
写真 店名 住所 URL 席数 説明文 カテゴリー

イル・クオーレ 〒052-0021 25 ①

IL CUORE 北海道伊達市網代町7-1

TEL:0142-22-9310

レガーロ・ダ・Ｊファーム 〒059-1304 20 ①

REGALO DA J FARM 北海道苫小牧市北栄町1-9-2

TEL:0144-84-3356

ラ・ヴェネツィアーナ 〒060-0042 28 ①

LA VENEZIANA 北海道札幌市中央区大通西15丁目1-13　ニューライフ大通公園1F

TEL:011-612-5599

セミーナ 〒060-0061 20 ①

SEMINA 北海道札幌市中央区南1条西8丁目20-1　小六ビル１F

TEL:011-219-4649

イタリア料理オリゾンテ 〒060-0062 66 ①

ORIZZONTE 北海道札幌市中央区南2条西5丁目南2西5ビル1F

TEL:011-222-0021

ビストロ・ブルータス 〒063-0811 14 ③

BISTROT BLUTUS 北海道札幌市西区琴似1条2-6-3

TEL:011-301-1115

リンチェ・オステリア・エ・バーカロ 〒030-0801 30 ①

LINCE OSTERIA E BACARO 青森県青森市新町2-6-18

ラ・タヴェルナ 〒024-0094 82 ①

LA TAVERNA 岩手県北上市本通り1-5-31

TEL:0197-61-0822

〇

北海道伊達市のイタリアンバール、“イル クオー

レ”です。北海道の中でも温暖な気候の伊達市は

食材の宝庫で、それらを使った“伊達流イタリア

ン”をお楽しみください。

regalo-da-jfarm.com

沼ノ端駅徒歩1分。太陽から野菜たちへ、野菜た

ちから私たちへ、私たちから未来へ――。“レ

ガーロ＝贈りもの”の繋がりを大切に、苫小牧の

「Jファーム」から毎朝届く素材の味を最大限に

活かした一皿一皿をご提供しています。

http://laveneziana-

denis.com/

バカロと呼ばれるヴェネツィア特有のオステリア

を再現しました。フレッシュな北海道産の食材を

使い、ヴェネツィアの地元ならではのお惣菜を始

め、選ぶのが楽しくなるような様々な前菜をご用

意しています。

@lince2015.osteria.e.bacaro

青森市の中心にあるイタリア料理の店です。地の

食材と日本各地の食材で料理を作って提供してい

ます。

http://www.ariv.co.jp

地産地消（北上産をはじめ、県産の食材を使用）

でシェフオリジナルオススメメニューやワインを

はじめ、オリジナルカクテル、ノンアルコールカ

クテル等ドリンクも豊富。記念日や大勢のパー

ティ等にもぜひ！

www.trattoriasemina.com
北イタリアの郷土料理とワインを中心にアラカル

トで気軽に楽しんで頂けるお店です。

www.e-orizzonte.jp
職人が薪窯で焼き上げる本格ピッツァを北海道な

らではのイタリア料理をお楽しみください。

〇

https://tabelog.com/hokkai

do/A0101/A010204/104094

4/

美味しいワインとビストロ料理。JR琴似駅近い隠

れ家バル。
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エスコンディーテ 〒994-0026 40 ①

ESCONDITE 山形県天童市東本町3-2-2

TEL:023-664-2664

庄内Veg-ITALIAN　アル・ケッチァーノ 〒997-0341 28 ①

SHOUNAI VEG-ITALIAN AL-CHE'-CCIANO 山形県鶴岡市下山添一里塚83

TEL:0235-78-7230

ラーメン勘鳥居 〒999-3764 20
③

RAMEN COUNTRY 山形県東根市神町東1-18-10

TEL: 0237-47-0308

せもりな無何有の郷 〒967-0004 44 ①

SEMOLINA 福島県南会津郡南会津町田島字谷地甲33

TEL: 0241-62-8118

トラットリア　デル　ソーレ 〒989-2351 32 ①

TRATTORIA Del Sole 宮城県亘理郡亘理町五日町34-1

TEL:0223-36-8829

ワインバー・マルチェッロ 〒329-3157 20 ①

WINE BAR MARCELLO 栃木県那須塩原市大原間西1-13-9

TEL:0287-69-6151

ディアボラ大宮店 〒330-0802 40 ①

DIAVOLA OMIYA 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-77-1

TEL:048-643-2000

ヴィーノテリア 〒330-0845 20 ①

VINOTERIA 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-40　三益ビル3F

TEL:048-642-8882

http://www.alchecciano.co

m

2000年3月の開店以来、庄内の食材えにこだわり

続けるアル・ケッチァーノ。庄内の大地、人、風

土に感謝し、その思いを料理に込めて一つ一つ鮮

やかにそして優しく皿の上に物語を描いていきま

す。

kantorii.jp

創業45年のラーメン店。創業当時は居酒屋として

スタート。1983年にラーメン専門店となりました

が、昨年の店舗改修工事を機に県内で唯一ワイン

セラー完備の居酒屋、またライブハウスとしてお

客様から楽しんでいただいております。

https://tabelog.com/yamag

ata/A0605/A060501/60073

42

お店のコンセプトは隠れ家バル。ワインを片手に

生ハムをつまむ。飲食街から少し離れた場所だか

らできる「雰囲気」に酔いしれてほしい。

南会津合同庁舎からすぐ、地元の食材を使ったイ

タリアンです。

http://m.facebook.com/Del

Sole.watari

トスカーナの田舎町にあるトラットリアを思わせ

る店内では、シェフ自らが厳選した東北の食材と

イタリアの伝統食材から数々の魅力溢れる料理が

生みだされる。種類豊富なイタリアワインととも

にご堪能ください。

http://north.co.jp

埼玉のご当地牛「武州和牛」はグリルの他、スパ

ゲッティ・ボロネーゼでも人気！　彩り豊かで鮮

度抜群の「さいたま市産ヨーロッパ野菜」が愉し

める地産地消にこだわったイタリア料理店です。

http://vinoteria.jp

ワインと手作り料理をお気軽に楽しんで頂く事が

コンセプト。 食材や酒との出会いは「一期一

会」。 その日その時美味しいものを食べて頂ける

よう、オススメ黒板は旬が満載。ソムリエが今の

気分にピッタリのワインを選びます！
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ラ・ヴォーリアマッタ大宮店 〒330-0853 110
①

LA VOGLIA MATTA OMIYA 埼玉県さいたま市大宮区錦町630　ルミネ大宮店　ルミネ２　４F 

TEL:048-648-2448

バル・フエーゴ 〒340-0015
25 ①

Bar Juego 埼玉県草加市高砂1-5-16-２F

TEL:048-950-8190

イタリア料理　エ・ヴィータ 〒370-0839 30 ①

CUCINA ITALIANA E VITA 群馬県高崎市檜物町12　ハイツ近藤1F-B

027-322-3345

トラットリア エ バル イル ジラソーレ 〒370-2316 30 ①

Trattoria e bar IL Girasole 群馬県富岡市富岡1757-1

TEL:0274-67-7000

サポーリ・ディ・ノモト 〒371-0844 24 ①

SAPORI DI NOMOTO 群馬県前橋市古市町1-46-1

TEL:027-253-2024

ヴァン・ドゥ・ヴィ 〒100-0005 40 ③

VIN DE VIE 東京都千代田区丸の内1-4-5-B1

TEL:03-3211-8604

リストランテ　インカンティーナ 〒102-0094 26 ②

RISTORANTE INCANTINA 東京都千代田区紀尾井町1-3　東京ガーデンテラス紀尾井町３F

TEL:03-6256-9752

リストランテ　アル ポンテ 〒103-0007 28 ①

RISTORANTE AL PONTE 東京都中央区日本橋浜町3-3-1 トルナーレ日本橋浜町2F

TEL:03-3666-4499

http://cantico.jp

「本物の郷土料理」と店名「in cantina（ワイン

蔵の中）」にふさわしいイタリア全土の多種多様

なワインを歴史ある紀尾井町の風景と、エレガン

トで温かい雰囲気の中でご堪能下さい。

http://www.alponte.jp

シェフ原宏治の料理はイタリアの地方料理を意識

して、フランス料理のエレガントさを加え、全て

白いお皿に華やかさを表現していきます。

www.girasole2006.com

富岡市にある、のどかな町の一角にある隠れたイ

タリアン。昭和初期の日本家屋を改装和モダンの

大人の空間。厳選した群馬県食材を使用したコー

スを組み立てますのでご来店は、ご予約をお願い

しております。

イタリアへ行かなくてもイタリアを感じられる、

そんなお料理をお出しすることを心掛けておりま

す。シェフ厳選のワインと一緒にお食事を楽しん

でください。

https://r.gnavi.co.jp/g7633

61/

東京駅（丸の内北口）徒歩３分、イタリアフレン

チベースの美味しい料理とワインの店です。ワイ

ンを中心にクラフトビール等リーズナブルなお値

段で飲めるお洒落なお店です。ワインにぴったり

のイタリアンフレンチベースの美味しいお料理と

ともに豊かなひとときをお楽しみください

http://r.gnavi.co.jp/g05374

7/

イタリア直輸入の薪窯で焼き上げるクリスピータ

イプの特大・極薄ミラノ風ピッツァがオススメの

イタリア料理店。　ソースから手作りのノパスタ

料理、魚・肉料理、種類豊富なデザートも人気で

す

https://r.gnavi.co.jp/55948

sav0000/

気軽に使えるイタリアンバル食堂です。

お昼でも夜でもワインを楽しめる大人のイタリア

ン。地元群馬の野菜やお肉を使ったお料理を提供

しております。カウンターもあるのでお一人様で

も楽しんでいただけます。
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俺のイタリアンJAZZ 〒104-0061 65 ①

ORENO ITALIAN JAZZ 東京都中央区銀座8-3-11　和恒ビル１F

タヴェルナ・グスタヴィーノ 〒104-0061 24 ②

TAVERNA GUSTAVINO 東京都中央区銀座1-5-7-B1F

TEL:03-6228-7608

ヴィノテカ・ワゴン 〒104-0061 36 ②

VINOTECA WAGON 東京都中央区銀座7-7-19　ニューセンタービル2F

TEL:03-3569-1441

タニーチャ 〒105-0003 12 ①

TANICHA 東京都港区西新橋3-5-1-1F

TEL:03-6435-7942

リザラン新橋店 〒105-0004 109 ③

LIZARRAN SHINBASHI 東京都港区新橋2-11-10　HULIC&NewSHINBASHI 1F

TEL:03-6550-8787

チッチ・ファンタスティコ 〒105-0012 90 ①

CICCI FANTASTICO 東京都港区芝大門1-15-3

TEL:03-6435-9365

ヴィーノ・デッラ・パーチェ 〒106-0031 22 ②

VINO DELLA PACE 東京都港区西麻布4-2-6

TEL:03-3797-4448

ノック・クッチーナ・ボナ・イタリアーナ 〒107-0052 48
①

KNOCK CUCINA BUONA ITALIANA 東京都港区赤坂9-7-4　ガレリアガーデンテラス2F

TEL:03-5413-3929

www.mother-

restaurants.com

knockは私達の大好きなイタリアを意識し、「エレガ

ント・高級」というよりは、「ワイワイと楽しく大勢

で賑やかに」、「カジュアルな価格で気軽に使える食

堂」です。パスタは特に力を入れており、ランチで

は、パスタ1000本ノックと銘打ち、1000種のパスタ

を作る目標を掲げ季節の野菜をたっぷり使った日替わ

りメニューを作り続けてます。ディナーでは、前菜や

お肉料理などいろいろ食べて飲んで、最後の締めでパ

スタを食べるスタイルです。

http://hitosara.com/00060

92500/

スペイン・バスク地方の名物“ピンチョス”とメー

カー小売価格+500円から飲めるボトルワインが

売りのスペインバルです。

http://cicci-fantastico-

hamamatsucho.com

薪焼きｘ生パスタ＝イタリアワインのFantastic

Italian! ちょっと一杯からしっかりお食事、大人

数のパーティまで対応できるイタリアンバルで

す。

イタリア各州の郷土料理を網羅し、コース料理で

提供しております。シェフはヴェネトを中心に、

イタリア各地で修行。ワインはバイザグラスで各

お皿に合わせてリコメンドしております。

www.gustavino.jp

銀座一丁目レンガ通り沿い。上品な佇まいの

【TAVERNA　GUSTAVINO　GINZA】は、厳選さ

れた上質な旬の食材が奏でるイタリア地方料理の

ハーモニーと極上ワインを堪能できるお店です。

www.bernini.jp

ワゴンでサービスする大人なイタリアン。目の前

で選べるワゴン前菜や巨大チーズのパルミジャー

ノ・リゾットなど個室も完備した接待利用などに

人気です。

http://www.tanicha.com

虎ノ門にて夫婦二人で営む小さなイタリア料理

店。ワインにも日本酒にもあう前菜は特別に誂え

られた有田の器に盛りつけられ、日本各地の食材

を味わえる。得意の肉料理、トリュフ料理など、

ご接待や記念日におすすめ。

http://www.oreno.co.jp/res

taurant
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ラ・ソスタ 〒108-0071 12 ②

LA SOSTA 東京都港区白金台5-3-14-B1F

TEL:03-3447-8934

イゾラ・デル・ノルド 〒108-0073 www.isoladelnord.com 36
②

ISOLA DEL NORD 東京都港区三田3-5-21　三田喜多治今ビル1階

TEL:03-6435-2822

ヴィネリア ピンコパリーノ トウキョウ 〒111-0032 16 ①

VINERIA PINCO PALLINO TOKYO 東京都台東区浅草7-1-6

TEL:03-5849-4744

タンタ・ローバ 〒112-0002 20
①

Tanta Roba 東京都文京区小石川4-18-7

TEL:03-3815-1122

ロッソルビーノ 〒112-0005 8 ①

ROSSO RUBINO 東京都文京区水道2-13-6

TEL:03-6304-1529

ラ・ソラシド・フード・リレーション・レストラン 〒131-0045 56
②

LA SORA SEED FOOD RELATION RESAURANT 東京都墨田区押上1-1-2　東京スカイツリータウン・ソラマチ31F

TEL:03-5809-7284

クレメンティア東陽町 〒135-0016 21 ①

CLEMENTIA 東京都江東区東陽1-11-2-１F

TEL:03-5634-3955

本格イタリアンを気軽に楽しんでいただきたい一

身で手作りにこだわった料理に腕をふるっており

ます。テーブルをゆったりとゆとりをもって配置

しています。お一人の方でもカウンターでゆっく

りとお食事いただけます。

hwww.tantaroba.jp/

シェフが修行してきたピエモンテやトスカーナの

料理を中心としたメニューで、お薦めは旬の食材

をふんだんに使った"シェフおまかせコース"。桜

並木に面しており心地よい空間でイタリアの味を

堪能していただけます。

www.rossorubino.jp

イタリアの街のあちこちにあるガストロノミアを

イメージして、こだわりの食材やワインをご提供

しています。

www.kurkku.jp/lasoraseed/

東京ソラマチ最上階にあるイタリアンレストラン

「ラ・ソラシド」。山形庄内「アルケッチァー

ノ」オーナーシェフ「奥田政行」がプロデュー

ス。最高のロケーションの中、「奥田流イタリア

ン」をお楽しみください。

トスカーナ州の星付きリストランテを中心に約6年修

行したシェフが小田原漁港直送の鮮魚を主に作る、

しゅんと彩りを楽しむ料理。イタリアワイン大使の称

号を持つソムリエた選ぶグラスワインのペアリング

コースと共にお召し上がりください。

Isola del Nordとは、イタリアらしい愉快で楽しい盛

り上がるレストランです。ハム・サラミはワサッと盛

る。サラダは美味しいオイルとバルサミコ、塩でシン

プルに大量に。肉は固まりで焼く。イタリアならどこ

でもあるような「シンプルさ」をかたくなに守ってい

ます。

6年間北イタリアピエモンテ州で修行をしてきた

ソムリエの店主がワインを厳選し、現地の家庭料

理もお勧めします。店主が訪問したワイナリーや

対面して交流のある生産者の美味しいワインを選

りすぐっています。

tel:03-3447-8934
http://www.isoladelnord.com/
tel:03-6435-2822
tel:03-5849-4744
tel:03-3815-1122
tel:03-6304-1529
http://www.kurkku.jp/lasoraseed/
tel:03-5809-7284
http://www.kurkku.jp/lasoraseed/
tel:03-5634-3955
http://www.kurkku.jp/lasoraseed/


ビッレリア・カッパ 〒135-0046 16 ③

BIRRERIA KAPPA 東京都江東区牡丹3-19-9　サニースクエア101

TEL:03-6886-1618

オステリア・パパトリア 〒135-0047 46 ①

OSTERIA PAPPATORIA 東京都江東区富岡1-8-9

TEL:03-5245-3588

クチーナシゲ 〒136-0072 18 ①

CUCINA SHIGE 東京都江東区大島2-41-16　ポパイビル

TEL:03-3681-9495

クレメンティア鎌田 〒144-0052 30 ①

CLEMENTIA KAMATA 東京都大田区蒲田5-29-1-1F

TEL:03-6715-7331

リストランテ・ヴェニーレ・ヴェニーレ 〒150-0001 300 ①

RISTORANTE VENIRE VENIRE 東京都渋谷区神宮前4-31-10　YMスクエア原宿5F,6F

トラットリア・アマルフィターナ 〒150-0002 32 ①

TRATTORIA AMALFITANA 東京都渋谷区渋谷2-6-11　花門ビル１F

TEL:03-6450-5388

スプレンディド 〒150-0011 16
②

SPLENDIDO 東京都渋谷区東4-6-3　BELL AIR B1

TEL:03-3406-0900

本格イタリアンを気軽に楽しんでいただきたい一

身で、手作りにこだわった料理に腕をふるってお

ります。こだわりの料理と共に素敵な時間をお過

ごし下さい。

http://www.ginza-

cruise.co.jp/venire

2フロアに分かれたレストラン。食材を活かす

為、シンプルな手法で調理される料理はぜっぴ。

多彩なシーンで利用可能。

t-amalfitana.jp

イタリア南部アマルフィ半島はその景観だけでなく、

食文化も極めて魅力的。輝く地中海と太陽の下で育っ

た海の幸、新鮮な野菜など素材の味を存分に活かした

シンプルな料理が特徴です。長崎県平戸市の漁港から

直接仕入れるうちわ海老のリングイネは当店の看板メ

ニューです。こだわりのドルチェもプロが唸るほど絶

品です。

2007年にバール＆エノテカ、インプリチトの誓い

を改装してオステリア・スプレンディドが誕生し

ました。10年後の2017年4月に現地イタリアの星

付きレストランで12年の研鑽を重ねた小早川大輔

を迎え、生まれ変わりました。上級のイタリアン

を、純正のワインと共にお楽しみください。

http://www.facebook.com/

Birreria-Kappa-

254414898223266

数多くの飲食店が連なり賑やかな門前仲町駅から

少し離れ、落ち着いた雰囲気にある牡丹町。イタ

リアのバールのような、町に馴染むお店。ワイン

と多様なビールで乾杯してください。

１００種類を越えるイタリアワインと、季節の食

材を使った料理で季節を感じて下さい。

cucinashige.com 下町極上イタリアン

http://www.facebook.com/Birreria-Kappa-254414898223266
tel:03-6886-1618
http://www.facebook.com/Birreria-Kappa-254414898223266
tel:03-5245-3588
tel:03-3681-9495
tel:03-6715-7331
http://www.ginza-cruise.co.jp/venire
http://www.ginza-cruise.co.jp/venire
tel:03-6450-5388
tel:03-3406-0900
http://www.ginza-cruise.co.jp/venire
http://www.ginza-cruise.co.jp/venire
http://www.facebook.com/Birreria-Kappa-254414898223266
http://www.facebook.com/Birreria-Kappa-254414898223266
http://www.facebook.com/Birreria-Kappa-254414898223266


バーカロ・ネーロ 〒150-0021 30 ①

BARCARO NERO 東京都渋谷区恵比寿西1-13-6　ブラッサムZEN 1F

TEL:03-6277-5788

タベルナ・クアーレ恵比寿 〒150-0022 20 ①

TAVERNA QUALE EBISU 東京都渋谷区恵比寿南2-3-1　Paiza恵比寿ビル1F

TEL:03-5773-5556

トラットリア・ベル・マーレ 〒150-0031 38 ①

TRATTORIA BEL MARE 東京都渋谷区桜丘町24-2

TEL:03-3476-3681

ゴッチャ 〒150-0046 20
①

GOCCIA 東京都渋谷区松濤1-28-7　シャトレー松濤1F

TEL:03-6455-2877

渋谷ワイン酒場 〒150-0047 35 ①

SHIBUYA WINE SAKABA 東京都渋谷区渋谷3-10-7　渋谷東第一号館ビル6F

TEL:03-6418-1325

渋谷チーズスタンド 〒150-0047 18
①

SHIBUYA CHEESESTAND 東京都渋谷区神山町5-8-1F

TEL:03-6407-9806

トラットリア・トリノ 〒152-0012 28 ①

TRATTORIA TORINO 東京都目黒区洗足2-25-20

TEL:03-3788-7544

タンテリーサ笑多 〒152-0035 20 ①

TANTE RISA SHOUTA 東京都目黒区自由が丘1-5-8-2F

TEL:03-6421-2755

和 cheese TENSAI 〒153-0013 32 ③

WA CHEESE TENSAI 東京都渋谷区恵比寿1-9-5　EBISUマルトビル2F

TEL:03-6456-4505

https://tabelog.com/tokyo/

A1303/A130302/13219803

“和食とチーズが愉しめる”天ぷらとチーズのマリ

アージュ、天ぷらのラクレットチーズをメインに

和食とチーズを融合させた“創作和チーズ料理”が

自慢の店です。

www.cheese-stand.com

契約の酪農家からの毎日届く搾りたての生乳から

手作業で造る出来立てのチーズを気軽に食べられ

るお店。モッツァレラを中心に昼はカフェスタイ

ルでピッツァやサンド。夜はチーズを使ったメ

ニューが増え、ワインと共に楽しめます。

住宅地にある家族経営の小さなトラットリア。旬

の食材をまんべんなく使い、おいしいイタリアワ

インと共にご提供させて頂いています。

tanterisa-shota.owst.jp

日本初の希少糖レアシュガースウィートを使った

レストラン。食材にこだわり、体にも心にもやさ

しいイタリアン。カジュアルな店内は子供から大

人まで気軽に楽しめます。

facebook.badrcaronero

ヴェネツィアのバーカロをイメージし、バーの枠

に仕えてバルの用意愉しめるアンバーなイタリア

ン酒場です。

ワイン片手に、気の合う仲間と語り合う、大人の

イタリアン酒場です。

http://www.belmare.jp/

創業44年　パスタからデザートまで　ハンドメイ

ドにこだわり、多くの方から愛されている　お任

せのシェフのおすすめディナーも6,500円パスタ

も約20種類を用意しております。

http:www.facebook.com/G

occia-490733064663317

イタリアで修業したシェフが作る、お気軽料理か

ら本格イタリアンまで楽しめるトラットリアワイ

ンバー。常時50種以上のワインを取り揃え、立ち

飲みスペースでのちょい飲み利用から本格的な

ディナーまでお楽しみいただけます。

tel:03-6277-5788
tel:03-5773-5556
http://www.belmare.jp/
tel:03-3476-3681
http://www.belmare.jp/
tel:03-6455-2877
tel:03-6418-1325
http://www.cheese-stand.com/
tel:03-6407-9806
http://www.cheese-stand.com/
tel:03-3788-7544
tel:03-6421-2755
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13219803
tel:03-6456-4505
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13219803
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13219803
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13219803
http://www.cheese-stand.com/
http://www.belmare.jp/


カビネ 〒153-0043 20 ①

CABINET 東京都目黒区東山3-12-4　ナカミ東山ビル1F

TEL:03-3715-5086

ピウマ 〒154-0001 21 ①

PIUMA 東京都世田谷区池尻3-19-11

TEL:03-6356-2097

糧 〒154-0024 21 ①

KATE 東京都世田谷区三軒茶屋1-41-15　ドエルタワーB1F

TEL:03-3795-4198

グリル＆ダイニング用賀倶楽部 〒158-0096 70 ③

GRILL & DINING YOGA CLUB 東京都世田谷区玉川台2-17-16　世田谷マイスターハウス1階

TEL:03-3708-8301

炭火焼き鳥とワインの店ガッロ 〒160-0004 36 ①

GALLO 東京都新宿区四谷3-19-18-2F

TEL:03-5341-4550

イル・バーカロ 〒160-0022 86 ①

IL BACARO 東京都新宿区新宿3-4-8　京王フレンテ新宿３丁目B2F

TEL:03-5269-8528

オステリア・イル・バッティクオレ 〒160-0022 34 ①

OSTERIA IL BATTICUORE 東京都新宿区新宿1-4-13

TEL:03-6457-4888

マルゴ・グランデ 〒160-0022 140 ③

MARUGO GRANDE 東京都新宿区新宿3-6-14　新世界ビル1F

TEL:03-6457-7305

http://r.gnavi.co.jp/e80270

0/

ヴェネチアのバーカロスタイルのお店。　入口の

立飲みでは数多く並ぶチケッティ（おつまみ）と

多種の伊ワイナリー直送ワインをグラスで楽し

め、奥のレストランではヴェネチア郷土料理を堪

能していただけます。

www.ilbatticuore.jp

日本におけるイタリア料理の礎を築いたフランコ

シェフが造るローマの郷土料理を中心とした本場

のイタリア料理を都会の喧騒から離れた新宿御苑

でお楽しみください。

marugo-s.com
ラムタンのソテーかハツのグリルなどソアーヴェ

に合うお料理を多数ご用意いたしております。

落ち着いた大人の「和」の空間でお食事とお酒を

楽しんでいただけます。

http://food.ei-

publishing.co.jp/yogaclub/

世田谷用賀の住宅街に佇む地元に根ざした飲食店

です。明るくカジュアルな店内で、上質な肉や新

鮮な魚介、旬の野菜等の素材の味を活かした、こ

だわりのグリル料理をお楽しみいただけます

http://desse.info/gallo/

イタリアンのメソッドで作る鶏料理と炭火焼鳥。ソム

リエ厳選のワインも100種以上。お料理とワインのマ

リアージュをお楽しみ下さい。普段使いから少し贅沢

な時間まで使い分けられるそんなお店です。

池尻大橋にあるワインバーです。お料理、ドリン

ク共に多数ご用意しております。

ikejiri-piuma.com

季節の物を中心に、国産無農薬野菜や厳選されたお肉

類や魚介類　欧州から届く安心安全な様々な食材を融

合させるシェフの美味しい料理に舌鼓を打ちながら、

食材や料理の仕立てに合わせグラスワインでのペアリ

ングを数種類からお選びいただけ、楽しめるお店です

tel:03-3715-5086
tel:03-6356-2097
tel:03-3795-4198
http://food.ei-publishing.co.jp/yogaclub/
tel:03-3708-8301
http://food.ei-publishing.co.jp/yogaclub/
http://desse.info/gallo/
tel:03-5341-4550
http://desse.info/gallo/
http://r.gnavi.co.jp/e802700/
tel:03-5269-8528
http://r.gnavi.co.jp/e802700/
http://www.ilbatticuore.jp/
tel:03-6457-4888
http://www.ilbatticuore.jp/
tel:03-6457-7305
http://r.gnavi.co.jp/e802700/
http://r.gnavi.co.jp/e802700/
http://www.ilbatticuore.jp/
http://food.ei-publishing.co.jp/yogaclub/
http://food.ei-publishing.co.jp/yogaclub/
http://desse.info/gallo/


マルゴ・ファイヴ 〒160-0022 158
①

MARUGO V 東京都新宿区新宿3-20-8　ワモールビル1F, 2F

TEL:03-6457-4505

ピッツェリア・バール・ロマーナ 〒160-0022 22 ①

PIZZERIA BAR ROMANA 東京都新宿区新宿1-5-6　156御苑ビル1F

TEL:03-3341-3964

勘之丞 〒160-0022 28 ①

KANNOJO 東京都新宿区新宿1-18-9

TEL:03-6905-7376

ワイン割烹　神楽坂　宙山 〒162-0825 31 ②

WINE KAPPOU KAGURAZAKA CHUUZAN 東京都新宿区神楽坂6-65　アミシュマン神楽坂2F

03-6265-0044

アル・バーチョ 〒163-0829 60
①

AL BACIO 東京都新宿区西新宿2-4-1　しんじゅくNSビル29F

03-3348-1393

トラットリア・イル・フォルネッロ 〒164-0001 34 ①

TRATTORIA IL FORNELLO 東京都中野区中野4-7-2　SHビル1F

TEL:03-3387-5210

アンディアーモ・アッラ・ウシータ 〒166-0002 28 ①

ANDIAMO ALL'USCITA 東京都杉並区高円寺北3-22-5　雨宮ビル2F

TEL:03-6336-4451

ラ・ヴォーリアマッタ荻窪店 〒167-0043 84 ①

LA VOGLIA MATTA OGIKUBO 東京都杉並区上荻1-7-1　ルミネ荻窪店５F

TEL:03-3393-1801

バーカロ・フェッロ 〒168-0071 15 ①

BACARO FERRO 東京都杉並区高井戸西1-33-12　富士見ヶ丘センタービル101

TEL:03-5941-5032

http://r.gnavi.co.jp/a05880

6/

薪を使って焼き上げるクリスピーな特大・極薄ミ

ラノ風ピッツァと前菜・パスタ・メインのお料理

を組み合わせ、お取り分けいただくお店です。

伊ワイナリー直送ワインも大人気。

https://www.facebook.com

/BacaroFERRO/?fre=ts

ヴェネツィアのバーカロをそのままに、本場ヴェ

ネト州のマンマたちから教わったチケッティ（お

つまみ）や郷土料理、その料理が生まれた地方の

ワインを提供しています。

http://r.gnavi.co.jp/g03020

4/

新宿NSビル29階のイタリアン。大人気の『新鮮

丸ごと一本魚料理』は調理法を鉄板焼き・オーブ

ン焼き・紙包み焼きの三種から選択可。自家製

フェットチーネ等パスタも多種、大きな窓からは

新宿の夜景が広がります。

http://www.ilfornello.jp
ローマ出身のオーナーシェフ、フランコ・カン

ツォニエーレの店

https://www.facebook.com

/Andiamo-all-Uscita-

1518943091554626

高円寺北口徒歩1分のイタリア料理店です。グラ

スワインは毎日20種類。イタリア全土の料理を気

軽に食べられるお店です！

www.marugo-s.com/V

ワインバーという閉鎖的･非日常的な空間という

よりも､開放的で新宿に集う人たちのライフスタ

イルに密着したワインバール＆ビストロ、そして

新宿の新しいランドマーク的な存在。12:00〜

26:00までのフルオープン。

オープンキッチンで、ライヴ感たっぷりのお料理

やピッツァの数々。イタリアのグラスワインも多

数ご用意しております！

岩手県でも幻と言われる最高級黒毛和牛門崎牛を

一頭丸々買い付け。前菜からパスタ、煮込みにメ

インとお好きな料理で一頭丸々堪能できます。

http://www.chuuzan.com

宙山は、伝統的京料理とワインの融合を目指した

お店です。 会席料理スタイルの他、ワイン好きの

お客様がワインを楽しめるよう、単品からのオー

ダーも可能です。

http://www.marugo-s.com/V
tel:03-6457-4505
http://www.marugo-s.com/V
tel:03-3341-3964
tel:03-6905-7376
http://www.chuuzan.com/
http://www.chuuzan.com/
http://r.gnavi.co.jp/g030204/
http://r.gnavi.co.jp/g030204/
http://www.ilfornello.jp/
tel:03-3387-5210
http://www.ilfornello.jp/
https://www.facebook.com/Andiamo-all-Uscita-1518943091554626
tel:03-6336-4451
https://www.facebook.com/Andiamo-all-Uscita-1518943091554626
http://r.gnavi.co.jp/a058806/
tel:03-3393-1801
http://r.gnavi.co.jp/a058806/
https://www.facebook.com/BacaroFERRO/?fre=ts
tel:03-5941-5032
https://www.facebook.com/BacaroFERRO/?fre=ts
http://r.gnavi.co.jp/a058806/
http://r.gnavi.co.jp/a058806/
https://www.facebook.com/BacaroFERRO/?fre=ts
https://www.facebook.com/BacaroFERRO/?fre=ts
http://r.gnavi.co.jp/g030204/
http://r.gnavi.co.jp/g030204/
http://www.ilfornello.jp/
https://www.facebook.com/Andiamo-all-Uscita-1518943091554626
https://www.facebook.com/Andiamo-all-Uscita-1518943091554626
https://www.facebook.com/Andiamo-all-Uscita-1518943091554626
http://www.marugo-s.com/V
http://www.chuuzan.com/


アランチーニ 〒168-0073 16 ①

ARANCINI 東京都杉並区下高井戸3-1-4

TEL:03-5357-8222

ギオットーネ 〒171-0021 58 ①

GHIOTTONE 東京都豊島区西池袋3-27-12　池袋ウエストパークビル１F

TEL:03-3985-4178

コジコジ 〒180-0004 22 ①

COSI COSI 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-29-5　サンスクエア吉祥寺102

TEL:0422-27-5484

イタリアワインと食材　阿部 〒181-0001 9
①

ITALIAN WINE AND FOODS ABE 東京都三鷹市井の頭3-31-1　井の頭レジデンス1F

TEL:0422-29-9106

ピッツェリア・ユーイチロー・エ・アー 〒190-0012 42 ①

PIZZERIA YUICIRO & A 東京都立川市曙町1-30-21　井上ビル

TEL:042-512-9570

鉄板焼　Ｓ 〒212-0013 52 ③

TEPPAN YAKI "S" 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1

TEL:044-520-8177

アローラ 〒231-0011 50 ①

ALLORA 神奈川県横浜市中区太田町5-67　第一須賀ビル１Ｆ

TEL:045-663-2066

ラ・フィーリア・デル・プレジデンテ 〒231-0014 la-figlia del presidente.jp 34 ①

LA FIGLIA DEL PRESIDENTE 神奈川県横浜市中区常盤町5-59

TEL:045-228-8846

http://www.stillfoods.com/

s

近年、日本一の和牛と呼ばれている宮崎牛と新鮮

なシーフードなどを臨場感あふれる手p＠案で調

理する本格的な鉄板焼きのお店です。

http://allora-

bashamichi.com

桜木町に佇む本格イタリアンレストラン

「ALLORA」。スライスの厚さにもこだわった旬

のサラミも盛り合わせた「生ハム・サラミ全種盛

り」は当店の看板メニュー。 ワインも各種リーズ

ナブルにお楽しみ頂けます。

ナポリにあるラ フィーリア デル プレジデンテの

日本1号店が馬車道に。　本場ナポリの味を感じ

ることができると思います

http://r.gnavi.co.jp/a91250

3/

昔ながらの大皿取り分けのイタリアン。　ソアー

ヴェにピッタリの前菜盛合わせやパスタ、メイン

ディッシュをご用意しています。　ワインと料理

のマリアージュをお楽しみください。

facebook.com/cosicosi2017

吉祥寺駅徒歩5分、ヨドバシ裏のオステリア。

しっかり食べてさっくり飲む。さっくり食べる

しっかり飲む。ちょっと飲むだけ。どれでもどう

ぞ。

www.italiawineabe.jp

プロフェッショナルのソムリエが選ぶ「毎日を楽

しくする」イタリアワイン販売と　ワイン好きを

刺激する、発見や驚きのある「イタリアワイン体

験」をお届けする、イタリアワイン専門のワイン

バーです。元渋谷のインプリチトマネージャー。

http://www.arancini.biz

ランチは気軽なパスタ屋、夜はトラットリアスタ

イルでコース、アラカルトいずれも対応し、コー

スは3,800円と5,000円の二本立。アラカルトもボ

リューム満足な料理をリーズナブルな価格でお楽

しみいただけます。

http://www.arancini.biz/
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オステリア・イノウエ 〒231-0064 www.osteria-inoue.com 16 ②

OSTERIA INOUE 神奈川県横浜市中区野毛町３－１３３－１３　三幸ビル101

TEL:045-341-3772

テルリスタ 〒231-0846 ①

TERU LISTA 神奈川県横浜市中区大和町2-50-104

TEL:045-623-2936

アルモニーア 〒243-0018 25 ①

ARMONIA 神奈川県厚木市中町3-1-7　中三ビル103

TEL:046-259-7255

イル・ビッライオ 〒248-0016 24 ①

IL BIRRAIO 神奈川県鎌倉市長谷2-7-14

TEL:0467-33-4803

イタリア料理　ノンナジーニャ 〒389-0514 34 ①

CUCINA ITALIA NONNA GINIA 長野県東御市加沢682-2

TEL:0268-62-6780

マハロカフェ　リストランテ 〒391-0212 16
①

MAHALOCAFE RISTORANTE 長野県茅野市北山6044-6

TEL:0266-77-3258

オステリア・デイ・チュック 〒396-0025 13 ①

OSTERIA DEI CIOCH 長野県伊那市荒井3499-1

TEL:0265-74-9229

BAR食堂こらそん 〒409-3867 20 ①

BAR SHOKUDO CORAZON 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1502　OB1ビル102

TEL:055-288-8483

マスティカヴィーノ 〒411-0035 18 ①

MASTICAVINO 静岡県三島市大宮町1-111-28

TEL:055-900-8459

三島湧水の一つ、作倉川沿いに佇むレストラン、

マスティカヴィーノでゆっくりとSOAVEをどう

ぞ！　MASTICASOAVE!!!

http://www.mahalocafe.co

m

蓼科の大自然の中、イタリアワインや各種のビー

ルと、パルマ産生ハムやシュリンプカクテル等、

ヴァイオリニストでもある女性シェフが創るこだ

わりのメニュー。欧米での体験をいかした料理と

雰囲気をお愉しみ下さい。

https://www.facebook.com

/osteriadeicioch/

厳選したイタリアワインと信州の旬食材をつかっ

たおつまみを楽しんでいただく“ワイン処『そう

だ、チュックでワインを呑もう』

http://corazon2015.strikingl

y.com

『桜木町』駅から徒歩5分、みなとみらいも近い

このエリアに構える 席数16席の小さなお店

“Osteria INOUE（オステリアイノウエ）”。

「お客様一人一人に丁寧におもてなしをした

い。」そんな想いで始めました。

山手駅すぐそばにございます。お一人様でもお気

軽にご来店ください。

北から南までイタリア各州の郷土料理を四季折々

の食材でお作りいたします。本厚木駅徒歩4分。

16時よりOPENしております。

相模湾がアドリア海に思える鎌倉由比ヶ浜、海辺

のトラットリアです。

https://www.facebook.com

/nonnaginia

浅間連峰を見上げる畑に囲まれた一軒家レストラ

ン。有機野菜やジビエ等地元食材を中心に、イタ

リアの家庭料理をベースにした季節感あふれる料

理を提供しています。
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イタリアン・レストラン・カンパーナ 〒417-0056 124
①

RISTORANNTE ITALIANO CAMPANA 静岡県富士市日乃出町38

TEL:0545-53-1291

肉バル　イル・ターボロ 〒420-0031 80 ③

NIKUBAL IL TAVOLO 静岡県静岡市葵区呉服町2-4-6

TEL:054-266-6529

ベヴィトーレ　ー成― 〒420-0033 20 ①

BEVITORE NARI 静岡県静岡市葵区昭和町4－3　メリッサビル2F-A

TEL:054-275-0610

トリアンゴロ 〒420-0065 16 ①

TRIANGOLO 静岡県静岡市葵区新通1-9-10　クインコア1F

TEL:054-205-2651

キャトル・プレジール 〒420-0838 25 ①

QUATRE PLAISIR 静岡県静岡市葵区相生町7-17

TEL:054-209-8600

オステリア・ティアロカ 〒420-0839 20 ①

OSTERIA TIALOCA 静岡県静岡市葵区鷹匠2-13-11-103

TEL:054-266-5495

ラ・ソムリエール 〒420-0857 6
①

LA SOMMELIERE 静岡県静岡市葵区御幸町7-5　アイセイドウビル１F

TEL:054-266-5085

リネア・フレスカ 〒448-0028 ①

LINEA FRESCA 愛知県刈谷市桜町2-1-12

TEL:0566-24-6720

https://www.facebook.com

/La-sommeliere-ワインと日

本酒-763142103738668/

ワインと日本酒の専門店です。ソムリエと利き酒師が

おすすめのお酒をご用意させていただきます。営業時

間１２時~２２時。ハッピーアワーは１８時まで開催

しております。(本日のおすすめ!ワングラス５００円

税別)。今回のソアーヴェはハッピーアワーでもお楽

しみ頂けます。世界の美味しいワインと静岡の美味し

い日本酒をお楽しみいただける店です。

http://r.gnavi.co.jp/n19790

1/

イタリアのバールをイメージした1F席、宴会に最

適な2F貸切OKの個室。契約農家・自社農園で栽

培した野菜をふんだんに使用した料理とイタリア

ワインのお店。

トリアンゴロは16席の小さなアットホームなお店

です。シェフ自慢の手打ちパスタを彩り鮮やかな

お料理でお客様を癒す空間をご提供いたします。

www.quatre-p.com

1階席はカジュアルなバルスタイル。2階席はゆっ

くり食事をしながら楽しめる空間がある。ワイン

を主体とした欧風酒場です。

osteria-tialoca.com

静岡の鷹匠裏通りに佇むイタリア郷土料理店。本

場で感じたイタリア料理の本質を曲げず、滋味深

い料理をワインと共に。

http://www.suzuwa.co.jp

1981年、専務鈴木が大阪辻調理師専門学校フラン

ス校を卒業して、富士市にホテル＆レストランを

開業。料理にかける情熱は負けない。おすすめラ

ンチバイキングは＠2,000円（税別）メインは一

人に一皿ご用意。ディナーは予約営業。

www.il-tavolo.com

焼肉の名店「京昌園」がプロデュースする、国産

プレミアム熟成牛と世界各国のバリエーション豊

かなワインを提供しております。
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カンティーナ・ド・マッソ 〒451-0042 18 ①

CANTINA DO MASSO 愛知県名古屋市西区那古野1-6-11

TEL:052-462-8113

プラティカ 〒460-0003 44 ①

ITALIAN PRATICA 愛知県名古屋市中区錦2-5-29　長者町ゑびすビルパート１-1F

TEL:052-222-2613

伏見バル 〒460-0008 16 ③

FUSHIMI BAR 愛知県名古屋市中区栄1-11-27　富善ビル1F

TEL:052-222-0234

ダ・ファビオ 〒460-0008 37 ①

DA FABIO 愛知県名古屋市中区栄1-5-7-2F

TEL:052-203-3606

クリオ 〒460-0211 20 ①

QOOLIO 愛知県名古屋市中区大須1-20-5

TEL:052-232-7661

リストランテ・イル・ソーレ 〒466-0815 22 ②

RISTORANTE IL SOLE 愛知県名古屋市昭和区山手通2-9-1　アビタシオン山手2F

TEL:052-835-6245

清鮨 〒471-0033 20 ③

Kiyozushi 愛知県豊田市月見町2-1-1

TEL:0565-32-4986

新三嶋寿司 〒471-0845 50 ③

SHIN-MISHIMAZUSHI 愛知県豊田市田中町3-75-2

TEL:0565-27-6827

寿司や和食に合うワインを取りそろえたお店です

まき窯を使い素材をお客様の好みに合わせて調理

するスタイルでやっております。

ILSOLE73.com

イタリア・ボローニャの１つ星の”イル・ソーレ”よ

り、のれん分けされたレストラン。伝統的なイタリア

の郷土料理にこだわり、イタリア現地の食材、調理法

をとりいれて作るイタリア各地方の伝統料理が自慢で

す。国産食材も、有機野菜や漁港より直送される新鮮

で安全な食材を使用しております。

www.kiyozushi.com
ソムリエ厳選のソアーヴェを飲みながら新鮮な季

節のお寿司をどうぞ。

http://s.tabelog.com

名古屋伏見のカジュアルイタリアン。「お値打ち

なのに美味しい！」をモットーに激旨パルマ生ハ

ム550円などお値打ちアラカルト300円〜！女子

会コースもあります。女子一人でもゆっくりでき

ます！

http://w.tabelog.com

女性オーナー一人で営む大人の立ち飲みバルで

す。お一人様でも全然OK♪常時10〜12種ほど手

作り料理をご用意しています。ワインは上質なワ

インをできるだけ価格を抑えて提供しています。

http://da-fabio.jp

料理は本物のイタリアンにこだわり、手打ちパス

タ、お肉料理、煮込み料理などすべて家庭料理を

提供しております。 オーナーが直接イタリアまで

買い付けに行くこともあるワインはお値打ちでカ

ジュアルでありながらクオリティーが高いものを

ご用意しております。

r.goope.jp/domasso

歴史ある名古屋の商店街にあるヴェネツィアをイ

メージした温かなお店です。立ち飲みスペースで

は皆様でワイワイとお過ごし頂ける様グラスワイ

ンやおつまみをお手頃にご用意しています。
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トンド 〒910-0015 ①

TONDO 福井県福井市二の宮3-27-1　二の宮スカイコープ1F-101

TEL:0776-23-9005

煉瓦館 〒910-0023 ①

RENGAKAN 福井県福井市順化1-12-12+シャングリラビル3F

TEL:0776-27-2252

バードランド 〒913-0048 ①

BIRDLAND 福井県坂井市三国町緑ヶ丘4-19-21

TEL:0776-82-5778

エバンス 〒920-0902 30 ①

EVANS 石川県金沢市尾張町2-6-1

TEL:076-232-1665

タベルナ・ガッパ 〒920-0971 20 ①

TAVERNA GAPPA 石川県金沢市鱗町81-1　ライラックガーデン1F

TEL:076-261-3882

ゼルコバール 〒921-8031 ①

ZELKO BAR 石川県金沢市野町5-6-18　ステラハイツ

TEL:076-280-1366

リストランテ・ラ・ヴィータ 〒921-8035 ①

RISTORANTE LA VITA 石川県金沢市泉が丘2-6-32

TEL:076-250-0802

アッラ・コンタディーナ 〒922-0274 ①

ALLA CONTADINA 石川県金沢市別所町3-29

TEL:0761-77-5214

ヴィニ・ラコント 〒930-0003 21 ①

VINI RACCONTO 富山県富山市桜町2-2-24

TEL:076-432-0995

http://kanazawa-

lavita.com/

https://www.alla-

contadina.com/

イタリアの郷土料理など正統派のイタリアンを気

軽に楽しめるお店です。

www.viniracconto.com

富山ワインバーの草分け的存在のお店。イタリアやフ

ランスのワインを中心に、世界各国のワインをご用意

しております。食事はイタリアンをベースに、ワイン

が進むようなものが充実。チーズやデザートもありま

すので、食事がお済みな方もご満足いただけます。

http://www.birdland1989.c

om

片町スクランブルからほど近く。【タベルナ・

ガッパ】はイタリア郷土料理と豊富なワインを気

軽に楽しむお店です。

美味しいワインと美味しい旬の食材を。

イタリアン出身のシェフがイタリアンを中心にご

提供。気軽に大切な人や仲間と素敵な日を楽しん

で頂きたい空間。

http://www.rengakan.com
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ベオーネ 〒930-0083 24 ①

BEONE 富山県富山市総曲輪2-6-17　高島ビル2F

TEL:076-481-6343

ローズ・エ・ロメオ 〒939-0242 28 ①

ROSE E ROMEO 富山県射水市安吉66-3

TEL:0766-52-0979

桜ヶ池クアガーデン　ジョウハナーレ 〒939-1835 60 ③

JOHANARE 富山県南砺市立野原東1514

TEL:0763-62-8181

縁　CHINA 〒950-0087 36 ③

ENISHI CHINA 新潟県新潟市中央区東大通2-2-3

TEL:025-383-8080

スイーツ・アンド・グリルバー・マサオ 〒526-0054 22 ③

SWEETS & GRILL BAR MASAO 滋賀県長浜市大宮町10-8

TEL:0749-62-7873

キュイジーヌハセガワ 〒530-0003 17
②

CUISINE HASEGAWA 大阪府大阪市北区堂島1-4-8　廣ビルB1F

TEL:06-6946-0480

ノガラッツァ 〒530-0005 32 ①

NOGARAZZA 大阪府大阪市北区中之島3-3-23　中之島ダイビル2F

TEL:06-6225-2950

エクローチェ 〒530-0021 15 ①

ECLOCHE 大阪府大阪市北区浮田1-4-21　クリオコートEAST 1F

TEL:06-6940-6803

天神橋筋六丁目駅から約188m。皆様のお越しを

お待ちしております。

本格的鉄板料理からお酒に合う料理まで豊富なメ

ニューとアルコール等もいろんな種類をご用意し

ています。自家製でパンやケーキ等も揃えており

ますのでお好みのスタイルで過ごしていただける

お店を目指しております。

http://cuisine-

hasegawa.com/shop/

食材選びから細部までこだわり、美味しいをかぎ

りなく追及し、遊び心も加えた西洋風創作料理

を、エレガントで落ち着いた趣ある空間でぜひお

召し上がり下さい。最幸のおもてなしでお待ちし

ております。

http://www.nogarazza.jp/

美味しく食べて活力に満ち満ちてくる、自然本来

の恵みと旨味を存分に引き立たせる上品な味わ

い。豊富なワインのセレクションはソムリエが心

行くまでお手伝いいたします。大切な人と至福の

時を皆様に。

日々の暮らしに馴染む、街角のイタリアンバール♪

本格イタリアンをカジュアルなスタイルにアレンジし

た食事は、気軽に楽しめるおつまみからパスタやピッ

ツァのディナーまで幅広く揃います。

地元とイタリアの食材を合わせて、毎日食べても

飽きない料理を目指しています。イタリアのサ

ルーミとイタリアワインのマッチングをお楽しみ

ください。

http://www.sakuragaike.co.

jp

富山県南砺市にあるホテル桜ケ池クアガーデン内

のレストランです。地元食材をふんだんに使用し

た、和食とイタリアンをお楽しみいただけます。

https://r.gnavi.co.jp/rbr1hv

gm0000/

本格中華料理をリーズナブルな価格で楽しめるの

が『縁China 』の魅力。

美味しい料理と美味しいお酒を囲んで、みんなで

ワイワイ楽しみましょう♪

tel:076-481-6343
tel:0766-52-0979
http://www.sakuragaike.co.jp/
tel:0763-62-8181
http://www.sakuragaike.co.jp/
https://r.gnavi.co.jp/rbr1hvgm0000/
tel:025-383-8080
https://r.gnavi.co.jp/rbr1hvgm0000/
tel:0749-62-7873
http://cuisine-hasegawa.com/shop/
tel:06-6946-0480
http://cuisine-hasegawa.com/shop/
http://www.nogarazza.jp/
tel:06-6225-2950
http://www.nogarazza.jp/
tel:06-6940-6803
http://cuisine-hasegawa.com/shop/
http://cuisine-hasegawa.com/shop/
http://www.nogarazza.jp/
http://www.sakuragaike.co.jp/
http://www.sakuragaike.co.jp/
https://r.gnavi.co.jp/rbr1hvgm0000/
https://r.gnavi.co.jp/rbr1hvgm0000/


天神橋パスタホール 〒530-0023 17 ①

PASTA HALL 大阪府大阪市北区黒崎町6-19

TEL:06-6371-0072

ブション 〒530-0027 47
③

BOUCHON 大阪府大阪市北区堂山町梅田地下街3-2

TEL:06-6313-1015

れもんや 〒530-0041 40 ①

LEMONYA 大阪府大阪市北区天神橋5-5-25　グレイスタケムラ1F

TEL:06-6881-2337

ラ・スピーゴラ 〒530-0047 36 ①

LA SPIGOLA 大阪府大阪市北区西天満3-6-1-2F

TEL:06-6311-6333

カーサ・ディ・オーロ 〒530-0047 16 ①

CASA D'ORO 大阪府大阪市北区西天満5-14-7

TEL:06-7710-6583

パーネ・エ・ヴィーノ 〒530-0057 28 ①

PANE E VINO 大阪府大阪市北区曽根崎1-1-16

TEL:06-6365-8456

バール・イタリアーノ・クラシコ 〒530-0057 140 ①

BAR ITALIANO CLASSICO 大阪府大阪市北区曽根崎2-14-4

TEL:06-6311-0003

カッチャトーレ・ヤマガミ 〒531-0072 16 ①

CACCIATORE YAMAGAMI 大阪府大阪市北区豊崎4-3-1

TEL:06-6131-4119

創作バル　カルクオーレ 〒531-0074 16 ①

SOSAKU BAR CALCUORE 大阪府大阪市北区本庄東1-18-10

TEL:06-6147-5970

調理を目の前で堪能できるウッド調のカウンター

席。地元にも愛される当店。おひとり様でも大歓

迎です。本格イタリアンと創作バルの新スタイル

で、お食事とお酒をお楽しみください。

http://panevino2000.jimdo.

com

梅田　大融寺の近くにあるイタリアンのお店で

す。

https://www.facebook.com

/cacciatoreyamagami/

猟師が営む街の小さなイタリアン。　ジビエとワ

インと生パスタの店。

https://lemonya.owst.jp
南イタリアのように明るく楽しい雰囲気の店内。

こだわりの食材とワインをご用意しております！

カジュアルに本格イタリアンを。大切に育てられ

ている有機野菜、美しい海で育ったお魚など、直

送される旬の素材の本来の旨み、味にこだわった

イタリアンです。

http://casadoro.owst.jp

北イタリアで3年間修業した店主がつくる自慢の

手打ちパスタが絶品。満足していただけるコース

料理とともにイタリアワインもご用意しておりま

す。お気軽にお立ち寄りください。

天五中崎通り商店街すぐのこだわりパスタのある

お店です。パスタ以外にもお酒に合う肴もご用意

しております。食事だけでなく、バーとしても深

夜までお楽しみいただけます。本気のパスタ、本

気のお酒をご堪能下さい。

http://r.gnavi.co.jp/k31670

31

世界各国のワインを気取らず楽しんでいただきた

い思いからbouchon（仏：居酒屋）と名付けまし

た。20種類を超えるグラスワインと和洋ジャンル

に囚われない相性の良い料理の中から新しい出会

いを発見してください。

tel:06-6371-0072
http://r.gnavi.co.jp/k3167031
tel:06-6313-1015
http://r.gnavi.co.jp/k3167031
https://lemonya.owst.jp/
tel:06-6881-2337
https://lemonya.owst.jp/
tel:06-6311-6333
http://casadoro.owst.jp/
tel:06-7710-6583
http://casadoro.owst.jp/
http://panevino2000.jimdo.com/
tel:06-6365-8456
http://panevino2000.jimdo.com/
tel:06-6311-0003
https://www.facebook.com/cacciatoreyamagami/
tel:06-6131-4119
https://www.facebook.com/cacciatoreyamagami/
tel:06-6147-5970
http://panevino2000.jimdo.com/
http://panevino2000.jimdo.com/
https://www.facebook.com/cacciatoreyamagami/
https://www.facebook.com/cacciatoreyamagami/
https://lemonya.owst.jp/
http://casadoro.owst.jp/
http://r.gnavi.co.jp/k3167031
http://r.gnavi.co.jp/k3167031


イル・カトゥッティ 〒531-0075 26 ①

IL KATUTTI 大阪府大阪市北区大淀南2-8-11

TEL:06-6136-3130

ベルテンポ 〒534-0014 22 ①

BEL TEMPO 大阪府大阪市都島区都島北通1-4-21　ダィナスタビル103

TEL:06-6180-8334

ピッツェリア・ダ・ペピーノ 〒534-0023 22 ①

PIZZERIA DA PEPINO 大阪府大阪市都島区津島南通2-14-21

TEL:06-929-0170

ギャルド 〒534-0024 50 ①

GARDE 大阪府大阪市都島区東野田町3-6-24　エル京橋内

TEL:06-6353-5517

スクオーレ 〒536-0016 25 ①

SCUORE 大阪府大阪市城東区蒲生4-21-21

TEL:06-6932-3444

チニャーレ 〒540-0013 22 ①

CIGNALE 大阪府大阪市中央区内久室寺町3-1-14

TEL:06-6940-0018

ヴィノ・バール・ドゥエ 〒540-0021 12 ①

VINO BAR DUE 大阪府大阪市中央区大手通1-3-1

TEL:06-6943-9155

エスポージト 〒540-0036 26 ①

ESPOSITO 大阪府大阪市中央区船越町1-1-11-101

TEL:06-6809-2979

リルチェンテ 〒541-0045 18 ①

RILUCENTE 大阪府大阪市中央区道修町1-5-23　ミコノス北浜1F

TEL:06-6209-0007

旬の魚介類や野菜を使ったアラカルト料理とワイ

ンを気軽に楽しめるワインバー

http://www11.ocn.ne.jp~es

posito/index.html

ナポリの有名職人の直弟子が焼く絶品の本格窯焼

ピッツァが頂けるお店。

北イタリア料理を中心としたカウンターメインの

お店です。　ワインはイタリアのみ、多数ご用意

しております。

京橋の商店街に面したピッツェリア。　イタリア

から取り寄せたピザ窯でピッツァを焼き上げま

す。　素材にこだわり生地までおいしいピッツァ

をお召し上がりいただけます。

http://dlv.jp/restaurant.php

おススメのグラスワインは480円〜。さらに！季

節感たっぷりのこだわり料理はリーズナブルなメ

ニューから高級食材を使ったメニューまで！。納

得のコスパでご堪能ください。

2014年に大阪蒲生4丁目の築100年を超える古民

家をリノベーションして出来たピッツェリア。本

場のナポリピッツアと郷土料理、ワインが楽しめ

る。

イタリア語でイノシシという意味の店名です。イ

タリア料理と合うワインを数多くそろえ箕面ビー

ルも取入れ、大阪らしさを楽しめ、気軽に立ち

寄っていただけるお店です。

モダン・イタリア料理をリーズナブルな価格で堪

能していただけます。イタリアワインに合う旬の

食材を活かした季節を感じる逸品をご提供。幸せ

なお時間とともにお愉しみ下さい。

店名のベルテンポはイタリア語で「晴天」「良き

時間」の意味をもちます。お客様にお料理で晴れ

やかな気持ちになっていただくことをコンセプト

に店づくりをしております。

tel:06-6136-3130
tel:06-6180-8334
tel:06-929-0170
http://dlv.jp/restaurant.php
tel:06-6353-5517
http://dlv.jp/restaurant.php
tel:06-6932-3444
tel:06-6940-0018
tel:06-6943-9155
http://www11.ocn.ne.jp~esposito/index.html
tel:06-6809-2979
http://www11.ocn.ne.jp~esposito/index.html
tel:06-6209-0007
http://www11.ocn.ne.jp~esposito/index.html
http://www11.ocn.ne.jp~esposito/index.html
http://dlv.jp/restaurant.php


イル・バール・セントラル・バンコ 〒541-0046 30 ①

IL BAR CENTRAL BANCO 大阪府大阪市中央区平野町2-2-12　イコマビルヂング1F

TEL:06-6232-1200

ブラヴーラ 〒541-0047 20
①

BRAVURA 大阪府大阪市中央区淡路町3-6-3

TEL:06-6484-6789

カパンナ 〒541-0047 10 ①

CAPANNA 大阪府大阪市中央区淡路町2-6-5

TEL:06-6226-7026

トラットリア・ノイ 〒542-0062 28 ①

TRATTORIA NOI 大阪府大阪市中央区上本町西5-2-18

TEL:06-4304-0087

ブタリア・パオロ 〒542-0074 14 ①

BUTARIA PAOLO 大阪府大阪市中央区千日前2-3-24　久富千日プラザ210

TEL:06-6536-8799

ウタゲ 〒542-0075 10 ③

UTAGE 大阪府大阪市中央区難波千日前2-13　島田ビル1F

イル・ピアット 〒542-0083 10 ①

IL PIATTO 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-6-30　清水町ビル1F

TEL:06-6245-0029

サクライ 〒542-0084 20 ①

SAKURAI 大阪府大阪市中央区宗右衛門町3-7　パレ373ビル

TEL:06-6213-1121

ポモドーロ・フレスカ 〒543-0042 ①

POMODORO FRESCA 大阪府大阪市天王寺区烏ヶ辻1-1-22

TEL:06-6772-9353

本場イタリアで修業したシェフが造るお料理を厳

選されたワインのマリアージュをお楽しみくださ

い。

12

南イタリアのイタリアンをベースに厳選した豚の

赤身、新鮮な内臓をふんだんに使用したバール料

理の数々を、カジュアルな雰囲気のお店で陽気に

お楽しみください。

裏なんばの味園ビル手前のファミリー横丁に

utage（ウタゲ）はあります。立ち飲みスタイル

で地中海料理をベースにイタリアンも幅広い料理

が楽しめます。

心斎橋清水町のビルにたたずむ“かくれ家レスト

ラン”です。

大阪ミナミのど真ん中、宗右衛門町にあるビルの

最上階、JAZZが流れる大人な空間で、季節感あふ

れる本格イタリアンと厳選ワインを深夜までお楽

しみいただけます。

http://la-

vineria.bravura.ciao.jp

こだわりの料理とイタリアワイン、そしてディー

プなイタリア語とカッフェが楽しめるお店。月例

のワイン会や生産者の来店、イタリア映画の上映

会などイベント満載のイタリア情報発信基地で

す。人と人とイタリアを繋ぐそんなお店です。

料理はもちろん、種類豊富なワインや、何度でも

通いたくなる落ち着いた雰囲気が魅力です。

「私たち」という意味の店名、みんなの帰ってこ

れる場所、そんなお店にしたいという想いが込め

られています。こだわりの食材とワインをお楽し

み下さい。

www.ilbar-kitahama.com

普段使いをコンセプトに、お手頃な前菜、魚介料

理などの豊富なメニューをご用意。ソムリエが選

ぶワインと共にお楽しみいただけます。

http://www.ilbar-kitahama.com/
tel:06-6232-1200
http://www.ilbar-kitahama.com/
http://la-vineria.bravura.ciao.jp/
tel:06-6484-6789
http://la-vineria.bravura.ciao.jp/
tel:06-6226-7026
tel:06-4304-0087
tel:06-6536-8799
tel:06-6245-0029
tel:06-6213-1121
tel:06-6772-9353
http://la-vineria.bravura.ciao.jp/
http://la-vineria.bravura.ciao.jp/
http://www.ilbar-kitahama.com/


イタリア料理ヴェントゥーノ 〒550-0003 23 ①

VENTUNO 大阪府大阪市西区京町堀1-7-22　クレグラン京町堀1F

TEL:06-7663-7114

ピアノ・ピアーノ 〒550-0003 34 ①

PIANO PIANO 大阪府大阪市西区京町堀1-4-22-1F

TEL:06-6448-5774

ウツボーノ 〒550-0004 24 ①

UTSU BUONO 大阪府大阪市西区靭本町1-14-5

TEL:06-6444-2888

フィオッコ 〒550-0005 24 ①

FIOCCO 大阪府大阪市西区西本町1-5-21-2F

TEL:06-6532-1150

くつろぎ食堂スーリール・ダンジェ 〒550-0005 17 ①

SOURIRE D'ANGE 大阪府大阪市西区西本町2-1-35　神代ビル1F

TEL:06-6543-8155

小西屋 〒550-0013 18 ①

KONISHIYA 大阪府大阪市西区新町1-23-9

TEL:06-6586-9769

カルド 〒550-0013 18 ①

CALDO 大阪府大阪市西区新町1-30-1-1F

TEL:06-6541-5165

ラガッツァ 〒550-0013 13 ①

ragazza 大阪府大阪市西区新町1-14-43　日宝ニュー立売堀ビル1階1号

TEL:06-4393-8661

料理屋　新町壱丁目 〒550-0013 24 ①

RYOURIYA SHINMACHI-ICCHOME 大阪府大阪市西区新町1-20-6　打上ビルII-1F

TEL:06-6536-2091

http://www.ragazza-

osaka.com/

大阪新町にあるイタリア料理店。名前は"ragazza"

イタリア語で女の子という意味。大人女史の日常

に“ちょっとかわいい”を贈れるようなそんなお店

を目指します。

旬の食材や産地直送の新鮮な魚介類をふんだんに

使用したイタリアンです。

名物はパイ生地のピザ！切り立てのパルマ産生ハ

ム！こだわりのワインと共にお楽しみ下さい

イタリア・フレンチをベースとした洋食＆ワイン

をお楽しみいただきながら、ゆっくりお過ごしい

ただいたり、それぞれに気軽に楽しんでいただけ

るお店です。

オーナーシェフの出身地、「丹後」より厳選され

た新鮮な食材を取り寄せています。落ち着いた空

間で気の合う仲間と格別の“ひととき”をお楽しみ

下さい。

美味しい料理とイタリアワインを堪能できるアッ

トホームなイタリアン

木の温もりある店内と野菜ソムリエ厳選のお野菜

にオーナーシェフ自慢の料理！厳選されたワイン

と共にお楽しみください！

piano-piano.co.jp

活気のあるオープンキッチンからの心地よい音と

香り。優しくて飽きのこない安心のイタリア料理

を提供しています。

http://utsubuono.owst.jp

本格的なイタリアンが楽しめる愉快なイタリアン

食堂。さっくり飲みにもがっつり飲みにもピッタ

リ系プランをご用意！いつでもお気軽にお立ち寄

りください。

tel:06-7663-7114
tel:06-6448-5774
http://utsubuono.owst.jp/
tel:06-6444-2888
http://utsubuono.owst.jp/
tel:06-6532-1150
tel:06-6543-8155
tel:06-6586-9769
tel:06-6541-5165
http://www.ragazza-osaka.com/
tel:06-4393-8661
http://www.ragazza-osaka.com/
tel:06-6536-2091
http://www.ragazza-osaka.com/
http://www.ragazza-osaka.com/
http://utsubuono.owst.jp/


テネレッツァ 〒553-0002 23 ①

Tenerezza 大阪府大阪市福島区鷺洲2-9-15　エイトワンビル1F

TEL:06-6450-0678

パーラー184 〒553-0003 16 ③

PARLOR 184 大阪府大阪市福島区福島1-6-24　グレーコーｔ－ファイブ１Ｆ

TEL:06-6458-3233

ユトゥルナ 〒553-0003 34 ②

JUTURNA 大阪府大阪市福島区福島1-1-7　堂島リバーフォーラム2F

TEL:06-6341-0020

ボッチ・デ・ビッラ 〒564-0051 20 ①

BOCCI DE BIRRA 大阪府吹田市豊津町12-26　サクセス江坂103

TEL:06-6821-0735

ノルド 〒565-0862 5 ①

NORD 大阪府吹田市津雲台6-22-3　トレックビル1F

TEL:06-6318-7438

ビーイン 〒572-0085 25 ①

BE- IN 大阪府寝屋川市香里新町5-22

TEL:072-833-0099

アウラ 〒573-0032 28 ①

AURA 大阪府枚方市岡東町12-2　枚方T-SITE 8F

TEL:072-846-1599

トラットリア・アルモ 〒594-0041 23 ①

TRATTORIA ALMO 大阪府和泉市いぶき野5-7

TEL:0725-56-2678

わいんばー・りゅうちゃん 〒600-6186 10 ①

WINE BAR RYUCHAN 京都府京都市下京区綾西洞院町730-1

TEL:075-708-6186

交通の便も良く、京都の中心地にありながら、隠

れ家的存在。地元の方々はもちろん、同業者にも

愛される「ほっこりできるお店」

http://nord-wine.com お気軽にお越しくださいませ。

季節のお野菜と鮮魚のお料理と、豊富なワインを

ご用意してお待ちしております。

開放感のあるロケーションに、大人の空間が広が

る店内。洗練されたワインやウイスキー、リ

キュールを揃えてお待ちしております。

日本人の味覚に合わせたイタリアンを満喫できる

トラットリアです。

阪神福島駅より徒歩2〜3分、JR新福島駅より徒歩

3〜4分、福島駅から約230m

http://juturna.asia

栽培法と産地にもこだわった安全性の高い食材

を、素材の持ち味を活かすシンプルな調理法でご

堪能いただくとともに、ハーブ本来の香りや効力

を取り入れたメニューもお楽しみいただけます。

http://bocci-de-birra.com

昼は街のパスタ屋さん。夜はおうちイタリアン。

アットホームな空間で、ワインと食事を楽しんで

頂く気取らないお店です。

http://tenerezza.okoshi-

yasu.com/

素材の旨味を引き出す為に、溶岩石の石窯で調理

するイタリア料理。国産小麦と天然酵母から作る

こだわりのピッツァ。４０種以上のワインを揃え

た、隠れ家イタリアン。

http://tenerezza.okoshi-yasu.com/
tel:06-6450-0678
http://tenerezza.okoshi-yasu.com/
tel:06-6458-3233
http://juturna.asia/
tel:06-6341-0020
http://juturna.asia/
http://bocci-de-birra.com/
tel:06-6821-0735
http://bocci-de-birra.com/
http://nord-wine.com/
tel:06-6318-7438
http://nord-wine.com/
tel:072-833-0099
tel:072-846-1599
tel:0725-56-2678
tel:075-708-6186
http://nord-wine.com/
http://juturna.asia/
http://bocci-de-birra.com/
http://tenerezza.okoshi-yasu.com/
http://tenerezza.okoshi-yasu.com/


ブドウヤTSK 〒600-8025 24 ①

BUDOUYA TSK 京都府京都市下京区河原町南高辻下ル清水町454-14

TEL:075-708-6760

オステリア　エ　バール　ポレンタ 〒600-8062 polenta.jp 22 ①

OSTERIA E BAR POLENTA 京都府京都市下京区寺町通仏光寺下ル恵美須之町546-1 しきさいビル １Ｆ

TEL:075-352-3227

ビストロ・コワン 〒600-8083 30 ③

BISTRO COIN 京都府京都市下京区西前町377-5

TEL:075-708-2056

ダニエルズ・ルーチェ 〒600-8216 50 ③

DANIELS LUCE 京都府京都市下京区東塩小路町721-1　京都タワービル北新館4F

TEL:075-708-7775

KAKIMARU七条店 〒600-8320 32 ③

KAKIMARU NANAJOU TEN 京都府京都市下京区福本町404-10

TEL:075-708-6938

チェネッタ・バルバ 〒600-8414 www.cenettabarba.com 18 ①

CENETTA BARBA 京都府京都市下京区匂天神町642

TEL:075-708-3606

スケッチ 〒600-8422 20 ①

SKETCH 京都府京都市下京区白楽天町502　福井ビル1F

TEL:075-371-0833

ビストロ・セー 〒600-8422 48 ③

BISTRO C 京都府京都市下京区室町仏光寺上ル白楽天町529 http://www.citron-

kyoto.com/

昼はリストランテのコース料理、夜は、ローマの

下町料理をアラカルトで提供しています。

木の温もり溢れるお洒落な空間で厳選食材を使っ

て作るイタリア料理を楽しめるお店です。お料理

等、様々な色彩を感じながらゆったりとしたひと

ときをお過ごしください。

カジュアルな本格フレンチをご堪能！26時まで営業しており

ます♪♪1階はやさしい温もりが感じられるオープンキッチ

ンカウンターがあり、シェフとの会話も楽しめます。ワイン

を飲みながらまったり過ごすのに最高♪ワインは常時60〜

70種類のボトルをご用意いたしております。2・3階はフラ

ンスのビストロを思わせる雰囲気のテーブル席や、ゆったり

とした雰囲気のソファ席をご用意。

こだわりの有機野菜とワインをメインにしたバル

です。旬の野菜を使った料理や、パスタ、自家製

ベーコン、アヒージョといったワインにピッタリ

のメニューが豊富に揃っています！

取り扱いワインはイタリアのみで営業しておりま

す。お値打ちワインから古酒ワインまで幅広いワ

インを気軽に楽しんでいただけます。

http://www.bistro-

coin.com/

地下鉄四条駅、阪急京都線烏丸駅より徒歩10分。

隠れ家のようなアットホームの雰囲気と、数多く

のワインでおもてなしいたします。料理あってこ

そのワイン。それを現したビストロ。

京都駅から近くの貝と白ワインのバル。カキや季

節の活貝を中心に、気軽に楽しめるリーズナブル

な価格のメニューですので、是非一度お立ち寄り

ください。

"京都駅の程近く、京都タワーのふもとにある京

都タワービル。ヨドバシの南側４Fに烏丸エリア

で人気のイタリアン【ダニエルズ】の新店がNEW

OPEN。圧巻のビアタワーから注がれる生ビール

で気分は近未来ビアホールやお店自慢の生パスタ

をはじめとしたたくさんのバルメニューで本格的

なイタリアンを堪能できます！シーンを選ばず、

気軽に利用できるイタリアンです。

tel:075-708-6760
tel:075-352-3227
http://www.bistro-coin.com/
tel:075-708-2056
http://www.bistro-coin.com/
tel:075-708-7775
tel:075-708-6938
http://www.cenettabarba.com/
tel:075-708-3606
tel:075-371-0833
http://www.citron-kyoto.com/
http://www.citron-kyoto.com/
http://www.citron-kyoto.com/
http://www.citron-kyoto.com/
http://www.bistro-coin.com/
http://www.bistro-coin.com/


TEL:075-351-1311

イル・デンテ・ディ・レオーネ 〒602-0862 16 ①

IL DENTE DI LEONE 京都府京都市上京区河原町通丸太町上ル出水町274

TEL:075-223-3911

酒酪菜HANAMITSU 〒602-8176 http://hnmts.info/ 14 ①

HANAMITSU 京都府京都市上京区下丸屋町516

TEL:075-406-1478

リストランテ・アゼクラ 〒603-8081 30 ①

RISTORANTE AZEKURA 京都府京都市北区上賀茂岡本町30

TEL:075-701-0162

室町二條みのや 〒604-0021 29 ③

MINOYA 京都府京都市中京区室町二條下ル蛸薬師町270

TEL:075-204-8548

リノ 〒604-0025 23
①

LINO 京都府京都市中京区上妙覚寺町230-2 秋山法衣ビル1F

TEL:075-746-6469

クチーナ・クラモチ 〒604-0094 25 ①

CUCINA KURAMOCHI 京都府京都市中京区桝谷町149　サンモリタ1F

TEL:075-253-6336

フィオリスカ 〒604-0827 14
②

FIORISCA 京都府京都市中京区高倉二条下ル瓦町545　アビリティ高倉1F

TEL:075-212-9270

http://www.citron-

kyoto.com/

www.fiorisca.com

京都・御所南のイタリアン「フィオリスカ」。京都や

淡路島の旬の食材を使った、イタリアンの枠に捉われ

ない、味わい軽やかな料理をご提供します。パスタや

パン、お茶菓子などもこだわり手作りでご用意してお

ります。カウンター中心の当店で、美味しいお食事

を、落ち着いた雰囲気の中でお楽しみください。

ここは上賀茂にある隠れ家的レストラン。ランチ

はお庭と緑豊かな景観を、ディナーはほんのりラ

イトアップで幻想的な雰囲気を楽しめます。

京イタリアンとお酒を楽しんで頂けるお店です。

明治時代の京町屋を改装した【室町二條　みの

や】。長野県「南信州・伊那谷」の旬食材が織り

なす、和のエッセンスを加えた美酒佳肴に心酔で

きます。

閑静な住宅街に佇む“Lino”は、地方性豊かなイタリア料理を

カジュアルに楽しむ大人のオステリア◎気さくなスタッフの

心配り、本場イタリアで修行したシェフが贈る多彩な一皿で

おもてなしいたします。お料理と共に楽しむワインは、歴史

ある厳選したイタリアワインを200種類以上。お料理はコー

ス以外にもアラカルトを中心にご用意。自分の好きな料理を

選べるのも魅力。気軽に楽しめる本格イタリアン。

リストランテ・トラットリアといった枠にこだわ

らず、カジュアルな一皿から創意工夫をこらした

一皿まで、本場仕込みのイタリア料理を肩ひじは

らずに楽しんでください。

シェフが修行をした北部のピエモンテや南部のシ

チリアを中心とする地方色豊かなメニューでお料

理を楽しめます。

カジュアルな本格フレンチをご堪能！26時まで営業しており

ます♪♪1階はやさしい温もりが感じられるオープンキッチ

ンカウンターがあり、シェフとの会話も楽しめます。ワイン

を飲みながらまったり過ごすのに最高♪ワインは常時60〜

70種類のボトルをご用意いたしております。2・3階はフラ

ンスのビストロを思わせる雰囲気のテーブル席や、ゆったり

とした雰囲気のソファ席をご用意。

tel:075-351-1311
http://www.citron-kyoto.com/
tel:075-223-3911
http://hnmts.info/
tel:075-406-1478
tel:075-701-0162
tel:075-204-8548
tel:075-746-6469
tel:075-253-6336
http://www.fiorisca.com/
http://www.fiorisca.com/
tel:075-212-9270
http://www.fiorisca.com/
http://www.fiorisca.com/


じじばば木馬亭 〒604-0842 40 ③

JIJIBABA MOKUBATEI 京都府京都市中京区西押小路町106-1F

TEL:075-746-3882

トラットリア・サルティンバンコ 〒604-0846 24 ①

TRATTORIA SALTINBANCO 京都府京都市中京区金吹町460　べるめぞｎ１F

TEL:075-213-5046

オッティモ 〒604-0846 www.ottimo-kyoto.com 24 ①

OTTIMO 京都府京都市中京区両替町通二条下がる金吹町480　モントワ烏丸御池1F

TEL:075-211-2036

タヴェルナ・ピノッキオ 〒604-0882 16 ①

TAVERNA PINOCCHIO 京都府京都市中京区高倉通竹屋町下ル福山町728-1, 

TEL:075-256-3050

まんざら本店 〒604-0903 http://www.manzara.co.jp 55 ③

MANZARA HONTEN 京都府京都市中京区指物町321 

TEL:075-253-1558

ルシュルシュル 〒604-0934 22 ①

LSHLSHL 京都府京都市中京区麩屋町通二条下ル尾張町225

TEL:075-252-2587

fudo 〒604-0942 28 ①

FUDO 京都府京都市中京区御池大東町590　加納ビルB1F

TEL:075-253-6290

リストランテ・ストラーダ 〒604-0954 35 ①

RISTORANTE STRADA 京都府京都市中京区御池柳馬場北東角

TEL:075-241-0800

http://www.strada-

oike.com/index.html

京野菜はもちろん日本全国そしてイタリアから厳

選した食材を使用したお料理とワインをご提供し

ます。

京都市営地下鉄丸太町駅から徒歩5分にあるタ

ヴェルナ・ピノッキオ。素材にこだわり仕入れら

れた旬の魚介類を使用したお料理をワインと共に

お召し上りください。

大正時代の町屋を改装したまんざら本店では、旬

味を大切にした和食と稀少な日本酒を味わえま

す。

lshlshl.com

料理・ワイン・サービスのトータルでルシュル

シュルでしか感じられない素敵な時間を演出いた

します。

身近な食材を使い、日本をテーマにしたイタリア

ン

烏丸御池駅からすぐ、オシャレな落ち着いた雰囲

気の店内で旬の食材を使用したお料理をお楽しみ

ください。

saltinbanco.jp/

素材が喜ぶ料理をモットーに素材を生かしたイタ

リアンを提供しています。ソムリエでもあるオー

ナーシェフの選ぶワインにも注目してください。

新鮮な魚介をふんだんに使用したイタリアンをお楽しみいた

だけます。三重から毎日仕入れる素材を、最適な調理法で提

供する本日のお魚料理は、是非食べてほしい一品です。ま

た、パスタやピッツアは北海道の小麦粉を使用した自家製。

豊富に用意しているワインと合わせてお召し上がりくださ

い。ottimo(オッティモ）でゆっくりと、素敵な夜をお過ご

しください。

tel:075-746-3882
http://saltinbanco.ne.jp/
tel:075-213-5046
http://saltinbanco.ne.jp/
http://www.ottimo-kyoto.com/
tel:075-211-2036
tel:075-256-3050
http://www.manzara.co.jp/
tel:075-253-1558
tel:075-252-2587
tel:075-253-6290
http://www.strada-oike.com/index.html
tel:075-241-0800
http://www.strada-oike.com/index.html
http://www.strada-oike.com/index.html
http://www.strada-oike.com/index.html
http://saltinbanco.ne.jp/


ジュメル　29 〒604-8027 36 ③

JUMELLES 29 京都府京都市中京区麩屋町綾小路通下ル塩谷町81-1

TEL:075-371-6029

レモン 〒604-8053 ③

LEMON 京都府京都市中京区麩屋町四条上ル桝谷町514　コリスアルタル1F

ダニエルズ・アルバ 〒604-8105 daniels.jp 52 ①

DANIELS ALBA 京都府京都市中京区亀甲屋町595　ホテルギンモンド1F

TEL:075-212-2385

ダニエルズ・ソーレ 〒604-8126 70 ①

DANIELS SOLE 京都府京都市中京区高倉通錦小路上ル貝屋町567 

TEL:075-744-1588

トラットリア・ラ・パーチェ 〒604-8127 30 ①

TRATTORIA LA PACE 京都府京都市中京区堺町通錦小路上ル菊屋町531

TEL:075-255-1195

漁港直送　海鮮酒場　あんじ烏丸六角店 〒604-8134 68 ③

ANJI KARASUMA ROKKAKU TEN 京都府京都市中京区堂之前町232-2F

TEL:075-231-5375

ダニエルズ 〒604-8142 daniels.jp 46 ①

DANIELS 京都京都市中京区錦小路高倉西入る西魚屋町596

TEL:075-212-3268

ルミエール 〒604-8155 20
③

LUMIERE 京都府京都市中京区占出山町320

TEL:075-252-8263

www.daniels.jp

店内は、南イタリアの香りが漂い、自慢したくな

るほど、雰囲気抜群！窯で焼き上げるピッツァと

毎日手づくりの生パスタが自慢のイタリアン！

anji-gr.com

"本日入荷の魚、貝をお客様の目で見ていただ

き、お客様で調理方法を選んでいただきます！食

べ方は色々・・一つの魚種で色々な食べ方を楽し

んでいただけます！

階段を上がるとそこはまるでイタリアの街角！石

畳に街灯が映えるかわいい店内です。

http://lumiere-kyoto.jp

お店の理念は「美と健康」をコンセプトに地産地

消の考えで近畿圏を中心に安全な食材を用いた料

理を大切な人を思ってお料理を御提供していま

す。シックで落ち着いた外観と温かみのある開放

的な店内はまさに大人のための空間。

Jumekkes 29のメニューは素材の持ち味を最大限

引き出し、全てを手作りすることをモットーとし

たお料理です。旬の食材にこだわり、絶えず変化

していくメニューを楽しんでください。

8月5日オープン予定

落ち着いた雰囲気ながらアラカルトメニューも豊

富で普段使いの気軽なバルにもお使いください。

本格イタリアンと豊富なワインもご用意しており

ます！

京の伝統野菜や和歌山の魚、ジビエ。ゆかりのある土

地で取れた食材を使ったイタリア料理店です。紀州田

辺漁港直送の魚、こだわりのある安心できる野菜、生

産者のはっきりしたジビエ、これらを惜しみなく使っ

てリーズナブルに提供しています。大人の為の隠れ家

カジュアルイタリアンです。

tel:075-371-6029
tel:075-212-2385
http://www.daniels.jp/
tel:075-744-1588
http://www.daniels.jp/
tel:075-255-1195
tel:075-231-5375
tel:075-212-3268
http://lumiere-kyoto.jp/
tel:075-252-8263
http://lumiere-kyoto.jp/
http://www.daniels.jp/
http://lumiere-kyoto.jp/


セカイヤ 〒604-8155 46 ①

SEKAIYA 京都府京都市中京区錦小路室町東入ル占出山町31-1

TEL:075-257-3447

チンクエ・イカリヤ 〒604-8202 cinqueikariya.oust.jp 32 ①

CINQUE IKARIYA 京都府京都市中京区突抜町138-3 

TEL:075-708-6815

炭屋ぴん 〒604-8207 12 ③

SUMIYA PINN 京都府京都市中京区新町通御池下ル神明町74-5　Ms OIKE 1F

TEL:075-254-7775

チャコール 〒604-8214 www.lotus0610.com/sp/ 30 ③

CHARCOAL 京都府京都市中京区炭之座町416-1

TEL:075-223-0393

京洋食まつもと 〒604-8215 37 ③

京都府京都市中京区蛸薬師通新町西入ル不動町171-4

TEL:075-708-7616

ロータス 〒604-8222 32
①

LOTUS 京都府京都市中京区観音堂町470　道家商事ビル 2F

TEL:075-212-1256

ノヴェッキオ 〒604-8464 40 ①

NOVECCHIO 京都府京都市中京区西ノ京南円町101-2F3101-2F

TEL:075-802-6636

アリアーレ 〒604-8812 16 ①

ALIARE 京都府京都市中京区壬生相合町67-1

TEL:075-803-6070

youshoku-matsumoto.com

京町屋風の一軒家レストラン。　京都産の肉や野

菜・卵など、地産地消の食材を堪能できる洋食屋

です。　和と洋の要素を取り入れたくつろぎ空間

で、カウンターや個室もあり、一人飲みやデー

ト、各種宴会でご利用いただけます。

http://www.lotus0610.com/

sp/

いつも明るく元気なスタッフが人気のロータス。

カウンターでスタッフとワイワイしながら、オス

スメ料理を食べるのもイチオシ！厳選ワインやオ

リオジナルカクテル・さわやかなモヒートなども

取り揃えております。

http://novecchio.com

ＪＲ円町駅より徒歩１分。大通りから少し入った

２階にあるイタリアンダイニングバー。開放感

たっぷりの高い天井、１００インチ画面に映し出

される映像や音楽に耳を傾けながら、京野菜にこ

旬の魚やお野菜を使ったイタリア料理を中心とし

た炭火焼を楽しめるバールスタイルのお店です。

京町屋ならではの落ち着いた雰囲気が居心地の良

い空間を演出。イタリアで経験を積んだシェフが

独自のスタイルでトスカーナの郷土料理を提案し

ます。

ちょっとゆっくり寛ぎたい時は、チャコールのカ

ウンターがオススメ。豊富なワインとオリジナル

のスパークリングワインカクテルで二件目扱いに

もご利用ください。

京都の住宅内にある隠れ家的イタリアン。オープ

ンして間もないが既に大人気のお店。値段はリー

ズナブルですが、料理のクオリティが高いのが人

気の秘密です。

tel:075-257-3447
tel:075-708-6815
tel:075-254-7775
http://www.lotus0610.com/sp/
tel:075-223-0393
tel:075-708-7616
http://www.lotus0610.com/sp/
tel:075-212-1256
http://www.lotus0610.com/sp/
http://novecchio.com/
tel:075-802-6636
http://novecchio.com/
tel:075-803-6070
http://www.lotus0610.com/sp/
http://www.lotus0610.com/sp/
http://novecchio.com/


津田楼 〒605-0074 ③

TSUDARO 京都府京都市東山区祇園町南側570-121

TEL:075-708-2518

モンローズ 〒605-0084 18 ①

MONT ROSE 京都府京都市東山区花見小路末吉上ル東側　今井アートビル４F

TEL:075-532-7366

スキロ 〒605-0802 6 ③

SQUILLO 京都府京都市東山区大和大路通四条下ル大和町21-1-2

TEL:075-741-8797

オステリア・センプレ 〒605-8065 15 ①

OSTERIA SEMPRE 京都府京都市中京区坂井町458-2

TEL:075-746-2332

串　たなか 〒605-8155 34 ③

KUSHI TANAKA 京都府京都市中京区錦小路通烏丸西入占出山町10-10

TEL:075-222-0054

オステリア・ロア 〒606-0851 30 ①

OSTERIA ROI 京都府京都市左京区下賀茂梅ノ木町71-6

TEL:075-712-4772

フリーゴ 〒606-8204 14 ①

FRIGO 京都府京都市左京区田中下柳町8-7

TEL:075-771-2050

膳洛 〒606-8392 ①

@ZENRAKU 京都府京都市左京区聖護院山王町43-2　パレスラート日生ビルB1F

TEL:075-761-7777

気軽に楽しめるカジュアルイタリアン。メニュー

はすべて自家製で、季節に合わせたおすすめメ

ニューもあります。深夜2時まで営業しているの

で、時間を気にせず楽しんでいただけます。

kyoto-frigo.com

ワイワイしたい1軒目にもゆったりしたい2軒目に

も・・・。オーナーシェフの実家マキノから調達

した無農薬野菜をふんだんに使ったお料理と、常

時50種類以上のワインを楽しんでいただけるカ

ジュアルなお店です。

本格的な料理と酒をリーズナブルに味わえる、洋

風居酒屋。こだわりの内装と、料理に驚くこと間

違いなし！

幕末創業の元お茶屋「津田楼」を引き継ぎ、五感

で文化を楽しむ場として２０１０年にオープン致

しました。オーナーセレクトのこだわりの器やワ

インとともに、季節を感じられるお料理をご用意

しております。

祇園の中心部に位置するワインバーです。フラン

スをメイン取り揃え、落ち着いた空間でワインを

お楽しみいただけます。

京都は祇園の裏通りにひっそりとお店を構える美

味しい串揚げバルのお店です。

魚から猪肉まで美味しいイタリア料理店です。奈

良県の明日香村から直送される大和野菜や大和肉

鶏など、奈良の自然が育んだ食材が料理の主役で

す。

串揚げの「串たなか」は、烏丸錦西入ルの細い路

地奥にある、隠れ家のような小さいお店です。

しっとりと落ち着いた雰囲気の中、ゆっくりと串

揚げをお楽しみ頂けると存じます。

tel:075-708-2518
tel:075-532-7366
tel:075-741-8797
tel:075-746-2332
tel:075-222-0054
tel:075-712-4772
tel:075-771-2050
tel:075-761-7777


グリルバード 〒607-8012 18 ③

GRILL BIRD 京都府京都市山科区安朱桟敷町23　ラクトA棟B2F

TEL:075-582-5033

エノテカ C.d.G 〒612-8057 http://comunegiglio.com/ 8 ①

ENOTECA C.D.G 京都府京都市伏見区平野町67-1

TEL:075-644-4628

バルベーラ 〒615-0024 13 ①

BARBERA 京都府京都市右京区西院矢掛町21　シュール西院1F

TEL:050-5869-3127

フレンチ・イタリアン　S. PURO 〒615-0034 26 ①

S. PURO 京都府京都市右京区西院西寿町32-2-2F

TEL:050-3312-7331

エフプラスワン 〒615-8072 20 ①

F + 1 京都府京都市西京区桂木ノ下町14　桂マンション1F

TEL:075-393-8232

グラスホッパー 〒615-8107 38 ③

GLASS HOPPER 京都府京都市西京区川島北霞町74-1

TEL:075-382-3300

ロカンダきだや 〒616-8011 14 ①

LOCANDA KIDAYA 京都府京都市右京区龍安寺斎官町10-3

TEL:075-461-0847

リストランテ・リンコントロ 〒630-8321 20
①

RISTORANTE L'INCONTRO 奈良県奈良市薬師堂町9

TEL:0742-26-8959

輸入ビールとワイン、自慢のお肉料理、燻製料理

などをカジュアルに楽しんでいただけるお店で

す。

http://www.locandakidaya.j

imdo.com

長年有機農業をされている農家さんのお野菜や店

主が厳選した肉やチーズなどを使用しています。

イタリアの食文化の多様性を地元の食材を使いな

がら紹介していきます。

http://crocetta.nord.jp/linc

ontro

生産者の顔が見える食材をモットーにシェフ自

ら、現地に赴き信頼できる食材を買い付けるこだ

わり。さらに関西の猟師から直接仕入れるイノシ

シ、シカなどの野生肉も自ら加工し、サラミや自

家製ハムも絶品。

イタリアワイン専門のワインバーです。イタリア

ワインの楽しさを知っていただきたく、グラスワ

イン30種類以上をはじめ、ボトルワインも多数ご

用意いたしております。

京都、西院の小さなトラットリア。ソムリエが選

ぶワインと郷土料理をベースにしたシンプルなイ

タリア料理をご提供致しております。地元客も多

く、アットホームな雰囲気の店内でゆっくりとお

食事をお楽しみください。

フレンチとイタリアンの融合。本格的な料理を気

軽に楽しめるレストランです。食材の色、味が最

大限引き出された綺麗で美しい料理を是非ご堪能

下さい。

桂東口の隠家イタリアン「桂イタリアンF+1」。

個室も用意しており、「古川シェフ」が厳選した

ワインと料理のマリアージュがカジュアルに楽し

めるお店です。

http://www.grilled-

birds.com/

大阪のイタリアンや山科の焼き鳥店で修業した店主が、その

キャリアを活かし炭火焼料理とワインのお店を2018にオー

プン。自慢の素材の京赤地鶏は、通常の串焼きの倍の大きさ

で焼くなど、素材や部位に合わせた火入れによって、ジュー

シーで旨味豊かな一品に仕上げる。鶏のタレ焼きには軽めの

赤ワイン、シンプルな野菜料理には酸の利いた白ワインな

ど、料理に合わせてベストなワインを選べるように、グラス

ワインが豊富に揃っています。

tel:075-582-5033
tel:075-644-4628
tel:050-5869-3127
tel:050-3312-7331
tel:075-393-8232
tel:075-382-3300
http://www.locandakidaya.jimdo.com/
tel:075-461-0847
http://www.locandakidaya.jimdo.com/
http://crocetta.nord.jp/lincontro
tel:0742-26-8959
http://crocetta.nord.jp/lincontro
http://www.locandakidaya.jimdo.com/
http://www.locandakidaya.jimdo.com/
http://crocetta.nord.jp/lincontro
http://crocetta.nord.jp/lincontro


イタリア料理ベンベヌート 〒631-0004 54 ①

BENVENUTO 奈良県奈良市登美ヶ丘1-2-14

TEL:0742-51-1000

大阪屋　ひいなの湯 〒640-0103 60 ③

OOSAKAYA HIINANOYU 和歌山県和歌山市加太142

TEL:073-459-1151

カラテッロ 〒640-8155 24 ①

CARATELLO 和歌山県和歌山市九番丁10　九番丁ビル1F

TEL:073-499-4535

ワインとイタリア料理　チッチャ 〒650-0001 15 ①

VINO E TRATTORIA CICCIA 兵庫県神戸市中央区加納町3-11-2　奥田ビル１F

TEL:078-272-2662

クアルト 〒650-0004 60 ①

QUARTO 兵庫県神戸市中央区中山手通2-3-7　サンハイツ中山手ビル１f

TEL:078-599-6332

ジェンナイオ 〒650-0004 14 ①

GENNAIO 兵庫県神戸市中央区中山手通1-7-20　第3天成ビル1F

TEL:078-331-8665

音音 〒650-0004 15 ②

NENE 兵庫県神戸市中央区中山手通1-25-21

TEL:078-221-7811

オステリア・イル・フェリーチェ 〒650-0011 20 ①

OSTERIA IL FELICE 兵庫県神戸市中央区中山手通3-12-1　トア山手フラッツ114

TEL:078-321-1330

テルツォ 〒650-0012 30 ①

TERZO 兵庫県神戸市中央区北長狭通2-6-6 ヤナセビル2F

TEL:078-391-2267

http://www.nene-

japan.com/

店内に流れる水が奏でる自然の水の音、せえら

ぎ、透明さ。厳選された旬の食材を活かした料理

とワインをお楽しみください。

http://www.felice0208.com
イタリア全20州・約80種類のワインと素材の旨み

を引き出した料理でもてなすオステリアです。

http://www.terzo0921.com

/

神戸トアロードにある石窯ピッツアとワインの店

です。毎日手ごねで作るもちもちの生地を石窯で

焼き上げたピッツアとともにグラスワイン常時１

０種類以上もご用意してお待ちしております。

http://www.hiina.com/

イタリアは中部にあるトスカーナ地方。その地で

学んだ料理に地元和歌山の食材を取り入れ、また

キアンティを中心とするワイン等と一緒に皆様に

楽しんでいただければと思います。

石窯焼きピッツアとワインのお店です。

北イタリアを中心としたクラシックな料理と瀬戸

内の海の幸、丹波、但馬のお肉や野菜など、季節

の素材を使ったイタリア料理店です。

当店は地元農家と契約し、有機栽培された大和野

菜を中心に「おいしく食べて健康に」をテーマに

お野菜を贅沢に使用したメニュー作りを心がけて

おります。

tel:0742-51-1000
http://www.hiina.com/
tel:073-459-1151
http://www.hiina.com/
tel:073-499-4535
tel:078-272-2662
tel:078-599-6332
tel:078-331-8665
http://www.nene-japan.com/
tel:078-221-7811
http://www.nene-japan.com/
http://www.felice0208.com/
tel:078-321-1330
http://www.felice0208.com/
http://www.terzo0921.com/
tel:078-391-2267
http://www.terzo0921.com/
http://www.nene-japan.com/
http://www.nene-japan.com/
http://www.felice0208.com/
http://www.terzo0921.com/
http://www.terzo0921.com/
http://www.hiina.com/


セブンストック 〒650-0012 10 ①

7 STOCK 兵庫県神戸市中央区北長狭通 4-6-10　コーポドリーム1F

TEL:078-332-1127

クチーナ・リベロ 〒650-0023 22 ①

CUCINA LIBERO 兵庫県神戸市中央区栄通り2-7-7　大森ビル1・2F

TEL:078-381-5357

アーエビー 〒655-0029 14 ②

A & B 兵庫県神戸市垂水区天の下町1-1-100　ウエステ垂水1F

TEL:078-707-3270

リストランテ・ビッビ 〒657-0845 40 ①

RISTORANTE BIBBI 兵庫県神戸市灘区岩屋中町4-2-7　BBプラザ４F

TEL:078-881-2221

カルボニエラ・デル・トロ 〒662-0024 21 ①

CARBONIERA DEL TORO 兵庫県西宮市名次町11-15

TEL:0798-70-8848

トラットリア・ダ・ゴイーノ 〒662-0832 24 ①

TRATTORIA DA GOINO 兵庫県西宮市甲風園1-12-12

TEL:0798-64-5011

アジル 〒662-0971 26 ①

ASILE 兵庫県西宮市和上町1-6　マルシェ西宮201

TEL:0798-38-4717

チーロ 〒673-0892 40 ①

CIRO 兵庫県明石市本町1-17-3　ゑびや第2ビル1F

TEL:078-912-9400

カラパン 〒700-0822 26 ①

CARAPAN 岡山県岡山市北区表町3-9-33

TEL:086-234-3577

www.hotpepper.jp/strJ0004

95624

https://www.facebook.com

/TrattoriaPizzeriaCiro

本場を思わせるナポリ家庭料理が堪能できるパス

タとピザが絶品のレストラン

表町商店街の中にあるおしゃれな内装のイタリア

料理店

http://www.r-bibbi.com

ライトアップされた庭園を眺めながら、素材の味

を楽しめるコースをご用意。厳選素材と共にワイ

ンを気軽に楽しんでいただけます。

http://toro-toro.jp

兵庫県西宮偕楽園にあるイタリア料理店です。少

し遊び心のある（？）楽しい料理をおなか一杯召

し上がっていただきたいと思います！　皆様のお

越しを心よりお待ち申し上げます。

https://www.facebook.com

/dagoino

手打パスタや炭火焼きなど、トスカーナ地方を中

心とした郷土料理と、トスカーナを中心としたワ

インをお楽しみ下さい。

神戸・元町の鯉川筋から少し西に行ったところに

あるカウンターの席だけのお店です。

店名「LIBEROリベロ」の意味は“自由”。様々な

枠にとらわれず、店主の感性とアイデアで造られ

た創作料理と空間をご提供いたします。

グラスにて種類、ご用意させて頂きます。

tel:078-332-1127
tel:078-381-5357
tel:078-707-3270
http://www.r-bibbi.com/
tel:078-881-2221
http://www.r-bibbi.com/
http://toro-toro.jp/
tel:0798-70-8848
http://toro-toro.jp/
https://www.facebook.com/dagoino
tel:0798-64-5011
https://www.facebook.com/dagoino
http://www.hotpepper.jp/strJ000495624
tel:0798-38-4717
http://www.hotpepper.jp/strJ000495624
https://www.facebook.com/TrattoriaPizzeriaCiro
tel:078-912-9400
https://www.facebook.com/TrattoriaPizzeriaCiro
tel:086-234-3577
http://www.hotpepper.jp/strJ000495624
http://www.hotpepper.jp/strJ000495624
https://www.facebook.com/TrattoriaPizzeriaCiro
https://www.facebook.com/TrattoriaPizzeriaCiro
http://www.r-bibbi.com/
http://toro-toro.jp/
https://www.facebook.com/dagoino
https://www.facebook.com/dagoino


トラットリア・ミズオチ 〒700-0823 22 ①

TRATTORIA MIZUOCI 岡山県岡山市北区丸の内2-12-27

TEL:086-234-1122

ヒュッテ・フィオーレ 〒700-0824 18 ①

HUTTE FIORE 岡山県岡山市北区内山下1-3-3

TEL:086-289-8075

ヴィア・パーチェ 〒700-0827 32 ①

VIA PACE 岡山県岡山市北区平和町5-24　アシモ西川1F

TEL:086-235-2525

ピッツェリア・トラットリア・ドゥオモ 〒700-0902 70 ①

PIZZERIA TRATTORIA DUOMO 岡山県岡山市北区錦町3-4

TEL:086-227-1117

ルーチェ・ワイン・アンド・タパス 〒710-0823 8 ①

LUCE WINE & TAPAS 岡山県倉敷市南町7-26

TEL:086-436-6519

リチェッタ　ミヤガワ　リストランテ 〒730-0016 22
①

Ricetta Miyagawa Ristorante 広島県広島市中区幟町8-5-1F

TEL:082-222-3120

ル・トルヴェール 〒730-0016 20 ③

LE TROUVERE 広島県広島市中区幟町7-28宏和10

TEL:082-228-5660

リベロ 〒730-0016 16 ①

LIBERO 広島県広島市中区幟町10-14-1F

TEL:082-223-1122

ムッシム・パネン 〒730-0022 30 ③

MUSIM PANEN 広島県広島市中区銀山町1-16

TEL:082-246-0399

http://www.libero1122.com

地場の食材を大切にとらえ、ココでしか食べられ

ないイタリア料理”広島イタリアン”をテーマにみ

なさまに料理とワインを提供しています。

自家栽培や契約農家の旬のフルーツを使い、シン

プルだけど素材の味を最大限に活かしたケーキを

作っています。併設のカフェスペースではソフト

ドリンクはもちろん、お酒とのマリアージュも提

案しています。

岡山駅徒歩７分の立地にあるイタリア料理店。可

能な限り生産者の顔が見える岡山の東西南北から

届いた食材を用いてイタリアの地方料理をベース

にした料理と薪窯で焼くピッツァのお店。

facebook.lucewine&tapas
カジュアルに陽気に楽しんでもらえるイタリアワ

イン食堂

閑静な住宅街の路地裏に佇む可愛い小さなリスト

ランテ。こだわりの食材で毎日お客様をお待ちし

ております。広島のオンリーワンイタリアンと言

えば、そう！リチェッタ　ミヤガワ　リストラン

テです！

http://le-

trouvere.com/informati

http://www.facebook.com/

mizuoci

グラスワインやベルギービールによくあう料理を

中心に、その日の仕入れで、店主が考えた創作料

理が並ぶ「洋風おばんざい屋」

http://restaurant-

lionni.com/viapace

手間ひまを惜しまずプロの技を駆使した料理と相

性バッチリのワインを気軽に愉しく食べて飲んで

本当においしいを心ゆくまで堪能してください。

http://www.facebook.com/mizuoci
tel:086-234-1122
http://www.facebook.com/mizuoci
tel:086-289-8075
tel:086-235-2525
tel:086-227-1117
tel:086-436-6519
tel:082-222-3120
http://le-trouvere.com/informati
tel:082-228-5660
http://le-trouvere.com/informati
http://www.libero1122.com/
tel:082-223-1122
http://www.libero1122.com/
tel:082-246-0399
http://www.libero1122.com/
http://le-trouvere.com/informati
http://le-trouvere.com/informati
http://www.facebook.com/mizuoci
http://www.facebook.com/mizuoci


ワイン・バーリュミエール 〒730-0027 14 ①

WINE BAR LUMIERE 広島県広島市中区薬研堀3-16

TEL:082-246-7690

酒楽食 Lapin 〒730-0033 23 ①

SHURAKU LAPIN 広島県広島市中区堀川町1-25　岡辺ビル

TEL:082-247-5587

アイム 〒730-0033 16 ①

I'M 広島県広島市中区堀川町3-1　ハマイビル5F

TEL:082-244-0233 

藤屋 〒730-0051 14 ③

FUJIYA 広島県広島市中区大手町1-4-24

TEL:082-245-2280

ラ・ヴァーグ 〒730-0051 100 ③

LA VAGUE 広島県広島市中区大手町2-5-11-B1F

TEL:082-247-0989

イプシロン 〒730-0805 18 ①

YPSILON 広島県広島市中区十日市町2-9-25

TEL:082-231-8007

イタリア料理チャオ！チャオ！ 〒731-1141 24 ①

CUCINA ITALIANA CIAO! CIAO! 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張1838

TEL:082-562-2021

トラットリア・リオコルノ 〒732-0828 20 ①

TRATTORIA LIOCORNO 広島県広島市南区京橋町5-14-1F

TEL:082-236-1952

ピッツァリーヴァ 〒733-0011 www.pizzariva.com 46 ①

PIZZARIVA 広島県広島市横川町1-17-20

TEL:082-293-4741

http://trattoria-

liocorno.jimdo.com/

素材の持ち味を大切にし、食べ疲れせず、毎日で

も召し上がっていただける料理をコンセプトとし

ています。

ナポリピッツァを60種類以上提供しています。

熱々のピッツァとワインが昼も夜も楽しめます。

カジュアルでおいしいイタリアンレストラン

平和公園すぐの場所です。すし屋でありながら、

様々なワインを取りそろえ、食事と共にワインを

楽しめるお店づくりをしています。

r.gnavi.co.jp/y239802

広島の旬の食材やヨーロッパからの輸入食材を提

供するイタリア料理店です。手作りで美味しく、

心身ともに元気になる料理。寛げる空間を提供し

ていきます。ソアーベと共に！

https://ciao-

ciao2013.jimdo.com/

京都、東京、広島での経験を積み、 2008年3月17

日、広島市安佐北区安佐町毛木（太田川沿い）に

イタリア料理Ciao!Ciao!(チャオ！チャオ！） 開

業。 2013年5月、同区安佐町鈴張に移転。

フランクなワインバーです。

http://www.syurak-

lapin.com/

ゆったりとした落ち着いた空間で、オシャレなフ

レンチをその日に入った旬の食材でお料理を構成

しているため、毎日通える気軽なビストロとして

ご利用いただけます。

tel:082-246-7690
http://www.syurak-lapin.com/
tel:082-247-5587
http://www.syurak-lapin.com/
tel:082-244-0233
tel:082-245-2280
tel:082-247-0989
tel:082-231-8007
https://ciao-ciao2013.jimdo.com/
tel:082-562-2021
https://ciao-ciao2013.jimdo.com/
http://trattoria-liocorno.jimdo.com/
tel:082-236-1952
http://trattoria-liocorno.jimdo.com/
http://www.pizzariva.com/
tel:082-293-4741
http://retty.me/area/PRE34/ARE152/SUB56607/100001252336/
http://trattoria-liocorno.jimdo.com/
http://trattoria-liocorno.jimdo.com/
https://ciao-ciao2013.jimdo.com/
https://ciao-ciao2013.jimdo.com/
http://www.syurak-lapin.com/
http://www.syurak-lapin.com/


カルネリア・イル・マット 〒735-0006 ①

CARNERIA IL MATTO 広島県安芸郡府中町本町1-11-1

TEL:082-236-3240

宮島 Bocca アル・ケッチァーノ 〒739-0411 34 ①

MIYAJIMA BOCCA AL CHECCIANO 広島県廿日市市宮島口1-8-14　レアルマーレ望厳荘1F

TEL:0829-56-5350

エノテカ・オット 〒750-0006 18 ①

ENOTECA 8 山口県下関市中之町1-16

TEL:083-265-9921

リストランテ・ペイザン 〒754-1277 120 ①

RISTORANTE PAYSAN 山口県山口市阿知須7395-1

TEL:0836-65-3567

地中海ビストロ　タンジェ 〒760-0021 30 ①

CHICHUKAI BISTRO TANGER 香川県高松市西の丸町2-23-1F

TEL:087-851-3099

トラットリア・たにぐち 〒760-0050 20 ①

TRATTORIA TANIGUCHI 香川県高松市亀井町9-1

TEL:087-833-5538

WAKA ristorante 〒770-0042 ②

WAKA RISTORANTE 徳島県徳島市蔵本町3-8

TEL:088-633-6110

ウグラ 〒790-0003 40 ①

UGGLA 愛媛県松山市三番町４-1-9　城南ビル1F

TEL:089-993-6331

トラットリア・ヴィオラ 〒790-0003 36 ①

TRATTORIA VIOLA 愛媛県松山市三番町4-12-6

TEL:089-932-6888

uggla-japan.com

viola-matsuyama.com

www.enoteca8-2015.com

一日一日を大切に…　記念日や誕生日ではないけ

れど、ちょっと外食をしたい気分そんな日常の延

長で使えるお店をめざしたイタリア中心の小皿料

理＋食事のできるワインバー。

http://www.r-paysan.com/

本格イタリアンを味わえるだけでなく、カプチー

ノが似合う気軽なピッツェリアとしてもお楽しみ

いただけます。

http://retty.me/area/PRE3

4/ARE152/SUB56607/1000

01252336/

http://miyajimabocca.wixsi

te.com/miyajima-bocca

"アルケッチャーノの特徴でもある、「地産地

消」をそのまま受け継ぎ広島周辺と山形の食材を

使って美味しく、体にも優しいお料理をお届けし

ます。

tel:082-236-3240
http://miyajimabocca.wixsite.com/miyajima-bocca
tel:0829-56-5350
http://miyajimabocca.wixsite.com/miyajima-bocca
http://www.enoteca8-2015.com/
tel:083-265-9921
http://www.enoteca8-2015.com/
http://www.r-paysan.com/
tel:0836-65-3567
http://www.r-paysan.com/
tel:087-851-3099
tel:087-833-5538
tel:088-633-6110
tel:089-993-6331
tel:089-932-6888
http://www.enoteca8-2015.com/
http://www.r-paysan.com/
http://miyajimabocca.wixsite.com/miyajima-bocca
http://miyajimabocca.wixsite.com/miyajima-bocca


ルミーノ・カリーノ 〒792-0827 20 ①

LUMINO CARINO 愛媛県新居浜市西喜光地町9-42-１F

TEL:0897-40-0825

ファリーナ・フレスカ 〒794-0840 30 ①

FARINA FRESCA 愛媛県今治市中寺254-4

TEL:0898-35-2009

炭火焼ワイン食堂トリバル 〒802-0005 45 ③

SUMIBIYAKI WINE SHOKUDOU TORI BARU 福岡県北九州市小倉北区境町1-3-6　境町コア1F

TEL:093-521-4998

大衆ビストロ・バンケット 〒802-0006 20 ③

DAISHU BISTRO BANQUET 福岡県北九州市小倉北区魚町2-3-4-1Ｆ

TEL:093-383-8200

ルーチェ・エ・アモーレ 〒810-0001 ①

LUCE E AMORE 福岡県福岡市中央区天神1-9-17-Ｂ1

TEL:092-712-9154

博多　松介　西中洲 〒810-0002 66 ③

Hakata Matsusuke Nishinakasu 福岡県福岡市中央区西中洲12-19　KS第一ビル1F

TEL:092-725-1521

ガーブ・リーブス 〒810-0011 130 ①

GARB LEAVES 福岡県福岡市博多区博多駅前3-19-1

TEL:092-432-0075

トラットリア・カーボン 〒810-0012 12 ①

TRATTORIA CARBON 福岡県福岡市中央区白金1-15-7-104

TEL:092-534-7188

白樺 〒810-0012 10 ①

SHIRAKABA 福岡県福岡市中央区白金1-1-12-103

TEL:092-406-2212

trattoriacarbon.com

Carbonは生産者にこだわった生牡蠣とJOSPER炭

火オーブンを使用した魚介の炭火焼をイタリアワ

インと楽しむお店です。生牡蠣もSoaveも年中あ

ります。

イタリアワイン専門のワインバーです。常時グラ

スワイン10種類ほどご用意しております。

お客様の元気になってもらうために愛こめて作っ

てます。

www.matsusuke.com
西中須にある創作串焼と福岡焼き鳥、ワインをメ

インとしたお店です。

www.garb-leaves.jp

博多になかった、オープンテラスのあるオールデ

イダイニング。この店にしかない味をくつろぎと

楽しみを携えて街のオアシスを作ります。

炭火焼の料理をワインで楽しめるバルスタイルの

お伊勢です。

花畑牧場のラクレットチーズや自家製の生パスタ

とワインが楽しめるお店です

店内はカウンター席がメインとなっていてグラス

ワインも常時15種〜揃えていますのでお一人様で

も気軽にご来店いただけます。

https://facebook.com/lumi

nocarino

地元愛媛の食材をふんだんに使用した女性シェフ

が作る「マンマの絶品料理」とオーナー厳選ワイ

ンを片手に、がっつり食べて！たっぷり飲んで！

お腹いっぱい、笑顔になれるイタリアン。

https://facebook.com/luminocarino
tel:0897-40-0825
https://facebook.com/luminocarino
tel:0898-35-2009
tel:093-521-4998
tel:093-383-8200
tel:092-712-9154
http://www.matsusuke.com/
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http://www.matsusuke.com/
http://www.garb-leaves.jp/
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tel:092-534-7188
http://www.mahalocafe.com/
tel:092-406-2212
http://www.mahalocafe.com/
http://www.matsusuke.com/
http://www.garb-leaves.jp/
https://facebook.com/luminocarino
https://facebook.com/luminocarino


パスタ・パスタ 〒810-0022 22 ①

PASTA PASTA 福岡県福岡市中央区薬院2-14-27

TEL:092-781-3060

カサ 〒810-0041 18
①

KASA 福岡県福岡市中央区大名1-14-28　第一松村ビル1Ｆ

092-986-4350

ペコラ 〒810-0045 18 ①

PECOLA 福岡県福岡市中央区草香江1-4-5

TEL:092-753-6583

イル・ガシーヨ 〒812-0013 20 ①

IL GASHIYO 福岡県福岡市博多区博多駅東1-19-16　真和ビル１Fイルガシーヨ

TEL:092-433-3332

イタリア料理　ファンタジスタ 〒812-0025 ①

FANTASISTA 福岡県福岡市博多区店屋町7-20　ラセット博多1F

TEL:092-282-6756

テアトロ・イウキ 〒812-0027 26 ①

TEATRO IUKI 福岡県福岡市博多区下川端町10-16　アメックス博多1F

TEL:092-262-8331

ヴィノバル・トッコ 〒840-0826 17 ①

VINOBAR TOCCO 佐賀県佐賀市白山2-4-4-2F

0952-37-1027

リストランテ・ミヤモト 〒860-0804 30
②

RISTORANTE MIYAMOTO 熊本県熊本市中央区辛島町6-15

TEL:096-356-5070

素材の持ち味を大切にした、身体に優しい料理が

コンセプトのイタリア料理。九州産の魚介類や産

地直送のお肉、野菜で毎日のメニューが決まりま

す。

teatroiuki.favy.jp

〔九州Ｘ北イタリア〕博多座裏、地下鉄中洲川端

駅から徒歩3分の便利な立地。　食の宝庫九州だ

からこそできるイタリア料理をお楽しみくださ

い。

今年2月にオープンしたばかりのイタリア専門の

ワインバー。店内にあるウォークインセラーやお

客様の目の前で切り落とすイタリア産の生ハム、

佐賀県産の野菜料理はオススメです。夕方15時か

らの営業時間も魅力です。

forzakenken0609.wixsite.co

m/ristorantemiyamoto

2011年農水省料理人顕彰制度「料理マスターズ」

最年少受賞。熊本の自然がはぐくみ生産者の皆さ

んが丹精込めて育てられた食材を大切に情熱をこ

めた一皿一皿を、イタリア各地のワインと共にお

楽しみください。

「ソアーヴェ好きですか？」をメインテーマに今

年も様々なタイプのソアーヴェをリストアッ

プ！！スッキリソアーヴェ、フルーティソアー

ヴェ、リッチなソアーヴェ・・・あなたの好みの

ソアーヴェをkasaで見つけませんか？

福岡の地元の食材を中心にイタリア郷土料理とイ

タリア各州のワインを取りそろえたお店です。

http://r.goope.jp/hakata-

gashiyo

博多駅近くの薪焼きとワインのリストランテ。

福岡で19年続くイタリア料理店「Gashiyoグルー

プ」の新しいお店。

http://r.gnavi.co.jp/f213700

花に囲まれてのアプローチとアンティークなスタ

ンドグラスの入った青いドアが目印。すべて自家

製の生パスタです。そして糸島半島や福岡近郊の

新鮮な魚介類や野菜は、安全・安心、人気メ

ニューです。

http://r.gnavi.co.jp/f213700
tel:092-781-3060
http://r.gnavi.co.jp/f213700
tel:092-753-6583
http://r.goope.jp/hakata-gashiyo
tel:092-433-3332
http://r.goope.jp/hakata-gashiyo
tel:092-282-6756
tel:092-262-8331
tel:096-356-5070
http://r.goope.jp/hakata-gashiyo
http://r.goope.jp/hakata-gashiyo
http://r.gnavi.co.jp/f213700


オット・エ・セッテ・オオイタ 〒874-0043 36 ①

OTTO E SETTE OITA 大分県別府市井田2組

TEL:0977-66-4411

チャオ・パスタ 〒880-0121 30 ①

CIAO PASTA 宮崎県宮崎市大字島之内6991-1

TEL:0985-65-3013

テルヌーラ 40

TERNURA 京都府京都市中京区新京極通四条上ル中之町565-31

TEL:075-213-0220

ottoesetteoita.com 世界唯一の温泉・地獄蒸を使ったイタリア料理

www.ciao-pasta.com

tel:0977-66-4411
http://www.ciao-pasta.com/
tel:0985-65-3013
http://www.ciao-pasta.com/
tel:075-213-0220
http://www.ciao-pasta.com/

