。たこ焼き、いか焼き、くわ焼きが絶品のお店

おやつカフェ HOLIC22

大阪府大阪市中央区谷町4-8-1
ストークエスエフビル101
11:00～19:00
月、木

06-6949-1030

休

手作りの焼き菓子とケーキのカフェ

Third Eye. タータイ23

大阪府大阪市中央区谷町5-6-9

11：00～14：30 / 17：00～23：00
不定休

06-6765-6632

休

ゆっくりできる空間で甘口から辛口まで、本
場の味を堪能できる人気カレー屋

カンパニオ24

大阪府大阪市中央区谷町6-10-28
月～木12:00～22:00 金7:00～21:00
土8:00～18:00
日、祝

080-8533-7187

休

大通り沿いにある人気店。美味しい一品料理
やお弁当などが楽しめます。

アカデミーカフェ25

大阪府大阪市中央区谷町6-17-43
からほり御屋敷再生複合ショップ練
11:00～19:00　土 11:00～21:00
水、不定休

090-9255-8216

休

犬が一緒に入れるお店・粉不使用バスクチー
ズケーキ中心のカフェ

中寺2丁目ハンバーグ さんたべ26

大阪府大阪市中央区谷町6-2-18

11:00～20:30
水

06-6777-3963

休

肉汁溢れる国産牛の自家製ひき肉ハンバー
グをぜひ！

IROHARAK27

大阪府大阪市中央区谷町6-4-15

12:00～21:00
不定休

070-9010-1686

休

DRINK STORE ～商店街の気軽な飲み物屋
～

谷町六丁目 道勝café28

大阪府大阪市中央区谷町6-4-20

10:00～17:30
不定休

06-6796-9017

休

ステンドグラスの古民家カフェ

谷町つくねや30

大阪府大阪市中央区谷町7-4-11

17:00～22:00
水

06-6761-7599

休

備長炭で焼く焼き物と日本酒が堪能できる
お店

Rally's Craft Coffee Beer31

大阪府大阪市中央区谷町7-6-32

17:00～23:00
日

080-4193-5207

休

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

Green32

大阪府大阪市中央区谷町7-2-28

8:00～20:00　
日

06-6761-1468

休

商店街の地域の賞も取っている美味しいパ
ン屋さん！どれ食べるか迷っちゃう！

豚饅まつおか33

大阪府大阪市中央区谷町7-6-1

10:00～19:00
木

06-6765-6162

休

赤味噌で味付けした豚まん

なだ市34

大阪府大阪市中央区谷町9-2-27

11:00～23:00
日

06-6763-2668

休

谷町にある人気店！美味しい蕎麦がたべれ
ます。

保護ねこかふぇneu。35

大阪府大阪市中央区谷町6-17-5

月～金13:00～21:00  土日祝12:00～20:00
不定休

06-4305-3584

休

個性豊かなにゃんこ達とお待ちしてます♡♡
♡

台風飯店36

大阪府大阪市中央区谷町6-2-25
伊藤谷町ビル1F

11:30～14:30
月～土17:00～2:00 日17:00～22:00
なし休

「台風の通る道のりの国の料理」をテーマに
タイ･台湾・沖縄などの南国料理を展開。

隠れ家フィッシュ37

大阪府大阪市中央区谷町6-3-11

16:00～23:00
土、日、祝

06-6777-5032

休

隠れ家のようなBARです。美味しいおまかせ
料理もあります。

焼き焼きまま屋38

大阪府大阪市中央区中寺2-1-61

17:00～22:00
月

06-6191-6226

休

チーズたっぷりのまんま焼きや牛すじカレー
が堪能できるお店

中華料理 響39

大阪府大阪市中央区島之内2-10-33 
フレイグラス島之内101
11:00～23:00
なし

06-6210-4322

休

本場中国で経験を積んだ料理人の技が光る
、絶品中華料理を堪能できるお店

恋歌漁40

大阪府大阪市中央区島之内2-13-31

9:30～23:00
なし

080-7394-4339

休

本場の中華料理を気軽に食べてほしい！ラン
チ・ディナー大歓迎です！

From AKIKO29

大阪市中央区龍造寺町4-3

10:00～17:00 ※レッスン完全予約制
不定休

fromakiko03@yahoo.co.jp

休

大人と子供のワークショップ



LIFLX CAFE41

大阪府大阪市中央区島之内2-17-13

24時間
なし

06-6227-8844

休

ダイエットに気を使った低タンパク質弁当を
販売！

華心42

大阪府大阪市中央区島之内2-6-35

11:30～20:30
水

090-3163-9066

休

本場台湾料理のお店

NHU Y QUAN43

大阪府大阪市中央区島之内2-13-31

11:00～23:00
日

090-3843-8182

休

ここにしかない、本格ベトナム料理やお酒多
数ご用意しております！もちろん、味は絶品！

バルメッサ44

大阪府大阪市中央区東平1-4-5
ライオンズマンション102号
18:00～23:00
日、祝

06-6777-2370

休

美味しいワインとクラフトビールのお店

DECCI BAR45

大阪府大阪市中央区内久宝寺町
2-7-11
17:00～22:00  祝14:00～22:00
月

050-5570-8648

休

ジビエとワインを気軽に堪能できるワインバ
ル

BULLS46

大阪府大阪市中央区内久宝寺町
3-3-3
17:00～25:00
なし休

値段は三流、味は一流！人気急上昇中の人情
焼肉BULLSです！

アカース堺筋本町店47

大阪府大阪市中央区南久宝寺1-1-3
アメニティ南久宝寺
11:00～15:00 / 17:00～22:00
なし

080-4112-1786

休

本場のインディアンカレーが堪能できるお店

ビストロムースケトン48

大阪府大阪市中央区南船場1-2-2

11:30～14:30 / 17:30～22:00
火

06-6121-2377

休

家庭的な雰囲気で気軽にフレンチを楽しめ
るビストロです！

POD CARP49

大阪府大阪市中央区農人橋2-4-3-2B

月、火、水、土 12:00～18:00
木、金 13:00～22:00
日、祝

050-3085-9050

休

個性豊かなチーズやジビエソーセージなど
が堪能できるセレクトワインショップ

カレー屋マドラス50

大阪府大阪市中央区北久宝寺1-1-2
アメニティ北久宝寺1階
平日11:00～20:00　土11:00～17:00
日

06-6563-7844

休

甘くて辛い大阪欧風カレーが堪能できるお
店。

Cafe soleil （カフェソレイユ）51

大阪府大阪市中央区龍造寺4-3

月、水11:00～20:00 木～日11:00～21:00
火

070-4818-5236

休

ワインも飲めるカフェ

イートボタン52

大阪府大阪市天王寺区空清町1-18

11:00～20:00
月、日、祝

070-8432-9822

休

ホットサンド、サンドウィッチとベーグルを堪
能できるお店

朝昼ごはん まんま53

大阪府大阪市天王寺区上本町1-1-17

9:00～15:00
土、日、祝

080-6184-0238

休

"手むすび・大きさ・ふんわり"3つの特徴のこだ
わりおにぎりを堪能できるお店

和果 上町54

大阪府大阪市天王寺区上本町1-1-7

10:00～18:00
木

06-6768-5060

休

和と洋どちらも楽しめる新食感どら焼き“和
かろん”

アジアンバルglow55

大阪府大阪市天王寺区上本町2-1-25

月～土 18:00～23:00 
日

06-6761-7486

休

各国の醤油を８種類使い、日本人の口に合
うようにアレンジしたアジアン料理です。

おにぎりカフェけんちゃん56

大阪府大阪市天王寺区清水谷町15-20 
大兼ビル
平日9:00～16:00　土9:00～17:00
日、月

050-5457-0715

休

民宿、飲食店、駄菓子屋が合わさったお店！
座敷で親しみやすい空間！

TonTon57

大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町18-24

11:30～15:00 / 17:30～21:00
なし

06-6775-9305

休

韓国本場の味

囲茂庵58

大阪府中央区谷町6-17-43

11:00～21:00
水

06-6764-0868

休

手作りクレープが堪能できるカフェ

ホワイトラブ59

大阪府大阪市中央区谷町6-4-15

10:00～18:00
不定休

06-6261-0510

休

ふわふわたまごサンドとミックスジュースが
自慢のお店

クレープロリアン60

大阪府大阪市中央区北久宝寺町1-7-4

月～金10:30～19:00 土日祝10:30～18:30
不定休

06-4304-3002

休

スイーツの王道クレープが何種類もあり楽しめ
ます。他にもスムージーなどもあるので是非。

HALLO GALLO61

大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-7

11:00～18:00
不定休

090-2043-4960

休

本格的なスパイスカレー味わうことができま
す。内装もおしゃれで面白いです。

エスケイ・インターナショナル62

大阪府大阪市中央区南船場1-9-24

17：30～22：00（21：30Ｌ.Ｏ.）
土、日、祝

06-6271-4977

休

豊富なワインとともに、イタリア直輸入の生
ハムを楽しめるお店

中国料理 成都＆小四川63

大阪府大阪市中央区島之内2-11-2

お問合せください
お問合せください

06-6226-8223

休

四川出身の料理人が作る本格中華料理

本格中華料理専門店 ビャンビャン麺 朋友 雑穀食府64

大阪府大阪市中央区島之内2-6-16

11:00～2:00
不定休

050-5493-8259

休

本場の味に舌鼓♪～西安名物 ビャンビャン
麺～



鱗組65

大阪府大阪市中央区瓦屋町1-8-25

15:00～20:00　
不定休

090-1915-1059

休

フルーツ由来のインクを使って2週間で自然
に消える痛くないフェイクタトゥー

BeansCafe&Gallery 片岡66

大阪府大阪市中央区谷町7-2-2 
大福ビル 1F
12:00～19:00
水、木

06-6762-2298

休

名物の白いおぜんざいとスペシャリティコー
ヒーのお店

隠れ家寿司バルtaisho67

大阪府大阪市中央区谷町6-4-18
火～木18:00～23:00 金17:00～23:00
土、日13:00～23:00

月

080-9347-2323

休

商店街にある隠れ家的なお店こだわりのお
寿司が絶品です。

エ.ビシ クラフトショップ68

大阪府大阪市中央区谷町6-10-6

10:00～17:00
不定休（要問合せ）

090-8536-5440

休

レザークラフト作品の工房と販売

谷町ガラスHono工房「となり」69

大阪府大阪市中央区谷町5-3-2

木、金、土11:00～
不定休

06-6763-5665

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。

memo   ご自由にお使いください



KDD I×menu×からほりらへん合同イベント!

空堀（からほり）は谷町六丁目駅と松屋町駅の間にある第二次世界大戦の
戦火を免れた、古い街並みも残る雰囲気のある町。
坂のある長い商店街も有名です。最近では若者に人気の居酒屋が増え、雑
誌やテレビなどでも注目されるエリアです。
ここ空堀で町を愛する有志が集まり、年に１度地域のお店めぐりマップを発
行しています。その団体が「からほりらへん」です。
マップは毎年３万部発行し、主に掲載店に設置し無料配布しています。
掲載店はおもに個人店主が営むお店。お店に来た方が「次どこのお店に行
ったらいいですか？」と聞き、店主がおすすめのお店を案内する。そんなお店
同士が支え合う仕組み・コミュニケーションがマップ「からほりらへん」とい
うツールを通じて、日常的に生まれています。今回はそんな「からほりらへん
」がさらに町を盛り上げるべく、KDDI、menuと初タッグを組みました！

「からほりらへん」について
事務局情報

公式サイト

当日使える限定クーポンで
おトクに食べれる2日間！！

詳細はこちら▶



初回限定クーポンコード

GHMS8425
クーポンコード入力画面からコードをご入力ください

【ご注意】
※配布クーポンは1,200円×2回分とな
ります。※デリバリー注文の商品代金
1,500円以上から利用可能です。※入
力期限・使用期限はアプリ内でご確認
ください。※今後クーポンの条件は変
更になる可能性があります。
※詳しくはアプリよりご確認ください。

はじめて注文をされる方限定
クーポンプレゼント中!
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34 スポットセンターではお得なクーポンの情報やお店のご案内を実施して
います。お気軽にお立ち寄りください。(期間：2023年1月28日、29日 11:00～16:00)

からほり商店街にてスポットセンターを設置
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au PAYで支払いすると...
500円→250円に！
決済後、menuでのデリバリーで使える
500円OFFクーポンがもらえる！

500円OFFクーポンを使って
menuでデリバリーをおトクに注文！
特典つきクーポンがもらえるかも！？

もらったクーポンを使って特典をGET！
店舗も、デリバリーも両方楽しもう!
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au PAY・menuを登録すると、
au PAYクーポン250円OFFを獲得!
au PAY決済で250円引きに!(数量限定)


