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気軽につまめる逸品料理と種類豊富な日本酒

NEW

MAP

2

Brooklyn Roasting Company 北浜店

PARKING 北浜醗酵所

Brooklyn Roasting Companyは2009年、ニューヨークブルックリンで誕
生しました。
「本当に美味しいコーヒーは地球と人に優しく育まれたものだ。」
という信念のもと、原産地、農園に至るまでこだわって厳選し、オーガニック、
フェアトレードを中心とした最高品質のサスティナブルコーヒーを中心に使用。
北浜店は2022年2月、この場所へ移転、家具は以前のもの、壁は廃材、テラ
ス席は再生プラスチック素材のテーブルとイスを使用、私たちが実行するサ
スティナブルな取り組みを心地良い空間で美味しいコーヒーと共に味わって
いただけます。

元々、駐車場だった場所が店舗として生まれ変わったお店です。「発酵」の関
するおつまみや和の食材を使ったピザに、日本酒やワインなどのお酒を合わ
せてお楽しみいただけます。またKEGという日本酒サーバーも置いてますの
でフレッシュな日本酒も楽しめる他、リーチインで物販として並ぶお酒をボト
ルでお楽しみいただくこともできます。

営業時間 月〜金 8時〜20時（L.O.19時半） 土日祝 8時〜19時(L.O.18時半)
brooklynroasting.jp
北浜1-1-9 ハウザー北浜ビル1F

グリルサンドウィッチ＆カフェ

Tel. 06-6125-5740

NEW

北浜 1-1- 9 ハウザー北浜ビル 1F

MAP
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Tel. 050-5589-6190

イタリアンバル

Bistro bar 真琴

MOTO COFFEE
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cafe & alcohol stand

NEW

MASTARD/212

MAP
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ライオン橋のリバーサイドカフェ。コーヒーは名古屋の『コーヒーカジタ』の
豆を使用。 ハンドドリップで淹れた丁寧な味を、系列店のシェルフで扱う作家
ものの器で楽しめます。ティラミスやプリンなど自家製ケーキを数種類と、あ
んバタートーストや平日限定のクロックムッシュなどパンメニューも取り揃え
ています。ドリンクや一部の焼き菓子はお持ち帰りしていただけますので、
中之島周辺の散策に是非ご利用ください。

店内は美容室、テラスはcafe & alcohol standでアーバンベランピングが
コンセプト。 開放感のある川床テラスで、リラックスして過ごしていただける
ようにテーブルの間隔も広めに。 cafeメニューはもちろん、alcohol類もナ
チュールワイン、クラフトジンを使ったカクテルなど充実しており、軽く食べら
れるフードもご用意しております。ちょっとした休憩のコーヒー、待ち時間の
間に少しだけお酒… 自分に合ったスタイルで楽しんでいただけます。

営業時間 11時〜18時（L.O.17時半）
定休日 不定休
shelf-keybridge.com/jp/motocoﬀee/

営業時間 11時〜20時
定休日 毎週月曜日、第３日曜日
mastard.jp

北浜2-1-1 北浜ライオンビルディング

MAP

MAP

Tel. 06-4706-3788

イタリアン

BUON GRANDE ARIA

北浜2-1-2 昭和興産北浜ビル1F

MAP
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Tel. 06-6205-0115

酒処麺処

MAP

KITAHAMA TERRACE

きのした
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歴史と都会と自然が溶け合った街、北浜。 バラ園を臨む川沿いにsandwich
parlour47は誕生しました。メニューはこの地に長くあるイタリアンフレンチ
レストラン OUI がプロデュース。 サンドイッチには国内で採れる新鮮な食
材を使用し、鉄板で最高の状態にグリルしてご提供。 晴れた日には開放感溢
れるテラス席で川を眺めながらゆったりとした時間をお楽しみいただけます。
テイクアウトして対岸の中之島でのんびりしていただくのもお薦めです！

中之島公園・土佐堀川を望む、店内・テラス席ともにリバービューの開放的ロ
ケーション！テラス席での夜景は最高です！お料理はシェフ自ら毎日市場で
食材を厳選するこだわり、アルコール、ソフトドリンク、ボトルワインetc...種類
豊富にお楽しみ下さい。 平日ランチ1,000円（税込）。ディナーはアラカルト
料理をはじめ、飲み放題付コース料理・料理のみフルコース有（コースは完全
予約制）。

中之島中央公会堂を望む最高のロケーションと、こだわり抜いた旬素材の豊
かな味わいを、最大限に引き出し、シェフのプライドの限りを尽くし彩ったお料
理と、店内のワインカーブにはソムリエが選んだ約200種類のワインを取り
揃えており、皆様をこころ華やぐひとときへとお誘い致します。有名デザイ
ナーが手がけた店内は、テラス席、店内席合わせて約80名様がゆったりとく
つろげる空間を実現しております。

旬の食材にこだわった絶品北浜テラスコース。 北浜テラスで肩肘張らず気
軽に楽しめる、旬の食材こだわった絶品北浜テラスコース。プレミアム飲み
放題90分付き3,800円が人気です。

営業時間 9時〜18時
定休日 月曜日（月曜日が祝日の場合、翌日火曜日が休み）
https://swp47.jp

営業時間

営業時間

営業時間 11時〜15時
定休日 不定休

17時〜22時

大阪市中央区北浜2-1-5

Tel. 06-6226-1096

北浜1-1-12 Y s ピア北浜1F

水・木 12時〜15時(無くなり次第終了) 月〜金 17時〜23時（L.O. 22時）
土日祝 12時〜23時（日祝 22時）
定休日 不定休
r.gnavi.co.jp/kbky400/

Tel. 06-6210-5876

カフェアンドダイニング

中央区北浜1-1-18 忠治郎ビル1F

MAP

North Shore Café & Dining
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Tel. 06-6228-0028

クルージング＆スペインバル

北浜ルンバ

11時半〜23時（L.O. 22時） ランチ 11時半〜15時（L.O. 14時）
ディナー 17時半〜23時（L.O. 22時）日・祝 17時半〜22時（L.O.21時）
定休日 月曜日
（祝日は営業、翌火曜日休み）
www.buongrande.com
北浜2-1-3 北浜清友会館1F

MAP
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Tel. 06-6202-1991

CHINESE CAFE RESTAURANT

MAP

農家厨房 北浜店
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カフェ

OPTIMUS café

MAP
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食べることは私たちが毎日を生きるうえで、いつも中心にあります。 毎日繰り
返すことだから、できるだけ楽しく、できるだけおいしく、できるだけ体にいい
ものがいい。 新鮮なフルーツや野菜が盛りだくさんの、おいしくて体にも気
を使った健康的なメニューをたくさんご用意しています。 気取らずくつろげる
気持ちのいい空間で、ぜひ「食べること」を楽しんでください。

気軽にお酒と食事を楽しめるスペインバル。テラス席からは土佐堀川にかか
るライオン橋が一望でき、そのロマンチックな夜景は最高のロケーションです。
外国の港町のバルをイメージした店内で、素敵な時間をお過ごし下さい。好
評のクルージングは54名様まで乗船可能な大型船も就航いたしました。仲間
と一緒に景色を眺めながら、BBQパーティーをお楽しみください。

ホテルで20年以上勤務して築かった料理の知識を生かし美味しいだけでな
く美味しさの中に身体にやさしい料理を地元泉州の野菜やシェフの田畑の食
材を使って食べて健康に、景色を見て心も健康にもたらすことのできるレスト
ランです。 野菜は幸せの源です。健康は幸せの原点です。

私たちはお肉を食べないという選択で、地球にも身体にもやさしい選択をし
ています。ヴィーガン（動物性の原材料を一切使用しない）の食事をしながら、
自然とのつながりを意識し、地球に今何が起こっているのか、自分達にいま何
ができるのかを一緒に来たお友達やスタッフと話をする。OPTIMUS cafeは、
地球環境や健康を身近に考え行動する、そんなコミュニティの場になりたいと
考えています。

営業時間 7時〜18時（ランチタイム 11時半〜14時）
定休日 不定休
northshore-hanafru.com

営業時間 ランチ・カフェ 11時〜17時
ディナー 18時〜24時
定休日 不定休 kitahamarumba.com

営業時間 ランチ 11時〜15時 カフェ 15時〜17時（土祝のみ）
ディナー 17時〜
（L.O.22時）
定休日 不定休 nou-chu.com

営業時間 月〜金 モーニング 8時半〜11時 ランチ 11時〜15時（カフェ〜16時）
土日祝 モーニング 8時半〜11時 ランチ・カフェ 11時〜17時
ディナー 木〜土 18時〜22時(L.O.21時) ＊季節によって変動あり
定休日 不定休 www.optimus-cafe.com

北浜1-1-28 ビルマビル1F/2F

Tel. 06-4707-6668

北浜1-1-29-1F

Tel. 06-6222-6700

大阪市中央区北浜2-1-7 ＥＤＫビル1Ｆ

Tel. 06-6222-3330

北浜2-1-14 KITAHAMA BOAT HOUSE 1F

Tel. 06-4256 -1664

SHO P G UIDE 2022-23

sandwich parlour47

営業時間 月〜金 14時〜23時（L.O. 22時）
土日祝 11時〜20時（L.O. 19時半）
定休日 不定休
https://tabelog.com/osaka/A2701/A270102/27128858/

カフェ

レストラン

NEW

MAP

TOSA / THE BOLY OSAKA

喫茶&バー
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MAP

MOUNT

ホテル THE BOLY OSAKAが手掛けるレストラン。モーニングはアメリカ
ンブレックファースト・ホットサンド・ホットドッグ、ランチはオリジナルのバン
ズとソースの4種のバーガーと、薬の町から着想を得たスパイシーなクラフト
コーラ、ディナーはスシロールなど創作料理をバースタイルでお楽しみ頂けま
す。 気軽に立ち寄れるバーカウンターから最大10名で宴会可能なラウンジ
シートまで、貸切でのパーティー利用も可能です。

一面ガラス張りの入り口からは外の景色まで一望できる喫茶＆Bar。 店内に
一歩入ると、新しいがどこか懐かしい空間。 挽きたての香ばしいコーヒーと
看板メニューの揚げパンのシナモンの香りで迎えられる。スイーツに限らず、
カレーやお惣菜パンなども充実している。 貸切イベントなども可能で、色ん
な楽しみ方ができる開放的な空間。

営業時間 モーニング 7時半〜10時半（L.O.10時）
ランチ 11時〜14時 ディナー 17時〜23時（L.O.22時半）
定休日 なし ＊店舗メンテナンスによる休業日アリ
https://tosa.theboly.com

営業時間 月〜土 11時〜18時（L.O. 17時半）
日 11時〜17時半 ＊時間変動あり ＊貸切可
www.mountkitahama.com

北浜２-１-１６ 1F THE BOLY OSAKA

Tel. 0644004024

北浜2-1-17 北浜ビジネス会館1F

カジュアルレストラン

MAP

SHO P G UIDE 2022-23

OUI

Tel. 06-6227-8024

カジュアルダイニングカフェ
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中央公会堂を正面に眺める絶好のロケーション。 歴史を感じる水辺の風景と
ともにワインで乾杯！
！フレンチや和を取り入れた、イタリアンカジュアルな料
理は一皿のボリュームもあり、食事派、飲む派ともに満足できるスタイリッシュ
なお店です。平日のランチは1,000円から。

オシャレな街 北浜 の中心地に現れた大阪随一のロケーションを誇るカフェ。
扉を開くと目の前に広がるのは異国感溢れるリバーサイドテラス。ラフな雰
囲気のカフェでありながらしっかりした料理を食べられ、昼はローストビーフ
丼、夜は肉料理とクラフトジンを楽しめる。 様々なカルチャーを表現できる自
由さとスタイリッシュな雰囲気の融合は、まさにウエストコーストスタイルその
もの。

営業時間 月〜金 ランチ 11時〜14時 ディナー 17時半〜23時（L.O.22時）
土・祝 ランチ 11時半〜14時半 ディナー 17時半〜23時（L.O.22時）
定休日 日曜日（祝日休みの場合あれば告知致します。）
www.oui-r.com

営業時間 ランチ 11時〜14時 カフェ 14時〜18時
ディナー 18時〜22時（フード L.O. 21時 ドリンク 21時半）
定休日 なし
andisland.com

北浜2-1-21 北浜ゲイトビル1Ｆ

北浜テラス MAP

Tel. 06-6233-1192

北浜2-1-23 日本文化会館１F

Tel. 06-6233-2010

北浜テラスの実施は原則12月末までです。営業時間及びテラス営業期間はお店により異なります。各店舗にお問い合せ下さい。
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淀屋橋駅
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京阪本線 至天満橋

地下鉄堺筋線・京阪本線：北浜駅または京阪中之島線：なにわ橋駅下車

水都大阪の風物詩 大阪の川床で味わう

「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、2022年現在で設置川床16となりました。
www.kitahamaterrace.com
北浜テラス

kitahamaterrace

お問い合せ：
北浜水辺協議会
www.osakakawayuka.com

