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数字は、下MAPの床番号になります。

今年も「北浜テラス」が3月30日（金）に川床開きします。
川床開きの日から2週間にわたって協議会参加店による連携イベントを開催します。 

各店、スペシャルメニューを
ご用意して
お待ちしております。

NEW

MAP

北浜
テラス

[お問い合せ]北浜水辺協議会事務局／www.osakakawayuka.com
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スペシャルメニューを
オーダーするとくじ引きで
他店のスペシャルメニュー
割引券が当たります。

N

3/30 fri

川床開き祭典

詳細は、協議会ホームページをご覧ください。

北浜テラス安全祈願祭 
北浜の安全祈願“船上からの川床お祓い”

10:00～12:00
毎年恒例の練り歩き、船上お祓いの「川床開き」イベントを行います。
北浜のまちを練り歩き、ふれあいの岸辺にて
水辺の安全・北浜テラスの安全を祈願した後、
船上から各川床のお祓いをおこないます。
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[お問い合せ]北浜水辺協議会事務局／www.osakakawayuka.com

「北浜テラス」は、大阪の新たな風物詩として水辺に賑わいをもたらすことを目的に、北浜地域のテナントや建物オー
ナー、NPO、住民等からなる北浜水辺協議会が実施するものです。2009年、日本で初めて任意の地域団体で占用許
可を受け、日本で初めて川床の常設化を実現し３川床でスタート、2018年現在で15川床となりました。

日本酒と季節を楽しむお店北浜うらら

「春を告げる 白魚の桜揚げ 980円」「桜鯛の桜花カルパッチョ 
1200円」、「和の デザート 桜餅500円」など、春薫る特別メニュー
をご用意。 春季限定の日本酒「緑川酒造 霞かすみしぼり」とぜ
ひお楽しみください。

春にピッタリな見た目も可愛いフルーツの入ったピザとロゼス
プリッツァをご用意しました。

さくらを思わせるきれいなピンク色のカクテル３種（パッソア
ソーダ、ラズベリーソーダ、ラズベリーミルク）イベント期間中、
通常価格700円を600円でご提供致します。

＊旬の食材のため日によりご提供 のメニューが異なる場合がございます。

＊店内にて手作りピアスも販売しています。

＊限定5食

MAP 1

春うらら～ 旬の お料理 と日本酒 をお楽しみください ～

＊イベントチラシをご持参の方に、アーティストグッズを10%引きにさせて頂きます。

常設展‒春の風‒ 未生の空間‒赤松亜美・永山裕子・渡邉順子3人展‒

クルージング＆スペインバル北浜ルンバ MAP 4

さくら色のカクテル３種

甘味の強いさくらももいちごという品種を使用

カフェアンドダイニング

NORTHSHORE MAP 3

ベリーベリーパンケーキ　1,500円

酒処・麺処きのした

北浜テラスで肩肘張らず気軽に楽しめる旬の食材にこだわっ
た絶品北浜桜テラスコース　プレミアム飲み放題120分付
3,500円

MAP 8

旬の食材にこだわった絶品北浜桜テラスコース

イタリアン BUON GRANDE ARIA

北浜の景観が望めるテラスでお気軽に楽しめるショートコー
スです。ワインなどのドリンクと合わせてどうぞ。
3,800円

MAP 7

春の特別ショートコース

MOTO COFFEE

春らしい華やかな香りと、フルーティーな味わいのスペシャル
ブレンドをご用意。
このコーヒーに合わせたスイーツもお楽しみいただけます。
＊その日の売切れ次第終了

MAP 5

春のスペシャルブレンドコーヒー　500円

Terrace Cafe北濱倶楽部
イチゴを使用したオリジナルカクテルです。

＊なくなり次第終了

＊ディナータイムのみ、無くなり次第終了

MAP 6

Melting Love　900円

春をイメージしソムリエが厳選したワインです。
北濱ロゼ　1,000円

イチゴ、バナナ、チョコの春デザートピザ　1,480円
桜色フルーツ入りロゼスプリッツァ　780円

Bistro bar

CAFE&DINING

イタリアンフレンチのビストロ 真琴 MAP 2

3/23（金）―4/5（木） 会期中無休 会期中無休4/9（月）―25（水）

www.kitahamaterrace.com

kitahamaterrace

北浜テラス

2018 3/30  fri     4/13 fri
春の北浜巡り2018

各店の詳細は、SHOP GUIDEまたはHP（kitahamaterrace.com）をご覧ください。記載の特別メニュー・特典は、KITAHAMA RIVERSIDE FLOW期間中限定です。

NEW

Brooklyn Roasting Company Kitahama

南あわじ美食農園

オリザ

淡路島産の天然鹿肉の美味しさを引き出すよう桜色にロー
ストしまた。胡椒を効かせたソースでお召し上がりくださ
い。

MAP 10

春の鹿。 ロティ ～桜で彩られて～

カフェ

TOKEN madeから春の期間限定クッキー［SAKURA] が2種類の
フレーバーで登場。BROOKLYN ROASTING のコーヒーのおと
もにぜひ。

MAP 11

MAP14

SAKURA　180円

＊売り切れ次第終了

＊数量限定のため、売り切れ次第終了とさせていただきます。

贅沢にベリーを使用したチョコを挟んだチョコ揚げパン。甘す
ぎず程よい酸味がある揚げパンはコーヒーとの相性も抜群。
是非この機会にお試しください。

Bougie bread (berries+white-chocolate) ／
ベリーチョコ揚げパン　630円

“トガノオ”とは抹茶発祥の地。抹茶のフロアにパンナコッタと桜
のソースをトッピ ング。“ブルーム ラテ”野に花が咲いた様な桜
のラテに抹茶パウダーとカワイィお花を散らしたラテ。  2つとも
桜、ピンクを感じられる。

トガノオ 800円　ブルームラテ700円

ギャラリー風

MAP12MOUNT

MAP14& ISLAND

北浜2-1-23日本文化会館9F＊テラス（川床設置）はありません。

中之島スピニング店

カジュアルレストラン

喫茶＆バー

カジュアルダイニングカフェ

OUI

桜色ロゼワインと淡い色調のピノノワールに、鰹や苺など旬食
材を取り入れた、期間限定メニューをお得なセットでお楽しみく
ださい！
＊ディナータイムのみ

MAP 13

春の味覚と桜色ワインマリアージュ　
1,200円～（ワインとお料理のセット） 

テラスで癒しの空間でお茶と桜プリンで心を癒して見ません
か！

桜プリン 500円

北浜店

CHINESE CAFE RESTAURANT

農家厨房 MAP 9


