
あ
06-6341-6821 曽新中

曽新中

アヴァロン 06-6342-0306 ラウンジ

06-6344-9996 ラウンジ 堂上西

akariss 090-9097-5810 バー 曽新西

曽新西

06-6136-3871 曽新東

曽新中

堂上東

曽新中

曽新中

曽新中

曽新東

曽新東

UNJOUR 06-6347-4477 船大工

曽新東

Enchantee 06-6343-0425 曽新東

曽新東

06-6344-1718

06-6346-0116

Il bar Bice 090-3717-5270

曽新東

06-6341-6539 堂上西

曽新西

06-6348-9995 堂上東

一笑北新地離宮 06-6345-2941

06-6485-8295 スナック

06-3867-1232

曽新西

いわせ 06-6347-7773 ラウンジ 曽新西

曽新中

堂上西

曽新中

06-6131-5080

堂上東

堂上東

06-6343-4536 堂上東

曽新東

06-6345-5667 ラウンジ

エイチアンドエス 06-6344-6480 堂上東

曽新東

エスアール 06-4963-0002 曽新東

永楽

堂上西

曽新中

堂上東

06-6341-5017 船大工

曽新中

06-6346-3038 曽新東

船大工

船大工

曽新中

曽新西

06-6343-1155 堂島南

船大工

堂上西

曽新東

船大工

06-6344-5539 スナック 堂上東

永楽

06-6459-7810 バー 船大工

06-6341-6230 スナック 曽新中

オリーブ 06-6346-0005 堂上西

066743-4074 Rich k. BLDG2F 堂島南

か
06-6348-8877 クラブ 曽新東

船大工

堂上東

曽新中

06-6345-8700 曽新中

堂上東

曽新中

06-6343-3470 船大工

06-7220-9921 船大工

06-6345-6444

堂島南

堂上東

06-6344-3228 曽新西

CHARITES 06-6344-3900 クラブ 曽新中

曽新東

Carnet 06-4300-7977 船大工

曽新中

堂上東

船大工

06-6343-3977 曽新中

曽新西

曽新中

曽新東

06-6225-8788 曽新西

06-6342-5558 クラブ 曽新中

北新地　しえん 06-6341-0611 曽新東

06-6344-0200 和食 堂上西

堂島浜・西天満

堂上東

06-6348-0305 ラウンジ 曽新東

船大工

堂島南

06-6344-5499 曽新東

06-6348-0133 曽新西

堂島浜・西天満

永楽

永楽
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店名 電話 住所 ビル名 業種 地区

aR． 大阪市北区曽根崎新地1-2-24 ニューウメダビル6F ラウンジ  

アイビー   06-6344-5454   大阪市北区曽根崎新地1-6-3 北新地S-1ビル2F   ラウンジ  

大阪市北区曽根崎新地1-1-41 アストリアジロービル4F 曽新東

Aka　Saka 大阪市北区堂島1-3-39 第2二葉ビル２F

大阪市北区曽根崎新地1-3-36 竹新ビル4F

ア・クール   06-6343-4777   大阪市北区曽根崎新地1-2-21 谷安セッティモビル2F   バー  

あけくれ　神田川 大阪市北区曽根崎新地1-7-5 バサラビル1F 日本料理

綾沙乃   06-6343-2224   大阪市北区曽根崎新地1-6-23 杉の家ビル2F   ラウンジ  

東   06-6345-2777   大阪市北区曽根崎新地1-2-25 谷安フォースビル4F   スナック  

有馬   06-6344-2658   大阪市北区曽根崎新地1-6-11 藤田ビル   クラブ  

有馬 3F  06-6346-7888   大阪市北区曽根崎新地1-6-11 フジタビル3F   スナック  

アロハロア   06-6348-1750   大阪市北区曽根崎新地1-6-21 イトヤビル4F   ラウンジ  

あん  06-6347-1088   大阪市北区曽根崎新地1-7-17 ｍｙビル2F   スナック 

Angie  06-6347-1077  大阪市北区曽根崎新地1-7-12 ダーリンビル4F ラウンジ 

大阪市北区曽根崎新地1-1-23 堂島センタービル2F クラブ  

Angela　ala   06-6345-2334   大阪市北区曽根崎新地1-7-9 エスパス北新地11-4F   スナック  

大阪市北区曽根崎新地1-7-10 蘆月ビル5F スナック  

iO'S Bar 25   06-6345-7870   大阪市北区曽根崎新地1-7-6 新日本新地ビル東館3F   スナック  

活地鶏料理　北新地ひないや 大阪市北区曽根崎新地1-10-16 永楽ビル6F 鶏料理 永楽

癒酒屋　お花 大阪市北区曽根崎新地1-8-3 遅ビル3F 居酒屋   永楽

大阪市中央区内淡路町2-1-16. 飲食業 圏外

石見   06-6343-0143   大阪市北区曽根崎新地1-7-12 ダーリンビル3F   ラウンジ  

井戸 大阪市北区曽根崎新地1-3-4 第3サウスビル2F スナック  

彩葉   06-6344-7355   大阪市北区曽根崎新地1-3-19 北新地ビル5F   割烹  

磯の家 大阪市北区曽根崎新地1-1-8 アストリアビル2号館1F 居酒屋

大阪市北区曽根崎新地1-9-4 中邦ビル2F 焼肉レストラン 永楽

絲　－Ito－ 大阪市北区曽根崎新地1-9-1 KOZAIビル2F 永楽

入たに 大阪市北区曽根崎新地1-8-6 山忠1号館1F 割烹   永楽

入山   06-6348-0077   大阪市北区曽根崎新地1-3-30 KOHDAビル7F   ラウンジ  

大阪市北区曽根崎新地1-3-30 北新地KOHDAビル5F

VANILLA   06-6347-5727   大阪市北区曽根崎新地1-1-30 ぼたんビル   クラブ  

VIN　de　VIN   06-6342-1711   大阪市北区曽根崎新地1-3-3 好陽ﾋﾞﾙ   バー  

Venus   06-6347-7885   大阪市北区曽根崎新地1-2-29 日宝ノースビル5F   スナック  

御料理　うえの 大阪市北区曽根崎新地1-9-12 フォーシーズンフロント3F 和食 永楽

うさぎ  06-6345-5467  大阪市北区曽根崎新地1-7-10 GOTS北新地ビル6号館2F   ラウンジ  

UNO BAR   06-6345-5555   大阪市北区曽根崎新地1-1-16 クリスタルコートビル1F   バー  

梅新 大阪市北区堂島1-2-23 ベガアークビル4F ラウンジ  

梅はら   06-6344-3200   大阪市北区曽根崎新地1-1-40 ジロービルM 2F   鮨  

羽屋 大阪市北区曽根崎新地1-9-11 エスパス北新地10-4F 永楽

大阪市北区堂島1-2-23 ベガアークビル4F 不動産

エクセレント幸子   06-6344-3970   大阪市北区曽根崎新地1-7-10 蘆月ビル7F   クラブ  

大阪市北区曽根崎新地1-1-43 第2大川ビル4F スナック  

ACE   06-6442-0100   大阪市北区曽根崎新地1-10-16 永楽ビル   バー 

えちごや   06-6344-6889   大阪市北区曽根崎新地1-2-2 谷安ヒィフスビル6F   ラウンジ  

エデンの東   06-6345-1248   大阪市北区曽根崎新地1-6-28 第2三貴ビル1F   スナック  

（有）エミフラワー   06-6345-0770   大阪市北区堂島1-2-30 堂島上ビル1F   その他  

M　Akiyama 大阪市北区堂島1-2-15 浜村サンプラザビルB1 ラウンジ  

エル   06-6343-1203   大阪市北区曽根崎新地1-6-19 山名ビル2F   バー  

えん寿 大阪市北区曽根崎新地1-7-5 バサラビル5F ラウンジ  

（有）圓石本店   06-6346-0358   大阪市北区堂島1-2-2 日昭ﾋﾞﾙ１F   中華料理  

大田川   06-6344-0141   大阪市北区堂島1-3-16 堂島メリーセンタービルB1   割烹  

大野プチ・ボヌール   06-6343-3737   大阪市北区曽根崎新地1-2-28 古沢ビル4F   ラウンジ  

おおぼけ こぼけ   06-6341-2067   大阪市北区曽根崎新地1-5-25 曽根崎新地ビル101   居酒屋  

お好み鉄板　がるぼ 大阪市北区堂島1-4-26 玉家ビル1F 飲食業  

Oggi Novita   06-6342-5700   大阪市北区堂島1-3-1 二葉ビル4F   スナック  

Oggi   06-6347-4566   大阪市北区堂島1-3-40 スタック堂島ビル５F   ラウンジ  

御炭樹 そめ家   06-6225-7131   大阪市北区曾根崎新地1-10-16 永楽ビルB1 飲食業  

おでんとお料理 かさね  06-6456-4156   大阪市北区堂島1-2-14 小川第3ビルB1  小料理屋 

音鳴り森口 大阪市北区曽根崎新地1-1-15 GOTS2号館2F

音羽鮨永楽店   06-6344-1415   大阪市北区曽根崎新地1-9-5 割烹鮨   すし  

おっとっと　2 大阪市北区堂島1-3-8 堂島リンデンビル2F

想ひ結 大阪市北区曽根崎新地1-6-28 第2三貴ビル２F

大阪市北区堂島1-3-39 第2二葉ビル4F 飲食業

お料理　山田 大阪市北区堂島1-5-36 日本料理  

Casa　di　YUKIKO 大阪市北区曽根崎新地1-7-9 エスパス北新地11-5F

かが万   06-6341-2381   大阪市北区堂島1-2-33 坂ビル1F   日本料理  

Casa tua Satoh   06-6341-2478   大阪市北区堂島1-1-21 MYビル2F   レストラン  

cache cache   06-6344-8345   大阪市北区曽根崎新地1-6-32 司ビル2F   バー  

佳酒佳菜　花はな 大阪市北区曽根崎新地1-6-15 ニューセントラルビル2F 居酒屋  

割烹秋やま   06-6341-1608   大阪市北区堂島1-2-23 田園ビル2F   割烹  

割烹　いぐち   06-6341-2280   大阪市北区曽根崎新地1-2-24 ニューウメダビル3F   割烹  

割烹　小森 大阪市北区堂島1-2-11 山本ビル2F 日本料理  

割烹　たか美 大阪市北区堂島1-3-4 谷安ビル4F 割烹  

家庭料理　阿喜 大阪市北区曽根崎新地1-11-20 北新地ハットボーイビル10F 飲食業 永楽

かぶと虫   06-6344-0870   大阪市北区堂島1-5-35 堂島レジャービル3F   バー  

上通り　森口   06-6344-3905   大阪市北区曽根崎新地1-1-15 GOTS２号館2F   ラウンジ  

川口 大阪市北区曽根崎新地1-3-30 KOHDAビル7F   ラウンジ  

大阪市北区曽根崎新地1-6-16 メッセージビル5F

香凛   06-6456-2110   大阪市北区曽根崎新地1-1-30 伊藤ビル1F   ラウンジ  

大阪市北区堂島1-3-9 日宝堂島センタービルB1 飲食業

Gacha2   06-6345-0251   大阪市北区曽根崎新地1-6-26 大森ビル1F   スナック  

きぐら   06-6345-7570   大阪市北区堂島1-2-23 田園ビル3F   鮨小料理  

妃   06-6147-2323   大阪市北区曽根崎新地1-3-4 谷安ビル2F   ラウンジ  

季節一品　むら本 大阪市北区曽根崎新地1-6-18 床喜代ビルB1 和食 

北新地 海味   06-6345-5551   大阪市北区曽根崎新地1-5-26 永楽リンデンビル1F   和食 

北新地梅田ビル   06-6345-0088   大阪市北区曽根崎新地1-1-27 北新地梅田ビル2F   バー  

北新地　海櫻   06-6344-3831   大阪市北区堂島1-4-20 第２ロイヤルビル1F   レストラン  

北新地　北川  大阪市北区曽根崎新地1-3-20 北新地幸田ビル３F 飲食業

北新地　CLUB Lotus 大阪市北区曽根崎新地1-6-10 VOビル5F

大阪市北区曽根崎新地1-7-19 エスパス北新地21-2F 飲食業

北新地　松庵 大阪市北区堂島1-3-40 スタック堂島ビルB1

北新地　たゆたゆ   06-6341-1810   大阪市北区堂島1-4-8 広ビル1F   居酒屋  

北新地　はし本  06-6348-9222  大阪市北区堂島1-2-23 田園ビル2F   割烹  

北新地　パリ・ヌボー 大阪市北区曽根崎新地1-7-10 蘆月ビル5F

北新地　平八   06-6343-2711   大阪市北区堂島1-3-14 平八ビル2F   日本料理  

北新地穂の河   06-6345-3335   大阪市北区堂島1-4-2 ビールディング北新地4F   日本料理  

北新地　ROOM 大阪市北区曽根崎新地1-7-10 蘆月ビル4F   ラウンジ  

キタのみかん   大阪市北区曽根崎新地1-5-32 ポネールビル3F   バー  

KITCHEN＆BAR　ZEN   06-6341-2551   大阪市北区曽根崎新地2-1-13 全徳ビル1F   居酒屋  

きのぴーず   06-6344-3688   大阪市北区曽根崎新地1-11-20 タカガワ梅田ビル4F   スナック  

キャナル   06-6573-6412   大阪市北区曽根崎新地1-8-3 遅ビル2F   スナック  



06-6348-2468

きらら 06-4796-3088 堂上西

GUFO-Bianco 06-6341-8285 堂島南

クラシックライブバー　マイウェイ 06-6347-4419 バー

堂島南

Clobe 06-6476-8620 船大工

船大工

曽新東

曽新中

06-6342-0808 船大工

06-6344-9411 船大工

堂上西

曽新西

堂上西

Gracia 06-6344-6255 ラウンジ

曽新中

06-6344-1771 曽新西

堂上東

06-6442-7771 堂上東

06-6225-8161 曽新東

06-6345-7400 曽新中

曽新中

club Vicuena 06-6341-5003 堂上東

堂上西

クラブ ギネス 06-6343-8898 船大工

06-6345-7183 曽新中

06-4259-5057 曽新東

06-6343-5101 堂上西

堂上東

06-6341-6661 堂上西

曽新中

06-6442-0919 曽新中

06-6442-7775 堂上西

船大工

曽新西

堂上東

06-6136-8076 曽新中

船大工

曽新中

06-6147-3433 船大工

06-6454-0039 堂上東

クラブ ピアノ フォルテ 06-6341-0039 堂上西

堂上東

クラブ ブランジュ 06-6345-1125 曽新西

06-6343-0128 船大工

CLUB fleur de PINK 06-6442-6333 曽新中

06-6343-0328 堂上西

06-4708-7304 堂上東

曽新中

曽新中

曽新西

曽新中

曽新東

堂上東

06-6346-8711 曽新中

堂島南

CLUB LUXY 堂上東

堂上東

グラン・エスポワール 06-6450-8989 曽新中

永楽

曽新西

永楽

曽新東

曽新中

06-6342-0508 堂上東

KJ 06-6442-0827 堂島南

堂上東

06-6563-7874

堂島南

堂上西

曽新中

船大工

曽新中

06-6442-1587 バー 堂上西

06-7509-3956

さ
曽新中

船大工

曽新中

堂上東

曽新中

曽新西

堂上東

堂上西

SANAGIYA 090-7098-0415 バー 曽新西

曽新西

曽新中

曽新東

06-6341-0911 堂上西

船大工

曽新東

06-6344-7533 バー 永楽

曽新西

堂上西

cherish 06-6344-0075 ラウンジ 曽新西

Cherir 06-6131-4533 ラウンジ 曽新東

Jay 06-6345-7788 ラウンジ 船大工

シェルブール 06-6346-1877 ラウンジ 曽新東

Genty 06-6341-7787 バー 船大工

永楽

堂島浜・西天満

曽新中

船大工

chemin 06-6344-0567 堂上西

堂上西

曽新中

06-6341-3791 曽新中

キュイジーヌ　福の舞 大阪市北区曽根崎新地1-11-19 北新地スタービル2F   飲食業 永楽

大阪市北区堂島1-3-40 スタック堂島4F バーラウンジ  

大阪市北区堂島1-4-7 堂島アネックスビルB1 バー  

大阪市北区曽根崎新地1--11-20 北新地HATBOYBLD7F 永楽

クラッティーニ   06-6344-6500   大阪市北区堂島1-5-35-604 堂島レジャービル   レストラン  

大阪市北区堂島1-3-8 堂島リンデンビルB1 飲食業

グロリエット   06-6345-0033   大阪市北区堂島1-3-28 堂島センター1F   レストラン  

魚匠すし割烹　さかぐち  06-6344-7757   大阪市北区曽根崎新地1-7-3 北新地プラザビル1F   鮨  

京瑚   06-6344-2128   大阪市北区曽根崎新地1-6-16 メッセージビル2F   ラウンジ  

串揚げTAKENAKA 大阪市北区堂島1-3-4 谷安ビルB1 飲食業

串揚げ 名倉 大阪市北区堂島1-3-16 堂島ﾒﾘｰセンタービル4F 飲食業

串庵   06-6345-1980   大阪市北区曽根崎新地1-2-2    居酒屋  

串喝処たけち   06-6345-6460   大阪市北区曽根崎新地1-5-4 スプレットビル4F   串かつ屋  

串かつ　三樹  06-6345-8186  大阪市北区堂島1-3-36 曽根崎ビル 1F  飲食業 

大阪市北区曽根崎新地1-9-6 菱冨ビル2F   永楽

クラブ　アカラ   06-6344-0036   大阪市北区曽根崎新地1-1-27 北新地梅田ビル4F   クラブ  

club　Amadeus 大阪市北区曽根崎新地1-3-36 竹新ビル2F クラブ  

クラブアモン   06-6341-8201   大阪市北区堂島1-2-23 田園ビル1F   クラブ  

クラブ ARROW  北新地 大阪市北区曽根崎新地1-1-23 堂島センタービルB1 クラブ  

クラブ岩﨑 大阪市北区曽根崎新地1-1-30 ぼたんビル3F   クラブ  

CLUB　WiN 大阪市北区曽根崎新地1-6-6 福地ビル1F クラブ  

倶楽部うえだ   06-6346-0171   大阪市北区曽根崎新地1-6-3 ラウンドビル1F   クラブ  

大阪市北区堂島1-2-21 三協ビル1F クラブ  

Club　O'   06-6345-3844   大阪市北区曽根崎新地1-2-4 谷安セストビルBF   ラウンジ  

大阪市北区堂島1-3-1 二葉ビル3F   クラブ  

クラブ 工藤 大阪市北区曽根崎新地1-6-10 VOビル3F クラブ  

クラブ　月 兎 大阪市北区曽根崎新地1-7-18 エスパス北新地16-B1・4F クラブ  

CLUB　The　Courts 大阪市北区堂島1-3-33 新地萬年ビルB1 クラブ  

クラブ ザ ワールド   06-6344-8610   大阪市北区堂島1-2-25 谷安フォースビル1F   クラブ 

club　Junior 大阪市北区曽根崎新地1-2-9 新鈴木ビルB1 クラブ 

クラブ セブンフロアー   06-6341-7977   大阪市北区曽根崎新地1-6-3 ラウンドビル7F   クラブ  

club　centurion 大阪市北区曽根崎新地1-6-6 福地ビルB1 クラブ  

CLUB　DEAR 大阪市北区曽根崎新地1-2-6 新松リンデンビル1F   クラブ  

CLUB CHOP   06-6344-0087   大阪市北区堂島1-3-1 二葉ビルB1   クラブ  

クラブなかむら   06-6344-8058   大阪市北区曽根崎新地1-5-6 甲南アセットVIPビル3F   クラブ  

クラブ のぶ  06-6347-1567   大阪市北区堂島1-2-21 三協ビル4F   クラブ  

クラブ 昇  大阪市北区曽根崎新地1-6-6 福地ビル６F クラブ  

CLUB　NOMAR 大阪市北区堂島1-2-7 パーマリーイン2F クラブ  

クラブ薔薇   06-6344-1841   大阪市北区曽根崎新地1-6-22 新八千代会館1F   クラブ  

club　Baron 大阪市北区曽根崎新地1-1-23 堂島センタービル3F クラブ  

クラブ ピアノ 北新地 大阪市北区堂島1-2-20 ESPACE北新地7　1F クラブ  

大阪市北区曽根崎新地1-2-9 新鈴木ビル1F クラブ  

クラブブコ   06-6344-3126   大阪市北区堂島1-2-31 第二小川ビル2F   クラブ  

大阪市北区曽根崎新地1-5-6 リップルVIPビルB1 クラブ  

クラブ 藤崎 大阪市北区堂島1-3-36 西辻ビル2F クラブ  

大阪市北区曽根崎新地1-2-24 ニューウメダビル1F   クラブ  

club　BRUTUS 大阪市北区曽根崎新地1-2-34 新谷安ビル1F   クラブ  

クラブ　VEGA 大阪市北区堂島1-2-20 ESPACE北新地7　2F クラブ  

クラブ松屋   06-6346-3388   大阪市北区曽根崎新地1-10-2 北新地PLACEビル4F クラブ  

CLUB　MUSERVA   06-4796-4610   大阪市北区曽根崎新地1-6-16 メッセージビル3F   クラブ  

クラブ山咲   06-6344-3028   大阪市北区曽根崎新地1-3-30 北新地幸田ビル2F   クラブ  

クラブ山名   06-6344-3945   大阪市北区曽根崎新地1-6-19 山名ビル4F   クラブ  

club yukino   06-6346-6588   大阪市北区曽根崎新地1-7-9 エスパス北新地11-3F   ラウンジ  

クラブ夢屋   06-6346-3036   大阪市北区曽根崎新地1-1-27 北新地梅田ビルB1 クラブ  

CLUB　REGULUS 大阪市北区曽根崎新地1-1-27 北新地梅田ビルB1 クラブ  

クラブ洋   06-6344-7591   大阪市北区堂島1-4-20 第２ロイヤルビル1F   クラブ  

06-6344-6177   大阪市北区堂島1-1-7 谷安メリメントビルB2   クラブ  

クラブ乱   06-6345-4004   大阪市北区堂島1-2-21 三協ビルBF   クラブ  

大阪市北区曽根崎新地1-6-6 福地ビル7F ラウンジ  

Cristal-A   06-6341-7007   大阪市北区曽根崎新地1-9-3 ニュー華ビル4F   ラウンジ  

グリルバー覇王樹   06-6345-5519   大阪市北区曽根崎新地1-4-7 小西ビル1F   バー  

クレイ・ジェニー   06-6345-5248   大阪市北区曽根崎新地1-10-1 エスパシオンYAMADA5F   ラウンジ  

愚羅馬亭北新地店   06-6343-0286   大阪市北区曽根崎新地1-7-8 新日本新地ビル1F   バー  

黒川ステーキハウス   06-6345-7655   大阪市北区曽根崎新地1-2-24 ニューウメダビル8F   ステーキハウス  

くろこ家 大阪市北区曽根崎新地1-1-17 ﾊﾞｰﾎﾞﾝｽﾄﾘｰﾄﾋﾞﾙ4F ラウンジ  

大阪市北区堂島1-5-35 堂島レジャービル5F バー  

月香-gekka-   06-6347-0421   大阪市北区堂島1-2-20 パールプラザビル3F   ラウンジ  

Coffee & Liquer　Aseek 大阪市中央区高麗橋1-2-4 土橋ビル2F 飲食業   圏外地区

纐纈   06-6147-9876   大阪市北区曽根崎新地1-10-22 北新地プレイス6F 日本料理  

己知色   06-6131-7366   大阪市北区堂島1-3-29 日宝新地レジャービル2F   ラウンジ  

COZYロゼ   06-6344-2275   大阪市北区曽根崎新地1-1-27 北新地梅田ビル5F   ラウンジ  

弘屋   06-6348-5455   大阪市北区堂島1-3-1 二葉ビル3F   レストラン  

琥珀   06-6344-3238   大阪市北区曽根崎新地1-1-30 ぼたんビルBF   ラウンジ  

小花 大阪市北区堂島1-3-34 第２京松ビル4F  

弧柳 大阪市中央区内淡路町3-3-3 日本料理 圏外地区

SAKAMOTO   06-6341-0747   大阪市北区曽根崎新地1-6-16 メッセージビル4F   ラウンジ  

咲   06-6341-3055   大阪市北区堂島1-3-4 谷安ビル3F   ラウンジ  

Sakura   06-6341-0660   大阪市北区曽根崎新地1-2-28 古沢ビル2F   スナック  

咲くら   06-6341-1487   大阪市北区曽根崎新地1-6-21 栄和ビル2F   ラウンジ  

佐々木商店   06-6341-3065   大阪市北区曽根崎新地1-2-32    その他  

さのよいよい 北新地   06-6344-6501   大阪市北区曽根崎新地1-5-7 森ビル1F   和食  

さつま   06-6345-1565   大阪市北区堂島1-1-21 GOTS北新地3号館1F   焼肉  

サテン・ヴェール   06-6343-1779   大阪市北区曽根崎新地1-2-2 谷安ヒィフスビル4F   クラブ  

大阪市北区曽根崎新地1-5-6 リップルVIPビル3F

ザ プレイモアジュニア  06-6341-4917   大阪市北区曽根崎新地1-5-10 北新地 池田ビルⅡ2F   ラウンジ  

さらぼーん   06-6348-0118   大阪市北区曽根崎新地1-2-30 柳月堂ビル6F   バー  

サロン君屋   06-6347-5656   大阪市北区曽根崎新地1-7-10 蘆月ビルBF   ラウンジ  

salon de S   大阪市北区堂島1-3-40 STACK堂島6F バー  

サロンド谷   06-6344-7889   大阪市北区堂島1-3-4 谷安ビル2F   スナック  

Salon・de なな子   06-6347-8815   大阪市北区曽根崎新地1-7-17 myビル2F   ラウンジ  

Salon　de　ｍｏｏｎｌｉｇｈｔ 大阪市北区曽根崎新地1-8-8 フォーシーズンズ北新地アネックスB1

ザ・リッチ   06-6348-0023   大阪市北区曽根崎新地1-2-20 リップルJINTAビル5F ラウンジ  

39   06-6456-0039   大阪市北区堂島1-3-33 新地萬年ビル3F   スナック  

大阪市北区曽根崎新地1-3-30 北新地KOHDAビル

大阪市北区曽根崎新地1-7-8 新日本新地ビル2F

大阪市北区堂島1-3-9 日宝堂島センタービル3F

大阪市北区曽根崎新地1-7-8 新日本新地ビル4F

大阪市北区堂島1-3-4 谷安ビル3F  

色 Shiki  06-4797-1621  大阪市北区曽根崎新地1-8-7 フォーシーズンズ北新地2F   ラウンジ  

志津可   06-6364-9129   大阪市北区西天滿1-13-7    飲食業  

Jazz＆bar　96   06-6341-0096   大阪市北区曽根崎新地1-2-29 日宝ノースビル3F   バー  

シャロームアン   06-6345-3677   大阪市北区堂島1-3-1 二葉ビル1F   ラウンジ  

大阪市北区曽根崎新地1-2-7 櫻ビル２F ラウンジ  

旬鮮彩庵　竹膳   06-6346-3030   大阪市北区堂島1-3-24 エスパス北新地20、2F   小料理屋  

食道園新地店   06-6344-7161   大阪市北区曽根崎新地1-6-5    レストラン  

食堂　燈 大阪市北区曽根崎新地1-6-27 ジェイプライド北新地2F 居酒屋



曽新東

06-6345-0517 堂上西

ジュリアーノ 06-6131-8017 曽新東

曽新西

曽新東

曽新中

永楽

鮨　高橋謙太郎 06-6347-9555 曽新東

堂島南

06-6341-3325 曽新中

堂上東

永楽

曽新中

船大工

曽新東

曽新西

06-6345-6601 曽新西

堂上東

堂上西

永楽

06-6343-1011 堂上西

永楽

永楽

06-6341-6096 曽新西

SLUSH 06-6442-7666 レストラン

曽新中

ゼウス＆ヘラ 06-6346-5525 バー 曽新西

曽新東

06-6342-5211

永楽

た
船大工

たかむら 06-6344-7737 堂上東

船大工

06-6346-0039 レストラン 船大工

06-6341-8186 曽新中

曽新東

曽新東

永楽

Charme 06-4797-7078 永楽

曽新中

堂上西

06-6343-8683 ラウンジ

06-6345-7228 スナック 船大工

06-6149-4988 船大工

Dish Bar cheRish 06-6940-7844 スナック 堂上東

06-4796-1111 曽新西

Decanter 06-6455-0505 バー 船大工

06-6442-4141

堂浜

永楽

06-6347-6607 曽新中

曽新中

depot 06-6342-8880 永楽

永楽

06-6343-1038 堂上西

06-6343-0380 堂上東

永楽

06-6348-5677 ラウンジ 曽新東

06-6344-8182 船大工

06-6344-0328 バー 堂上東

06-4798-0129 永楽

曽新西

船大工

06-6344-0565 永楽

船大工

曽新西

な
なお 曽新東

曽新中

永楽

06-6343-2555 ラウンジ 堂上東

曽新東

堂上西

堂上東

日本料理　かこみ 06-6136-3135 日本料理 堂島浜

堂上西

曽新東

non 06-6342-1107 曽新東

堂上西

は
堂島浜・西天満

06-6347-0024 堂上東

永楽

堂上西

圏外

永楽

曽新東

永楽

06-6345-0322 堂上西

堂上西

船大工

Bar Salon 39 06-6345-1590 バー 堂上東

06-6225-7733 スナック 堂上西

080-5309-0362 バー 曽新東

曽新中

06-6243-0010 堂島南

BAR SPACE MONKEY 06-6343-3434 堂島南

06-6344-1559 曽新東

永楽

080-8511-4168 スナック 曽新東

曽新西

050-5357-5107 曽新中

堂島南

圏外

06-4798-0088 永楽

BAR PLUS L 06-6354-1599 バー 圏外

JazzBar　Indigo Blue   06-6342-0100   大阪市北区曽根崎新地1-7-9 エスパス北新地11-7F   バー  

朱々 大阪市北区曽根崎新地1-3-4 第3サウスビル3F ラウンジ  

大阪市北区曽根崎新地1-7-6 新日本新地ビル東館3F   スナック  

ショットスタイル スイート   06-6345-7478   大阪市北区曽根崎新地1-5-2 大川ビル本館6F   バー  

ジローズ ジュニア   06-6344-2601   大阪市北区曽根崎新地1-1-40 ジロービル 3F   洋食  

鮨 あずま   06-6343-0678   大阪市北区堂島1-6-10 センチュリービル1F   寿司  

寿司 活魚 こころ   06-6341-6250   大阪市北区曽根崎新地1-9-8 北原ビル2F   寿司  

大阪市北区曽根崎新地1-7-5 バサラビル4F   鮨 

鮨処　一宴   06-6348-0188   大阪市北区曽根崎新地1-2-10 キャノプラザビルBF   鮨  

鮨処　川﨑  大阪市北区曽根崎新地1-6-23 杉の家ビルB1 鮨  

鮨処 金城   06-6341-6265   大阪市北区曽根崎新地1-1-13 河津ビル1F   鮨 

鮨処 寛龍   06-6344-0708   大阪市北区曽根崎新地1-10-1 エスパシオンヤマダ4F   寿司  

鮨処　平野   06-6345-3918   大阪市北区曽根崎新地1-6-27 ニュー八千代会館4F   鮨  

鮨処たかはし   06-6341-5507   大阪市北区堂島1-2-32 トヨタビル3F   小料理屋  

鮨処 やま本  06-6343-6393   大阪市北区曽根崎新地1-7-6 新日本新地ビル東館3F   鮨 

鮨 村上二郎   06-6341-3988   大阪市北区曽根崎新地1-5-7 森ビル1F   鮨  

Statice  大阪市北区曽根崎新地1-2-22 北リンデンビル2F ラウンジ  

Style   06-6344-1017   大阪市北区堂島1-1-21 GOTS北新地3号館   ラウンジ  

ステーキいぐち   06-6341-2340   大阪市北区曽根崎新地1-2-13 北新地タムラビルBF   西洋料理  

ステーキつじ   06-6343-0291   大阪市北区曽根崎新地1-11-9 京屋ビル1F   飲食業  

ステーキ鉄板　ssense  大阪市北区堂島1-3-33 新地萬年ビル3F   飲食業  

ステーキハウスカハラ   06-6345-6778   大阪市北区曽根崎新地1-9-2 岸本ビル2F   西洋料理  

スナック モナリザ   06-6343-2770   大阪市北区曽根崎新地1-9-12 大雅ビル4F   スナック  

炭焼屋　かっぱ 大阪市北区曽根崎新地1-4-7 小西ビル2F 焼鳥屋

大阪市北区堂島浜1-1-18 堂浜ビルディングB1 堂島浜

西洋館淳   06-6341-2567   大阪市北区曽根崎新地1-6-21 栄和ビル2F   クラブ  

大阪市北区曽根崎新地1-5-23 吉紹ビル7F

ソシアル倶楽部   06-6345-0901   大阪市北区曽根崎新地1-7-9 北新地プラザビル5F スナック  

蕎麦 福一 大阪市北区曽根崎新地1-5-21 松木興産ビル7F   和食 曽新西

そんぐ・そんぐ   06-6341-6441   大阪市北区曽根崎新地1-10-1 エスパシオン山田ビル６F   バー  

大幸庵　玄   06-6344-5655   大阪市北区堂島1-2-2 堂栄ビル本館1F   居酒屋  

大阪市北区曽根崎新地1-1-7 谷安メリメントビル4F ラウンジ  

たかはし   06-6131-8832   大阪市北区堂島1-3-9 日宝堂島センター5F   スナック  

たけちゃん亭 大阪市北区堂島1-3-14 平八ビル3F  

夛田葡萄酒店  大阪市北区曽根崎新地1-6-12 碇ビル5F  ワインバー 

田上   06-6341-6644   大阪市北区曽根崎新地1-7-10 盧月ビル7F   バーラウンジ  

千扇   06-6344-7748   大阪市北区曽根崎新地1-7-12 ダーリンビル４F   バー  

ちょい   06-6344-6969   大阪市北区曽根崎新地1-11-4 一らくビル1F   居酒屋  

大阪市北区曽根崎新地1-9-3 ニュー華ビル3F ラウンジ  

司   06-6345-0048   大阪市北区曽根崎新地1-6-9 山名ビル3F   クラブ  

月   06-6341-2441   大阪市北区堂島1-3-40 スタック堂島ビル6F   ラウンジ  

月うさぎ 大阪市北区曽根崎新地1-9-6 菱冨ビルB1 永楽

月海 大阪市北区堂島1-2-32 トヨタビル3F  

つぼキムチ　北新地店 大阪市北区堂島1-3-8 堂島リンデンビル3F 飲食業  

大阪市北区曽根崎新地1-3-3 好陽ビル4F

 Dio　sutanza 大阪市北区曽根崎新地1-5-29 八千代レジャービル4F   クラブ  

大阪市北区堂島1-3-9 日宝堂島センタービル1F

鉄板焼　翔 大阪市北区曽根崎新地」1-6-27 ニュー八千代会館2F 飲食業   曽新中

鉄板焼鳥 ニワ  06-6348-4128   大阪市北区堂島1-5-7  堂島グランドビル2F  焼鳥  

鉄板串焼バル 鉄平  06-6347-8008   大阪市北区曽根崎新地1-9-14    鉄板焼  

T２ 大阪市北区曽根崎新地1-6-21 栄和ビル2F   スナック  

DEZA   06-6345-1256   大阪市北区曽根崎新地1-6-1 ENISHI北新地ビル6F   ラウンジ  

大阪市北区曽根崎新地1-11-4 一らくビル4F バー  

天下一品　北新地店   06-6345-0024   大阪市北区曽根崎新地1-11-6 松原ビル  飲食業（ラーメン）  

天ぷら　旬楽庵　おばた 大阪市北区堂島1-3-36 曽根崎ビル2F 和食

天麩羅とお蕎麦　三輪 大阪市北区堂島1-2-23 田園ビル3F   飲食業  

天平   06-6341-1972   大阪市北区曽根崎新地1-8-12 梅紫津ビル2F   飲食業  

藤花 大阪市北区曽根崎新地1-7-3 北新地プラザビル3F

堂島観光（株） 大阪市北区堂島1-2-2 日昭ﾋﾞﾙ6F  

堂島　grand bar 大阪市北区堂島1-2-21 三協ビルB1

堂島精肉店 大阪市北区曽根崎新地1-19-3 飲食業  

徳間   06-6348-1168   大阪市北区曽根崎新地1-3-29 マックスビル7F   スナック  

雞坊   06-6341-3060   大阪市北区堂島1-2-30    焼き鳥屋  

Tom & Jerry Bar   大阪市北区曽根崎新地1-8-9 北新地NORTHビルB1   バー  

TOM　Curiosa  06-6347-5366   大阪市北区堂島1-2-15 浜村サンプラザビル4F   レストラン  

DOUX   06-6346ー0667  大阪市北区曽根崎新地1-2-21 谷安セッチモビル5F   ラウンジ  

06-6343-0811   大阪市北区曽根崎新地1-7-12 ダーリンビル6F   ラウンジ  

なかた   06-6344-6441   大阪市北区曽根崎新地1-6-8 平川ビル1F   ラウンジ  

NAKAYAN BAR   06-6344-0810   大阪市北区曽根崎新地1-10-16 永楽ビル   バー  

凪 大阪市北区曽根崎新地1-1-17 バーボンストリートビル2F

和璃   06-6347-0345   大阪市北区曽根崎新地1-7-4 石田ビル5F ラウンジ  

和み酒　仁   06-7171-9535   大阪市北区堂島1-3-33 万年ビル1F   和食  

西家   06-6344-5507   大阪市北区曽根崎新地1-1-16 クリスタルコートﾋﾞﾙ3F   ラウンジ  

大阪市北区堂島1-5-25 ﾎﾃﾙｴﾙｾﾗｰﾝ大阪B1

日本料理春城   06-6341-7273   大阪市北区曽根崎新地1-2-12 タチバナビル2F   日本料理  

日本料理　湯木 06-6348-2000   大阪市北区曽根崎新地1-7-12 ダーリンビル1F   和食  

大阪市北区曽根崎新地1-7-9 エスパス北新地11ー7F ラウンジ  

のんのん   06-6345-8234   大阪市北区曽根崎新地1-2-12 タチバナビル3F   スナック  

BARアイラ・ミスト   06-6346-1817   大阪市北区西天滿4-11-2 エスリード梅田新道1F   バー  

BAR　ASUKA 大阪市北区堂島1-1-20 パールプラザビル2F スナック  

バー　アルディ   06-6343-2100   大阪市北区曽根崎新地1-10-22 ミヤプラザ6F   バー  

Bar　Alain  06-6344-6571  大阪市北区曽根崎新地1-2-4 谷安セストビル1F  バー 

bar inspire   06-6362-5578   大阪市北区曽根崎2-5-37 バー  

BAR・UDA   06-6348-0177   大阪市北区曽根崎新地1-11-20 タカガワ梅田ビル1F   バー  

BAR HERMITAGE   06-4797-0636   大阪市北区曽根崎新地1-1-40 ジロービル1F   バー  

Bar織田   06-6344-2220   大阪市北区曽根崎新地1-10-1 エスパシオン4F   バー  

Bar　Canon 大阪市北区曽根崎新地1-2-12 タチバナビル3F   バー  

BAR　K   06-6343-1167   大阪市北区曽根崎新地1-3-3 好陽ﾋﾞﾙBF   バー  

Bar　ごんべえ 未 大阪市北区堂島1-3-4 谷安ビルB1F バー  

大阪市北区堂島1-1-21 GOTSビル3号館5F

Bar　さくら屋 大阪市北区堂島1-3-29 日宝新地レジャービル5F

Bar　JP 大阪市北区曽根崎新地1-1-43 第2大川ビル5F

バー シャカラ  06-6347-5346   大阪市北区曽根崎新地1-6-32 SKビル2F   バー  

Bar　STYLE 大阪市北区堂島1-4-26 玉家ビルB1 バー  

大阪市北区堂島1-4-10 岩伸GALINA4F バー  

Bar　SPORTS運慶 大阪市北区曽根崎新地1-1-39 谷安スペランツァビル1F バー  

バー瀧   06-6345-5727   大阪市北区曽根崎新地1-8-3 遅ビル1F   クラシックバー  

BAR　ちいさなおみせ 大阪市北区曽根崎新地1-7-3 北新地プラザビル11F

BAR　DE　ONE   06-6346-2577   大阪市北区曽根崎新地1-1-20 パールプラザ5F バー  

Bar　Tember 大阪市北区曽根崎新地1-2-29 ニューウメダビル7F   バー  

BAR　花野  06-4256-8086  大阪市北区堂島1-4-7 堂浜アネックスビルB1  バー 

BAR HIRAMATSU   06-6456-4774   大阪市北区梅田2-5-25 ハービスプラザ2F   バー  

Bar　Fish 大阪市北区曽根崎新地1-10-16 永楽ビル10F   バー  

大阪市北区天神橋1-6-1 アフィット天満橋1F



ハーフ 06-6346-2233 曽新中

ハーフムーン 06-6345-2266 曽新西

曽新中

堂上東

曽新西

06-6345-3332 曽新西

永楽

BAR  LOUNGE 1818 050-5589-7610 永楽

06-4386-9306 曽新中

曽新中

堂島浜･西天満

堂島南

堂上西

永楽

曽新東

BUTLER 070-1744-1500 レストランバー 曽新西

堂上東

曽新中

Papa Hemingway 06-6345-0375 キッチンバー

堂島浜・西天満

06-6345-1390 バー

Paddy'  s 06-6450-1133 バー 曽新西

永楽

曽新東

06-6341-0009 曽新東

堂島南

曽新中

曽新西

船大工

Beans 06-6345-7900 曽新東

曽新西

永楽

06-6458-2233 曽新西

070-1785-0712 堂上西

06-6347-0080 曽新中

永楽

堂上西

ファミリーフルーツ　フレッシュ 06-6341-0505 飲食業 堂上東

Faily 06-6344-4443 堂上東

曽新西

06-6809-4696 圏外

堂上西

堂上東

06-6344-7718 ラウンジ 曽新中

06-4797-1001 飲食業 堂島南

曽新西

曽新中

曽新中

06-6345-1817 クラブ 曽新東

曽新東

堂上東

堂上東

ブロス 06-6344-1616 スナック 船大工

06-6344-3150 船大工

曽新西

PENDULUM  CLOCK 06-6442-7138 永楽

永楽

永楽

バー 船大工

06-6346-5355 曽新西

06-6348-8898 曽新中

曽新中

ま
曽新中

曽新中

曽新西

ママーンのこ 06-6345-0376 ラウンジ 曽新西

堂上西

曽新東

堂上東

永楽

Mimi 06-6348-3722 曽新中

堂上西

曽新西

miyabi 06-6341-2951 スナック 曽新東

堂島浜・西天満

06-6342-5025 バー 曽新中

曽新西

ミーファイユ「 06-6225-7218 永楽

堂上東

06-6345-5220 バー 曽新中

曽新中

堂島南

MAISON DE TOMOKO 06-6225-7285 ラウンジ 曽新中

曽新中

曽新東

06-6344-5959 曽新西

曽新西

堂上東

曽新東

曽新東

06-6442-7557 ラウンジ 曽新西

堂上西

曽新中

曽新中

曽新西

06-6345-8110 曽新東

モンシェリー 06-6347-8990 ラウンジ 曽新中

や
090-4768-6505 曽新西

船大工

06-4796-1000 曽新西

曽新西

船大工

Yuuki 06-6342-6777 スナック 曽新中

06-6348-2233 スナック 曽新東

06-6940-6234 曽新中

大阪市北区曽根崎新地1-2-24 ニューウメダビル5F   ラウンジ  

大阪市北区曽根崎新地1-2-22 北リンデンビル2F ラウンジ  

Bar Blue Bird  06-6341-9345   大阪市北区曽根崎新地1-6-32 SKビル3F   バー  

balmy   06-6346-2808   大阪市北区曽根崎新地1-1-6 GOTS北新地ビル7号館8F   スナック  

BAR山上   06-6344-1115   大阪市北区曽根崎新地1-3-36 竹新ビル1F   バー  

BAR　YOSHIDA   大阪市北区曽根崎新地1-5-8 ピアース８ビル2F   バー  

バーラヴィータ   06-4799-7575   大阪市北区曽根崎新地1-10-6 シリウスビルBF   バー  

大阪市北区曽根崎新地1-10-1 エスパシオンYAMADA7F バー  

Bar　LAND 大阪市北区曽根崎新地1-2-24 ニューウメダビル３F バー  

Bar　Room   06-6450-1500   大阪市北区曽根崎新地1-1-30 ぼたんビル1F   バー  

Bａｒ　連   06-6312-1678   大阪市北区西天満2-3-15 千都ビル   バー  

バカラ   06-6346-1600   大阪市北区堂島1-4-26 王家ビル4F   クラブ  

はさ田 06-6345-5265   大阪市北区曽根崎新地1-5-2 大川ビル本館3F   和食 

葉四季   06-6147-8497   大阪市北区曽根崎新地1-11-9 京屋ビルB1   和食  

はつ瀬  06-6348-1185  大阪市北区曽根崎新地1-7-10 蘆月ビル3F   ラウンジ  

大阪市北区曽根崎新地1-5-14 ミモザ館2F

hanahana  06-6456-1369   大阪市北区曽根崎新地1-1-14 第2サウスビル3F   ラウンジ  

葉なと   06-6344-8710   大阪市北区曽根崎新地1-6-27 あすとりあビル1F   お好み焼き 

大阪市北区曽根崎新地1-3-10 北新地山忠ビル2号館5F 堂上西

はまじま   06-6343-0001   大阪市北区堂島浜1-1-8    飲食業  

八屋（ハヤ） 大阪市北区曽根崎新地1-9-12 大雅ビル2F 永楽

大阪市北区曽根崎新地1-2-21 谷安セッティモビル1F  

パラダイスバー嫣　ENN   06-6343-3959   大阪市北区曽根崎新地1-10-16 永楽ビル10F   バー 

パンテール   06-6147-8837   大阪市北区曽根崎新地1-7-8 新日本新地ビル3F   スナック  

ピアチェーレ大川 大阪市北区曽根崎新地1-1-41 アストリアジロービル5F ラウンジ  

ピッツェリア　マンマミーア   06-6341-2520   大阪市北区堂島1-5-4 はつ根ﾋﾞﾙ1F   レストラン  

healing bar 阪本   06-6347-0404   大阪市北区曽根崎新地1-6-15 ニューセントラルビル5F   バー  

ビーフラット   06-6345-1402   大阪市北区曽根崎新地1-2-22-605 北リンデンビル6F   バー  

Be Ⅰ  06-6348-5000   大阪市北区堂島1-3-16 堂島メリーセンタービルB1   スナック  

大阪市北区曽根崎新地1-7-6 新日本新地ビル東館1F   スナック  

ピットイン   06-6344-5560   大阪市北区曽根崎新地1-5-2 大川ビル本館8F   スナック  

ピナクル   06-6347-0810   大阪市北区曽根崎新地1-9-1 プランドール4F   スナック  

ビフテキのかわむら　Premium北新地 大阪市北区曽根崎新地1-4-20 桜橋 IM ビル1F 焼肉レストラン

干物屋　陽 大阪市北区堂島1-3-33 新地萬年ビル1F 飲食業  

ひろ乃 大阪市北区曽根崎新地1-6-16 メッセージビル4F   ラウンジ  

びんちょう焼き 八炭   06-6341-8088   大阪市北区曽根崎新地1-10-16 永楽ビル8F   飲食業  

FAMILIA   06-6342-7051   大阪市北区曽根崎新地1-2-6 新松リンデンビル2F   バー 

大阪市北区堂島1-2-23 ベガアークビル1F  

大阪市北区堂島1-2-16 K’ｓビル2F スナック  

Forest   06-6345-4549   大阪市北区曽根崎新地1-2-23 ガーデニアビル1F   スナック  

ふく吉  大阪市北区西天満4-11-8 武智マンション老松町1F   鮨  

藤田   06-6344-5644   大阪市北区曽根崎新地1-2-12 タチバナビル2F   スナック  

藤田バー   06-6344-3178   大阪市北区曽根崎新地1-1-11 北陽ビル2F   バー  

藤原 大阪市北区曽根崎新地1-6-29 宝ビルB1

プティ． Karen 大阪市北区堂島1-4-26 玉家ビル３F

プチ・シャンス   06-6344-7100   大阪市北区曽根崎新地1-5-25 曽根崎新地ビル2F   スナック  

Putit Bar a vin ISHIKAWA   06-6345-6662   大阪市北区曽根崎新地1-6-11 藤田ビル1F   バー  

プチ山名   06-6341-8551   大阪市北区曽根崎新地1-6-19 山名ﾋﾞﾙ3F   ラウンジ  

Priv。Ayaka 大阪市北区曽根崎新地1-7-10 蘆月ビルB1

BROOKLYN   06-6940-7212   大阪市北区曽根崎新地1-1-41 田中ビルB1   バー  

フルーツマルシェ ボーノ  06-6346-7080   大阪市北区曽根崎新地1-1-13 ふぁみーゆ安井ビル1F   果物 

プログレッソ   06-6348-9533   大阪市北区堂島1-1-20 パールプラザビル3F   バーラウンジ  

大阪市北区堂島1-3-9 日宝堂島センタービル4F

豊後太郎 大阪市北区堂島1-3-14 平八ビル3F   飲食業  

benefit  06-6341-4300   大阪市北区曽根崎新地1-3-30 北新地幸田ビル7F  バー  

大阪市北区曽根崎新地1-11-4 山大ビル４F バー  

ぼうず   06-6344-5497   大阪市北区曽根崎新地1-9-10 明治ビル2F   割烹  

Pot belly   06-6345-5525   大阪市北区曽根崎新地1-10-6 永楽ビル4F   ラウンジ  

HOME  06-6343-5959  大阪市北区堂島1-3-9 日宝堂島センターB1 

北海道料理　北新地　太田 大阪市北区曽根崎新地1-5-22 橋立ビル6F   飲食業  

Bonheur ボヌール 大阪市北区曽根崎新地1-2-29 日宝ノースビル2F バーラウンジ  

本間  06-6348-0122   大阪市北区曽根崎新地1-1-27 北新地梅田ビル5F   ラウンジ  

前田   06-6344-9294   大阪市北区曽根崎新地1-6-3 ラウンドビル5F   ラウンジ  

マダム小阪   06-6344-2258   大阪市北区曽根崎新地1-6-8 平川ビルBF   クラブ  

松木興産   06-6341-2825   大阪市北区曽根崎新地1-5-21 松木興産ビル4F   不動産業  

大阪市北区曽根崎新地1-3-30 北新地KOHDAビル6F

み紀や   06-6344-2757   大阪市北区堂島1-3-29 日宝新地レジャービルB1   飲食業  

misty   06-6346-0728   大阪市北区曽根崎新地1-7-19 エスパス北新地21-B1 ラウンジ  

水月   06-6341-1712   大阪市北区曽根崎新地1-1-13 KAWAZUビル3F   スナック 

みづき   06-6343-2517   大阪市北区曽根崎新地1-11-9 京屋ビル1F   ラウンジ  

大阪市北区曽根崎新地1-2-24 ニューウメダビル7F   ラウンジ  

みやこ雫   06-6345-2218   大阪市北区堂島1-2-25 谷安フォースビル5F ラウンジ  

宮上   06-6345-0667   大阪市北区曽根崎新地1-10-2 北新地PLACEビル5F ラウンジ  

大阪市北区曽根崎新地1-7-6 新日本新地ビル東館B1

ミュージックインま都お   06-6344-8880   大阪市北区堂島浜1-3-22 堂島タウン2F   ラウンジ  

Music　pub　2nd 大阪市北区曽根崎新地1-6-11 藤田ビル3F

Myuの館   06-6442-3119   大阪市北区曽根崎新地1-5-2 大川ビル本館5F   バー  

大阪市北区曽根崎新地1-9-11 エスパス北新地10-B2 ラウンジ  

６７ｋ゛   06-6343-1667   大阪市北区曽根崎新地1-1-6 GOTS北新地ビル7号館2F   スナック  

ムルソー2ndクラブ 大阪市北区曽根崎新地1-2-28 シスタービル2F

ムーン　バー   06-6442-7161   大阪市北区曽根崎新地1-2-29 日宝ノースビル4F   スナック  

maison   06-6131-4141   大阪市北区堂島1-5-35 大阪屋堂島レジャービル5F   ワインバー 

大阪市北区曽根崎新地1-2-24 ニューウメダビル3F

メンバーズ　ウイルミナ   06-6341-0127   大阪市北区曽根崎新地1-2-24 ニューウメダビル5F   ラウンジ  

メンバーズ 大島  06-6346-0048   大阪市北区曽根崎新地1-7-9 エスパス北新地11-4F   ラウンジ  

メンバーズ おかだ  大阪市北区曽根崎新地1-2-23 ガーデニアビル4F ラウンジ  

member’s　Port  06-6341-2122  大阪市北区曽根崎新地1-3-32 新地リバティビル2F  ラウンジ 

メンバーズクラブ三浦   06-6346-5657   大阪市北区堂島1-1-20 パールプラザビル4F   クラブ  

メンバーズ・グリーン   06-6343-0632   大阪市北区曽根崎新地1-7-10 蘆月ビル4F   クラブ  

ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ　シャン   06-6442-0089   大阪市北区曽根崎新地1-1-43 第2大川ビル6F   スナック  

メンバーズ　中井 大阪市北区曽根崎新地1-5-21 大川ビル本館5F  

メンバーズ和   06-6341-0753   大阪市北区堂島1-3-34 第２京松ビル2F   ラウンジ  

メンバーズ華   06-6440-4000   大阪市北区曽根崎新地1-1-30 ぼたんビル3F   ラウンジ  

Member's Force sound   06-6341-3770   大阪市北区曽根崎新地1-2-24 ニューウメダビル2F   ラウンジ  

メンバーズyagi   06-6347-5667   大阪市北区曽根崎新地1-5-22 橋立ビル5F   スナック  

メンバーズ矢倉  大阪市北区曽根崎新地1-1-34 シンコービルB1 ラウンジ  

大阪市北区曽根崎新地1-6-12 碇ビル4F

弥さか 大阪市北区曽根崎新地1-2-21 谷安セッティモビル3F 日本料理  

焼鳥ヤマト北新地   06-6347-1194   大阪市北区堂島1-3-16 堂島メリーセンタービル5F   居酒屋  

焼肉・冷麺　ユッチャン 大阪市北区曽根崎新地1-3-39 GOTS北新地ビル1号館1F 飲食業

やまざき   06-6348-1109   大阪市北区曽根崎新地1-5-25 曽根崎新地ビル3F   スナック  

や満祢   06-6348-1460   大阪市北区堂島1-3-1 二葉ビル1F   鮨小料理  

大阪市北区曽根崎新地1-2-29 日宝ノースビル2F

悠　you 大阪市北区曽根崎新地1-1-44 ﾌｼﾞﾓﾄﾋﾞﾙ4F

楪 大阪市北区曽根崎新地1-6-23 杉の家ビル2F   飲食業
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吉   06-6346-6044   大阪市北区堂島1-4-23 北新地吉本ビル5F   バー  

よし留   06-6344-8088   大阪市北区堂島1-2-10 第3鈴木ビル4F  日本料理  

よろこび  06-6343-2700   大阪市北区曽根崎新地1-2-24 ニューウメダビル2F   ラウンジ  

ラウンジいづみ   06-6345-6667   大阪市北区曽根崎新地1-5-2 大川ビル本館３Ｆ   ラウンジ  

ラウンジキャビン   06-6345-0045   大阪市北区曽根崎新地1-6-29 宝ビル2F   ラウンジ  

ラウンジたつ己   06-6341-6225   大阪市北区曽根崎新地1-1-29 ニュー菱富ビル3F   ラウンジ  

Loungeまさき 大阪市北区曽根崎新地1-5-9 谷安プレジールビル2F ラウンジ  

ラウンジみなせ   06-6346-1228   大阪市北区曽根崎新地1-2-24 ニューウメダビル1F   ラウンジ  

La・キャトルセゾン   06-6346-2235   大阪市北区曽根崎新地1-10-1 新日本新地ビル東館1F   バー  

ラクーン   06-6341-0448   大阪市北区曽根崎新地1-6-3 ラウンドビル5F   スナック 

大阪市北区堂島1-3-39 第2二葉ビル5F バー  

LAPIS   06-6347-5512   大阪市北区堂島1-3-29 日宝新地レジャービル2F   スナック  

La．bellecoco  大阪市北区堂島1-3-4 谷安ビルB1 ラウンジ 

大阪市北区堂島1-3-9 日宝堂島センタービル5F スナック  

大阪市北区曽根崎新地1-3-30 北新地KOHDAビル4F

ラ・ムー   06-6341-8878   大阪市北区曽根崎新地1-6-2 大西ビル1F   ラウンジ  

大阪市北区曽根崎新地1-9-8 北原ビル3F バー  

大阪市北区堂島1-2-31 第2小川ビル１F バー  

Riving  大阪市北区曽根崎新地1-7-3 北新地プラザビル7F   バー  

龍泉堂 大阪市北区堂島1-3-19 薬師堂ビル1F 和食

龍馬本店 大阪市北区曽根崎新地1-11-4 一らくビル２F 居酒屋

凛   06-6346-0383   大阪市北区曽根崎新地1-5-2 大川ビル本館8階C号   バー  

Le　chemin  06-6131-5512  大阪市北区堂島1-3-9 日宝堂島センターB1 

大阪市北区曽根崎新地1-2-12 タチバナビル3F  

ルッショおだまり   06-6345-7730   大阪市北区曽根崎新地1-6-10 センチュリー5F   ラウンジ  

ROOM 多賀   06-6343-2117   大阪市北区曽根崎新地1-3-11 レジョンノールビル4F   バー  

大阪市北区曽根崎新地1-2-28 シスタービル3F

令恩   06-6343-0025   大阪市北区曽根崎新地1-2-20 ノースタウンビル6F   クラブ  

大阪市北区曽根崎新地1-5-9 谷安プレジールビル7F スナック  

レクラン   06-6344-1177   大阪市北区曽根崎新地1-2-28 古沢ビル5F   バー  

レッドファイヴ   06-6341-2004   大阪市北区曽根崎新地1-9-6 菱冨ビル4F   スナック  

Reve ～レーヴ～   06-6348-5588   大阪市北区堂島1-2-7 パーマリィイン堂島3F   ラウンジ  

レフュージ   06-6341-0656   大阪市北区曽根崎新地1-5-25 曽根崎新地ビル2F   スナック  

蓮 大阪市北区堂島1-3-29 日宝新地レジャービル５F  飲食業

ろここ   06-6344-6508   大阪市北区曽根崎新地1-2-22 北リンデンビル5F   ラウンジ  

六花 大阪市北区堂島1-3-4 谷安ビル4F 飲食業

ろまん亭   06-6651-2514   大阪市北区曽根崎新地1-8-3 遅ビル1F   クラブ  

Wine Salon Le Temps   06-6348-8825   大阪市北区曽根崎新地1-5-26 永楽リンデンビル3F   バー  

Wine Salon  Prelude  大阪市北区堂島1-3-29 日宝新地レジャービルB1   ワインバー 

ワインヤ・カワスミ   06-6345-0234   大阪市北区曽根崎新地1-9-10 GOTS永楽町ビルB1   バー  

わかな   06-6343-0090   大阪市北区曽根崎新地1-2-6 新松リンデンビル1F   和食（小料理屋）  

笑酒　たまちゃん 大阪市北区曽根崎新地1-3-29 リップルMaxビル４F スナック  

和料理　信 大阪市北区曽根崎新地1-11-7 阿部ビル1F 和食

ワン・リゾート   06-6345-1414   大阪市北区堂島1-2-32 トヨタビル2F   バー  


	Sheet1

