○沖縄料理店
大阪市北区
店名

住所

電話番号

営業時間
[月～金]
11:30～14:00
17:00～23:00
[土]
17:00～23:00

定休日

最寄駅・バス停

日曜日・祝日（GW、お盆、年末年始）

JR東西線・北新地駅より徒歩３分
大阪市営地下鉄谷町線・東梅田駅より徒歩５分
大阪市営地下鉄御堂筋線・梅田駅より徒歩10分

レストランOKINAWA

大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビルB1-63

06-6344-4567

島唄ライブ琉球

大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビルB2-87

06-6453-6534

17:00～23:30

年中無休

梯梧家（でいごや）

大阪市北区黒崎町5-17（天五中崎通商店街中央）

06-6373-3420

17:00～23:00

日曜日

てぃーあんだ扇町本店

大阪市北区末広町3-22 1階

06-6363-8070

島ぬ風

大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街南館Ｂ２Ｆ

06-6375-7333

めんそーれ

大阪市北区堂島1-2-23 田園ビルB1（表通り中地下）

06-6344-8688

轟屋（ゴーヤ）

大阪市北区堂山町1-21

海の彼方

大阪市北区曾根崎新地1-1-38

炮炮

大阪市北区東天満1-11-15 新興産業ビル1F

南の島酒場 てりとりー

大阪市北区堂山町18-17 梅田スズキビル 1F

とぅるるん

大阪市北区本庄東1-4-14

遊食家 じゅまる

大阪市北区大淀南1丁目11-10 2Ｆ

和琉味処 歌留多

大阪市北区曽根崎新地1-3-21 日宝スタービル１Ｆ

大阪市営地下鉄 谷町線東梅田駅より徒歩3分
JR北新地駅より徒歩4分
地下鉄谷町線中崎町駅 徒歩約4分
地下鉄/阪急天神橋筋六丁目駅 徒歩約4分
地下鉄扇町駅 徒歩約6分
JR天満駅 徒歩約7分

【月〜金】
17:00～24:00
【日】
16:00〜23:00
[月～木]
11:00～22:00
[金・土・日・祝]
11：00～22：30
ランチタイム
11:00～16:00
[月～金]
18:00～翌3:00
[土]
18:00～24:00

不定休

地下鉄堺筋線扇町駅5番出口より徒歩1分
JR環状線天満駅より徒歩5分

不定休（阪急三番街休館日に準ずる）

阪急梅田駅徒歩1分/JR線大阪駅徒歩5分
阪急三番街地下二階

日曜・祝日・お盆・年末年始

東西線北新地駅11−43出口より徒歩4分
地下鉄四つ橋線西梅田駅8番出口より徒歩5分
地下鉄御堂筋線梅田駅15番出口より徒歩6分

050-5872-5008

17:30～24:30
12月28日～30日
17：00～26：00

12月31日と1月1日

JR 大阪駅 徒歩8分
阪急梅田駅 徒歩7分
地下鉄谷町線東梅田駅 徒歩7分
地下鉄御堂筋線梅田駅 徒歩8分

06-6344-8178

18:00〜翌1:00

日曜日

大江橋駅

06-6354-5657

11:30～14:00
17:00～24:00

日曜日・第３月曜日

050-5592-7191

17:30～24:00

11:30～14:00
17:00～24:00
ランチ
12:00～13:00
0066-9712-271415
無くなり次第終了
18：00～翌3：00
050-5596-0623

年中無休
日曜日
日曜日

06-6344-1078

17:30～翌2:00

日曜日・祝日
日曜日・祝日

大阪天満宮駅
ＪＲ 大阪駅 徒歩4分
阪急線 梅田駅 徒歩3分
地下鉄御堂筋線 梅田駅 徒歩3分
地下鉄谷町線/堺筋線【天神橋筋六丁目】駅
⑪番出口北へ徒歩３分
福島駅
JR東西線北新地駅

百幸地

大阪市北区西天満3-1-5 英和ビル１階

06-6312-0089

月～土
17:00～23:00

かりゆしナイト

大阪市北区曽根崎新地1-7-25 日宝セレーネ北新地 1F

050-5570-9211

18:00～翌3:00

日曜日・祝日

050-5596-2811

11:00～23:00

不定休(グランフロント大阪に準ずる)

年中無休

阪急線 梅田駅 徒歩5分
地下鉄御堂筋線 梅田駅 徒歩7分
地下鉄御堂筋線 中津駅 徒歩5分
阪神本線 梅田駅 徒歩7分
ＪＲ 大阪駅 徒歩7分

首里古酒倶楽部

大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪

南館 7F

北浜駅26番出口より徒歩5分
なにわ橋駅3番出口より徒歩3分
JR北新地駅より徒歩5分
地下鉄西梅田駅より徒歩6分
ＪＲ 大阪駅 徒歩1分
阪急線 梅田駅 徒歩3分

沖縄料理しーさ 茶屋町店

大阪市北区茶屋町19-19 アプローズタワー B1F

050-5590-2823

ランチ
【月～金】
11:00～15:00
【土・日・祝】
11:00～17:00
ディナー
17:00～23:00

沖縄キッチン てりとりー

大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル 1Ｆ

050-5593-6433

17:30～24:00

年中無休

地下鉄四つ橋線 西梅田駅 徒歩1分
ＪＲ東西線 北新地駅 徒歩1分
ＪＲ 大阪駅 徒歩3分
阪神本線 梅田駅 徒歩1分

不定休日あり ※施設に準ずる。

阪急線 梅田駅 徒歩3分
地下鉄御堂筋線 梅田駅 徒歩3分
ＪＲ 大阪駅 徒歩5分
阪神本線 梅田駅 徒歩3分

火曜日・第3水曜日

地下鉄堺筋線天神橋筋六丁目駅 12番出口徒歩2分
JR天満駅 徒歩5分

沖縄食堂ハイサイ HEPナビオ店

大阪市北区角田町7-10 HEP NAVIO

050-5595-7391

【月～金】
ランチ
11:30～15:00
ディナー
17:30～23:00
【土・日・祝】
11:30～23:00

てぃだ

大阪市北区天神橋5-5-32 河合ビル 2F

050-5596-4424

17:00～24:00

○沖縄料理店
大阪市北区
店名

住所

電話番号

伊江人酒場

大阪市北区堂山町8-16 C棟

050-5590-9180

沖縄SOULFOOD じゃむ

大阪市北区曽根崎2-10-6 2Ｆ

050-5590-0919

スタンド ミルクホール

大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル B2F

06-6347-6844

営業時間
［月〜金］
18:00〜翌7:00
［土日］
18:00〜翌7:00
月,火,水,木,
日曜,祝日
17:00〜0:00
金、土、祝日前日
17:00〜翌3:00
14:00～23:00
月〜金
17:00～翌2:00
土・日
15:00〜翌2:00
[月～土]
11:00～15:00
17:00～23:00
[日・祝]
11:00～21:00
11：00～15：00
17：00～23：00

定休日

最寄駅・バス停

不定休

地下鉄御堂筋線梅田駅より徒歩7分

年中無休

地下鉄谷町線 東梅田駅 徒歩3分
地下鉄御堂筋線 梅田駅 徒歩6分
ＪＲ 大阪駅 徒歩7分

日曜日

JR北新地駅より徒歩2分

不定休

大阪環状線天満駅 南へ徒歩1分
地下鉄御堂筋線扇町駅より徒歩3分

不定休

天神橋筋六丁目駅

無休

私鉄各線 梅田、西梅田、東梅田、北新地駅

さぎり

大阪市北区天神橋4-5-11

06-6351-6788

島カフェキッチン リアン

大阪市北区天神橋5-8-26 イニングビル 2F

06-4801-7788

ナンクルナイサ きばいやんせー 梅田店

大阪市北区梅田1-8-16 ヒルトンプラザイースト B2F

06-6344-8101

あぐー総本店小野

大阪市北区堂島1-3-23 日宝北新地ビル 1F

06-6346-6636

[月～金]
11:30～14:00
18:00～23:00
[土]
17:00～23:00

日曜日・祝日・第４土曜日

堂島アバンザビル裏手、徒歩1分
最寄り駅、地下鉄四つ橋線西梅田駅から10分
JR東西線曽根崎新地駅から5分

なんくるないさー

大阪市北区曽根崎新地1-1-7 谷安メリメントビル 301

06-6347-1304

18:00～翌2:00

日曜日・祝日

大江橋駅

パナリ堂

大阪市北区天満2-8-4 朝日プラザ天満橋 1F

06-6352-2308

18:00〜翌3:00

日曜日

大阪天満宮駅 徒歩6分/南森町駅 徒歩6分

ふぁいみーる

大阪市北区西天満6-8-10

06-6131-1808

18:00～翌2:00

月曜日

地下鉄御堂筋線梅田駅 15番出口 徒歩7分
ＪＲ大阪駅 徒歩8分
地下鉄谷町線東梅田駅 7番出口 徒歩6分
阪神本線梅田駅 徒歩7分

琉美

大阪市北区堂島1-3-20 阪口ビル 2F

06-6344-6226

月・水・金
19:00～翌1:00
火・木
20：00～翌1：00

土曜日・日曜日・祝日

JR東西線 北新地駅 徒歩３分
地下鉄四ﾂ橋線 西梅田駅 徒歩５分
地下鉄御堂筋線 梅田駅 徒歩１０分

海風 （うみかじ）

大阪市北区天神橋3-9-20 夫婦橋マンション １Ｆ

06-6352-8279

11:00～20:00

日曜日・祝日

JR天満駅から徒歩５分

沖縄料理パナリ堂 北新地店

大阪市北区曽根崎新地1-7-6 新日本新地ビル東館 1F 16号室

06-6131-6038

18:00～翌3:00

日曜日・祝日

JR北新地駅より徒歩2分
地下鉄西梅田駅より徒歩7分

やじろべえ

大阪市北区曽根崎新地1-11-4 らくビル １Ｆ

06-6341-0070

18:00～24:00

土曜日・日曜日

JR東西線・北新地駅より 徒歩3分

鶏人 （とりんちゅう）

大阪市北区堂島1-3-28 堂島センター

06-6345-5540

18:00～翌5:00

日曜日・祝日

ＪＲ東西線 北新地駅から徒歩約５分

電話番号

大阪市此花区
店名

住所

沖縄居酒屋 はなはな

大阪市此花区西九条3-8-18

営業時間

定休日

最寄駅・バス停

19：00〜翌1:00

水曜日

JR・阪神 西九条駅 徒歩３分

居酒屋まぶや

大阪市此花区西九条3丁目16-28 ＯＫ１８番街

06-6463-6522

17：00〜24:00

日曜日

ＪＲ西九条駅高架下改札から１分

店名
琉球鉄板食堂 magara

住所
大阪市城東区蒲生4-20-4

電話番号
06-6924-9170

営業時間
18:00～翌2:00

定休日
不定休

最寄駅・バス停
地下鉄蒲生四丁目駅

鶏いちず 諏訪店

大阪市城東区諏訪2-4-25

06-6961-5888

18:00～翌05:00
第１第３木曜日
18:00～翌01:00

居酒屋 あぐんちゃー

大阪市城東区新喜多1-5-19

080-3864-3764

17:00～23:00

大阪市城東区

放出駅
日曜日・祝日

京橋駅

大阪市福島区
住所

電話番号

営業時間

定休日

沖縄料理 ミツル

店名

大阪市福島区吉野3-1-40-2F

06-6466-6033

17:00～24:00

無休

お好み焼き ねぎ吉

大阪市福島区福島3-6-22 1階

06-6458-2414

－

日曜日

東西線新福島駅より徒歩２分

[月〜金]
11:00〜14:00
17:00〜翌2:00
[土]
17:00〜翌2:00
[日・祝]
16:00〜24:00

－

JR福島駅（環状線）より徒歩3分

不定休

JR福島駅から南へ、徒歩5分
JR新福島駅から南東へ、徒歩3分
阪神福島駅から南へ、徒歩1分

無休

福島駅

日曜日

ＪＲ野田駅徒歩３分

日曜日

ＪＲ大阪環状線福島（大阪環状線）駅 徒歩6分

日曜日・祝日

ＪＲ福島から徒歩１０分

野田駅（ＪＲ）

呑処 まいど

大阪市福島区福島5-15-2

06-6458-2256

がじゅまる食堂

大阪市福島区福島1-7-10 聖和ビル 1F

06-7710-4499

肝どん 福島店

大阪市福島区福島7-6-8

06-6442-7200

さくら

大阪市福島区野田3-12-21

06-6460-7378

せりよさ くつろぎ店 （【旧店名】くつろぎ）

大阪市福島区鷺洲2-10-5

06-6457-0313

12:00～13:00 不
定期営業
17:30～23:30
[月～木・日]
16:00～24:00
[金・土・祝前日]
16:00～翌2:00
[月〜木]
11:00〜14:00
17:00〜23:00
[金・土]
11:00〜14:00
17:00〜24:00
[月・水・金]
17:00～翌3:00
[火・木・土]
17:00～翌1:00

沖濱そば

大阪市福島区福島6-20-19 コーポ盛乃 1F

06-6225-7922

[月～金]
11:30～14:00
18:00～22:00
[土]
11:30～15:00
17:30～22:00

わんとケンムン

大阪市福島区野田5-2-3

06-7182-2507

17:00～24:00

月曜日

最寄駅・バス停
JR環状線野田駅
地下鉄千日前線玉川駅

○沖縄料理店
大阪市淀川区
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

最寄駅・バス停

沖縄料理の店 はながさ十三本店

大阪市淀川区十三本町1-2-13

06-6886-0006

16:30～24:00

月曜日

阪急十三駅西口徒歩３分

はながさ 西中島店

大阪市淀川区西中島4-2-3 1F

06-6306-0005

16:30～24:00

月曜日

大阪市営地下鉄御堂筋線 西中島南方駅 徒歩1分

ランチタイム
土曜日は夜のみ
11:30～14:00
夜の部
17:00～23:00

日曜日・祝日

阪急・神崎川駅南側より徒歩２分

沖縄料理のんき家亭

大阪市淀川区三津屋北1-6-16

06-6390-3290

美ら島Dining 二

大阪市淀川区十三本町2-3-18 ２Ｆ

06-6304-2202

－

－

阪急十三駅徒歩5分

大阪市淀川区西中島1-9-16 新大阪ストロングビル1Ｆ

050-5595-5192

[ランチ＆カフェ]
11:00～16:00
[居酒屋]
17:00～24:00

ランチ 土曜日・日曜日・祝日
ディナー 水曜日

大阪メトロ 御堂筋線 西中島南方駅 徒歩2分
阪急電鉄 京都線 南方駅 徒歩2分

06-6391-8786

17:30～翌0:00

火曜日

地下鉄御堂筋線東三国駅より徒歩7分

南ぬ風 （ぱいぬかじ）
かりゆし

大阪市淀川区東三国4-21-23

沖縄ヒラヤーチ五

大阪市淀川区十三元今里2-21-25

常識を変える真のタコライス屋 十三店

大阪市淀川区十三本町1-13-14

06-6886-7846

島の人

大阪市淀川区三津屋北1-15-8

06-6305-5038

神崎川駅

ヤシ乃実

大阪市淀川区加島1-62-12

06-6390-6117

加島駅

十三駅
11：00～23：00

無休

阪急各線 十三駅 西口下車徒歩5分

大阪市中央区
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

最寄駅・バス停

赤瓦 本町店

大阪市中央区南本町3-2-18

050-5594-9113

11:30-14:00
17:00-23:30

土曜日・日曜日・祝日・年末年始・お盆

地下鉄御堂筋線本町駅9番出口 徒歩3分
本町駅7番出口 徒歩3分

無休

地下鉄長堀橋駅より徒歩3分
地下鉄心斎橋駅より徒歩10分

えなっく

大阪市中央区南船場２－６－９ 大成ビル1Ｆ

06-6264-6133

[月～土]
11:30～14:00
17:30～24:00
[日・祝]
17:30～24:00

空 船場ゆいまーる店

大阪市中央区船場中央4-1-10 船場センタービル10号館B1

050-5868-0941

11:30～14:00
17:00～22:30

日曜・祝日

市営地下鉄『御堂筋線』『本町線』『四つ橋線』の
【本町駅】16番出口すぐ
船場センタービル10号館 B1F 船場女将小路内

日曜・祝日

地下鉄御堂筋線本町駅2番出口 徒歩3分
地下鉄四ツ橋線本町駅25番出口 徒歩3分

沖縄創作ダイニング 菜美ら （ナチュラ）

大阪市中央区瓦町4-4-8 瓦町4丁目ビル １Ｆ・Ｂ１Ｆ

06-6208-0136

月～金
11:30～15:30
17:00～24:00
土
11:30～15:30
17:30～23:30

花しょうぶ

大阪市中央区徳井町1-2-9-１Ｆ

06-6947-6989

17:00～24:00

日曜日・祝日

沖縄酒家 城 （ぐすく）

大阪市中央区谷町9-4-5 新谷九ビル Ｂ１Ｆ

06-6764-3131

18:00～25:00

日曜日・祝日

がちまやー

大阪市中央区難波1-7-17浪花ビルB1F

06-6211-5208

17:00～24:00

火曜日

地下鉄「難波」駅14番出口から徒歩50秒

日曜・祝日

地下鉄 谷町４丁目
④出口をでて、西にまっすぐ。
心斎橋駅

地下鉄谷町線・中央線
谷町四丁目駅
地下鉄谷町線・千日前線谷町九丁目駅
1番出口より徒歩1分／谷九駅直結

奄美 沖縄料理 しまん人

大阪市中央区内本町2-1-19 松屋ビル1F

06-6946-8515

11:30～14:00
17:00～23:00

サンシンカフェ

大阪市中央区西心斎橋2-1-17 NORIビル １Ｆ

06-6212-9272

17:00～3:00

不定休

おきなわ銀座「万が一（まんがいち）」

大阪市中央区心斎橋2丁目3-5 日宝ファインプラザ１F

06-6213-0553

20:00～5:00

不定休

大阪難波駅
地下鉄御堂筋線なんば駅 徒歩2分
地下鉄御堂筋線心斎橋駅 徒歩5分
南海本線難波駅 徒歩2分
近鉄難波線大阪難波駅 徒歩2分

おぼらだれん

大阪市中央区道頓堀2-4-7 2Ｆ

06-6484-0800

17:00～23:30

無休

琉球バル 琉KEN SI-SA-店

大阪市中央区道頓堀2-4-2 ホウセンビル 3F

050-5595-9830

17:00～24:00

火曜日

御堂筋線 なんば駅 23番出口B8より徒歩3分

島バル バブルラウンジ

大阪市中央区東心斎橋1-4-1 オリエンタル東心斎橋ビル 2F

050-5595-1684

18:00～翌3:00

無休

地下鉄御堂筋線、長堀鶴見緑地線『心斎橋』駅
徒歩5分
地下鉄長堀鶴見緑地線、堺筋線『長堀橋』駅7号出口
徒歩30秒

沖縄ダイニング美ら島物語

大阪市中央区瓦町4-3-14 御堂アーバンライフ B1F

050-5590-5486

17：30～23：00

土曜日・日曜日・祝日

地下鉄御堂筋線 本町駅２番出口 徒歩１分

不定休

心斎橋駅 6番出口 徒歩3分

不定休

東心斎橋 ほおずき

大阪市中央区東心斎橋1-17-1 コスミビル ２Ｆ

050-5869-8144

[月～木]
17:00～翌3:00
[金・土]
17:00～翌4:00
[日・祝]
17:00～翌3:00

スタンド レクチュール

大阪市中央区心斎橋筋2-7-11 日宝ロイヤルビル 1F

050-5593-6462

17：00～3：00
昼の部
11:00～18:00
ディナー
18:00～5:00
11:30～14:00
17:00～23:00
[月～土]
11:30～24:00
[日・祝]
12:00～24:00
11:30～14:30
14:30～17:00
18:00～23:00

BAR 絆

大阪市中央区難波1-6-8 門三ビル 2F

050-5594-7626

沖縄料理 ソーキ家

大阪市中央区瓦町2-3-15 瓦町ビルディング 1F

06-6223-7007

琉球茶屋 ゆくる （【旧店名】PIRIKA WAKKA）

大阪市中央区本町4-7-16

06-6125-4766

遊びなぁ たみんち

大阪市中央区谷町6-18-14

06-7181-3488

和ばーる えにし

大阪市中央区南船場1-4-15

06-6264-7234

18:00～24:00

日曜日・祝日

松屋町駅

ZUMI

大阪市中央区道頓堀2-1-1 フルーツタワービル 10F

06-6211-1216

18:00～翌6:00

無休

大阪難波駅

伽楽可楽 中央区 南本町

大阪市中央区南本町3-4-11

06-6120-3774

11:30～14:00
17:00～23:00

日曜日

本町9番出口徒歩１分 赤ちゃんホンポの向かい

まりもちゃん

大阪市中央区難波千日前2-16

090-1964-2618

17:00～22:00

年始

近鉄日本橋駅

沖縄barてぃ～だぁ

大阪市中央区西心斎橋2-9-5 日宝三ツ寺会館 B１F

06-6121-6950

20：00～翌5:00

毎月1日～3日 それ以外は年中無休

大阪難波駅

06-6211-1151

12:00～15:00
17:00～23:00

月曜日

心斎橋駅・なんば駅・日本橋駅より各徒歩7分

ちばりよー

大阪市中央区東心斎橋2-5-6 つく志会館1F

不定休

地下鉄難波駅14番出口、日宝ロイヤルビル
地下鉄御堂筋線 なんば駅 14番出口 徒歩5分
南海本線 難波駅 徒歩5分
南海高野線 難波駅 徒歩5分
阪神なんば線 大阪難波駅 徒歩3分
地下鉄堺筋線 堺筋本町駅17番出口より徒歩5分
北浜駅6番出口より徒歩8分

土曜日・日曜日・祝日
無休

地下鉄御堂筋線本町駅4番出口より徒歩4分

水曜日

地下鉄長堀鶴見緑地線 松屋町駅から東へ徒歩3分

大阪市中央区
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

歌声酒場 わにや

大阪市中央区千日前1-6-6 明日香ビル 1F

06-4256-4737

18:30～2:00

水曜日

日本橋駅

肝どん 朝まで屋・道頓堀店

大阪市中央区千日前1-9-20 千日前ビル

最寄駅・バス停

06-6213-2080

18:00～翌5:00

無休

南海電鉄難波駅、地下鉄御堂筋線なんば駅下車。
ビッグカメラなんば店向かい
ラウンドワン千日前店近く

06-6204-5533

月～金
11:00～14:00
17:00～23:00
土
11:00～14:00

日曜日・祝日・祝前日
年末年始/お盆/GW

地下鉄堺筋線北浜駅
もしくは
堺筋本町駅から徒歩7，8分

19:00～翌5:00

不定休

大阪難波駅

沖縄創作料理 琉宮

大阪市中央区瓦町1-5-11 Roop Building 1F

アーサ （ASA）

大阪市中央区西心斎橋2-9-3 サンフラワービル 3F

沖縄ダイニング ザイオン

大阪市中央区北浜2-6-6 クリスタルタワーB2

06-6226-0261

17:00～23:30

土曜日・日曜日・祝日

なにわ橋駅

律 和食

大阪市中央区東心斎橋2-5-25 松利ビル１Ｆ

06-6212-0140

18:00～24:00

日曜日・祝日

心斎橋駅

[月～木・日]
16:00～24:00
[金・土・祝前日]
16:00～翌2:00

年中無休

近鉄日本橋駅

土曜日・日曜日・祝日

京阪・地下鉄御堂筋線淀屋橋駅徒歩1分

不定休

地下鉄御堂筋線 心斎橋駅
地下鉄四ツ橋線 四ツ橋駅
近鉄・南海・JR
難波駅

肝どん 難波千日前店

大阪市中央区難波千日前1-11

06-6641-5900

心志

大阪市中央区北浜3-5-19 ホワイトビル B1F

06-6232-2388

タコライス コメドール

大阪市中央区西心斎橋2-10-15 心斎橋ロジック 1F

06-4708-8573

11:30～13:30
17:30～22:00
OPEN 12:00
CLOSE 25:30
（土曜＆祝前日は
27:00）

大阪市天王寺区
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

最寄駅・バス停

赤毛のネェネェ

大阪市天王寺区上本町6-3-31-B1 上本町ハイハイタウン内B1F

090-6674-3810

18:30～23:00

日曜日・祝日

近鉄上本町駅・ 地下鉄谷町九丁目駅

辰海

大阪市天王寺区堀越町9-23

06-6773-8515

－

－

天王寺駅より北へ徒歩5分

ゆいまーる

大阪市天王寺区玉造元町2-34

06-6765-6626

－

日曜日

グーニーズ

大阪市天王寺区上本町5-2-21 ロジマ上本町 1F

050-5590-8443

11:00〜14:00
18:00〜24:00

月曜日
※年末年始休業

沖縄食堂 ハイサイ 天王寺ミオ店

大阪市天王寺区悲田院町10-48 天王寺ミオ プラザ館 M2F

050-5593-6448

10:00～23:00

不定休日あり
※天王寺ミオに準ずる。

豚菜家ちばりよー

大阪市天王寺区堀越町10-12 加藤ビル地下1階

050-5596-3398

12:00～0:00

月曜日 ※不定休あり

06-6762-6363

[火～土]
昼
11:45～14:00
夜
18:00～0:00
[日・祝]
夜
17:30～23:00

月曜日

琉球・アジアンバール チュミチュミ

大阪市天王寺区玉造元町17-13

JR玉造駅から徒歩１分
近鉄大阪線 大阪上本町駅 徒歩6分
近鉄難波線 大阪上本町駅 徒歩6分
地下鉄千日前線 谷町九丁目駅 徒歩6分
地下鉄谷町線 谷町九丁目駅 徒歩6分
ＪＲ 天王寺駅 徒歩2分
地下鉄御堂筋線 天王寺駅 徒歩3分
地下鉄谷町線 天王寺駅 徒歩4分
近鉄南大阪線 大阪阿部野橋駅 徒歩4分
JR 天王寺駅北口より 徒歩4分
地下鉄御堂筋線 天王寺駅より 徒歩5分
地下鉄谷町線 天王寺駅より 徒歩2分
ＪＲ大阪環状線玉造駅 徒歩5分
地下鉄長堀鶴見緑地線玉造駅 徒歩5分
ＪＲ大阪環状線鶴橋駅 徒歩5分
近鉄大阪線鶴橋駅 徒歩5分

大阪市住之江区
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

最寄駅・バス停

あしびなー

大阪市住之江区中加賀屋1-2-1

06-6682-1134

17:00～24:00

月曜日

地下鉄四つ橋線北加賀屋駅1番出口徒歩3分

めーぐゎーさー

大阪市住之江区御崎6-9-19

090-5885-1458

17:00～22:30

不定休

住之江公園駅

大阪市住吉区
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

最寄駅・バス停

居酒屋 沖縄物語

大阪市住吉区苅田7-12-28

06-6692-3516

17:00～翌1:00

不定休

あびこ駅北出口に出て右へトキワビル1F

営業時間

定休日

最寄駅・バス停

大阪市旭区
店名

住所

電話番号

ちゅらみか

大阪市旭区千林2-16-3

06-6167-9775

千林駅

大阪市都島区
店名

住所

電話番号

営業時間
月～金
［ランチ］
11:00～14:00
［ディナー］
17:00～23:00
土・日・祝
[ランチ]
11:00～15:00
[ディナー]
15:00～23:30

定休日

最寄駅・バス停

琉球料理 金魚すさび KiKi京橋店

大阪市都島区東野田町1-6-22 KiKi京橋 4F

050-5869-5710

無休

kiki京橋(京橋花月)4F
ＪＲ大阪環状線京橋駅 徒歩4分
京阪本線京橋駅 片町出口 徒歩1分
地下鉄長堀鶴見緑地線京橋駅 徒歩2分

ハイビスカス

大阪市都島区東野田町5－7－2 岡本ビル2F

06-6928-0730

18:00～翌2:00

月曜日

ＪＲ、京阪本線、地下鉄長堀鶴見緑地線京橋駅

木曜日

大阪市営地下鉄谷町線都島駅から徒歩2分2番出口
JR学研都市線桜ノ宮駅 東出口から徒歩8分

琉球バル いちゃりば

大阪市都島区都島本通り2-6-10

050-5596-1700

17:00～24:00
金、土
17:00～3:00

田舎や 京橋店

大阪市都島区東野田町3-3-36

06-6357-7947

13：00～24：00

年中無休

JR環状線京橋駅
その他私鉄、京阪本線京橋駅
各徒歩２分

団楽

大阪市都島区友渕町2-7-17

06-6922-8599

18：00～23：00

不定休

都島駅

ゆきボン

大阪市都島区東野田町3-11-7

19:00～翌8:00

不定休

京橋駅

美ら島 真心

大阪市都島区都島本通3-3-29

06-6786-4789

18:00～24:00

水曜日

都島駅

ちゅらさん 本店

大阪市都島区都島本通り3-22-18

06-7181-0301

18:00～翌3:00

ちょーでー居酒屋

大阪市都島区毛馬町2-3-14

06-6923-5662

18:30～0:00
[日〜木]
17:00～01:00
[金・土・祝前日]
17:00〜01:00
[月～木･日]
16:00～24:00
[金･土･祝前日]
16:00～翌2:00

都島駅
月曜日・火曜日

大阪市営バス【毛馬町二丁目】より徒歩２分

定休日なし

各線京橋駅より徒歩1分

無休

京橋駅
JR環状線・京阪「京橋駅」より、
京阪国道を渡って徒歩3分ほど。

ジミーナイン

大阪市都島区片町2-4-8 ウエムロビル1F

06-6358-0077

肝どん 京橋店

大阪市都島区東野田町3-11-7

06-6356-3380

おばぁ～の家

大阪市都島区東野田町5-8-19 富士ビル1F

06-6925-6993

18:30～翌1:00

不定休

大阪市浪速区
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

最寄駅・バス停

めんそーれ沖縄

大阪市浪速区恵美須西2-3-11

06-6643-5313

－

－

ＪＲ、南海新今宮駅、阪堺線恵美須町駅

沖縄ん家 てりとりー

大阪市浪速区難波中1-14-22

050-5571-5156

17:30～24:00

050-5595-7162

ランチ
月〜 金
11:30～1:30
ディナー
月～木.日祝
18:00～24:00
金土
18:00～2.00
【月～金】
17:00～23:00
【土・日・祝】
17:00～23:00

不定休日あり ※施設に準じる

17:00～翌5:00

不定休日

難波駅（南海）

木曜日

ＪＲ新今宮
御堂筋線動物園前

沖縄食堂 てぃんがーら

大阪市浪速区難波中3-6-8 難波シーサータワービル B1Ｆ

沖縄食堂 ハイサイ なんばこめじるし店

大阪市浪速区難波中2-10-25

050-5594-2208

やきとり一番 大国町店

大阪市浪速区敷津西2-16-8

06-6643-4194

オキナワダイニング ユンタク

大阪市浪速区難波中3-6-8 難波シーサータワービル B1F

06-7173-4809

丸藤

大阪市浪速区恵美須東3-4-2

06-6649-3793

地下鉄御堂筋線 なんば駅 徒歩3分
南海本線 難波駅 徒歩3分
南海高野線 難波駅 徒歩3分
近鉄難波線 大阪難波駅 徒歩3分

水曜日

南海なんば駅8分
地下鉄なんば駅31番出口から約8分

南海本線 難波駅 徒歩1分
南海高野線 難波駅 徒歩1分
地下鉄御堂筋線 なんば駅 徒歩3分
地下鉄千日前線 なんば駅 徒歩8分
地下鉄四つ橋線 なんば駅 徒歩12分
地下鉄大国町駅徒歩８分
ＪＲ芦原橋駅徒歩７分

大阪市大正区
店名

住所

電話番号

営業時間
火～金
17:00～23:00
土日祝
12:00～23:00

定休日

最寄駅・バス停

居酒屋 おもろ

大阪市大正区三軒家東1-8-7

06-6554-0330

月曜日

JR大正駅から徒歩1分

沖縄料理いちゃりば

大阪市大正区三軒家東1-9-12

06-6552-7868

11:00～23：00

木曜日

JR・大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線「大正駅」
から徒歩2分

うるま御殿 （うるまごてん）

大阪市大正区南恩加島2-7-27 コーポ中村 １Ｆ

06-6555-8111

月曜日

JR大阪環状線大正駅から市営バス鶴町4丁目行きで
20分、南恩加島下車すぐ

沖縄料理 いっちゃん

大阪市大正区平尾3-11-9

06-6554-3295

水曜日

平尾小学校近く

やんばる

大阪市大正区三軒家東6-12-7

06-6554-5635

17:00～22:00

月曜日

木津川駅

沖縄料理 ゆいまーる

大阪市大正区平尾4-18-14

06-6552-2872

17:00～22:00

木曜日

JR大正駅より大阪市営バス 平尾下車徒歩2分

水曜日

大正駅

ランチ
11：30～14：00
夜
17:00～23:30
［月～水・金］
11:30～21:00
［土・日・祝］
11:30～21:00

尚家 （しょうや）

大阪市大正区三軒家東1-10-20

06-6553-1955

【月・火・木～土】
17:30～翌1：00
【日】
17:30～24：00

うすぱれ豊年

大阪市大正区三軒家東1-4-11

06-6553-0781

17:00-24:00

火曜日

JR環状線大正駅から徒歩約３分

沖縄酒家 ゆんた

大阪市大正区三軒家東1-7-18 コニシビル１Ｆ

06-6551-9993

18:00～23:00

日曜日 （祝日の月曜日）

地下鉄・ＪＲ大正駅徒歩５分以内

月曜日・火曜日

JR環状線大正駅 大阪市バス８分 平尾 停歩４分

ピコ

大阪市大正区平尾4-7-7

06-6554-4255

水～金
11:30～14:00
17:00～20:00
土・日
11:00～20:00

沖縄料理 かりゆし

大阪市大正区三軒家東1-14-18

06-6554-5576

17:00～24：00

木曜日

大正駅

まるしん食堂

大阪市大正区平尾3-24-16

06-6551-8781

6:00～21:00

土曜日

大阪市バス 平尾バス停下車徒歩５分

きじむなーの森

大阪市大正区三軒家西1-6-4

050-5593-9167

17:00～翌3:00

不定休

大正駅すぐ

やまねこ

大阪市大正区三軒家東1-4-6

06-6555-3607

17:00～23:00

月曜日

大正駅

マルトミ食堂

大阪市大正区平尾5-2-13

06-6553-0274

10:00～20:00

火曜日

津守駅

爬虫類喫茶 アゲイン

大阪市大正区小林東3-16-11

070-6921-8761

12：00～22：00

水曜日

大阪市営バス大正中学校前バス停徒歩約1分

不定休

大正駅

月曜日(第3月曜三線教室)

大正駅

琉希

大阪市大正区三軒家東1-10-21

050-3464-5273

[月～土]
17:00～翌3:00
[日]
15:00～翌3:00

居酒屋 沖縄料理 風唄

大阪市大正区三軒家東1-4-9 2F

06-7171-0833

18:00～24:00

おきナニワん・キッチン

大阪市大正区三軒家東1-3-7

11:00～14:00
17:00～24:00
8:30～14:00
18:00～

不定休

大正駅

月曜日

JR大阪環状線大正駅から市営バス鶴町4丁目行きで
10分、平尾下車すぐ

ぴないさーら

大阪市大正区平尾4-20-15

06-6553-7030

正起屋

大阪市大正区小林東3-6-20

06-6553-9819

16:00～23:00

月曜日

大正(JR、地下鉄)→市バス小林下車徒歩約3分

月曜日

JR大正or地下鉄大正から
大阪市営バス大正区役所前で降車

お食事処 よしや

大阪市大正区千島3-19-3 大阪沖縄会館 1F

06-6555-1866

［火～日］
8:00～11:00
11:30～14:00
17:00～22:00

グーニーズ （GOONIES）

大阪市大正区三軒家東1-8-28

06-6568-9009

17:30～翌1:00

不定休

大正駅

沖縄そば たえ

大阪市大正区小林東3-21-14

06-6555-8186

17:00～22:00

火曜日

大正(JR、地下鉄)→市バス小林下車徒歩約3分

大阪市西区
店名

住所

電話番号

営業時間
平日
11:30～ 14:30
土、日、祝
11:30～ 15:00
夜
17:00～24:00

定休日

最寄駅・バス停

てぃーあんだ堀江店

大阪市西区北堀江1-9-14 PAN1914ビル1F

050-5593-3313

なし

地下鉄四つ橋線 四ツ橋駅 4番出口 徒歩2分
地下鉄長堀鶴見緑地線 西大橋駅 4番出口 徒歩2分

オキナワン バー ニライ カナイ

大阪市西区九条1-17-19 1F

090-7353-0722

19:00～翌2:00

日曜日・祝日

九条駅（阪神）

琉球酒花 しぃさ～

大阪市西区土佐堀3-4-12 金子ビル

06-6449-0054

17：00～

土曜日・日曜日・祝日

中之島駅

ぬーそーが

大阪市西区九条南2-33-29 みはまビル2F

06-6582-8033

－

－

各線九条駅

ちゃぶマイル

大阪市西区北堀江2-3-3

06-6578-2900

18：00～翌5：00

なし

地下鉄長堀鶴見緑地線西大橋駅3番出口より徒歩1分
地下鉄四つ橋線四ツ橋駅より徒歩5分

月曜日・火曜日

四ツ橋駅

不定休

ポーポー屋

大阪市西区北堀江1-14-21 第一北堀江ビル 2F

06-6531-7827

[水～金]
17:00～21:00
[土]
12:00～21:00
[日]
12:00～20:00
18:00～翌3:00

尚円

大阪市西区北堀江1-5-9 フェイムゾーン四ツ橋B1

06-6534-0230

貉食堂 （ムジナショクドウ）

大阪市西区新町1-22-12

06-4390-1220

おかん

大阪市西成区萩之茶屋2-10-24

バナナ

大阪市西区北堀江2-3-3 飲食施設ちゃぶマイル内

06-6536-5758

四ツ橋駅
西大橋駅

10:00〜19:00

木曜日

南海萩ノ茶屋駅より徒歩2分

18:00～翌3:00

水曜日

西大橋駅

最寄駅・バス停
谷町線 平野駅 徒歩７分
谷町線 喜連瓜破 徒歩10分
近鉄線 針中野 徒歩15分
大阪市営地下鉄谷町線平野駅（徒歩5分）
大阪市営地下鉄谷町線喜連瓜破駅（徒歩10分）

大阪市平野区
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

海人料理 歩海亭

大阪市平野区平野西6-7-25

06-6790-3423

17：00～24：00

月曜日(祝日の場合 火曜日が定休日)

かふぅ 平野店

大阪市平野区平野西4丁目7-16 1F

06-6769-0141

18:00～24:00

年中無休

でいご

大阪市平野区加美北3-7-25

06-6796-5577

17:30～翌1:00

月曜日・第４火曜日

南巽駅

[火～土]
17:00～24:00
[日]
17:00～23:00

月曜日

平野駅

営業時間
お弁当販売
※店内でも食べれ
ます。
11:30ー13:30
月曜日〜木曜日
ランチメニュー有り
【ディナー営業】
18:00ー
11:30～15:00
18:00～23:30

定休日

最寄駅・バス停

不定休

近鉄南大阪線大阪阿部野橋駅徒歩1分
JR天王寺駅徒歩5分
地下鉄御堂筋線天王寺駅徒歩4分
地下鉄谷町線阿倍野駅徒歩5分

月曜日

大阪市営谷町線阿倍野駅1番出口より徒歩2分

八重山 （ヤイマ）

大阪市平野区平野西5-4-15

06-6797-0089

店名

住所

電話番号

美ら鍋 赤瓦 阿倍野店

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-5 イコイビル4F

06-4399-4711

遠東 ファーイースト 阿倍野店

大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-15 東洋堂ビル1F

06-6624-3772

おでんと鉄板焼き 焼くん場

大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-48 日光あべの駅前ビル 1F

050-5592-9811

17:00～24:00

不定休日あり 年末年始

堀内チキンライス

大阪市阿倍野区天王寺町南2-10-1

06-7492-8265

[月～日、祝]
12：00～15：00
17：00～21：30

火曜日・水曜日

大阪市阿倍野区

地下鉄御堂筋線 天王寺駅 徒歩4分
ＪＲ 天王寺駅 徒歩5分
地下鉄谷町線 阿倍野駅 徒歩1分
JR環状線天王寺駅より徒歩１2分
JR環状線寺田町駅より徒歩7分
近鉄南大阪線河堀口より徒歩２分

大阪市西淀川区
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

最寄駅・バス停

沖縄料理居酒屋 ゆう

大阪市西淀川区柏里3-1-30

06-6475-2916

18:00～24:00

火曜日

ＪＲ塚本駅西口から徒歩1分

店名

住所

電話番号

定休日

最寄駅・バス停

まぁさん 上新庄店

大阪市東淀川区豊新3-26-3 1F

06-6320-1488

営業時間
【日～木・祝日】
17：00～翌2：00
【金・土・祝前日】
17：00～翌5：00

なし

阪急京都線 上新庄駅 南出口 徒歩3分

ゆうな

大阪市東淀川区豊新5-13-9

06-6370-1723

店名

住所

電話番号

夢幻蔵 （むげんぐら）

大阪市西成区天下茶屋2-21-9

06-6653-1399

琉KEN

大阪市西成区旭1-9-18

06-7494-7105

大阪市東淀川区

上新庄駅

大阪市西成区
営業時間
平日
17:30～23:00
金・土・祝前日
17：30～24：00
18:00～23:00

定休日

最寄駅・バス停

日曜日は不定休

南海天茶屋駅から天下茶屋駅前商店街を
入って約30m

月曜日

地下鉄四ツ橋線花園町

