Soave By The Glassキャンペーン2020参加店舗一覧
TEL

店名

住所

郵便番号

URL

席数

説明文
小樽のイタリアンバーの草分けの店です。合言葉は「ボナ

カフェ・ダイニング・レンガ

W

090-8706-2211

北海道小樽市稲穂1-4-15 おたる屋台村
レンガ横丁

047-0032

http://otaruyataimura.jp/renga01/

8

セーラ！！！」気軽にワインが飲め、隣の方とすぐに仲良
くなります。店の入り口にあるストリートピアノで即興が
始まるとさらに盛り上がります。

セミーナ

011-219-4649

北海道札幌市中央区南1条西8丁目20-1 小六ビル１F
060-0061
www.trattoriasemina.com

18

北海道の食材を使ったフリウリ・ヴェネト料理中心のイタ
リア料理店です。
おなかのすいた時。美味しいお酒を飲みたい時。ちょっと
だけつまみたい時。もう一杯飲みたい時。仕事で疲れた帰

011-211-5541

バール・メンタ

北海道札幌市中央区南3条西7-7-3 エス
テラ南3条間B棟

り道。嬉しいことがあった時。気分が落ち込んでしまった
060-0063

http://barmenta.com/

12

時。ぼーっとしたい時。そんな時、いつでも気軽によれる
一軒。ワインやいろんなお酒と、イタリアのお惣菜や自家
製パン、それからエスプレッソなんかをご用意していま
す。

011-271-9614

フンギ堂

北海道札幌市中央区南3条西6-10-2F

060-0063

18

イタリア語で「キノコ」を意味するフンギ堂。その名の通
りキノコワールドをお楽しみください
AISイタリアワインソムリエが試飲をし厳選したイタリア

Q vino

011-374-5889

北海道札幌市豊平区月寒東3条3-2-5

062-0053

15

のお酒を揃えています。酒販免許取得し、更にアッビナメ
ントを考え飲食免許取得し食事のスペースをご用意してま
す。夫婦で営む札幌郊外の小さな店です。
「ちょっと一杯とおつまみを」という方も、「おなか減っ

オステリア大和亭

011-211-6682

北海道札幌市中央区南4条西5-8-1 F45ビル11Ｆ
064-0804

43

たな」という方も、人気の定番メニューから季節の食材を
使ったものまで、お楽しみいただけます。
2000年3月の開店以来、庄内の食材えにこだわり続けるア

庄内Veg-ITALIAN

アル・ケッチァーノ
0235-78-7230

山形県鶴岡市下山添一里塚83

997-0341

http://www.alchecciano.com

28

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。
仙台地下鉄・勾当台公園駅から徒歩3分の木の温もりあふ

トラットリア・銀

022-748-7708

宮城県仙台市青葉区国分町3-8-12 根岸
ビル2F

980-0803

https://hitosara.com/0005035365

27

れる店内は、ゲストとの距離感を大切に、アットホームで
気軽に楽しめることがコンセプトです。旬の厳選食材の料
理とワインのマリアージュをお楽しみください。]
宮城県仙台市の小さなイタリアン。大通りから少し外れた

アッラ・グリッリア

022-726-4888

宮城県仙台市青葉区国分町3-9-2-B1

980-0803

24

ビルの地下。探さないと見つからない小さな入り口。細い
階段を降りるとアッラ・グリッリアはあります。隠れ家な
ワイン食堂。今夜も楽しい夜になりますように。
お手頃な世界各地のいろいろなワインと、それに合わせた

ワインカフェ・イル・ソフリット

022-346-0990

宮城県仙台市青葉区台原1-10-3

981-0911

ilsoffritto.jp

15

旬の食材を使ったフレンチやイタリアンをメインとした手
作りのお料理を提供しているお店です。
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イタリアの田舎町にあるようなトラットリアを思わせる店
トラットリア・デル・ソーレ

0223-36-8829

宮城県亘理郡亘理町五日町34-1

989-2351

https://www.facebook.com/DelSole.
watari/

22

内でシェフ自らが厳選した東北の食材とイタリアの伝統食
材から生み出される数々の魅力溢れる料理を、種類豊富な
イタリアワインとともにお楽しみください
「毎日でも食べたい自然体のイタリアン」をコンセプトに

ピッツェリア・ピノッキオ

0284-22-6210

栃木県足利市中川町3560-9

326-0825

25

いつも変わらぬ居心地の良いレストラン。美味しいpizzaと
料理が魅力のお店です。
2020年春、老舗酒販店内にオープンした、下町グルメ食堂
＆酒場。お酒好きのシェフのオリジナルレシピは早くも

シーザーズ・カフェ＆デリ

0276-88-2640

群馬県邑楽郡邑楽町篠塚1625-27

370-0615

https://www.winey.net

20

ファン続出！
自慢。

酒専門店ならではの多彩なお酒メニューが

ソムリエのセレクトにてお料理とのペアリングも

楽しめます。
イタリアンバール・ラ・ファミーリ
ア

イタリア料理

エ・ヴィータ

リストランテ・ソルジェンテ

027-381-6600

027-322-3345

027-237-0834

群馬県高崎市八島町58-1

群馬県高崎市檜物町12 ハイツ近藤1FB

群馬県前橋市三俣町1-1-11 藤田マン
ション102

370-08049

familia-takasaki.com

20

高崎駅直通、カジュアルで上質なイタリアン・レストラン
＆バール。

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
370-0839

30

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。
イタリアの小さなリストランテをイメージした店内で、自

371-0018

8

家農園の野菜や地元食材をイタリアの多種多様な食文化で
楽しんでいただきたいと思います。
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

サポーリ・ディ・ノモト

027-253-2024

群馬県前橋市古市町1-46-1

371-0844

24

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。

ピッツェリア・ラ・ガッタ

0270-26-6840

群馬県伊勢崎市今井町344-2

372-0823

https://16840.hp.gogo.jp/pc/

25

店主独自の配合で練り上げたオリジナル生地のピッツァ
と、厳選したイタリアワインを楽しんでいただけます。
ソムリエール厳選ボトルワイン約100種、グラスワイン常

市川ワイン食堂ディッシュカッシュ 047-312-6122

千葉県市川市市川南3-1-1 アプロード市
川112

272-0033

https://localplace.jp/t2004100211

26

時10種類ご用意。リーズナブルな各種お惣菜、お料理と合
わせてお楽しみいただけます。ふらっと一杯、ガッツリお
食事、気軽に立ち寄れるワイン食堂です。

トラットリア・フェルマータ

048-235-7322

埼玉県川口市塚境町31-1

333-0806

20

全国から厳選したお肉の鉄板焼きと、バラエティー豊かな
イタリア各地の手打ちパスタのお店
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ヴィア・デル・サーレ

0493-81-3113

埼玉県東松山市美原町2-9-26

355-0010

http://www.viadelsale-web.com

33

ワイン・スタンド・ポン

049-224-2626

埼玉県川越市仲町5-7

360-0065

http://instagram.com/winestandpon

5

埼玉の郊外にある一軒家レストラン。静かな雰囲気の中
で、本格的なイタリア料理をお楽しみいただけます。

昭和な雰囲気の残る小江戸川越の商店街にたたずむ、カウ
ンター5席の小さなワインスタンド。美味しいワインを
PONと開けて気軽に楽しめます。月火金定休。

ステーキ＆トラットリア

カルネジーオ大手町
050-3196-3523

東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィ
ナンシャルシティグランキューブ1F

『大手町に佇む肉イタリアン』。数量限定のローストビー
100-0004

https::selecao.co.jp/ourshops/

58

フをメインにA５和牛の炭火焼やフィレ肉、リブロースの
ビステッカなど、肉料理を売りとしたトラットリア。
名店「リストランテ・ヒロ」の丸ビル店。厳選された旬の

リストランテ・ヒロ・チェントロ

03-5221-8331

東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビル
ディング35F

100-6335

gttps://www.r-hiro.com

50

食材を最大限に活かした“ジャパニーズイタリアン”。店内
のほぼ半分を占めるオープンキッチンからの活気が良い開
放的な空間です。

イタリアーノ・レストラン・スク
ニッツォ

トラットリア・グラン・ボッカ

03-3263-7567

03-6272-9670

東京都千代田区富士見2-3-1 信幸ビルB1 102-0071

東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グ
ランブルーム

サクラテラス2F

102-0071

46

https://selecao.co.jp/

75

今年20年のイタリアンです。

A5和牛と極旨ローストビーフがメインの肉イタリアンで
す！
北イタリア、ヴェネト州を中心に造られるスプマンテ、プ

マルティノッティ・プロセッコ・バー・アンド・カフェ
03-5800-2802
東京都中央区日本橋横山町4-9 birth １F 103-0003

https://prosecco.tokyo

14

ロセッコに特化したバー＆カフェですが、白ワインは数種
類のソアーヴェが揃い、この地の多様性をお楽しみいただ
けます。
当店では毎日日替わりで数種類のワインをグラスで楽しん

銀座

03-3289-2121

惟居

東京都中央区銀座6-3-7 AOKIタワービル
7Ｆ

104-0061

11

で頂き、自分のお気に入りのワインを見つけていただきた
いと思い、お客様のお好みをヒヤリングしながらワインを
ご提供しております。

米菜sakura織音寿し

03-6263-8395

ヤマガタ・サン・ダン・デロ

03-5250-1755

俺のフレンチ

03-3573-2215

銀座コリドー街

東京都中央区銀座6-12-12 サクラマック
ス銀座612 12階

東京都中央区銀座1-5-10

東京都中央区銀座8-3-12 銀座コラムビ
ル2F

104-0061

http://www.alchecciano.com/olionsushi/index.html

8

104-0061

104-0061

https://www.oreno.co.jp/restaurant/french.gina.corrior
52
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当店は【俺の㈱会社】(俺のイタリアン新橋赤レンガ通り
店)でございます。新橋という土地柄がビジネス街のイメー
ジが印象的かと思います。しかし、当店のお客様の幅は広
俺のイタリアン

新橋赤レンガ通

03-6205-4878

東京都港区新橋3-6-8

105-0004

https://www.oreno.co.jp

83

くご家族や20代～70代ぐらいの方も楽しんでいただけるお
店です。ワンフロアーでローテーブル、そしてカウンター
席もあるので臨場感と落ち着いた雰囲気がお客様の居心地
の良い空間作りが出来ているかと思います。
イタリアでの経験と日本の旬の食材を使い、その場所の風

ラ・チャウ

03-3451-3725

東京都港区芝浦2-16-7 中野第3ビルB1F 108-0023

http://laciau.com/

32

景をベースにコース料理をご用意しております。ワインの
ペアリングのコースもご用意しております。お楽しみくだ
さいませ！！
大地「terra」の恵みを大切にしたお料理とワイン。どれも
産地や生産者さんを限定し、こだわったもの、その食材の

テラットリア・エッフェ

03-6809-6103

東京都港区三田3-3-51F

108-0073

www.terrattoria-effe.com

26

良さを最大限に生かしたお料理をお楽しみいただけます。
お料理に合わせたペアリングコースもご用意しておりま
す。
2006年からイタリアワイン一筋で営業しているピンコパ
リーノです。この夏は、店主の特技のイタリア語を活かし
て、皆様と一緒にお家に居ながら９社のワイナリーを巡る

ヴィネリア ピンコパリーノ トウ
キョウ

03-5849-4744

東京都台東区浅草7-1-6

111-0032

www.vineriapincopallino-tokyo.com

10

オンラインツアー【ワインメーカー・カミングホーム！】
を毎週月曜日に開催。どなたでもご参加していただけま
す。ソアーヴェは、モンテトンドをリモート訪問いたしま
す。どこでも楽しくイタリアワイン・ソアーヴェを飲みま
しょう！

カーザ・カステリーニ

03-5246-4476

東京都台東区松ヶ谷2-28-11

111-0036

9

炭火焼鳥そかろ

03-6902-0980

東京都文京区音羽2-11-20

112-0013

zocalo.gorp.jp

14

アドジ

03-6677-8580

東京都文京区目白台2-13-3 らばらく1F

112-0015

adosi2017.com

10

住宅街にある小さなイタリアン。アラカルトを中心に、手
作りにこだわったイタリア料理店。

名古屋コーチン使用の炭火焼鳥。お好きなドリンクを片手
に自慢の焼き鳥をご堪能ください。

オーナーシェフ兼ソムリエが営む護国寺の小さなイタリア
ン。驚きと感動がつまった、誰かに教えたくなるレストラ
ンです。

ワインバー・バッカス

03-5809-0844

東京都文京区本駒込4-40-3 メゾン・
ド・ヴィレ103

113-0021

13

入口のワイングラスのロゴが目印！カウンター5席、テー
ブル3席の小さなお店ですがワインは充実。
本格的料理を気軽に低価格で。名物の「牛保保肉の赤ワイ

ビストロ 2538

03-5244-2538

東京都足立区千住3-74

120-0034

https://bistro.2538group.com

43

ン煮込み」を始め、ボリューム感あるメイン料理は絶品！
コスパ最高なビストロ料理を楽しめ、グラスワインは下町
らうぃいグラス380円～という気軽さ！
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「酒場」という名前からは想像できない、きれいで寛げる
イタリアン・バール 2538

03-3870-1147

東京都足立区千住3-36 宿場町通り

120-0034

https://bistro.2538group.com/

80

空間。ゆっくりと楽しめるのに、料理やワインは居酒屋価
格。新鮮な魚介や上質の肉、丹精込めて手打ちしたプロの
パスタを楽しんで頂ければと思います。
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・ソラシド・フード・リレーション・レストラン
03-5809-7284

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

131-0045

www.kurkku.jp/lasoraseed/

56

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。

伊太利庵

03-3675-3056

東京都中葛西3-33-6

134-0083

26

トスカーナ料理を中心に、イタリアワインを提供していま
す。
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

ビッレリア・カッパ

03-6886-1618

東京都江東区牡丹3-19-9 サニースクエ
ア101

135-0046

http://www.facebook.com/BirreriaKappa-254414898223266

20

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。
季節の食材を使ってご来店いただいたお客様に季節を感じ

オステリア・パパトリア

03-5245-3588

東京都江東区富岡1-8-9

135-0047

pappatoria.biz

46

ていただけたら嬉しいです。又、その料理に合わせたワイ
ンを提供させていただきます。

クチーナシゲ

03-3681-9495

東京都江東区大島2-41-16 ポパイビル

136-0072

cucinashige.com

18

下町極上イタリアン

喧騒から少し離れた、隠れ家イタリアレストラン。農家直
ラディカーレ

03-6874-0946

東京都品川区西五反田1-20-2

141-0031

http://radicarejo/food.html

24

送の新鮮な野菜、シェフが厳選した肉や魚などの旬の食材
をふんだんに使用した絶品イタリアンをお楽しみいただけ
ます。
目黒駅より1駅の不動前駅より徒歩1分。こだわりのワイン

ワインマンストア

080-7373-4141

東京都品川区西五反田4-30-10 鈴木園1F 141-0031

5

を中心に、クラフトビールやシードルなどもお楽しみいた
だけます。

ビストロ・カルネジーオ・イースト 050-3184-4331

東京都渋谷区恵比寿1-11-5 GEMS恵比
寿3F

「Carne=肉」「Sio=塩」を組み合わせた店名の通り、国
150-0021

https::selecao.co.jp/ourshops/

53

産の美味しいお肉を焼き、シンプルに塩で味わっていただ
くのがコンセプト。
打ちっぱなしのコンクリートに赤と黒のスタイリッシュな

ビストロ・カルネジーオ

050-3184-2651

東京都渋谷区恵比寿西1-1-3 第一ビル
B1F

150-0021

https://selecao.co.jp/ourshops/

32

店内。「Carne=肉」「Sio=塩」の店名通り、国産の旨い
肉を焼いて、塩でいただくのがコンセプト。ボトル2,800円
のワインと共にお楽しみください！
明治通り沿い、ストライプの屋根とテラス席が目印です♪

トラットリア・タンタ・ボッカ

050-3187-4099

東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-1 ニュー外苑
ハイツ1F

151-0051

https://selecao.co.jp/ourshops/

50

店名の“タンタ・ボッカ”とは“沢山の口”の意味！ みなさま
のお口を満足させるべく、美味しい料理とお酒、陽気なス
タッフが皆様のお越しをお待ちしています！
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グリーンスポット

03-3379-0013

ソロ・ノイ

03-6421-2875

ポルトフィーノ

03-3725-8880

東京都渋谷区代々木1-21-12 ヤマノ25ビ
ル1F

東京都目黒区中根1-7-3 オフィス都立大
ビル１F

151-0053

http://www.green-spot.jp

30

152-0031

thhps://solo-noi.com/

48

152-0034

東京都目黒区緑が丘1-23-10

28

薪窯で焼くナポリピッツァを魚介の南イタリア料理。軽や
かなピッツァと新鮮魚介とソアーヴェ、美味しい。

創業２８年の老舗隠れ家イタリアン❗️
専用の石窯で焼き上
げるオリジナルピッツァが人気。
愛犬と愉しむ本格イタリアン、ヴェントット。旬の食材に
こだわり、野菜は三浦半島をメインに無農薬野菜を使用。
お店の味バーニャカウダーはリピーター続出。ジビエ料理

イタリアンレストラン.28 ventotto

ヴェントット
03-6805-9634

東京都世田谷区尾山台３-７-４

スカイガーデン尾山台
158-0086
https://28ventottooyamadai.owst.jp/
C棟

24

にも強く、鹿、猪も楽しめる本格派。店主のこだわりぬい
た空間では愛犬と愉しめ、ゆっくりとヴィンテージミュー
ジックとお酒、大切な人との時間を過ごせる場所をご提供
させていただきます。
スタイリッシュな空間と20種類以上のグラスワインが楽し

マルゴ

03-3350-4605

東京都新宿区新宿3-7-5

160-0022

34

めるカジュアルワインバー。カウンター席、テーブル席と
お一人様から団体のお客様まで気軽にご利用いただけま
す。
新宿3丁目駅1分、本格窯焼きピッツァや厳選ワインを堪

クラウディア

２

03-6273-1083

東京都新宿区新宿3-10-10 要会館1F

160-0022

http://www.claudia2.com

90

能。様々なシーンに対応のパーティープラン。季節のイタ
リアの食材を使ったアラカルトの数々。食べても飲んでも
美味しいClaudia 2です。

菜環亭

03-5938-1726

ジェネラル・ワラント

03-6276-9612

ダ・カゼッタ

03-6739-6996

トラットリア・ダリ

03-5941-3161

東京都杉並区阿佐谷南3-37-11 スマイル
ホテルF

東京都杉並区荻窪5-29-6中田ビル2F

東京都杉並区浜田山3-23-6 タキカワビ
ル1F

166-0004

4

167-0051

14

168-0065

http://da-casetta.com

14

168-0072

www.dari.jp

10

お仕事の帰りに気軽にワインを楽しんでください。

夫婦二人で営む小さなワインバーです。グラスワインは常
時10種類以上。お気軽にお立ち寄りください。

旬の野菜をたっぷり使用したイタリア料理が楽しめるお店
です。

住宅地にひっそり佇むトラットリア。地元密着型で本格的
東京都杉並区高井戸東2-17-7

なイタリア料理をリーズナブルな料金でお楽しみいただけ
ます。コンセプトは飾らずにくつろげる空間です。
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シチリア島にある４ツ星ホテル「La Foresteria」のグラン
アンジェロコート東京

03-5957-5516

東京都豊島区目白2-39-1 TRAD-MEJIRO
4F

171-0031

https://lieudevintage.com/restauran
t/?bcd=

27

シェフ「アンジェロ・プリミア」が総合プロデユースする
モダンシチリア料理。八重洲より目白に移転してリニュー
アルオープンしました。
石神井公園駅すぐのお肉屋さん直営のニクバルです。自社

ニクバル・モダ・バッカ

03-5372-0129

東京都練馬区石神井町3-23-9

177-0041

http://www.jumpmeat.co.jp

63

限定ブランドの南島原牛ステーキを中心に、さまざまな肉
タパスとワインをお楽しみください。

ピッツェリア

ユーイチロー＆A

042-512-9570

東京都立川市曙町1-30-21 井上ビル

190-0012

42

インカメラとはいイタリア語で部屋という意味。2007年の
インカメラ・コン・テラッツァ

042-548-9848

東京都立川市柴崎町3-7-14-２F

190-0023

http://www.incamera.jp/

18

開店以来、地元の皆様にご愛顧いただいているレストラン
です。立川南口でゆったりとしたイタリアンをお楽しみく
ださい。

カッシー

042-638-0878

東京都八王子市西片倉2-6-16 ラベニー
ル103

192-0917

60

ナポリのピザの名店ラ・フィーリア・デル・プレジデンテ
イル・バール・デル・プレジデンテ 045-264-4531

神奈川県横浜市中区太田町5-67

231-0011

30

のバールとして、この夏オープン。イタリアワインに加
え、運営会社であるノルレェイク・インターナショナルの
世界各地のワインがお楽しみいただけます。
イタリア・ナポリのピザの名店が横浜に初出店。イタリア

ラ・フィーリア・デル・プレジデン
テ

045-228-8846

神奈川県横浜市中区常磐町5-59

231-0014

34

から直輸入した生チーズはコク、風味どれをとっても本物
でしか味わえない逸品です。是非、本場イタリアの味をご
堪能ください。

テルリスタ

045-623-2936

神奈川県横浜市中区大和町2-50-104

231-0846

15

トラットリア・ギヘイ

044-755-2647

神奈川県川崎市中原区新城3-13-1-1F

211-0044

18

イル・ビッライオ

0467-33-4803

神奈川県鎌倉市長谷2-7-14

248-0016

24

サーレ

06-6311-0003

248-0021

11

神奈川県鎌倉市坂ノ下 ヴィアステラ長
谷101

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。

本格的イタリア料理とこだわりワインが楽しめるトラット
リア

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。

本場イタリアで修業したシェフ荒井のお料理とそれに合わ
せたワインをお楽しみください。
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イル・バッコ・ビス

パスタ・アンド・ピッツァ・ミャゴ
ラーレ

0555-73-3599

0557-52-6356

ヴェッキア・ランテルナ

0545-65-0022

イル・ボスケット

053-456-3347

クラーレ

053-523-9007

山梨県南都留郡富士河口湖町小立8820-1 401-0302

静岡県伊東市吉田353-1 吉田ファースト
ビル1F-D

静岡県富士市水戸島344-4

静岡県浜松市中区広沢3-27-9 秋葉ビル
1F東側店舗

60

河口湖の一軒家レストラン。地場で取れた四季の食材を使
用しながら、彩り豊かなお料理に仕上げて参ります。

伊豆高原に程近いペット同伴可能のカジュアルイタリア
414-0051

26

ン。地元のしらすや駿河湾産桜海老を使用したピッツァ・
パスタが人気です。

416-0921

http://www.v-lanterna.net

432-8013

55

12

総料理長が自慢の腕をふるった渾身の北イタリア料理を、
エレガントな店内でお楽しみください。

毎年訪れるイタリアで出会い心揺さぶられた料理（惣菜）
を再現してお出ししています。

「癒し」を意味するイタリア語が名付けられた「クラー
静岡県浜松市西区大平台3-28-20

432-8068

http://www.wr-salt.com

20

レ」。毎日市場で仕入れた食材を使い最高の料理をお出し
しています。

リストランテ・イニツィア・ラ・クチーナ
026-264-5005

キッチン・アンド・バー・サボ

026-246-6550

長野県長野市南石堂町326-1

長野県須坂市南横町1637 ツインエース
ビル１Ｆ

380-8509

www.toyota-agroup.com

382-0097

40

38

フェリーチェは豊橋駅前から少し離れた住宅街にある自家
トラットリア・フェリーチェ

0532-55-4133

愛知県豊橋市前田町2-10-5

440-0814

https://felicetoyohashi.jimdofree.com/

20

製生パスタと富山直送の魚介類が楽しめる“普段着イタリア
ン”。気取らずワインやクラフトビールで幸せのひとときを
過ごして下さい。
岡崎市永田屋本店さんより厳選された国内産の牛肉-豚肉を

洋食

0564-79-3887

もりい

愛知県岡崎市柱3-6-17

444-0837

@youshoku_morii

23

仕入れ、毎日店内にてミンチにしてハンバーグをお造りし
ています。ご家族やご友人の方々との、普段のお食事の場
としてご来店いただける様努めてまいります。
イタリア料理の伝統と日本の旬の食材の融合。いつもと雰
囲気を変えて本格イタリアンで会社のプチ贅沢宴会はいか

タヴェルナ

グイダ

052-581-1005

愛知県名古屋市中村区名駅南1-20-5

450-0003

http://www.avanti-nagoya.jp

60

がでしょう。カウンター席ではキッチン内の調理様子など
もご覧になれます。度の席でもお洒落な店内が見渡せ、壁
の一部にはワインの壁がありますので、そこから飲んでみ
たいワインを探すのも面白いのではないでしょうか。
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ビストロ・バッカス

052-242-1178

オステリア・アル・ブーコ

052-228-9616

愛知県名古屋市中区新栄2-10-14 プレス
トンズ新栄1F

愛知県名古屋市中区丸の内3-6-17 Ｋ’sビ
ル1F

460-0001

www.a-baccus.com

30

名古屋の栄・新栄エリアにある～ビストロ・バッカス～。
コンセプトは気軽にフレンチを楽しめる店。

イタリアンの枠にとらわれない、創作のイタリアンが楽し
460-0002

32

めます。産地にこだわった食材を使用した料理をリーズナ
ブルにお届けいたします。
イタリア人オーナーが監修する本場の味を再現した、こだ

052-203-3606

ダ・ファビオ

愛知県名古屋市中区栄1-5-7-2F

460-0008

http://da-fabio.jp

36

わりのイタリア家庭料理と様々なイタリアワインを楽しめ
ます。

伏見バル

052-222-0234

ノムリエ

052-263-6777

愛知県名古屋市中区栄1-11-27 富善ビ
ル1F

460-0008

http://w.tabelog.com

16

460-0008

http://www.nomurie.net

35

伏見駅より徒歩2分。女性オーナー1人で営むオトナの立ち
飲みバルです♪お一人様でもOK♪

旬の食材や、当店おすすめのお料理も盛り込んだコース料
愛知県名古屋市中区栄3-28-120

理と共に、ソムリエの店主がセレクトしたワインもおすす
めしております。

ワイン食堂 aeru

052-887-5643

愛知県名古屋市中区金山5-8-8 マルジン
マンション1F

460-0022

17

こだわりつくし＆ワインとの相性抜群の鉄板料理にお値打
ち価格のワインを気軽に楽しんで頂けます。
美食を語らう賑やかな声が響くオステリア。「楽しさも美

アンティカ・オステリア・バーチョ 052-932-1919

愛知県名古屋市東区筒井3-33-1

461-0003

27

味しさのひとつ」という考えのもと創り上げられたあたた
かな空間で供されるのは、トスカーナ地方の料理を中心と
したイタリアン。

052-971-8378

パラディ

愛知県名古屋市東区東桜1-6-3 ユニーブ
ル栄202

461-0005

30

窓の開く開放感のあるレストランバー。東欧ワインやルー
マニア料理も召し上がっていただけます。
店主は名古屋のイタリア料理の名店「クッチーナ・イタリ
アーナ・ガッルーラ」でスーシェフをし、さらに野菜のソ

セルヴァッジョ

052-935-2781

愛知県名古屋市東区東桜1-3-22 ヴィ
アーレ・アルベルゴ1F

461-0005

ムリエ“ベジタブル＆フルーツマイスター”の資格を持つ実
https://tabelog.com/aichi/A2301/A230103/23006127/
22
力派。ワインはすべてイタリア産。スパーク凛g、赤、白
の約100種をラインナップしており、どれもソムリエが自
身を持ってオススメできる銘柄ばかりです。
〔ウブリアーコ〕とはイタリア語で「よっぱらい」を意味

和イタリアン

ウブリアーコ

052-938-6364

愛知県名古屋市北区金城3-10-19

462-0847

30

します。産直野菜や季節の食材にこだわる絶品料理ととも
に、オーナーソムリエ厳選ワインをお楽しみください。
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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
リストランテ・イル・ソーレ

052-835-6245

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

466-0815

www.ilsole73.com

22

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。

リストランテ・ラ・リリアーナ

バー・カッティーヴォ

052-837-0611

0566-82-4110

愛知県名古屋市昭和区滝川町47-24 光洋
マテリカビル 1F

愛知県知立市池端3-23

伝統的なイタリアンが堪能できる閑静な住宅街にひっそり
466-0826

http://www.la-liliana.com

14

佇む大人のためのリストランテです。なかでも、シェフこ
だわりの手づくりパスタは絶品です。

472-0025

15

地元の産直などの新鮮な野菜や鴨、牛等の下リアンが絶品
なワインバー。
共栄窯の明治・大正・昭和と3時台にわたり常滑の地で大

バー＆ビストロ

共栄窯

0569-34-7786

愛知県常滑市北条2-88

479-0833

http://bar-kyoueigama.com/

94

小さまざまな土管を焼き続けてきました。当時の勢いとそ
の名と共に伝える空間で、ごゆっくりお食事やアルコール
をお楽しみいただけます。

クチーナ・オルセッティーナ

0576-25-5230

西洋軒

059-387-3170

岐阜県下呂市森アタノ1075-9 吉泉ビル
2F

三重県鈴鹿市岸岡町3096-23

509-2202

www.cucinaorsettina.com

510-00226

20

下呂温泉街にある小さなイタリアンです。地産地消を心掛
けています。

30

近鉄四日市駅近くの一軒家レストラン。イタリアの下町を
ターヴォラ・カルダ・オオノ

0593-54-9354

三重県四日市市元町9-14

510-0088

14

想起させるようなあたたかみのある空間。すべて手作りに
こだわる本格派イタリアンをどうぞ。三重の食材をふんだ
んに使ったイタリアンが自慢。

イタリア食堂

パッシオーネ

059-392-7228

三重県鈴鹿市神戸2-15-18 かんべ再開発
ビル1F

513-0801

i-passione.net

8

barplanb5130806

8

プラン・ビー

059-399-7333

三重県鈴鹿市算所3-7-34

513-0806

トラットリア・ヤマカワ

059-378-0280

三重県鈴鹿市算所3-20-5

513-0806

35

古い城下町の中にあるイタリアンレストラン

ひとりでも気軽に入れる完全禁煙のワインバー。ワイン初
心者大歓迎のお店。ワインは50種類以上。

三重県鈴鹿市で16年目のイタリアンです。 各地の郷土料理
を出すトラットリアです。
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洋食屋ポルコ

059-389-6811

イタリア料理カーザ・ミア

059-231-7717

三重県鈴鹿市算所3-9-38 豊栄ビル1F-C

三重県津市江戸橋1-113 KTGレジデンス
１F

513-0806

18

514-0001

16

ビストロのようなアットホームな洋食屋。

津市三重大学病院近くのイタリア料理。アットホームな雰
囲気のお店で、手作りにこだわった本場イタリアをお楽し
みください。
セントレアへのアクセス港「津なぎさまち」にほど近い、

プレーゴ・ドゥーエ

059-213-2882

三重県津市寿町18-21

514-0015

http://www.prego-jp.com/prego2/index.html
85

イタリアンレストラン。こだわりは、イタリアの伝統的な
調理法“炭火焼”。近海でとれた魚介や肉、新線野菜をシン
プルに仕上げ、素材の持ち味を生かします。

トラットリア

地中海食堂

チャオ

トンド

0776-23-0617

福井県福井市中央1-22-8

910-0006

0776-23-9005

福井県福井市二の宮3-27-1-101

910-0015

トラットリア・ラ・カーラ

0776-60-2600

アッラ・コンタディーナ

0761-77-5214

福井県福井市高木中央2-403 シラサキ第
2ビル102号

石川県加賀市別所町3-29

http://www.fukui-ciao.com/

40

21

910-0804

lacala-Fukui.com

27

922-0274

http://www.ala-contadina.com

30

福井駅前にあるイタリアンレストラン。地元の食材を使っ
たシェフのオリジナル料理は人気メニューのひとつです。

イタリアンを中心とした地中海料理。木やレンガの温もり
を感じる店内。気取らず仲間や大事な人との時間を。

魚介がおいしいイタリア料理。

イタリアの郷土料理と正統派のイタリアンを気軽に楽しめ
るお店です。
Vini＝ワイン、Racconto＝物語。ソムリエがセレクトする

ヴィニ・ラコント

076-432-0995

富山県富山市桜町2-2-24

930-0003

www.viniracconto.com

12

イタリア、フランスを中心にそろえた世界各国のワイン
と、富山の食材を取り入れながらシェフが丁寧に作るワイ
ンが進むような料理が魅力です。
CUOREはイタリア語で「心」という意味です。お客様の心

クオーレ

076-493-2418

富山県富山市西町8-2

930-062

http://cuore-toyama.seesaa.net/

18

に止まればという想いがこめられています。この想い（コ
ンセプト）を大切に「クオーレ物語」を創作中です。

縁 -ENISHI-

025-247-1671

新潟県新潟市中央区弁天1-3-30

950-0901

トラットリア・マータント

077-522-8866

滋賀県大津市横木1-12-28

520-0063

https://niigata-shao.jp/enishi/

23

強炭酸のハイボール、黒豚を使ったメンチカツ、串揚げ、
手羽先が名物のお店です。

ご夫婦で経営されている文字通りアットホームなイタリア
30

ンのお店。夜は値段に応じたコースとアラカルトから。新
鮮な魚介類を使用したメニューはどれも絶品。
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オステリア・ブランカ

イタリア料理

バルベッタ

KAKIMARU 草津駅前店

077-547-3618

0748-32-5636

077-567-7278

滋賀県大津市大萱1-16-16 ヤマヤプラザ
1F

滋賀県近江八幡市中村町20 ダイゴビル
1F

滋賀県草津市大路1-15-35

JR瀬田駅から徒歩3分。ナポリの石窯で焼きあげるピッ
520-2144

14

ツァ、彩り豊かな前菜と共に、気軽にワインを楽しめるカ
ジュアルなイタリアンです。

523-0894

https://barbetta.jp

525-0032

24

38

イタリアで気軽に食事やワインを楽しむレストラン（ト
ラットリア）をイメージしたお店です。

お洒落な湊町風バルでプリプリ牡蠣と厳選白ワインを楽し
める店。
全国各地から厳選して取り寄せた旬の食材を、繊細かつ豪

ラ・スピアッジャ

0749-62-7777

滋賀県長浜市港町4-17

526-0067

www.k-grazie.co.jp

30

快に調理。炭火焼のライブ感溢れるオープンキッチンも魅
力の一つ。出来立ての料理を、選りすぐりのワインと共に
お楽しみください。

カフェ・ノード

075-744-1271

ワインバー・りゅうちゃん

075-708-6186

タヴェルナ・メッザノッテ

075-351-5251

京都府京都市下京区四条河原町下ル三筋

600-0000

24

京都府京都市下京区綾西洞院町730-1

600-6186

10

京都府京都市下京区天王町151-1F

600-8013

17

目東入ル招徳ビル3F

フードメニュー豊富なお店。15：00からの入時間からオー
プンしています。

飲み放題付きコースを豊富にご用意！路地裏にある本格ス
テルヌーラ

075-213-0220

京都府京都市中京区新京極通四条上ル中
之町565-31

ペインバル♪人気のパエリアは、生ハムの油をベースに濃
600-8032

https://ternura.owst.jp/

40

厚魚介ダシが効いたテルヌーラこだわりの逸品。ワインは
世界各国の美味しいワインを厳選、1,650円でワインの飲み
放題も堪能できます。

ピッツェリア・エ・バール・ラ・
ヴォーチェ

本場ナポリから取り寄せた薪窯で焼く、本格的なピッツェ
075-200-9578

京都府下京区足袋屋町317-2

600-8038

15

リア。

北海道のいけだ牛、契約農家の野菜などを、京都

らしい町家造りのカジュアルな雰囲気の中、楽しめます。
旬の素材を使った地中海周辺のイタリアンが楽しめます。
シンプルな味わいの自家製のソーセージやオイルサーディ

アンティーブ

075-361-6868

京都府京都市下京区御幸町高辻下ル桝屋
町460

ンが特にオススメ。もちろん、パスタやピザ、リゾットな
600-8046

18

ども揃っています。オシャレで明るい雰囲気の店内。キッ
チンが眺められるカウンターではお一人様でお食事を、
テーブル席では記念日デートなど、様々なシーンで利用で
きます。
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京都

さしみ丸

075-746-2784

オステリア・エ・バール・ポレンタ 075-352-3227

京都府京都市下京区石不動之町682-7

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

600-8047

8

京都の河原町南エリアで松原通沿いに新鮮魚介を使った刺
身が自慢の割烹です。店内はカウンター8席のみ。

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
600-8062

polenta.jp

24

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。
閑静な街中にある京町家でゆっくりと流れる時間を楽しめ

美郷

075-351-0098

京都府京都市下京区鍛冶屋町246-2

600-8079

28

るリストランテ。旬の素材を丁寧に扱い、地域の特色を大
切にした繊細で心と体に優しいイタリアン。

オステリア・コチネッラ

075-365-4300

京都府京都市下京区新開町397-2

600-8084

cocinella77.com

18

町屋を改装した落ち着いた店内でこだわりの食材を使った
料理をワインと共にお楽しみください。
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

ダニエルズ・ルーチェ

075-708-7775

京都府京都市下京区東塩小路町721-1
北新館4F

600-8216

http://www.daniels.jp

40

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。

ジェルモーリオ

075-543-0690

京都府京都市下京区東境町172 ネオヒル
ズビル２F

600-8217

germogliokyoto.com

16

京都駅前で味わえる本格イタリアンレストラン‼！

ダニエルズの新しい挑戦！イタリア料理をベースに世界
ダニエルズ・モンド

075-708-3266

京都府京都市下京区東油小路町552-15

600-8235

daniels.jp

60

=mondoの美味しいもんとお酒が楽しめます。南イタリア
の伝統的なお料理やパスタとピッツァだけでないイタリア
料理をぜひ味わってみてください。
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

KAKIMARU 七条店

075-708-6938

京都府京都市下京区福岡町404-10

600-8320

32

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。

チェネッタ・バルバ

ラクイイッカイ

075-708-3606

075-606-5112

京都府京都市下京区匂天神町642 スピー
ドbld. 1F

京都府京都市下京区白楽天町502 福井ビ
ル1F

ローマ料理のお店。ビブグルマンにも掲載されており、い
600-8414

16

ろんな国のお客様が訪れるほど美味しい、クリエイティブ
な料理を出しています。
6月5日グランドオープン。ワインと日本酒が変えて飲めて

600-8422

11

絶品お出汁のノージャンルな揚げ出しにうまき魚ととも
に。
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四条烏丸近くのバール。シェフ兼ソムリエの店主が作るナ
バール・デル・ノンノ

075-365-6123

京都府京都市下京区釘隠町237

600-8423

http://sp.raqmo.com/bardelnonno/

23

ポリ料理と厳選のイタリアワインが安くて美味しいカジュ
アルイタリアン。

アゴラ・キッチン

075-741-7000

街角マルシェ

075-314-8435

NORAKURO

京都府京都市下京区油小路通四条下ル石
井筒町518

京都府京都市下京区西七条御前下ル

600-8496

44

京野菜ｘ旬素材ｘワインと新価格ビストロ！！

600-8875

京都、大宮鞍馬口にある小さなトラットリア。地中海風の
トラットリア・ドゥエ・エ・メッツォ075-204-2247

京都府京都市上京区若宮堅町78-5

602-00085

6

雰囲気で、カウンターのみのお店。シェフとの距離が近
く、一人でも行きやす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下さい。
烏丸より移転。チリエージョはイタリア語で「桜の木」。
さくらは日本を代表する名花です。当店では、日本の素晴

イル・チリエージョ

075-255-0760

京都府京都市上京区納屋町190

602-0028

http://ciliegio-kyoto.jp

14

らしい食材にこだわって、本格イタリア料理を提供させて
いただきます。契約農家から仕入れる有機野菜、産地直送
の魚介など・・・旬な新鮮食材でおもてなしいたします。

キッチン・ボナサイ

075-406-1731

Beer & Pasta スケルツォ

075-285-4380

カヴァレッタ

075-451-1555

京都府京都市上京区飛島井町252 フォル
ム堀川今出川1F 4号室

602-0054

京都府京都市上京区相国寺門前町643-1 602-0898

京都府京都市上京区堀出シ町285-1上野
ビル２F

27

https://scherzokyoto.com

23

www.cavalletta.jp

25

スペインとイタリアンにちょっと和食！！多彩なメニュー
が魅力のお店です。

感動品質生ビールともちもち食感の生パスタがおいしいレ
ストラン！！

日替わりのグラスワインを10種類以上ご用意しています。
602-0931

お一人でも気軽に楽しめるイタリアワイン専門の隠れ家的
大人のワインバーです。
同志社大学や京都御所に程近く、イタリアンフードやス

カフェ・コゾラ

075-441-7002

京都府京都市上京区堀出シ町279

602-0931

16

イーツなど多様に取り揃え、何度も訪れたくなるカジュア
ルなお店を体現しました。特に自家製薄焼きピッツァは内
外のお客様に公表を得ております。
京の町に溶け込んだ町屋づくりのビストロ「Bar
Playground」では“ちょっとイイ料理”と“ちょっといいお

バル・プレイグラウンド

075-366-3378

京都府京都市上京区南兼康町339

602-0941

16

酒”をリーズナブルにご提供。前菜やピンチョスなどの小皿
料理からアラカルト、ボリューム満点のメイン料理、デ
ザートまで心地よい音楽に耳を傾けながら、楽しい飲みの
時間を。
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酒酪菜HANAMITSU

075-406-1478

オアジ

075-205-2598

京都府京都市上京区下丸屋町516

京都府京都市上京区前之町寺之内上る大
宮通り

602-8176

http://hnmts.info/

14

602-8415

www.oasikyoto.com/

20

美味しい有機野菜とナチュラルワインにこだわったイタリ
アン。西陣のオアシスになるよう営業しています。
京都・西陣の築70年の町屋づくりの建物を改装したワイン

075-417-4870

yu-an

京都府京都市上京区寺之内通り浄福寺西
入中猪熊町332

602-8493

mihoproject.com/yu_an/index.html

10

サロン。完全予約制。文化サロンとしても活動していま
す。ワインはイタリア産のみ、朱野菜・チーズ・生ハムな
どと共に。

室町二條

みのや

075-204-8548

075-746-6469

リノ

京都府京都市中京区室町ニ条下ル蛸薬師
町270

京都府京都市中京区上妙覚寺町230-2 秋
山法衣ビル1F

明治時代の京町屋を改装した【室町二條
604-0021

29

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。
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

604-0025

15

ステリア。ランチはコース、ディナーはアラカルト中心に
ご用意。気軽に楽しめる本格イタリアン。

閏

075-211-0724

京都府京都市中京区押西洞院610

604-0042

http://mrmd.co.jp/uruu/

22

アール＆アール・トラットリア

075-211-6243

京都府京都市中京区丸太町27

604-0077

http://randrtrattoria.sakura.ne.jp/

16

「パスタとピッツァが自慢な京都家カジュアルイタリア
ン」

基本のイタリアンを大切に、素材の持ち味を生かすお料理
を、常に心掛けています。イタリアの空気を感じていただ
けるような、アットホームなお店です。

割烹

市川

和たり

じじばば木馬亭

075-223-32323

075-211-5828

075-746-3882

京都府京都市中京区間之町二条上ル夷町
572-1F

京都府京都市中京区堺町二条下ル杉屋町
640 アルティスタ御所南 1F

京都府京都市中京区西押小路町106-1F

604-0813

16

604-0822

20

美味しい和食とワイン＆日本酒を楽しめるお店。肉や魚等
の定番料理のほかに、季節のおばんざいなどアレンジの光
る逸品ばかりです。

604-0842

39
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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
075-211-2036

オッティモ

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

で提供する本日のお魚料理は、是非食べてほしい一品で
604-0846

www.ottimo-kyoto.com

22

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。
京都市役所前駅から徒歩5分、「ルシュルシュル」はトル

075-252-2587

ルシュルシュル

京都府京都市中央区麩屋町押小路上がる
225 1F

604-0934

www.lshlshl.com

13

コ語で「明るく輝く」という意味。アットホームな雰囲気
のもとで、良質な料理と良質なイタリアワインをお楽しみ
いただけます。
イタリアワインと豊富な自家製食材を使った料理を楽しん

075-251-1865

ヒカリユラリ

京都府京都市中京区橘町611-1 バイン
オークトゥエルブB1F北

604-0944

12

で頂くイタリアワイン専門店です。カウンターのみの小さ
な店舗の為、ご予約のうえ、ご来店頂きますようにお願い
いたします。
大正時代に建てられた呉服店の屋敷をリノベーションした

075-231-0710

モトイ

京都府京都市中京区富小路二条下る俵屋
町186

604-0952

http://www.kyoto-motoi.com

32

一軒家レストラン「MOTOI」。ゲストとスタッフの気持ち
が一体となり生み出される“和”を大切にした「主客一体」
をテーマに、美食の時間を提供する。
京都のメインストリートお池の柳馬場にある「リストラン

リストランテ・ストラーダ

075-241-0800

京都府京都市中京区御池柳馬場北東角

604-0954

http://www.stradaoike.com/index.html

40

テ・ストラーダ」。京野菜はもちろｎ日本全国、そしてイ
タリアから選び抜いた素材、技を楽しんでいただける本場
のイタリア料理。

075-221-0605

ピョリヤ

ワインと炭火焼

たったいす酒場

隠家

075-255-4444

075-211-8188

子鴨

075-746-4973

ダイニング紡

075-254-8820

京都府京都市中京区御池通瓦町下る下丸
屋町401 福二ビル3F

京都府京都市中京区先斗町通市場上ル西
側8軒目 弥生ビル先斗町2F

京都府京都市中京区紙屋町2-367 たかせ
会館2F

京都府京都市中京区河原町山上下る大黒
町46-1

京都府京都市中京区河原町通三条下る大
黒町46-5

604-8006

8

604-8015

19

韓国料理とワインとマッコリのマリアージュ。月替わりの
おまかせコース料理を楽しめる。完全予約制のお店。

隠れ家のようなお洒落な空間で、ジビエを中心にワインと
一緒に楽しめるお店です。

お一人様でもゆっくりまったり楽しめる小さな酒場です。
604-8024

instagram.com/tattainsta

5

食べて飲んでお話しして、宅飲みのような気持ちでお過ご
し下さい。

604-8031

ko-gamo.com

11

604-8031

https://dining.tsumugi-tokyo/

23

馬肉と鴨肉、京都の野菜にこだわった和食。厳選した日本
酒、ワインを取り揃えています。

希少な銘柄牛「京都肉」のステーキがメインの創作料理
コースを堪能できる河原町三条の隠れ家
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酒場

檸檬

075-252-8070

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

酒場檸檬、その名の通りレモンを色々な切り口から楽しめ
604-8053

39

る大衆酒場。ジャンルレスなドリンク、フードが楽しめま
す!京都四条河原町駅近く便利な立地です。
気軽に楽しんで宇おらえるイタリアン。舞鶴直送のお魚を

オステリア・センプレ

075-746-2332

京都府京都市中京区坂井町458-2

604-8065

15

メインで使用しており、素材の旨味を存分に引き出しま
す。

ダニエルズ・アルバ

ダニエルズ・ソーレ

075-212-2385

075-744-1588

京都府京都市中京区亀甲屋町595 ホテ
ルギンモンド1F

京都府京都市中京区高倉通錦小路上ル貝
屋町567

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
604-8105

daniels.jp

52

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！
店内は、南イタリアの香りが漂い、自慢したくなるほど、

604-8126

www.daniels.jp

70

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！
ワインにも合う自慢の串揚げは特別調合の植物性油を使っ

桃屋

錦

075-212-5725

京都府京都市中京区西魚屋町596

604-8142

http://www.daniels.jp

30

たサックリと軽い口当たり。季節の旬素材の手間暇かけた
串揚げが楽しめます。

ダニエルズ

075-212-3268

京都京都市中京区錦小路高倉西入る西魚
屋町596

604-8142

daniels.jp

46

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。
米べゑ名物の”原始焼”は、ワイルドに縦に積んだ炭のまわ

酒菜米べゑ

075-286-3889

京都府京都市中京区東洞院四条上ル阪東
屋町664-25 西ビル1F

604-8143

60

りで串打ちした魚を焼くので、表面はパリッと香ばしく中
はふっくらジューシーと、食べ応えある逸品だぜべい
べー。

サンタ・マリア・ノヴェッラ・ティ
サネリア京都

075-254-8692

京都府京都市中京区東洞院通錦小路下ル
阪東屋町675

世界最古の薬局サンタ・マリア・ノヴェッラの自然治癒・
604-8143

www.smn-tisaneria-kyoto.jp

26

予防医学という思想をもとに、京都市とフィレンツェ市、
友好の記念として誕生したリストランテ。
烏丸で気軽に楽しめるイタリアン。落ち着いた雰囲気で女

バブー

075-211-2670

京都府京都市中京区橋弁慶町233-1F

604-8151

24

性のお一人様も多く、リーズナブルで美味しい料理とワイ
ンが楽しめます。
串揚げの「串たなか」は細い路地奥にある隠れ家のような

串たなか

075-222-0054

京都府京都市中京区占出山町310-10

604-8155

kushitanaka.com

20

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ください。

Soave By The Glassキャンペーン2020参加店舗一覧
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
LE NATURE

075-252-8263

京都府京都市中京区占出山町320

604-8155

http://lumiere-kyoto.jp

20

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。

セカイヤ

075-257-3447

京都府京都市中京区錦小路室町東入ル占
出山町301-1

604-8155

46

鮮魚・旬野菜を使用した創作料理X無農薬ブドウのビオワ
インが楽しめるバル。
店名のBrochette(ブロシェット)は串料理の事です。串焼職
人とソムリエが提供するワイン、食材の組合せで広がる新

ブロシェット

075-708-5527

京都府京都市中京区東洞院通御池下ル笹
屋町438-4

604-8187

http://brochette-kyoto.com/

20

しい串焼料理。肉やシーフードに野菜や果物そしてドライ
フルーツなどを合わせた串料理はワインとの相性抜群で新
しい発見があるはず！ワインも逸品を厳選して取り揃えて
おります。

炭屋ぴん

075-254-7775

京都府京都市中京区新町通御池下ル神明
町74-5 Ms OIKE 1F

地鶏やカモ、子羊など、その日に仕入れた新鮮な素材を丸
604-8207

12

ごと炭火で焼くスタイルのお店。小皿料理から炭火焼、〆
のごはんにいたるまで、陽気な店内でお楽しみください。
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

チャコール

075-223-0393

京都府京都市中京区炭之座町416-1

604-8214

www.lotus0610.com/sp/

30

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。

京洋食まつもと

075-708-7616

トラットリア・ラ・ヴォーチェ

075-255-9960

京都府京都市中京区不動町171-4

京都府中京区観音堂町456 シティキャッ
スル四条1F

604-8215

604-8222

38

https://www.lavoce-kyoto.com

40

京都の食材にこだわった洋食。内装は和風で2階では着物
の展示などもあります。

細い路地にあるかわいいトラットリアです。メニューも豊
富で女性人気高めのお店です。
いつも明るく元気なスタッフが人気のロータス。カウン

ロータス

075-212-1256

京都府京都市中京区観音堂町470 道家
商事ビル 2F

604-8222

http://www.lotus0610.com/sp/

32

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。

イル・トバンキ

オステリア・スパゲッテリア・メン
ヤ

075-555-7271

075-801-0557

京都府京都市中京区小川通三条下ル猩々
町123

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聚楽廻南町1-9

本場イタリア認定バリスタの淹れる本格的なエスプレッソ
604-8246

www.il-tobanchi.com

31

を。新鮮な京都の食材などを使ったイタリアン料理と共に
楽しめるカジュアルなイタリアンバール。

604-8411

17

パスタを中心にお客様の用途にお答えできるお料理を取り
揃えております。
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ノヴェッキオ

075-802-6636

オステリア尾崎

075-823-2008

アリアーレ

075-803-6070

ミギトヒダリ

075-406-5117

京都府京都市中京区西ノ京南円町101-2F 604-8464

京都府京都市中京区壬生賀陽御所町6410

京都府京都市中京区壬生相合町67-1

京都府京都市中京区西大路通四条東入ル
壬生仙念町19-1

http://novecchio.com

40

http://www.osteria-ozaki.com/

18

だいぶ変な場所にある、だいぶオシャレさんなイタリアン
の店。

京都市中京区の『大宮駅』近くにあります『オステリア尾
604-8811

崎(OSTERIA OZAKI)』は、美味しいワインとイタリアン料
理が楽しめる本格的なイタリア料理居酒屋です。

604-8812

16

604-8854

32

2020/6にオープンした居酒屋イタリアン。京町を改築した
風情ある店で、美味しい料理とワインや日本酒が楽しめま
す。
暖かみのある店内は、テーブル席とカウンター席があり、
普段使いから大切な人との特等席使いまでシチュエーショ

075-525-5021

祇園あさくら

京都府京都市東山区祇園町北側347-36
オリエンタル会館 103

605-0073

https://gion-asakura.owst.jp/

12

ンに合わせてお使い頂けます。京都の地野菜や国内産の旬
な食材を中心にイタリア産の調味料やチーズ等と掛け合わ
せ、繊細な食材そのものの味を感じて頂けるような調理
法、味付けを心がけております。
ワインX洋食X鮨がテーマの創作料理を扱うダイニングで
す。Gion Kでは四季折々の食材を使い、様々な創作料理を

00-3462-7963

gion K

京都府京都市東山区祇園町北側322-2

605-0073

http://k.gion-kotobukiya.com

25

ご提供させていただきます。また、当店のこだわりはワイ
ン。シニアソムリエ監修の元、世界中の美味しいワインを
高コストパフォーマンスでご用意させていただきます。

京都府京都市東山区富水切通し上ル西側

ワインバー・ジラソーレ

080-5714-5987

串揚げとワイン

075-551-5577

京都府京都市東山区上弁天町435-2

605-0822

075-751-5777

京都府京都市左京区田中下柳町14

606-8209

http://sumibiyakizen.com/

50

606-8425

https://pullstcafe.wordpress.com/

20

炭火焼

ぜん

おりじん

プルスト・カフェ

07-5202-1017

末吉町84

京都府京都市左京区鹿ヶ谷西寺ノ前町
30-4

605-0085

girasole119.com

9

14

京都祇園にある大人の落ち着いたワインバー。ソムリエー
ルが素晴らしい一本を提供してくれます。

路地の奥にコースで串揚げとワインを楽しめる隠れ家なお
店です。

国産の備長炭で焼いた焼き鳥の他、日本産の野菜、日本
酒、焼酎、ワインを取り揃えています。

自然焙煎珈琲、上賀茂からの新鮮野菜、手作り料理など香
り、風味を大切に居心地の良いカフェです。

Soave By The Glassキャンペーン2020参加店舗一覧
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
075-582-5033

グリルバード

京都府京都市山科区安朱桟敷町23 ラク
トA棟B2F

607-8012

18

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。
素材のうまみを引き出した絶品イタリアン。日替わりのメ

ピッコロ・バンビーノ

075-574-7427

京都府京都市伏見区両替町3-323 川口ビ
ル1F

612-8082

35

インやパスタを楽しめるコース3,500円～全2種。ドリン
ク・デザート付ランチ1,200円（すべて税込）～全4種。貸
し切り対応可。
京都の西院にあるトアットリア。イタリアの郷土料理を

トラットリア・アッカ

075-874-3885

京都府京都市右京区西院矢掛町28-2

615-0024

18

ベースに日本ならではの季節感を取り入れたイタリア料理
を提供しています。
京都、西院の小さなトラットリア。ソムリエが選ぶワイン

075-315-3367

バルベーラ

京都府京都市右京区西院矢掛町21
シュール西院1F

615-0024

13

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。
季節の味を取り入れたイタリア伝統料理店。隠れ家のよう
な雰囲気の店内は、ゆったりとお食事を楽しめる落ち着い

ノヴェッキオ

西院

075-315-1212

京都府京都市右京区西院西三蔵町9-1
connect西院 3F

615-0027

18

た空間です。素材の旨みを引き出す調理や美しさにもこだ
わり、彩り鮮やかな絶品料理をシェフが心を込めてお作り
しております。メニューに合うワインも厳選し豊富にご用
意。
京都亀岡より直送のお米屋、みずみずしい野菜を中心とし

エフプラスワン

075-393-8232

京都府京都市西京区桂木ノ下町14 桂マ
ンション1F

615-8072

24

た旬の食材を、こだわりのイタリア料理でご堪能くださ
い！カフェのような気軽に立ち寄れる雰囲気で、ランチ
も、ディナーもゆっくり寛いでいただけます。
輸入ビールとワイン、自慢のお肉料理、燻製料理などをカ

グラスホッパー

075-382-3300

京都府京都市西京区川島北霞町74-1

615-8107

https://glashopper.owst.jp/

30

ジュアルに楽しんでいただけるお店です。開放的な空間で
くつろぎながらお料理をお楽しみください！

イル・ジェーコ

075-371-6477

京都府下京区妙伝寺町720 光悦ビルB1F 615-885

ロカンダきだや

075-461-0847

京都府京都市右京区龍安寺斎官町10-3

616-8011

14

http://www.locandakidaya.jimdo.co
m

食材の味を活かしたイタリア料理と厳選したワインをお楽
しみください。

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
14

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。
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0773-21-1963

アルモニーア

京都府福知山市大江町南有路260

620-0342

18

美味しい料理とワイン、その他に音楽や陶芸も楽しむこと
ができます。
海と山に囲まれた自然豊かな久美浜は、たくさんの旬のお

イタリア料理

0442-82-0591

Aonone

京都府京丹後市久美浜町仲町924-4

629-3402

aonone.wixsite.com/aonone

16

いしさがあります。木造の落ち着いた空間でくつろぎなが
ら最高のひと時を。感謝の心を大切に美味しいお料理を提
供してまいります。
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

0742-26-8959

リストランテ・リンコントロ

奈良県奈良市薬師堂町9

630-8321

http://crocetta.nord.jp/lincontro

20

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。
イタリアで修業を積み、ソムリエの資格も有するシェフが

0742-93-6577

ナカムラヤ

奈良県奈良市南市町8-1

630-8373

http://www.ayarumakan.jp

24

腕によりをかけて料理を作ります。イタリアワインも充
実・納得の品揃えをご用意しております。

吉乃 SAKE & WINE

06-6442-3024

トラットリア・ラ・クロチェッタ

0742-51-5660

大阪府大阪市北区曽根崎新地1-9-6 菱冨
ビル4F

530-0002

20

イタリア語で「交差する」という意味の店名。お客様と生
奈良県奈良市中町313-3

631-0052

https://m.facebook.com/crocetta.manbu/?locale2=ja-jp
34
産者さん、そして料理人が交差する食材を通してつながる
場所になればという思いを込めています。

北新地

06-6341-5551

伊庵

06-6345-5215

マンドウ

大阪府大阪市北区堂島1-4-6 谷安ルナビ
ル３F

大阪府大阪市北区堂島1-3-33 新地萬年
ビル5F

530-0003

vino-bar-due.com

16

530-0003

www.mandlu.sakura.ne.jp

14

東京・銀座と並ぶ西野社交場・北新地で異彩を放つ街のレ
ストランです。

構えず、気取らずカジュアルに、気軽にワインを楽しむ北
新地の隠れ家ワインバー。
イタリアンをベースに日本の四季を重んじ旬を意識した料

06-3188-6885

トム・クリオーザ

大阪府大阪市北区堂島1-2-15 浜村サン
プラザビル２F

530-0003

tom-curiosa.com

12

理と、内竪のパスタを大切にします。隔ての無いカウン
ターからはキッチンライブもお楽しみいただけると思いま
す。

オステリア

ダ

パオロ

06-6345-1515

大阪府大阪市北区堂島2-1-24 アーバン
スクエア1F

530-0003

28

大阪堂島で20年目。

美しい景色、大川を眺めながら、腕利きのシェフが振るう
リストランテ

リナッシェレ

堂島 06-6345-8505

大阪府大阪市北区堂島浜1-1-8

530-0004

38

本格イタリアンを。イタリアを中心とした豊富なワインも
揃い、ソムリエがあなたに合わせたワインをご用意いたし
ます。
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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
ノガラッツァ

06-6225-2950

大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島
ダイビル2F

530-0005

http://www.nogarazza.jp/

32

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。

ピッツェリア・ダ・チロ

080-5333-7894

エクローチェ

06-6940-6803

ブタマミッレ

06-7165-7262

大阪府大阪市北区中崎3-1-13 プリマク
ラッセ1F

大阪府大阪市北区浮田1-4-21 クリオ
コートEAST 1F

広い空と青い海、南イタリアのトラットリアを想わせる心
530-0016

http://localplace.jp/sp/t200308986/

54

地の良い空間。厳選した食材とワインを取り揃えておりま
す。

530-0021

大阪府大阪市北区浮田1-4-21 クリオコートEAST
530-00211F

15

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。

20

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
天神橋パスタホール

06-6371-0072

大阪府大阪市北区黒崎町6-19

530-0023

17

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。

伊庵 南森町

06-6926-4717

バフ

南森町店

06-6881-5529

ヴェントラータ

06-6354-2336

ご馳走

06-6882-5512

06-6311-6333

ね音

大阪府大阪市北区松ヶ枝町6-17 信幸ビ

530-0037

16

530-0041

44

530-0041

14

大阪府大阪市北区天神橋5-3-22-2F

530-0041

16

大阪府大阪市北区西天満3-6-1-2F

530-0047

36

ル102

大阪府大阪市北区天神橋3-2-19 ドエル
南森町1F

大阪府大阪市北区天神橋3-6-22 南ビル
1F

和とイタリアンの融合。純和風なシックな空間で旬の食材
を使った料理とワインを楽しめるお店。

小皿でお出しする焼肉からお肉がメインのお酒がすすむ
MENUをリーズナブルに盛沢山ご用意しています！

旬の素材、美味しいものをお気軽に。シェフ自慢の手打ち
パスタをぜひご賞味ください。

厳選季節食材を使った「天ぷら、おでん」をコースで愉し
む和食。心地よい時間をお過ごしください。

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
ラ・スピーゴラ

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。

アンブレラ・リブ

06-6949-8677

大阪府大阪市北区兎我野町9-23

530-0056

25

梅田エリアのクラフトビール酒場
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ニュー・ミュンヘン北大使館

06-6312-9151

大阪府大阪市北区曽根崎2-11-16 梅田セ
ントラルビル9F

ニューミュンヘン北大使館では、窓側からＪＲ大阪駅や御
530-0057

194

堂筋を見下ろせるお席を用意して、人気を頂いておりま
す。
梅田・お初天神の一軒家バル！厳選されたワインとこだわ

バール・イタリアーノ・クラッシコ 06-1311-0003

大阪府大阪市北区曽根崎2-14-4

530-0057

https:baritarianoclassico.owst.jp

140

りの食事がウリ。デートでもパーティでもご利用いただけ
ます！！
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

06-6136-3130

イル・カトゥッティ

大阪府大阪市北区大淀南2-8-11

531-0035

26

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。幸せなお時間と共にお愉しみ下
さい。

大衆イタリアン屋台

ブドウヤ中津店06-6376-5775

カチャトーレ・ヤマガミ

06-6131-4119

大阪府大阪市北区中津1-10-13

531-0071

大阪府大阪市北区豊崎4-3-1

531-0072

28

https://www.facebook.com/cacciato
reyamagami/

16

本格イタリアンを気楽に楽しめるイタリアンバルです。

猟師が営む町の小さなイタリアン。こだわりのジビエとワ
インと生パスタのお店です。
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

創作バル

カルクオーレ

06-6147-5970

大阪府大阪市北区本庄東1-18-10

531-0074

16

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。
木の温もりが感じられるカジュアルイタリアン！

リストランテ・フォレスタ

06-6395-3392

大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-48

532-0004

57

旬な食

材を使用したリーズナブルでボリュームがあるコース料理
がオススメです。
住宅街にあるビストロ。店主の手掛けるイタリアンはおい

ビストロ・ソウル・キッチン

06-7708-7475

大阪府大阪市淀川区十三東1-17-2-102

532-0023

10

しく、奥様の軽快なトークに会話も弾みます。アットホー
ムで居心地の良いお店です。

パロンチーノ

06-6829-6819

アラカルト13

090-3941-3501

大阪府大阪市淀川区十三東3-28-7 ラ・
フォンテ十三1F

532-0023

24

イタリアナポリから取り寄せた薪窯で焼く本場ナポリピッ
ツァと南イタリア料理中心のお店。

https://m.facebook.com/pages/cate
大阪府大阪市淀川区十三本町1-23-10

532-0024

gory/bar/アラカルト13-

10

気軽によれる飲み屋です。梯子酒にもってこい!！!

363592487761723/?locare2=ja-jp

ドゥ

ドゥ

06-6309-1923

大阪府大阪市淀川区十三本町2-1-22 プ
ラントコウラク1F

532-0024

20

十三で飲むならワイン酒場「dou dou」へ！
ンが250円～、一品が280円～！

グラスワイ
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ギャルド

06-6353-5517

大阪府大阪市都島区東野田町3-6-24 エ
ル京橋内

534-0024

http://dlv.jp/restaurant.php

50

お肉とワインが堪能できるお店。お肉がドーン！と。ロッ
クステーキがオススメ！
店名のベルテンポはイタリア語で「晴天」「良き時間」の

ベルテンポ

06-6180-8334

大阪府大阪市都島区都島北通1-4-21
ダィナスタビル103

534-0014

22

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。
京橋の商店街に面したピッツェリア。

ピッツェリア・ダ・ペピーノ

06-929-0170

大阪府大阪市都島区津島南通2-14-21

534-0023

22

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。

ブション京橋店

06-4801-8155

ピシピシトモ

06-6931-381

大阪府大阪市都島区東野田町1-5-3 ムー
ンリバーコート1F

大阪府大阪市城東区関目5-16-1 フジヤ
ビル２F

534-0024

https://www.instagram.com/boucho
n_kyobashi/

24

京橋でワイン屋をはじめて、早10年。ゆったりとした雰囲
気で、気軽にワインをお楽しみください♪

”和のかおるイタリアン”をテーマにお料理を提供させて委
536-0008

pissipissi-tomo.com

21

あ抱いています。ワインは店主の好きなものだけ料理に合
わせてご用意します。
2014年に大阪蒲生4丁目の築100年を超える古民家をリノ

スクオーレ

06-6932-3444

大阪府大阪市城東区蒲生4-21-21

536-0016

25

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。

リボーン

06-4307-4811

大阪府大阪市東成区東小橋1-1-15 新光
ビル１F

537-0024

http://tamatsukuriribone.amebaownd.com

大阪の玉造にあるダイニングバー。美しい料理、メインの
3

「バーベユーリブ」、美味しいお酒、楽しい時間をご用意
しております。
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

チンギアル

06-6940-0018

大阪府大阪市中央区内久宝寺町3-1-14
アザリア1F

540-0013

20

理に合うワインを数多くそろえ、箕面ビールも取り入れ、
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。

ヴィーノ・バール・ドゥエ

06-6943-9155

ウラロジカ

06-6949-4848

キッチン・テラ

06-6809-5920

大阪府大阪市中央区大手通1-31

大阪府大阪市中央区南新町2-3-13 パー
クビル1F

540-0021

12

540-0024

http://www.uralogic.com

14

540-0035

https://kitchen-tera.jp

20

旬の食材を使い、イタリア料理を中心とした美味しいお料
理をご用意しております。

カジュアルなイタリアンバールです。お一人様でもお気軽
に！フラフラ～とお立ち寄りください！

居酒屋のような気軽さ、レストランのようなおいしさ、ま
大阪府大阪市中央区釣鐘町1-5-9-１F

るで家のような居心地の天満橋のヴェネツィアのバーカ
ロ・イタリアンです。
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アレコレ

トラットリア・デッラ・ノンナ

06-6809-3780

06-4708-3193

大阪府大阪市中央区平野町2-2-6 ニュー
ライフ大手前三番館1F

大阪府大阪市中央区高麗橋4-8-6 木村ビ
ル2F

イタリア料理と世界のワインをカジュアルに楽しめる陽気
540-0037

http://vino-arecore.com/

28

なお店。シェフの技が光る逸品はどれもボリューム満点で
リーズナブルです。ぜひ気軽にお越しください。
イタリア現地「マルケ」州で修業を積んだシェフが手掛け

541-0043

http://www.higobashi-nonna.jp/

16

る郷土料理と厳選したイタリアワインを楽しんで頂けま
す。
高い天井と大きな窓、開放感あふれる店内はシックな色調

レスプリ・ドゥ・クゥー・ドゥ・フランス
06-6223-7088

大阪府大阪市中央区高麗橋1-7-3 ザ・北
浜プラザ2F

541-0043

で統一。非日常の特別な空間。季節の素材を厳選し、一皿
http://stt-restaurantgroup.jp/c-france/index.html
32
一皿シェフが仕上げる本格フランス料理で心地よいくつろ
ぎの時間をお過ごしください。

ロルマ・アッティーヴァ

06-6222-3373

リルチェンテ

06-6209-0007

アッラ・ゴッチャ

06-6203-5555

ヴィヴァッカス

06-6233-3770

アプリーテ

06-6266-7757

ヴィネリア・ヴィア・ヴィーノ

華都飯店

CO. ワイン

06-6245-6008

06-6120-2322

06-6265-2262

大阪府大阪市中央区伏見町2-5-9 三福ビ
ル1F

大阪府大阪市中央区道州町1-5-23 ミコ
ノス北浜1F

大阪府大阪市中央区平野町3-3-5, NJK淀
屋橋ビル2F

大阪府大阪市中央区淡路町3-2-81 トー
ア紡第二ビルB1F

大阪府大阪市中央区備後町2-6-8 サンラ
イズビル1F

大阪府大阪市中央区本町4-8-6 日宝横堀
ビル1F

大阪府大阪市中央区中央3-6-4 本町ガー
デンシティB2F

大阪府大阪市中央区南本町1-5-4 東洋ビ
ル1F

541-0044

38

541-0045

18

541-0046

alla-goccia.com

16

541-0047

vivacchus.co.jp

49

541-0051

http://aprite.net/

50

シェフの故郷、宮崎から届く新鮮な食材をふんだんに使っ
た、体に優しいイタリアン。

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。

旬の食材を活かしたお料理が自慢。本町でイタリア気分が
味わえます。緑に囲まれた明るい空間でランチをお楽しみ
ください。
イタリアワインと食事を楽しんでいただけるお店です。サ
541-0053

10

クッと一杯からしっかりディナーまでSoaveワインのよう
に幅広くお楽しみいただけます。
あなたが求める本格的な高級中華料理がここにあります。

541-0053

www.shatohanten.com

91

伝統的な四川料理をベースに本格的な中国料理のおいしさ
と落ち着いた空間で至福のひと時をお過ごしください。

541-0054

10

堺筋本町の駅徒歩1分にあるスペイン料理とワインのお
店。

Soave By The Glassキャンペーン2020参加店舗一覧

レストラン・ル・アイ

06-6191-0551

ヴィノ・バール・チルカ

06-6764-6070

大阪府大阪市中央区谷町6-2-27

大阪府大阪市中央区東平2-5-2 光研社南
ビル1F

大阪府大阪市中央区道頓堀1-2-12 近松

ウタゲ道頓堀

屋ビル1F

ブタリア・パオロ

06-6536-8799

バール・スペッロ

06-6631-1005

ワイン居酒屋

06-6634-3444

ブション

ヴィーノ・マンマ・ルーヴァ

050-7114-6195

ポコ・ア・ポコ

06-6241-3009

大阪府大阪市中央区千日前2-3-24 久富
千日プラザ210

大阪府大阪市中央区難波千日前3-19

大阪府大阪市中央区難波3-3-1 スガタビ
ル3F

大阪府大阪市中央区南船場1-13-15 長堀
三栄プラザ202

大阪府大阪市中央区南船場2-10-23

542-0012

8

542-0063

8

542-0071

40

イタリアワインと料理の隠れ家的なお店です。

お料理はジャンルの枠にとらわれない創作フュージョン料
理。日替わりのグラスワインを始め、お料理のペアリング
も堪能していただける立ち飲み屋です！
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
542-0074

10

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。

542-0075

542-0076

www.italian-ba-spello.jp/sp/

https://www.instagram.com/winebo
uchon/?hl=ja

50

北イタリアから南イタリアまで幅広い郷土料理をご用意し
ております。是非ワインを片手に楽しんでください。

300種類のボトルワインと20種類以上のグラスワインが味
24

わえます。肩の力を抜いて「大人の遊び場」としてお楽し
みください。

542-0081

8

542-0081

18

日替わりでいろいろグラスを楽しんでいただけます。

葛城のお野菜を使ったイタリアンです。おしゃれな店内で
おいしい食事をお楽しみください。
イタリア郷土料理とイタリアワインを落ち着いた空間でよ

タヴェルナ・アルベロ・ヴィラッ

大阪府大阪市中央区東心斎橋1-4-1-105

ジョ

542-0083

m.facebook.com/pages/TAVERNAalbero-villaggio/308866915799759

り気軽にを大切にしています。イタリア好きの店主が一人
13

で営業するアラカルトメニュー中心のスローな店です。契
約農家のお野菜を中心にスローフードにこだわった身体に
優しい食材で贅沢なひと時を是非！

イタリア・ワインバー５４

イタリアン・スタンド・ジリオ

06-4256-4985

06-6227-8856

大阪府大阪市中央区東心斎橋１－９－１
９ミトオリアートビル1F

大阪府大阪市中央区東心斎橋1-13-23 大
阪屋イルストリートビル1F-103

デイリーから超レアなものまで美味しいイタリアワインを
542-0083

facebookイタリアわいんBAR54

10

約100種類、できる限りリーズナブルに飲んでいただけま
すよう、ご用意してお待ちしております。

542-0083

18

ワインソムリエが皆様の好みに合わせてオススメのワイン
をご用意させていただきます。
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サクライ

06-6213-1121

大阪府大阪市中央区宗右衛門町3-7 パ
レ373ビル5F-E

大阪ミナミのど真ん中、宗右衛門町にあるビルの最上階、
542-0084

06-6777-1671

大阪府大阪市天王寺区玉造元町17-13

543-0014

生ハム&イタリアン VINO

06-6761-5583

大阪府大阪市天王寺区玉造元町2-20

543-0017

カフェ・レストラン・ガリーレ

06-6773-0720

ラザ日新第1ビル

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。

トラットリア・ロッチャ

大阪府大阪市天王寺区烏ヶ辻1-3-17 プ

20

https://www.instagram.com/trattoria_roccia/
16

真田山公園の小さなトラットリア。

イタリアヴェネト州より直輸入のワインを種類豊富に取り
543-0042

http://guarire-momodani.com/

20

揃え。バランス重視の「赤」、クリアな辛口の「白」をご
用意しています。

イル・モット

06-7710-7139

大阪府大阪市天王寺区大道4-8-25-101

543-0052

16

ピッツェリア・グラーノ

06-6796-7706

大阪府大阪市東住吉区中野3-3-8

546-0012

20

大阪、中野にあるコスパ良しのピッツェリア。

オピュームとは“アヘン”の意味。一度着たら忘れられな
イタリア料理 OPIUM（オピュー
ム）

06-6447-1044

大阪府大阪市西区靭本町1-7-14

550-0000

http://www.opium-rest.com/

24

い、心に残るお店として“美味しい時間”をコンセプトに、
都会の小さなイタリアとして1984年に創業。料理とソムリ
エ厳選のイタリアワインをお楽しみください。
アットホームな雰囲気なカジュアルなイタリアに気さくな

あなろじか

080-9686-5252

大阪府大阪市西区江戸堀2-5-25

550-0002

24

シェフが作る料理は絶品なものばかり。形にとらわれない
料理を楽しんでいただけるお店です。
イタリア人オーナーシェフが厳選した食材で、逸品の数々

サンタ・ルチア

06-6444-8881

大阪府大阪市西区京町堀1-9-17

550-0003

48

を振るまいます。石窯で焼き上げる本格ナポリピッツァを
楽しんでいただけます。
カロローゾとはイタリア語で「ほっこり」2006年7月にう

カロローゾ

06-6441-2856

大阪府大阪市西区靭本町1-16-20

550-0004

http://caloroso.dreamblog.jp/

24

つぼ公園にオープン。着ていただいたお客様にほっこりし
ていただきたいお店です。

カルド

06-6541-5165

大阪府大阪市西区新町1-30-1-1Ｆ

550-0013

18

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
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06-7173-7359

トラットリア 810

料理屋

06-6536-2091

新町壱丁目

テネレッツァ

06-6450-0678

ラッテリア・ポルチーニ

06-6110-5690

パーラー184

06-6458-3233

パラディーゾ・デル・ヴィーノ・タ
ケウチ

06-6452-1227

06-6451-4605

ダル・ブリガンテ

大阪府大阪市西区新町3-15-11 ネオハイ
ツ西長堀1F

大阪府大阪市西区新町1-20-6 打上ビル
II-1F

大阪府大阪市福島区鷺洲2-9-15 エイト
ワンビル1F

大阪府大阪市福島区福島5-11-3

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

大阪府大阪市福島区福島5-6-6-2F

大阪府大阪市福島区福島3-6-14

綺麗でオシャレなカジュアルなイタリアン。気さくなシェ
550-0013

20

フが作る生パスタは絶品なものばかり。シェフ自ら選ぶワ
インと生パスタを楽しんでいただけるお店です。

550-0013

553-0002

553-0003

24

http://tenerezza.okoshi-yasu.com/

https://m.facebook.com/s\ALUMER
IAPORCINI/

553-0003

553-0003

23

20

16

https://www.takeuchiitalia.jp/paradiso_del_vino_takeuchi

553-0003

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。

要岩石の窯焼きイタリアンとピッツァのお店。ワインも40
種類以上、北海道小麦100％のピッツァが人気。

いろんなチーズ料理や手打ちパスタ、自家製茶色いパンな
どとともに、ワインを気軽に楽しんでもらえる酒場です。

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

大阪福島の路地裏に位置するお店。こだわりの食材を使っ
40

たお料理。チーズ・プロフェッショナルの選ぶチーズに、
ソムリエ厳選のワインを楽しんでいただけます。

26

新福島駅の南、あみだ池筋沿いのピッツェリア。

旬の食材にこだわりイタリアでの修行経験をいかしたシェ
ヴィア・デル・エンメ

06-62257809

大阪府大阪市福島区福島7－7－10 グレ
イス福島1F

553-0003

http://www.viadelemme.com

16

フの考えるお皿はトラディショナルを基本に趣向を凝らし
たイタリア料理。落ち着いた空間で料理とシェフ自らが選
ぶワインをお愉しみ下さい。

トラットリア

ダ

ジャコモ

イル・ルオゴ・ディ・タケウチ

06-6451-3333

06-6451-0151

大阪府大阪市福島区福島5-6-11 シュ
エット吉本2F

大阪府大阪市福島区福島5-1-26 MF西梅
田ビル1F

553-0003

25

こだわりの旬の食材と選りすぐりのワインをご用意してお
ります。

大阪福島・出入橋の交差点にある「il luogo di
553-0003

https://www.takeuchi-italia.jp

12

TAKEUCHI」は素材本来のおいしさを引き出す本場イタリ
アン。美味しい食事で心も体も元気に。
当店ではヘルシーで身体に嬉しい逸品が揃っています。健

フェリチーボ

06-6556-9568

大阪府大阪市浪速区難波中3-7-1 難波ビ
ル1F

556-0011

felicibo.owst.jp

18

康にも配慮したお料理が女性に喜ばれています。豊富に取
りそろえたワインと一緒に本場イタリアで培ったヘルシー
イタリアンを是非、味わってください。
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06-6152-6687

パサティエンポ

大阪府豊中市清風荘1-12-7

560-0041

https://www.facebook.com/Pasatie
mpo-10117360361315/posts

12

ヨーロッパワインを中心に季節に合わせたワインとおつま
みを楽しめるカジュアルワインバーです。
ナポリ ジャンニアクント社の薪窯で焼き上げるナポリピッ

072-722-5567

アーラ

大阪府箕面市箕面6-4-24

562-0001

22

ツァを中心とし、イタリア各地の郷土料理をベースに旬の
野菜と魚介をふんだんに使った独創性あるイタリア料理を
作っています。

ボッチ・デ・ビッラ

マイード・ドゥエーベ

06-6821-0735

06-6192-0110

大阪府吹田市豊津町12-26 サクセス江
坂103

大阪府吹田市垂水町3-30-13 ライブビル
ディング101

大阪府吹田市津雲台6-22-3 トレックビ

昼は街のパスタ屋さん。夜はおうちイタリアン。アット
564-0051

http://bocci-de-birra.com

20

お店です。
講演の近くのロケーションで、テラスあり、ゆったりソ
564-0062

www.maiido-due-b.net

32

06-6318-7438

アンニュ

072-623-0888

大阪府茨木市西駅前町8-7

567-0032

エノテカ・イデンティタ

072-609-0364

大阪府高槻市天神町1-5-23

569-1117

ビーイン

072-833-0099

大阪府寝屋川市香里新町5-22

572-0085

25

アウラ

072-846-1599

573-0032

25

大阪府枚方市岡東町12-2 枚方T-SITE
8F

ファーありの落ち着いた空間でくつろいでいただける隠れ
家的イタリアン。

ノルド

ル1F

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

565-0862

http://nord-wine.com

www.identita.jp

5

お気軽にお越しくださいませ。

20

お気軽にお越しくださいませ。

8

イタリアワインに特化したワインショップ兼ワインバーで
す。常時10種類以上のワインをお楽しみいただけます。

京阪香里園から歩いて3分！！

少し落ち着いた雰囲気の

店内は喧騒を忘れさせてくれます。

ランチ、カフェタイム、BARタイムの3つの顔を持つ
AURA。お天気の良い日は爽風感じるテラスへ。様々なシ
チュエーションでゆったりとしたくつろぎタイムを。
Cavatappi30では、日本人にとってなじみ深い「味噌」と

カヴァ・タッピ

30

072-800-1477

大阪府枚方市楠葉花園町3-10

573-1121

http://cavatappi30.com

12

イタリアンを融合させた「味噌イタリアン」を提供してい
ます。

イタリアンバール・アンダンテ

072-289-5525

大阪府堺市西区鳳東町4-408-1 鳳ロイヤ
ルビル101

593-8324

26

JR阪和線鳳駅より徒歩5分にある隠れ家風イタリアンバ
ル。カジュアル空間でワインやこだわりのお料理を！
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トラットリア・アルモ

0725-56-2678

大阪府和泉市いぶき野5-7

594-0041

ボスコ・リサイア

0725-92-7373

大阪府泉大津市旭町19-2

595-0025

アムニー・ダ・マエカワ

073-425-5550

カラテッロ

073-499-4535

神戸イタリアンKIZUNA

078-331-1626

ドンナロイヤ

078-261-9291

創作うどんダイニングGOKAN

078-333-9977

イオラシック

078-221-2678

クアルト

078-599-6332

エカイユ

078-321-0876

兵庫県神戸市中央区下山手通2-16-8

レガーミ

078-392-5218

和歌山県和歌山市西ノ店17 ニシノタナ
ビルディング１Ｆ

和歌山県和歌山市寄合町50

兵庫県神戸市中央区加納町4-3-14 高木
ビル2F

兵庫県神戸市中央区加納町2-5-1 神戸滋

https://www.trattoria-almo.com/

23

640-8042

16

640-8155

12

650-0001

https://peraichi.com/landing_pages
/kobekizuna

26

和歌山の食材を使ったイタリア料理とイタリアワインを楽
しんで頂けるお店です。

三宮駅地下敏腕シェフ玉垣が繰り出す神戸らしさを表現す
るイタリアン。

創業1952年神戸に店を開いて以来、飾らない本物のイタリ

650-0001

58

650-0001

22

兵庫県神戸市中央区中山手通1-20-18-1F 650-0004

19

三宮北野坂にある隠れ家的イタリアン。

650-0004

60

石窯焼きピッツアとワインのお店です。

650-0011

8

兵庫県神戸市中央区下山手通2丁目16-12 650-0011

16

慶ビル地下

兵庫県神戸市中央区加納町4-7-25 サン
プロ羽田ビル1F

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

ア伝統の味を受け継いでいるリストランテです。

厳選されたワインと上質の食材を使った一品料理の〆に個
性的な創作うどんを。

富山直送の魚介や旬の野菜で季節を感じるイタリアン！
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クッチーナ・リベロ

078-381-5357

兵庫県神戸市中央区栄通り2-7-7 大森
ビル1・2F

店名「LIBEROリベロ」の意味は“自由”。様々な枠にとらわ
650-0023

22

ご提供いたします。

オステリア・ブッコ

078-272-2558

ビストロ・ピエール

078-593-9111

イタリアン・レストラン・A e B

078-707-3270

ピッツェリア・ダル・リッチョロ

078-431-1506

兵庫県神戸市東灘区本山中町1-1-10

ファットリア・ルッカ

078-436-7155

兵庫県神戸市東灘区本山中町3-6-23-1F 658-0016

56

いわさき

078-822-8880

兵庫県神戸市東灘区御影郡家2-15-11

658-0048

14

兵庫県神戸市中央区中山手通1-23-2

兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町4-1-10 ピ
エールビル2F

兵庫県神戸市垂水区天の下町1-1-100
ウエステ垂水1F

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

650-0064

651-1111

14

http://www.just.st/?in=304850

655-0029

658-0016

20

14

gttp://www.ricciolo.jp

24

北イタリアの郷土料理をご提供しております。

パスタからおさかな・お肉のコースやアラカルト。さらに
はデザートまで、ゆったりとくつろげるイタリア料理店。

シンプルに美味しいを

東灘区にあるピッツェリア・ダル・リッチョロです。本場
ナポリの味をご堪能ください。

神戸市東灘のカジュアルなイタリアンで、バールもありま
す。ワイン一杯でも気軽にお立ち寄りください。

全国の旬の食材や本場の味を、最も美味しい時期に仕入れ
スパッツィオ

イノ

0797-23-8887

兵庫県芦屋市公光町9-3、IZAビル3Ｆ

659-0065

spazioinno-ashiya.com

14

ています。繊細な火入れと味付けで食材の旨味を引き立て
た料理はワインと好印象。窓に映る芦屋の季節の移ろいと
ともに、一期一会の一皿をお愉しみください。

アクア・チプレッソ

0797-22-0578

兵庫県芦屋市大桝町5-14-3

659-0066

http://acquacipresso.com/

18

本場ナポリで修業したオーナーシェフが薪窯で焼き上げる
ナポリピッツァのピッツェリアです。
阪急芦屋川駅から徒歩約30秒
2020年4月4日にオープンしたカウンター6席の小さなカウ

酒肴

積翠庵

0797-38-9838

兵庫県芦屋市西山町1-8

659-0083

6

ンターバーです。定休日は不定休。営業時間は17時～22時
(L.O.)現在、コロナの影響で入店に関し人数制限しており
ますのでご来店の際はご連絡頂けると幸いです。
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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
カルボニエラ・デル・トロ

0798-70-8848

兵庫県西宮市名次町11-15

662-0024

http://toro-toro.jp

21

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。

アルテシンポジオ

0798-22-1886

兵庫県西宮市寿町5-16

662-0047

欧風料理

0798-38-4717

兵庫県西宮市和上町1-6-201

662-0971

アジル

http://artesimposio.therestaurant.jp
/

16

26

イタリアンをベースとした多国籍料理店。大切なひと時に
イタリアン酒場

新長田

078-797-5216

兵庫県神戸市長田区若松3-1-2-1F

663-0038

shinnagata-italiasakaba.com

30

笑顔あふれる場所を提供いたします。まずはお得な前菜盛
り合わせをお酒のあてに、ゆっくりとした時間をお楽しみ
ください。

ときどき

0798-61-2000

兵庫県西宮市天道町26-10

663-8104

イル・プーモ

0798-27-5708

兵庫県西宮市甲子園口3-21-4

663-8113

www.ilpumo.net

15

イタリアンレストラン・アントン

072-770-2923

兵庫県伊丹市西台3-1-12

664-0858

https://www.i-anton.com

30

イタリア料理

0795-73-3500

兵庫県丹波市柏原町柏原119

669-3309

www.olmo-kaibara.org

32

オルモ

チーロ

078-912-9400

オルトレ・イタリアーノ

0857-21-9787

兵庫県明石市本町1-17-3 ゑびや第2ビ
ル1F

鳥取県鳥取市末広温泉町753ルネスかわ
と２F

673-0892

10

https://www.facebook.com/Trattori
aPizzeriaCiro

40

イタリア郷土料理とイタリアワインのお店です。

伊神で長年愛され続けています。シカ肉料理がおすすめで
す。

木のぬくもりの店内で、丹波の恵みを生かしたお料理をお
楽しみください。

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

鳥取市の繁華街の中心地を見下ろせるロケーションおお店
680-0833

25

です。鳥取の旬な食材を使ったイタリア料理を提供してい
ます。
地元松江の旬の食材とイタリアワインを楽しんでいただ

イタリア料理 AL SOLE

0852-28-0272

島根県松江市伊瀬宮町535-48 テーブル
ピカソビル201

690-0006

10

く、家庭的な小さなお店です。グラスワインは常時20種類
以上！お好みに合ったお料理とワインをお楽しみくださ
い。
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「最高の食材は田舎にあります」島根県西部・石見地方の
里山イタリアンAJIKURA

0855-95-2093

島根県邑智郡邑南町矢上3123-4

696-0103

http://si-ajikura.com/

30

小さな里山にイタリアンレストラン「AJIKURA」はありま
す。歴史ある蔵を改装した落ち着いた店内で、上質なお料
理とサービスをお楽しみください。

トラットリア・ミズオチ

086-234-1122

岡山県岡山市北区丸の内2-12-27

700-0823

ヒュッテ・フィオーレ

086-289-8075

岡山県岡山市北区内山下1-3-3

700-0824

http://www.facebook.com/mizuoci/

22

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、
18

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」

086-235-2525

ヴィア・パーチェ

ルーチェ・ワイン・アンド・タパス 086-436-6519

岡山県岡山市北区平和町5-24 アシモ西
川1F

岡山県倉敷市南町7-26

手間暇を惜しまずプロの技を駆使した料理と相性ばっちり
700-0827

http://restaurant-lionni.com/viapace

32

のワインを気軽に楽しく食べて飲んで本当においしいを心
行くまで堪能してください。

710-0823

facebook.lucewine&tapas

8

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。
リチェッタ

ミヤガワ

リストラン

テ

082-222-3120

広島県広島市中区幟町8-5-1F

730-0016

https://ricetta.owst.jp

22

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

ル・トルヴェール

082-228-5660

広島県広島市中区幟町7-28宏和10

730-0016

http://le-trouvere.com/informati

26

リベロ

082-223-1122

広島県広島市中区幟町10-14

730-0016

http://www.libero1122.com

16

リストランテです！

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
ムッシム・パネン

082-246-399

広島県広島市中区銀山町1-16

730-0022

30

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。

ワインバー・リュミエール

082-246-7690

広島県広島市中区薬研堀3-16

730-0027

14

フランクなワインバーです。

広島県最大の繁華街、流川、薬研堀エリアで営業している
カルマ

082-567-5117

広島県広島市中区薬研堀3-6-2F

730-0027

20

イタリアンバルです。トスカーナ州で修業したシェフの作
る、郷土感を大事にしながらもやさしい料理は、すべてお
一人様でも楽しめる量でご用意しています。
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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
酒楽食

ラパン

082-247-5587

広島県広島市中区堀川町1-25 岡辺ビル

730-0033

http://www.syuraku-lapin.com

23

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。

イル・ネッビオ

082-258-5808

ラ・ヴァーグ

082-247-0989

ラ・セッテ

082-297-1207

広島県広島市中区富士見町4-29 富士見

730-0043

https://il-nebbio.shopinfo.jp.

36

広島県広島市中区大手町2-5-11-B1F

730-0051

r.gnavi.co.jp/y239802

100

広島県広島市中区広瀬北町2-28

730-0803

町ビル2F

全てのお客様がわが家のようにくつろいでいただけるよう
50

真心をこめたお料理をリラックスできる空間をご提供して
まいります。
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

イプシロン

082-231-8007

広島県広島市中区十日市町2-9-25

730-0805

18

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！

アリエッタ・ヴェルデ

082-232-8820

広島県広島市中区十日市町1-3-37 原田
ビル1F

730-0805

https://www.ariettahiroshima.com/verde/

40

クラフトビールを片手に薪窯で焼き上げる本格ナポリピッ
ツァを楽しめる気軽なイタリアンです。
「Speranza（スペランツァ）」とは希望。「美しい」から

スペランツァ

082-232-3997

広島県広島市中区小網町6-23

730-0855

http://speranza-italia.com/

30

「笑顔」がうまれますように、食を通じてお客様に幸せを
感じていただきたく旬の食材を生かして季節を味わってく
ださい。

イタリア料理チャオ！チャオ！

082-562-2021

広島県広島市安佐北区安佐町鈴張1838

731-1141

シタン

082-576-4477

広島県広島市南区大須賀町11-8

732-0821

https://ciaociao2013.jimdofree.com/

24

広島市の最北端「鈴張」地区にある築110年の古民家レス
トランです。自家農園のハーブなど使用します。

生パスタや瀬戸内の魚
12

野菜をメインにしたメニューとワ

インをあわせて頂きます。広島のエキニシエリアではしご
酒を楽しんでいただけます。

トラットリア・リオコルノ

082-236-1952

広島県広島市南区京橋町5-14-1F

732-0828

http://trattoria-liocorno-jimdo.com/

16

ピッツァ・リーヴァ

082-293-4741

広島県広島市横川町1-17-20

733-0011

www.pizzariva.com

44

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。

薪窯で焼く本格ナポリピッツァのお店です。
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リンダ

082-942-3720

広島県広島市西区西観音町1-1-1F

733-0037

20

カルネリア・イル・マット

082-236-3240

広島県安芸郡府中町本町1-11-1

735-0006

10

宮島 Bocca アル・ケッチァーノ

0829-56-5350

アリエッタ

082-247-8456

イタリア食堂 ベケ

083-996-5230

広島県廿日市市宮島口1-8-14 レアル
マーレ望厳荘1F

広島県広島市中区紙屋町1-4-26 新屋ビ
ル1F

スペイン料理Rindaです。

お肉を中心としたイタリア料理とソムリエの選んだワイン
のお店です。

アルケッチャーノの特徴でもある、「地産地消」を
739-0411

http://miyajimabocca.wixsite.com/miyajima-bocca
34
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。

750-0031

https://www.ariettahiroshima.com/arietta/

46

隠れ家的な雰囲気で愉しむ本格イタリアン。ボーノといい
たくなる素敵な場所。

中部イタリアのスポレートの家庭料理を古民家で楽しん
山口県山口市野田2

753-0094

www.bechee.com

22

で！アーティストのロベルトと食いしん坊のタエ、私たち
夫婦が山口の食材を使っておもてなしします。

ハナカゲカフェ

ブーケ

083-941-1261

山口県山口市下小鯖3530-1

753-0212

hana-kage.com

25

山口市のはずれにあるカフェです。キッチンカーでイベン
トにワインバーも出店しています。
アイボリーの蔦がはう外観は季節ごとに雰囲気が変わりま

リストランテ・ペイザン

0836-65-3567

山口県山口市阿知須7395-1

754-1277

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

119

す。壁画があり、イタリア語が飛び交う店内では、イタリ
アにいる気分に♪ワインは二人のソムリエにより厳選され
ています。創業45年の老舗イタリアン。
当店のパスタメニューはすべて自家製生麺を使用。もちも

パスタ・フレスカ・オッティ

087-813-3700

香川県高松市天神前1-25

760-0018

17

ちの触感と、小麦の香りを味わっていただけるパスタ料理
をご用意しています。
フリウリの方言で杯を意味する店名タユート。店内もまる

タユート

087-880-2677

香川県高松市古新町2-1-1F

760-0025

12

でイタリアのバールのようで、お料理も洗練されていま
す。北イタリアに特化したお料理とワインを楽しめるお店
です。

タヴェルナ・ラ・リベルタ

087-802-2101

香川県高松市常磐町2-5-6 山畑ビル1F

760-0054

サルーテ

088-873-2703

高知県高知市本町1-1-14-2F

780-0870

www.laliberta.jp

20

12

季節の料理をアラカルトで、10種以上のグラスワインと楽
しめるお店です。

高知市内、中央公園のすぐ近くにあるバール。ワインにこ
だわっていて、2件目使いに適した空間。

Soave By The Glassキャンペーン2020参加店舗一覧
高知、土佐山田駅のほど近く、国の指定有形文化財百年舎
クワトロ・スタジョーニ

0887-52-1877

高知県香美市土佐山田町東本町2-2-15

782-0031

25

の一角にあるイタリアン。心と体に優しい料理で皆様をお
もてなしいたします。

パロレ・エ・ムジーク

090-5145-9514

高知県高知市はりまや町1-5-15

780-0822

自然イタリア料理 ダゼロ

0889-20-9603

高知県高岡郡佐川町丙3051

789-1203

～自然イタリア料理～高知県高岡郡佐川町に2019年6月
12

オープン。田んぼや自然一杯の中で高知県の素晴らしい食
材を使用したイタリア料理を提供しています。
繁華街から一筋裏手の２階にある隠れ家イタリアン 。名物

089-935-7377

フォルトゥーナ

愛媛県松山市一番町2-4-11 土居ビル2階 790-0001

22

はキッシュピザ。昨年2月にキッズルーム設置。ワインも
常時５０本ご用意、夫婦でソムリエです。

089-904-5186

アノーニモ

愛媛県松山市三番町2-2-1

790-0003

25

お洒落なバー空間。仕事帰りや飲み会前に一人でもサクッ
と気軽に飲みたい方へ！
Soave協会公式名誉アンバサダー店。地元の食材をふんだ

0897-40-0825

ルミーノ・カリーノ

愛媛県新居浜市西喜光地町9-42-1F

792-0827

https://m.facebook.com/luminocarin
o/

14

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！おなか一杯笑顔になれるイタリアン。
地元食材とイタリア食材、ワインを使ったトラットリアの

ファリーナ・フレスカ

0898-35-2009

愛媛県今治市中寺254-4

794-0840

22

形態。リーズナブルな価格で満足していただけるよう日々
精進いたします。

炭火焼ワイン食堂

TORI-BARU

093-521-4998

福岡県北九州市小倉北区堺町1-3-6堺町
コア104

802-0005

45

炭焼きをメインとしたワインバルです。お一人様から団体
のパーティまで様々なシーンでご利用いただけます。

天神と中洲の間、春吉に位置する隠れ家のような佇まい
葡萄房

092-711-6660

福岡県福岡市中央区春吉3-24-4-１F

810-0003

www.budo0bou.jp

24

の、大人がカジュアルに楽しめるイタリア料理とイタリア
ワインのお店です。
イタリアワイン専門のワインバーです。グラスワイン常時

白樺

092-406-2212

福岡県福岡市中央区白金1-1-12-103

810-0012

10

10アイテム以上用意してます。普段見かけないヴィンテー
ジワインもあります。
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生牡蠣、魚介炭火焼をメインにイタリアワインを数多くそ
ろえております。厳選された生牡蠣や高級鮮魚にイタリア
092-534-7188

カーボン

福岡県福岡市中央区白金1-15-7 ダイア
パレス白金104

810-0012

https://facebook.com/carbonfukuok
a

10

ワインを合わせてお楽しみください！中でもSoaveはとて
も人気のワイン。今年も吸収ソアーヴェ大使としてSoave
をまだ知らない方にも楽しんで頂き、もっとSoaveを盛り
上げていきます‼Soavissimo～‼

T.L After

092-523-0203

福岡県福岡市中央区白金1-10-3

810-0012

16

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
パスタ・パスタ

092-781-3060

福岡県福岡市中央区薬院2-14-27

810-0022

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

46

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。

オステリア

カイ

092-734-8200

福岡県福岡市中央区薬院2-10-1 1F

福岡市中央区警固2-12-12 警固丸ビル

810-0022

10

810-0023

14

ポルチェリーノ

092-714-7721

チリエージョ

092-725-7120

福岡県福岡市中央区桜坂3-10-3

ROMA ROMA

092-406-4110

福岡県福岡市中央区浄水通2-6 浄水クレッシェンド3F
810-0028

102

810-0024

http://ciliegio3.exblog.jp/

14

旬の食材を使ったイタリア料理とイタリアワインを楽しめ
ます。

福岡市桜坂で夫婦で営むイタリアンです。豊富なワインと
炭火焼料理で素敵なお時間を過ごして下さい。

18

ソアーヴェスタイル・エントリーのソアーヴェが全て揃っ
kasa

092-986-4350

福岡県福岡市中央区大名1-14-28 第一松
村ビル1F奥

810-0041

https://kasarestaurant.business.site

ています。九州ソアーヴェ大使のkasaにはそのほかのソ
16

アーヴェはもちろん、県内随一のイタリアワインの品ぞろ
えを誇ります。楽しいイタリアワインの扉を開きません
か？

ファンファーレ

092-707-0650

福岡県福岡市中央区大名2-10-39-2F

810-0041

ペコラ

092-753-6583

福岡県福岡市中央区草香江1-4-5

810-0045

www.ristorante-fanfare.com

30

18

九州産の新鮮な食材を使い、ご提供するお料理。四季折々
異なるその時期特有の「最良の味覚」をお届けします。

キャンペーン中はイロイロナソアーヴェをご用意してソ
アーヴェの魅力をお客様と一緒に楽しみたいです。
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西鉄グランドホテル「グロット」

092-771-7171

福岡県福岡市中央区大名2-6-60

810-8587

42

ジェルモーリオ

0940-35-2700

福岡県宗像市三郎丸1-4-31

811-4143

20

創業当初より変わらぬ重厚感ある佇まいは、時の流れを経
てきた空間が放つ上品さが漂います。

福岡県宗像市の食材をメインに使っています。肉、魚、野
菜の美味しさは地元産ならでは。美味しい旬の素材を美味
しく仕上げています。

ファンタジスタ

092-282-6756

福岡県福岡市博多区店屋町7-20 ラセッ
ト博多1F

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
812-0025

24

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。
西鉄春日原駅そばのちょっと隠れたイタリアンです。60種

伊食屋 Rana

092-574-6326

福岡県春日市春日原東町3-21-1F

816-0801

http://r.goope.jp/isyokuya-rana

19

類以上のワインとほっこりおいしい料理でゆっくりとお楽
しみいただけます。

スパゲッティ・ヴェルドゥーラ

092-882-4915

福岡県福岡市西区姪浜4-22-16

819-0002

20

ヴァン・カフェ・プロスペロ

0943-73-7303

福岡県うきは市吉井町1251-6-2F

839-1321

ヴィノ・バル・トッコ

0952-37-1027

佐賀県佐賀市白山2-4-4-2F

840-0826

13

サジオ

095-820-2369

長崎県長崎市銅座町5-13-2F

850-0841

10

ハマヅィ

095-826-2228

長崎県長崎市銅座町15-16-2F

850-0841

10

ピアチェーボレ

095-825-1222

長崎県長崎市銀屋町2-16

850-0854

https://vincafe-prospero.com/

19

手作り生麺スパゲティのお店。20年以上続く老舗です。

フルーツ王国うきは市吉井町にある小さなワインバー。う
きは食材と世界のワインを楽しめる空間です。

イタリアワインと佐賀の野菜にこだわったバール。ワイン
好きのいこいの場として営業しています。

名物は生カラスミのパスタ。観光の方や地元の方に長らく
愛されているお店です。

本格イタリアンを長崎で食べるならここ。美味しいワイン
もボトル、グラスともに揃っています。

長崎の野菜の美味しさ、海産物をイタリアンで楽しんでい
http://www.piacevole.jp

ただきたいです。「美味しかった」「また行きたい」と
行ってもらえるお店を目指しています。
クラシカルな雰囲気、静かな時を過ごす大人の社交場。本

ワインバー・コルドーネ

095-816-0600

長崎県長崎市船大工町3-19七福ビル1F

850-0904

34

格的なイタリアンが楽しめるワインバー。季節に合わせた
グラスワイン、約100種類のワイン達。気軽に立ち寄れ、
ワインと料理は酔いしれる大人の空間。
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長崎県諫早市天満町の小さなイタリア料理店です。長崎県
エッセンツァ

長崎県諫早市天満町12-5

854-0006

10

産食材を中心に使った料理とワインをご用意してお待ちし
ております。
当店はお食事のシーンに合わせてワインを楽しめるように

096-356-9748

エスポワール

熊本県熊本市中央区花畑町13-5 バンビ
ビル2F

860-0806

http://www.bistro-espoir.com

12

グラスワインの種類の豊富さにあります。開栓したワイン
の鮮度を保つサーバーを完備していますので気軽に楽しめ
るワインからグランヴァンまでお愉しみ頂けます。

オゴッツォ

096-206-9618

熊本県熊本市中央区帯山9-5-12

862-0924

090220.nae

8

チャオ・パスタ

0985-65-3013

宮崎県宮崎市大字島之内6991-1

880-0121

www.ciao-pasta.com

30

リストランテ松本

099-259-0848

鹿児島県鹿児島市下荒田4-41-17

890-0056

20

リストランテ・フェニーチェ

0993-23-0214

鹿児島県指宿市東方12131-4

891-0404

70

魚見岳を背に錦江湾を望む、指宿の地、イタリアンフェ
ニーチェにて、自然の恩恵と共に、あなたの特別な時間を
お過ごし下さい。

西洋居酒屋

099-225-1688

TOKI

グラスワイン桜坂

ル・ボワ

098-868-3650

アピアチェーレ

098-860-8244

オステリア・ラ・ペッショリーナ

098-987-8682

鹿児島県鹿児島市東千石町5-12キューブ
ビル1F

沖縄県那覇市牧志3-2-41 桜坂フォレス
トガーデン2F-A

沖縄県那覇市牧志1-3-17

沖縄県中頭郡北谷町美浜34-1 レクーオ
キナワスパ＆リゾートプレミアF

イタリアンやフレンチで長年経験を積んだシェフが手がけ
892-0842

14

る野菜と肉の本格料理と美味しいワインが気軽に楽しめる
お店です！

900-0013

15

900-0013

14

904-0115

lapesciolina.com

28

レトロな沖縄の雰囲気が漂う大人の街になる「ル・ボワ」
大人たちにふさわしいワインバーです。

2020年7月にオープンする魚介料理とワインのステリア。

