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イルクオーレ 北海道 伊達市網代町7-1 0142-22-9310 ilcuore_ilculo 25 地場産食材を使った“伊達流イタリアン”のお店です

カフェ　ダイニング　レンガ　W 北海道 小樽市稲穂1-4-15　おたる屋台村レンガ横丁 090-8706-2211 http://otaruyataimura.jp/renga/ 8

『小樽の紳士淑女の社交場』ご夫婦で、仕事の仲間で、女性

一人で気軽に入れるイタリアンバーです。

セミーナ 北海道

札幌市中央区南1条西8-20-1 

ライオンズマンション大通公園小六ビル1F 011-219-4649 20

バール・メンタ 北海道 札幌市中央区南3条西7 エステラ南3条館1F 011-211-5541 10

カウンター10席の小さなイタリアンバール。季節の食材を

使ったお総菜やパスタと、豊富なグラスワインをお楽しみい

ただけます。

一杯軽く飲みたい時から、しっかりお腹を満たしたい時ま

で、気軽にご利用ください。

イタリア料理イルピーノ 北海道 札幌市中央区北1条西3丁目3-25荒巻時計台前ビル地下 011-280-7557 https://www.ilpino-il.com/ 50

北海道食材にこだわった、気軽に楽しめるイタリアンレスト

ラン。

キューヴィーノ 北海道 札幌市豊平区月寒東3条3-2-5 011-374-5889 15

東京で繊維メーカー定年後札幌に帰り開業し9周年を迎えま

す。月寒中学校の近くに店舗はあります。イタリア20州のワ

インを約1,000本在庫しております。愛するマサミさんとご来

店お待ちしております。

フンギ堂 北海道 札幌市中央区南3条西6-10-2F 011-271-9614 16

トラットリア・デル・ソーレ 宮城 亘理郡亘理町字五日町34-1 0223-36-8829 http://m.facebook.com/DelSole.watari 30

トスカーナの郷土料理とビステッカのお店田舎町にあるト

ラットリアを思わせる店内では、シェフ自らが厳選した東北

の食材とイタリアの伝統食材から数々の魅力あふれる料理が

生み出される。種類豊富なイタリアワインとともにご堪能く

ださい。

イタリア食堂　ビランチャ 秋田 秋田市中通4丁目17ー8 あっちゃんビル5F 050-8881-0346 https://www.facebook.com/bilancia.akita/ 26 帰り道にふらっと寄れる駅前食堂。

リストランテ　ジュエーメ 秋田 大仙市戸蒔字谷地添１００－１ 0187-73-5053 https://www.giueme.com 20 花火の町、秋田県大仙市のイタリア料理店です。

ラーメン勘鳥居 山形 東根市神町1－18‐10 0237-47-0308 20 Bar併設のラーメン屋です。

欧州酒場エスコンディーテ 山形 山形県天童市鎌田本町1丁目3-15 070-1143-8800 https://toyokocho.jp/shop/escondite/ 20

パスポートのいらない 天童のスペインバル エスコンディーテ

にようこそ。

スペインバルの定番おつまみ アヒージョを始め スペインの生

ハム ハモン・セラーノや、本格的なフードは ワイン・ハイ

ボール・カクテルにも 相性は抜群です。

又、当店 自慢のローストビーフは、低温調理にし お肉の旨味

を充分に味わえる一品となっております。

エスコンディーテで、異国情緒を味わってみませんか？

トラットリア・ムツミ 東京 千代田区麹町3-2-3 エヌワンビル1F 070-8931-3924 https://the-inc.wixsite.com/website-7 33

「北イタリアと北海道の融合」をテーマとしたTrattoriaで

す。情熱大陸にも出演した当店のシェフ「仲田睦」は女性

シェフながら北イタリアに10ねん以上も滞在し、料理で名を

はせた凄腕シェフです。

ダ・カゼッタ 東京 杉並区浜田山3-23-6 タキカクビル1F 03-6379-6996 http://da-casetta.com 14 旬の食材を使用した料理とワインを楽しむお店です。

ピッツェリア　ユーイチロー＆A 東京 立川市曙町1-30-21 井上ビル 042-512-9570 42

カーサ・カステリーニ 東京 台東区松ヶ谷2-28-11 03-5246-4476 12 隠れ家的イタリアワインと料理のお店

マルティノッティ プロセッコ バー＆カフェ 東京 中央区日本橋横山町4-9 birth 1階 050-5800-2802 https://prosecco.tokyo 13

東京・日本橋横山町に2020年5月にオープンした、日本初の

プロセッコに特化したバー。常時50種類前後のプロセッコの

ほか、スティルワインはイタリアを中心に幅広く揃え、カク

テルやスピリッツも伝統的なものから現代的なクラフトアイ

テムまで豊富なメニューが並びます。

Ｓａｉｋａｎｔｅｉ（菜環亭） 東京 杉並区阿佐谷南3－37－11　スマイルホテル東京阿佐ヶ谷1階 080-3252-9400 https://www.facebook.com/profile.php?id=100013291515510 7

JR阿佐ヶ谷駅から徒歩1分。カウンター7席の小さなワイン

バーです。

トラットリア　ダリ 東京 杉並区高井戸東2－17－7 03-5941-3161 https://www.facebook.com/Trattoria-DARI-807104222683463 10

イタリアの旧市街地にあるような一軒家トラットリア。

アットホームな空間で本場の味をお楽しみください。

オステリアイルレオーネ 東京 新宿区新宿2-1-7 03-6380-0505 https://il-leone.net/ 30 トスカーナの郷土料理とビステッカのお店

ワイン場CataCata 東京 大田区山王3-31-3 03-6417-1301 https://www.facebook.com/winebarcatacata 8

大森山王の築100年の建物に、広々とした8席のカウンター、

アンティークオーディオで癒やしの空間を演出。20種近いグ

ラスワインと、ワインに合うお料理をご準備しています。

バール　トラットリア　Tomtom 東京 墨田区東向島5-3-7 03-3610-0430 http://r-tomtom.com 45

墨田区東向島の下町で20年以上やってる老舗イタリアンで

す。薪窯で焼きあげる本格ピッツァと旬の食材、豊洲市場か

ら仕入れる新鮮な魚介類を使った料理がおすすめです。

AnimA la tua osteria e pizzeria 東京 港区南青山3－12－1 03-5843-1831 https://tabelog.com/tokyo/A1306/A130602/13226392/ 56

表参道駅徒歩3分、ナポリピッツァと厳選されたビールやワイ

ンが楽しめるカジュアルな空間

ワイン酒場トンマーゾ 東京 東京都大田区西蒲田7-5-6 FDI蒲田西口駅前ビル 03-6715-9685 https://www.instagram.com/tommasokmt/ 16

イタリア各地方の高品質なワインとトスカーナ地方の料理を

中心に豊富な前菜やおつまみを気軽に味わえるイタリアン・

ワインバー。

ビッレリア　カッパ 東京 江東区牡丹3-19-9-101 03-6886-1618 https://www.birreria-kappa.com 11

7種類の生ビールをお楽しみいただけます。ドラフトのピルス

ナーウルケルを常設。一人呑みのお客様大歓迎です。

オービカモッツァレラバー六本木 東京

東京都港区六本木6-4-1

六本木ヒルズハリウッドビューティープラザ1階 03-5786-6400 https://obica.jp/ 店内86席 +テラス36席

“OBICÀ MOZZARELLA BAR” は、イタリア・カンパーニャ地

方から空輸した水牛ミルク100% 使用したフレッシュモッ

ツァレラチーズを気軽に楽しめるモッツァレラバーです。

2004年ローマで誕生して以来それまでにない新しいスタイル

の飲食店として人々の話題を集め、その後NY やLondon へも

出店し、2008 年アジア1号店として六本木ヒルズにオープン

しました。

Zola(ゾーラ) 東京 東京都中央区日本橋人形町3－6－6青山ビル1階 03-3669-5323 https://riple3.com/zola/ 28

人形町にあるゴルゴンゾーラチーズとイタリアワインのアッ

トホームな雰囲気が楽しめるイタリア料理店です。

浅草ワイン屋vinoabe 東京 台東区浅草4-10-5　菊地マンション１階 050-3579-3910 https://vinoabe.wine 10

ベテランのオーナーソムリエが提供するイタリアワインを主

にグラスワインやボトルワインが切りたて生ハム、サラミ、

ワインに合うおつまみ等が楽しめるワインバー＆ワイン

ショップ

オステリア　パパトリア 東京 江東区富岡1-8-9 真珠堂アネックスビル 03-5245-3588 http://www.pappatoria.biz/ 46

季節の新鮮な食材を使用しワインに合うお料理を提供してい

ます。

ワインも100種類以上取り揃えてますので、その時の気分でス

タッフと相談しながら選んでいただけます。

ご来店いただいたお客様には季節をお料理を通して季節を感

じていただきたいと思います。

アンジェロコート東京 東京 豊島区目白2-39-1　TRAD　MEJIRO４F 03-5957-5516 http://angelo-court-tokyo.com 36

日本国内でも数少ないシチリア料理専門店。シチリア島内

NO1のワイナリー「PLANETA]が経営するミシュラン4星ホテ

ルの『アンジェロ・プミリア』シェフがプロデュースする本

格リストランテ

ヴィネリアカフェピンコパリーノ 東京 台東区浅草7-1-6 03-5849-4744 http://www.vineriapincopallino-tokyo.com/　https://diamanti.co.jp/ https://youtube.com/channel/UCv6uUZ7LA7vJVdma0xKc-dw10

イタリアワイン専門バーです。屋上でBBQをしたり楽しい事

を沢山企画するのが好きです！イタリア在住・通訳の経験を

生かし輸入も始めました！職人が手作りするイタリア伝統の

美味しいものを紹介しています。youtubeでイタリアのワイナ

リーやお菓子職人や農家を訪ねています。

テアトロアッカ 東京 渋谷区円山町25-7-1F 03-6413-1092 https://s.tabelog.com/tokyo/A1303/A130301/13266141/ 20 神泉イタリアン

リストランテ　アクアパッツァ 東京 港区南青山2-27-18　パサージュ青山2F 03-6434-7506 https://acqua-pazza.jp/ 60

東京で暮らす人、日本のみなさんに愛される日本の素材で作

るイタリア料理店「ACQUA PAZZA」を目指していこうと思

います。

クワトロチェント 東京 東京都新宿区神楽坂4-3 近江屋ビル2階 03-5228-5058 https://s.tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13200965/ 20

神楽坂通りと本多横丁の角にある明るいイタリアン。

シェフの得意はアルトアディジェからシチリアまで幅広く、

たくさんのご当地パスタや面白いアンティパストを日々仕込

んでいます。

ヴィノダ 東京 港区西麻布1丁目2-14デュオスカーラ西麻布タワーWEST B102 03-5936-1439 13 イタリアワインを楽しむ大人の空間です

オービカ・モッツァレラ・バー高輪店 東京 港区高輪4-10-18 ウイング高輪WEST-II 1F 03-5793-3805 http://www.aobica.jp 126

オービカ・モッツァレラ・バーはイタリア・カンパーニアか

ら空輸した水牛ミルク100％使用のモッツァレラチーズを気軽

に楽しめるイタリアン・レストランです。

スクニッツォ 東京 千代田区富士見2-3-1　信幸ビルB1 03-3263-7567 http://www.e-scugnizzo.com/ 46 飯田橋で23年目のイタリアンレストランです。

エノパニーノ イケブクロ 東京 豊島区西池袋3-29-9　福利ビル１階 03-5927-9929 https://enopanino.com/ 1

エノパニーノとは、エノテカ（ワイン専門店）とパニーノ

（パニーニの単数形）を合わせた造語です。

イタリアから自社輸入したワインをはじめ、選りすぐりの生

ハム・チーズやオリーブオイル、調味料、パスタ、お菓子な

どのイタリア食材を揃えています。



Wine Bar Fukusuke 東京 板橋区板橋1-46-10 090-2419-3456 www.instagram.com›winebar_fukusuke 9

JR埼京線板橋駅徒歩4分、ワインバーを今年オープン致しまし

た。赤白グラス売りで各30種類前後用意しております(コラ

ヴァン使用)。イタリア好きまた旅行好きな店主です。カウン

ター席メインです。

シャルル 東京 八王子市南大沢2-2 パオレビル4F 0426-70-9271 https://www.hotpepper.jp/strJ001110521/amp/ 32

6年間イタリアで研鑽を積んだシェフの作るこだわりの料理と

厳選したイタリアワインがゆったりした空間でお楽しみくだ

さい。

on the CANAL 東京 東京都江東区豊洲６－２－１０キャナルプレイス1F 03-5547-4631 http://saneido.biz/canal/ 46

運河沿いのカフェレストランです。

モーニング、ランチ、夜はディナーも

お楽しみ頂けます。お客様の年齢層は

ニューファミリーからシニア世代と幅広く、ワインは国を問

わずリーズナブルでコスパの高い銘柄を揃えています。

アンディアーモ・アッラ・ウシータ 東京 高円寺北3-22-5雨宮ビル2階 090-5100-4482 https://twitter.com/uscita315 1

高円寺駅徒歩90秒、浅草開化楼特製麺『カラヒグ麺』で作る

パスタが大人気のお店です。

アルベロネロ 東京 港区白金台5-15-1 フォルマ白金　B1 03-6435-2822 https://www.alberonero.jp/ 20

"イタリアのレストランで食事をすると、 何故こんなに楽しい

んだろう。 この楽しさを東京に持って帰りたい……。 そんな

想いをカタチにした、サービス・お料理共にイタリア“らし

さ”を大切にしたレストランです。

トラットリアムツミ 東京 東京都千代田区麹町3-2-3エヌワンビル1F 070-8931-3924 https://s.tabelog.com/tokyo/A1308/A130803/13268197/ 40

北イタリアと北海道の魅力を存分に楽しめる麹町のトラット

リアです。

brutto 東京 渋谷区元代々木町4-4 田村ハウス1F 03-4362-8377 https://www.instagram.com/brutto.yoyogihachiman/ 26 オープンキッチンのイタリアン

WINE HOUSE 南青山 東京 東京都港区南青山3-15-13 B1 03-6804-6166 http://www.winehouse-aym.com/company/ 50 ショップとレストランバーを併設

プリミバチ 東京

東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目-21-1

 井の頭パークサイドビル二階 042-272-8202 https://primibaci.com 98

井の頭公園の豊かな自然を感じながら、やわらかな自然光の

中、気軽に本格的なイタリアンが楽しめます。

カッチャトーレ 東京 東京都板橋区常盤台3-23-7 03-3960-0800 http://www.cacciatore.jp/ 25

50年以上の伝統の料理や新しい創作料理などを気軽に楽しん

で頂けるレストラン。

また、200種類以上のカクテル、ワイン、ウイスキーを飲んで

いただけるBARもあります。

一度の来店で二軒分を楽しんでもらえます。

ヴィネリアヒラノ 東京 渋谷区千駄ヶ谷2-5-5 03-5772-6230 https://fb.vineriahirano.com 20

イタリア専門ワインバー　フルコースは1日1組限定　グラス

ワインは常時60種類以上

オービカ・モッツァレラ・バー西新宿店 東京 新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル1F 03-6304-5676 www.obica.jp 100

"OBICA MOZZARELLA BAR"は、イタリアのローマで2004年

にオープンしたモッツァレラバーです。イタリアから空輸し

た水牛ミルクを使用したフレッシュなモッツァレラチーズと

イタリアワインをお気軽にお楽しみください。

ラディカーレ 東京 品川区西五反田1-20-2 03-6874-0946 https://radicare.jp 24

大崎五反田の路地裏に構える一軒家レストラン。イタリア全

土の厳選ワインと、郷土料理をアレンジしたイタリア料理の

ペアリングを、大切な方とゆっくりお楽しみ下さい。

il vinvino 東京 世田谷区奥沢2-10-6-1階 03-6421-2302 https://ilvinvino.tokyo 17 鎌倉野菜を使用したイタリアレストラン

神田明神下みやび本店 東京 千代田区外神田2-8-9 03-3251-0155 www.miyabi.org 52

かつては江戸城の料理を司る人々の町であった神田明神下界

隈。

ひっそりと佇む料理屋のみやびは、天ぷらを中心とした和食

をご用意しおもてなしさせて頂いております。

オーピーズバー 東京 品川区東大井5-4-8 03-6433-0161 ops-bar.com 16

素敵なお店ひしめく大井町の路地にできた、小さくてとびき

り美味しいビールのお店。料理屋ワインも妥協はしません！

レガーレ 栃木 小山市城東1-13-1 050-8883-8586 16

イタリアワインを中心にお酒を取り揃えております。お酒に

合う小皿料理を用意してますのでグラス片手につまんでいた

だきゆったりとした時間をお過ごしください。

横浜　反町　ダ・ホーリー 神奈川 横浜市神奈川区反町3-19-6 浅井ビル1階 045-595-9688 https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140205/14074222/ 16

ローマのカルボナーラ食べてみませんか？

【イタリア ローマNo.１のカルボナーラを食べられる！】と

評判の高いロショーリで日本人で初めて正社員として働き、1

日100食以上作り続けたシェフ岩堀の渾身のパスタを是非一度

ご賞味ください！横浜、反町でお待ちしております

炭火イタリアンGRUGRU 神奈川 横浜市旭区鶴ヶ峰1－12－３大岡ビル１F 045-489-9155 https://sumibiyakiitarian-grugru.owst.jp 25

スタッフ自ら産地や生産者を訪ね、生産者の思いを理解して

仕入れた極上の食材をイタリアンをベースに炭火にて調理し

てご用意しております。お飲み物は、ワインを中心に，造り

手や生産者のこだわり&思いを感じる事ができるものをご用意

しております。肩肘張らずに気軽にご来店いただき皆様でワ

イワイガヤガヤとお楽しみくださいませ！

HAKONE NICA 神奈川 足柄上郡箱根町 046-085-0880 https://hakone-nica.com/ 20

自然豊かな箱根外輪山明星ケ岳中腹に位置し、全室に備えた

源泉かけ流し半露天風呂から望む素晴らしい早雲山や富士山

は絶景の一言。四季折々の美しい箱根を満喫できます。お料

理は地元の相州牛、箱根西麓野菜、相模湾等で獲れた魚介類

を欧州各国料理に和のエッセンスを取り入れたフュージョン

料理。強羅の夜景と共にお愉しみください。

grano 神奈川 藤沢市鵠沼花沢町2-4 カナル藤沢1F 046-665-0122 https://www.granoshonan.com/grano-pizzanapoletana/ 25 ナポリピッツァとクラフトビールのヨーロピアンバル

トラットリア・レガーミ 神奈川 海老名市国分南1-6-27 046-408-1870 http://trattoria-legami.com 16

イタリア、日本国内より種にゃ素材にこだわった美味しい食

材を伝統的な調理方法でシンプルに丁寧に手作りしていま

す。緑に囲まれた小さなtrattoriaで少しでもイタリアを感じて

いただけたら光栄です。

けせらせら 神奈川 平塚市錦町21-11服部ビル 046-324-4480 https://tabelog.com/kanagawa/A1404/A140407/14014552/ 10

平塚駅西口より徒歩7分。イタリア料理とワインのお店。伝統

的なロジックをベースに現代趣向や閃き、発想を取り入れた

当店ならではの料理をお楽しみ下さい。

ワイン食堂cor. 神奈川 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-6-10 042-707-9245 https://cor-vin.owst.jp/ 18

ナチュラルワインからクラシックワインまで幅広い産地を取

り揃え、ワインと季節の食材を合わせながらご提供しており

ます。

サーレ 神奈川 神奈川県鎌倉市坂ノ下 ヴィアステラ長谷101 06-6311-0003 11

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。

イタリア料理モナリザン 神奈川 川崎市川崎区東田町4-10 044-222-7445 www.monarizan.co.jp 120

創業昭和39年、川崎で最も歴史あるイタリア料理店です。変

わらぬ味とサービスを求めて、世代を超えてご愛顧いただい

ております。

トラットリア・ギヘイ 神奈川 川崎市中原区新城3-31-1-1F 044-755-2647 18

ラ・フィーリア・デル・プレジデンテ 神奈川 横浜市中区常磐町5-59 045-228-8846 https://www.la-figlia-del-presidente.jp 34

ナポリの名店「ラ・フィーリア・デル・プレジデンテ」日本

第一号店です。2019年ナポリのピッツァコンテスト「プルチ

ネッラ・トロフェオ」で優勝を勝ち取った本格ピッツァや前

菜・ワインをお楽しみください。

イル・バール・デル・プレジデンテ 神奈川 横浜市中区太田町5-67 050-5494-8402 tabelog.com/kanagawa/A140104/140799861/ 34

当店は嘆声を込めて作った創作料理が自慢のお店です。こだ

わりの食材やワインは世界各地から自社輸入しているため、

赤くもリーズナブル。お気に入りのワイン片手に気の合う仲

間と楽しいひと時をお過ごしください。

キールズバーハウス青葉台 神奈川 横浜市青葉区青葉台2-11-28 050-5571-7030 kiils-bar-house.com 46

青葉台の住宅地にひっそり佇む一軒家ビストロ。とびきり美

味しいビールとワイン。女性シェフによる本場の南仏プロ

ヴァンス料理をご提供します。

箱根エレカーサ　ホテル＆スパ 神奈川 足柄下郡箱根町宮城野1362-16 0460-86-1201 https://www.hakone-elecasa.co.jp/ 36

富士山や箱根内輪山を見渡す絶景のダイニングで地場野菜や

相模湾の海の幸を中心に斬新かつ本格的なイタリア料理をお

愉しみください。

イタリア料理 エ・ヴィータ 群馬 高崎市檜物町104 近藤ハイツ1F-B 027-322-3345 30

季節に合わせた本格イタリア料理とワインの楽しめるアット

ホームなお店です。

ピッツェリア・ラ・ガッタ 群馬 伊勢崎市今井町344-2 0270-26-6840 26

上州地粉という地場の小麦粉を使ったピザを提供していま

す。

ラ・ファミーリア 群馬 高崎市八島町58-1 ウエストワンビル2階 0273-81-6600 https:// famiglia-takasaki.com 30

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

オステリア・アズーリ・カーサ 埼玉 さいたま市浦和区東仲町11-21 048-877-2772 http://north.co.jp/azzuricasa/ 26

厳選素材の本格イタリア料理をアットホームな一軒家で堪

能。

テンポフェリーチェ 埼玉 川口市並木４ー４ー１ 048-345-6078 無し 16

料理一筋35年のベテランオーナーシェフが作るイタリアン。

本格的な味わいを、リーズナブルな価格で提供しておりま

す。

セコンドポストディフェリーチェ 埼玉 さいたま市見沼区東大宮4-27-10 048-780-2151 https://foodplace.jp/posto-di-felice/ 11

郷土料理を中心としたお店。

自然派ワインを中心に揃えています。



隠れ家的個室ピッツァ食堂　ヴァンエール 埼玉 埼玉県さいたま市浦和区仲町1-2-14 関ビル3階 048-822-6666 https://vanale.gorp.jp/ 42

浦和駅近く、洞窟に迷い込んだような雰囲気抜群の店内。全

室個室で落ち着いた雰囲気の中で本格ナポリピッツァやソム

リエ厳選ワイン、多彩なクラフトビールが楽しめます！

ヴィア　デル　サーレ 埼玉 埼玉県東松山市美原町2-9-26 0493-81-3113 http://www.viadelsale-web.com 33

埼玉の片田舎にある一軒家レストラン。本格的なイタリア料

理と共に非日常のひと時を提供します。

LA CUCINA LIBERA 新潟 新潟市中央区米山2-2-5 025-369-4876 https://www.hotpepper.jp/strJ001185734/amp/ 24 新潟の食材でトスカーナの郷土料理を表現

トラットリア・アルチゴーラ 新潟 柏崎市茨目3-1-48 0257-24-4402 24

トラディショナルなイタリア料理。ミシュランガイド新潟版

2000ミシュランアワード取得。

ノンナジーニャ 長野 東御市加沢682-2 0268-62-6780 https://nonna-ginia-igarashi.jimdo.com 24

有機野菜やジビエ、地元東御市産和牛「峯村牛」や「信州黄

金シャモ」といった地元の肉類や全国各地の漁港から直送さ

れる鮮魚を使い、イタリアの家庭料理をベースに季節あふれ

る料理を提供しています。

オステリア デイ チュック 長野 長野県伊那市荒井3499-1 026-574-9229 http://www.instagram.com/osteriadeicioch 12

イタリアワインとそれに合う旬のおつまみをご提供する 呑み

助のためのオステリア。

クオーレ 富山 富山市西町8-2 076-493-2418 http://cuore-toyama.seesaa.net/ 18

フィロソフィー［philosophy］街の小さなイタリア料理のお

店「ＣＵＯＲＥ（クオーレ）」は、イタリア語で『心』とい

う意味です。お客様の『心』にとまれば…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。

ローズエロメオ 富山 富山県射水市安吉66-3 076-652-0979 https://hitosara.com/0003006690/ 26

自家製ベーコン、鶏がらスープ、アンチョビ、パルミジャー

ノチーズなどの自然の素材が味のベースです。また、自家製

のパンやピッツァの生地には北海道産の小麦とミネラル

ウォーター・自家製天然酵母を使っています。ワインはイタ

リアを中心にいろいろと取り揃えています。アットホームな

雰囲気で楽しい時間をどうぞ。結婚式・二次会・法事・パー

ティーなどもお気軽にご相談下さい。

イタリア料理モンテ 富山 富山市新庄本町3-4-41 076-482-4282 12 素材の持ち味を生かした手作り料理にこだわっています。

アッラ・コンタディーナ 石川 石川県加賀市別所町3-29 0761-77-5214 https://www.alla-contadina.com/ 30

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。

トラットリアラカーラ 福井 福井市高木中央２－４０３シラサキ第２　１０２ 0776-60-2600 http://lacala-fukui.com/ 27 魚介と手打ちパスタがおすすめイタリア料理店

トラットリア　チャオ 福井 福井県福井市中央1-22-8 0776-23-0617 http://www.fukui-ciao.com/ 40

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。

スプンティーノ 福井 福井市順化2-20-17 セレクトシティ片町 0776-25-7211 16

片町のお洒落イタリアン‼こじんまりとした素敵な雰囲気の

お店。

地中海食堂トンド 福井 福井県福井市二の宮3丁目27-1 二の宮スカイコープ1-101 0776-23-9005 無し 21

木とレンガを基調とした温もりを感じる店内。ステンドグラ

スなどのアンティークの品々。イタリアンを中心とした地中

海料理を提供。

マスティカヴィーノ 静岡 三島市大宮町1-11-28 055-900-8459 facebook Masticavino 18

富士山からの伏流水が流れる川のほとりにあるイタリアワイ

ン専門のお店です。

グラス片手にゆっくりとした時間をお過ごしください

くいしんぼ五味 静岡 御殿場市萩原992-577 0550-80-5353 https://www.facebook.com/kuishimbo53/ 34

地元食材を中心に、旬の素材を美味しくそしてお箸で召し上

がっていただける気軽な洋食店です。

オステリア ティアロカ 静岡 静岡市葵区鷹匠二丁目13-11-103 054-266-5495 https://www.osteria-tialoca.com/ 14 イタリア中部辺りの郷土料理を主に。

ベネチア食堂 静岡 藤枝市駅前1-6-25大石ビル1階 054-643-0840 Instagram@venezia_shokudou 14

静岡県藤枝市にある飲食店。静岡県と藤枝市近郊で採れた食

材を使ったイタリア料理と、イタリアワインを提供していま

す。

ミャゴラーレ 静岡 伊東市吉田353-1ヨシダファーストビル1-D 055-752-6356 https://www.instagram.com/miagolare.uran.0707 24

静岡の観光地、伊豆高原にほどなく近い国道135号沿いにある

カジュアルイタリアンです。イタリア産ワインを数多く取り

揃えております。

イル・ボスケット 静岡 浜松市中区広沢3-27-9 秋葉ビル1F 053-456-3347 12

イタリアで実際体感した料理、雰囲気をできるだけ再現して

お客様に提供することをモットーに営業しております。

ラ　ソムリエール 静岡 静岡市葵区御幸町7-5 054-266-5085 Facebook LA SOMMELIERER インスタグラム 5

店内バーカウンターで軽食とワイン、日本酒を楽しめる店で

す。店頭販売もしております。

ワインや日本酒に合うおつまみと日替わりのバイザーグラス

数十種類からお選びくださいませ。

クラーレ 静岡 静岡県浜松市西区大平台3-28-20 053-523-9007 http://www.wr-salt.com 20

「癒し」を意味するイタリア語が名付けられた「クラー

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。

イルボルゴ 静岡 富士市富士町14-7 渡辺ビル1階 054-565-7075 https://www.facebook.com/ILBORGO.fuji 14

地元食材等使ったイタリア料理店。

メニューお任せのみで

9月には販売とバール併設の

レストラン業態に変更とともに移転。

クチーナ　オルセッティーナ 岐阜 下呂市焼石2978-1 057-674-1800 cucinaorsettina.com 16

岐阜県下呂市、下呂温泉から車で15分の場所で営む小さなイ

タリア料理店です。

出来る限り地元の食材を心がけて使っています。

ウブリアーコ 愛知 名古屋市北区金城3-10-19 052-938-6364 無し 25 和のテイストを加えたお店です。

Da Fabio 愛知 名古屋市中区栄１－５－７　2F 052-203-3606 https://da-fabio.jp/ 34

ローマ出身のFabioがオーナーをつとめるイタリアンBAR。厳

選したイタリアワインとイタリア料理をご用意。ワインは初

心者の方から通の方までお楽しみいただけるようにと約250種

類ほどご用意しております。他にも生ビール・ウイスキー・

イタリアンビールをとりそろえ、お一人様でもグループの

方々でも幅広いお客様にお楽しみいただけるイタリアンBAR

です。

アンティカ・オステリア・バーチョ 愛知 愛知県名古屋市東区筒井3-33-1 052-932-1919 https://restaurant.ikyu.com/113344/?ikgo=2 27

美食を語らう賑やかな声が響くオステリア。「楽しさも美味

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。

伏見バル 愛知 愛知県名古屋市中区栄1-11-27　富善ビル1F 052-222-0234 https://tabelog.com/aichi/A2301/A230102/23050952/ 6

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♪

清鮨 愛知 豊田市月見町２丁目１番1 0565-32-4986 http://www.kiyozushi.com 20 寿司とワインをお楽しみいただけます。

Trattoria Felice 愛知 豊橋市前田町2丁目１０－５　１F 0532-55-4133 https://felice-toyohashi.jimdofree.com/?preview_sid=939100 18

地産食材と北陸魚介を使用したイタリア料理を提供していま

す

自家製の生パスタはもちもちの食感です

カモシヤ 愛知 名古屋市中区錦3-16-8森万ビル1階 052-963-6730 https://www.kamoshiya.jp/ 24

名古屋人のソウルフード味噌おでんと

世界のワインとの絶妙マリアージュが楽しめ

懐かしい雰囲気の漂うお店です。

パンタグルエリコ 愛知 岡崎市向山町5-16 0564-64-5549 40

非日常空間と、本場イタリアのレストランで修業したシェフ

が織りなす地場の食材や各国、全国各地より取り寄せるこだ

わり食材を生かした料理をお愉しみ頂ける自然派イタリア料

理店。

タヴェルナ　グイダ 愛知 愛知県名古屋市中村区名駅南1-20-5 052-581-1005 http://www.avanti-nagoya.jp 60

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。

オステリア アル・ブーコ 愛知 愛知県名古屋市中区丸の内3-6-17 Ｋ’sビル1F 052-228-9616 https://tabelog.com/aichi/A2301/A230103/23046488/ 36

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。

PLAN B 三重 鈴鹿市算所3丁目7-34 059-399-7333 https://www.instagram.com/barplanb5130806/ 8

近鉄鈴鹿線平田町駅から徒歩3分、カウンター8席の完全禁煙

ワインバー。店主厳選のワインは常に品揃えが変わるので何

度お店に来ても飽きません。おひとり様でも気軽に入れるお

店です。

トラットリア　ヤマカワ 三重 鈴鹿市算所3-20-5 059-378-0280 yamakawa-suzuka.com 30

イタリア各地の郷土料理を地元野菜や厳選した食材で表現し

ています。

Kozzo 三重 いなべ市大安町石榑東1925-3 0594-37-4637 kozzo-inabe.com 18

KOZZOで過ごす時間が日常の中のちょっと良い時間でありま

すように。

リストランテ　ラ　スピアッジャ 滋賀 長浜市港町４－１７ 074-962-7777 https://k-grazie.co.jp/restaurant/laspiaggia/ 30

琵琶湖畔に佇む「北ビワコホテルグラツィエ」にあるリスト

ランテ。琵琶湖や滋賀の食材を力強く炭火で焼き上げ、オー

プンキッチンから提供するスタイル。宿泊者だけでなく、地

元のお客様からも人気のイタリアンです。

イタリア料理 ヴィーテ 滋賀 近江八幡市出町366 0748-31-4123 https://www.viteitalia.co.jp 20

近江の国に根ざした本格イタリア料理をソアーヴェとのマリ

アージュとともにご提供しています。



オステリア・ブランカ 滋賀 大津市大萱1-16-16 077-547-3618 22 滋賀県大津市瀬田駅前のイタリア料理店

オステリア・チエロ・アルト 滋賀 大津市唐橋町7-41 077-534-5588 osteriacieloalto.com 12

滋賀県、瀬田川沿いのイタリア料理店です。滋賀の食材にこ

だわって料理をつくってます。

窓から見える景色を見ながらごゆっくりお食事お楽しみ下さ

い。

マータント 滋賀 大津市横木1-12-28 077-522-8868 http://maatantojp/maatanto/ 26

酒処ほたる 滋賀 東近江市北花沢町633-3 0749-45-0510 20

バルベッタ 滋賀 近江八幡市中村町20 ダイゴ本社F 0748-32-5636 20

地元の農家さんが育てたお野菜を積極的に活用し、イタリア

で食べたマンマの味を思い出しながら料理を作っています。

前菜は酸味を効かせた品が多いので、SOAVEとよく合いま

す。

KAKIMARU草津駅前店 滋賀 草津市大路1-115-35-2Ｆ 077-567-7278 24

カヴァレッタ 京都 京都市上京区堀出シ町285-1 上野ビル2F 075-451-1555 www.cavalletta.jp 12

イタリアワイン専門のワインバーです。落ち着いた雰囲気で

リーズナブルにイタリアワインを楽しんでいただけます。

烏丸ワイン食堂Babu! 京都 京都市中京区橋弁慶町233ガーデンビル 075-211-2670 https://babu-kyoto.com/ 22

四条烏丸で落ち着いて楽しめるイタリアンワインばー。ワイ

ンソムリエがその日おススメのグラスワインとシェフこだわ

りのお料理をお楽しみ下さい。

小皿前菜税別210円より。グラスワイン税別600円より。

イタリアワイン　Enoteca C.d.G 京都 京都市伏見区平野町67-1 075-644-4628 http://comunegiglio.com/ 8

2012年に開店し10周年を迎える、イタリアワイン専門バーで

す。グラスワイン1杯700円で常時30種以上をご用意しており

ます。

タヴェルナ　イル　ヴィアーレ 京都 京都市中京区西ノ京職司町26-15 075-812-0601 http://www.watanabechef.com/taverna-il-viale/ 15

タヴェルナとは…イタリアでは居酒屋や食堂を指します。エ

スプレッソやワイン１杯、しっかりお食事、様々なスタイル

で使っていただきたいと思っております。イタリアンビール

“モレッティ”の樽生！！(京都での取り扱いは当店のみ！)イタ

リア各地方の土着品種のワイン、グラッパなど多数取り揃え

ております。

ダニエルズルーチェ 京都

京都市下京区東塩小路町７２１－１　

京都タワービル北新館　４F 075－708-7775 https//daniels.jp/ 50

昼から通しでフルオープンのお店です。活気あるお店で駅近

なのでメチャクチャ便利！昼のみにも最適！イタリアンバル

ならではのこだわりが凄いです。

イル　チプレッソ 京都 京都府京都市東山区祇園町南側５６６ 075-533-7071 il-cipresso.jp 14

ソムリエ厳選のワインで極上の時間を。イル・チプレッソで

はソムリエが選び抜いたイタリアの上質なワインを常時100種

類以上ご用意して、皆様のお越しをお待ちしております。ま

た、価格、味わいなど、お客様のお食事のシーンに合わせて

ご提供いたします。

オステリア・スパゲッテリア・メンヤ 京都 京都市中京区聚楽廻南町1-9-104 075-801-0557 15

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。

イル・トバンキ 京都 京都市中京区小川通三条下ル猩々町123 075-555-9271 31

イタリアでバリスタ資格を取得したオーナーが営むイタリア

ンバール。

マイアーレ 京都 京都市中京区鏡屋町51-1 075-741-6446 19 新潟県の食材を使ったイタリアン居酒屋です。

室町二條　みのや 京都 京都市中京区室町二条下ル蛸薬師町270 075-204-8548 25 信州食材の料理店

スモーク＆グリル　ロータス 京都 京都市中京区観音堂町470 道家商事ビル2F 075-212-1256 28

お洒落な空間で自家製の燻製＋豪快なグリルをお楽しみくだ

さい。

割烹　市川 京都 京都市中京区夷町572-1F 075-223-3232 16

御所南に位置する割烹料理屋です。カウンターメインでアラ

カルトをご用意しています。

二条　厨 京都 京都市中京区鏡屋町459-2 075-213-5269 16 京町家を改装した隠れ家的なレストラン。

炭火 X ワイン　チャコール 京都 京都市中京区炭之座町4-16-1 075-23-0393 45

ちょっとゆっくりくつろぎたいときはチャコールのカウン

ターがオススメ。豊富なワインとオリジナルのスパークリン

グカクテルで2軒目扱いにもご利用ください。

クチーナ・イタリアーナ　東洞 京都 京都市中京区三本木5-496-3 075-212-5207 14

京都御所、町屋のイタリアン。「閑静な京都御所南の一軒家

で楽しむ大人のトラットリア」

Lino 京都 京都市中京区上妙覚寺町230-2 秋山法衣ビル1F 075-746-6469 14

烏丸御池駅から徒歩5分。落ち着いた空間で楽しむ、大人の隠

れ家イタリアン。

オッティモ 京都 京都市中京区金吹町480 モントワ烏丸御池1F 075-211-2036 20

新鮮な魚介をふんだんに称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方法で提供

する本日のお魚料理はオススメです。

hikari-yurari 京都 京都市中京区橘町611-1 地下1階北側 075-251-1865 8

イタリアワインと豊富な自家製い食材を使った料理を楽しん

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い

店舗の為、ご予約の上ご来店いただきますようお願いいたし

ます。

アリアーレ 京都 京都市中京区壬生相合町67-1 075-803-6070 16

隠れ家イタリアンで多彩な逸品と厳選ワインをご堪能くださ

い。

イタメシヤ　カルネオ 京都 京都市中京区油屋町94 075-746-6262 30

トスカーナ料理をメインに肉にもこだわりを持ってイタリア

ンをしています。

バル・プレイグラウンド 京都 京都市上京区南兼康町339 075-366-8378 https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26023390 14

イタリアやスペイン系などの美味しいごはんと美味しいお酒

を楽しんで頂けるバルです！

café kozora 小宇宙 京都 京都市上京区堀出シ町329 075-441-7002 http://ameblo.jp/cafekozora/ 14

おなかも心も満たされるあなただけの小宇宙。いろんな過ご

し方で気マンにお寛ぎいただけるカフェコゾです。

bar穂波 京都 京都市中京区上大阪町521 エンパイアビル7F 075-241-5755 https://kyoto-honami.com/ 18 鴨川が見渡せる最高のロケーションのバー。

Wine　蔵　しおり 京都 京都市下京区西堺町158 075-365-1377 http://www.shioriya.com 80

京都の情緒あふれる街並みを眺めることができる個室完備の

イタリアン。多彩な逸品をお楽しみいただけます。

リストランテ野呂 京都 京都市中京区西ノ京職司町67-14 075-823-8100 https://ristorante-noro.com/ 32

ふだんの日にも、特別な日にも。100人の方に100様の料理で

もてなす。割烹のようなレストラン。

イタリア食堂910 京都 京都市中京区南車屋町282 MORITA BLDG. 4F 050-3696-0910 8

人と出会いを大切にし、思いのこもった季節の食材で織りな

す料理の数々。隠れ家イタリアン。

ノヴェッキオ西院 京都 京都市右京区西院西三蔵町9-1 connect西院3F 075-315-1212 18

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、ゆったりと食事を楽しめる落ち着いた空間

です。

ダニエルズ・アルバ 京都 京都市中京区亀甲屋町595 ホテルギンモンド１F 075-212-2385 50

ALBA（アルバ）はイタリア語で「夜明け、暁、黎明」という

意味。系列店で唯一ホテルの中にあり、モーニングから始ま

る。

スケルツォ 京都 京都市上京区相国寺門前町643-1 075-285-4380 23

京都・今出川にある生パスタの専門店。19種類のもちもち食

感の生パスタと感動品質の生ビールが自慢のお店です。

ピッコロ・バンビーノ 京都 京都市伏見区両替町3-323 川口ビル107 075-574-7427 ヒトサラ 32

宇治で12年伏見の地で2017年4月19日よりリニューアルオー

プン。手軽なアラカルトやリーズナブルなランチ。女子会や

デートなどい合わせたメニュー多数あり。

オステリア・エ・バール・ポレンタ 京都

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 075-352-3227 https://polenta.jp/ 24

取り扱いワインはイタリアのみで営業しております。お値打

ちワインから古酒ワインまで幅広いワインを気軽に楽しんで

いただけます。

バブルガム 京都 京都府京都市下京区柏屋町12 075-585-5658 https://hitosara.com/0020001019/?cid=gm_yoyaku 12

ファンタジスタ歌麿呂氏の暖簾が目を引く【Bubblegum.】。

シビエや子羊など珍しい食材を使用するなど、個性的な料理

が取り揃えられています。

オステリア・コチネッラ 京都 京都市下京区新開町397-2 075-365-4300 http://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。

チェネッタ・バルバ 京都 京都府京都市下京区高辻通東入ル匂天神町642 075-708-3606 https://www.cenettabarba.com/home 16

昼夜で２つの顔をもつレストラン。ランチではリストランテ

としてのコース料理。特に季節感を大切にし繊細で柔らかい

お料理を。ディナーでは肉料理を中心に骨太なローマの下町

料理をアラカルトで。

酒とつまみ　チヨマツ 京都 京都市下京区石井筒町518 075-741-7000 40

楽酒菜　はづき 京都 京都市下京区清水町282 075-768-7893 16

リストランテ・ストラーダ 京都 京都市中京区尾池柳馬場北東角 075-241-0800 40

京都のメインストリート御池通りの柳馬場にある「リストラ

ンテ ストラーダ」2018年よりオーナーシェフに大塚智也が就

任いたしましたオーセンティック（正統派）で品のあるイタ

リア料理を得意としていますシェフ独自の配合による自家製

麺をはじめとしたこだわりのつまったイタリア料理をぜひご

堪能ください

夜パフェ専門店 NORD 京都 京都市下京区市ノ町239-1 招徳ビル3F 075-744-1271 24

ソルト 京都 京都市下京区清水町297-1 すえひろビル３F奥 080-5665-5173 9

SAKE BONP 京都 京都市下京区郭巨山町21 090-5244-6957 8

キッチン・ビッション 京都 京都市東山区弓矢町13 白扇マンション103 090-5134-4770 5

ワインバーりゅうちゃん 京都 京都市下京区柏屋町12 Guys57‐2F 075-708-6186 14 本格的なイタリアンも楽しめる小さなワインバーです。



マ穂 京都 京都市下京区五坊大宮町71-2 080-6112-2907 15

お酒とアテと女将。四条大宮の少し外れ。お仕事帰りや2軒目

3軒目にフラッと寄って頂ける気軽な飲み屋です。皆様の秘密

基地になりますように。

永遠の29 京都 京都市中京区錦大宮町148 080-4650-2992 6

黒毛和牛の新鮮なホルモンをお手頃価格で！駅近カウンター

だけの小さなお店で味わうお肉料理。

バール・デル・ノンノ 京都 京都市下京区釘隠町237-B1 075-365-6123 http://sp.raqmo.com/gardelnonno/ 18

ナポリの街角にひっそりとあるようなーイタリア・マンマの

家庭料理が味わえるゆる～いイタリアンバールです。

イタメシOliva 京都 京都市中京区下樵木町202-4-1 先斗町たばこやビル3F 075-708-8178 13

先斗町15晩路地3階の小さな隠れ家イタメシ屋です。店主の地

元、福井県小浜市から入った食材を使用したメニューもござ

います☺️

ビストロ・セー 京都 京都市白楽天町529 075-351-1311 45

飲みながらまったり過ごせる、お洒落で心地よい店内。ワイ

は60～70種類のボトルを取り揃えております。

エフプラスワン 京都 京都市西京区桂木ノ下町14-1 桂マンション 1F 075-393-8232 https://f1-italian-restaurant.business.site/ 20 ソムリエ兼オーナーシェフが織りなす「桂」のイタリアン。

エスプーロ 京都 京都市右京区西院西寿町32-2-2F 050-5487-1010 https://s-puro.grop.jp/ 24

フレンチとイタリアンの融合！本格的な料理を気軽に楽しめ

るレストランです！

フリーゴ 京都 京都市左京区田中下柳町8-7 075-771-2050 https://www.kyoto-frigo.com 10

ワイワイしたい1軒目にも、ゆったりしたい2軒目にも。クラ

シックワインからナチュラルワインまで、イタリアを中心に

常時400種以上をストック。

酒場檸檬 京都

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 075-252-8070 https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26031115/ 39

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。

北山LAN TERN 京都 京都市北区上賀茂今井河原町10-68 075-791-1551 15

ランタンの明かりのように温かみがあり、みんなで集える、

気軽に集まれる、そんなアットホームなお店作りを目指して

います。

コミーダ・ラティーナ・コスタ 京都 京都市中京区御倉町66-3 NPビル2F 080-4159-5684 40 明るくオシャレにメキシコ料理を！

バー・サイレントサード 京都

京都市中京御幸夏六角下ル伊勢屋町354-1

 伽羅ビル２F西 075-746-6346 13

京都御幸町六角下ルで昼14時から0時までBARを営業していま

す。昼の実も夜の実も大歓迎！！

串たなか 京都 京都市中京区錦小路通烏丸西入占出山町310-10 075-222-0054 18 一方通行で繰り出す珠玉の串揚げコース

ワインカフェ・ペコラ 京都 京都市中京区柳馬場姉小路東入ル柳八幡町80-3-1F 075-746-3056 10

アローロ・ミオ 京都 京都市中京区河原町通竹屋町上る大文字町242-4 075-24-0051 16

ダニエルズ 京都 京都市中京区西魚屋町596 グラマラスフードビル2F 075-212-3268 46

イタリア料理式ricetta 8.7 京都 京都市中京区亀甲屋町609 070-8584-6965 14

祇園あさくら 京都 京都市東山区古西町317 075-561-3828 7

ロジオク 京都 京都市下京区糸屋町215-1 フローディア仏光寺1F奥 075-585-4218 50

トラットリア・ドゥエ・エ・メッツォ 京都 京都市上京区奥宮堅町78-5 075-204-2247 6

ブロシェット 京都 京都市中京区笹屋町438-4 シカタアブニールビルディング 1F 075-708-5527 20

ハヂメ 京都 京都市中京区中之町565-23 ハレの日花遊小路1F 075-231-1774 30

トラットリア・カザレッチョ 京都 京都市西京区松室追上げ町29-5 075-381-5754 20

KAKIMARU七条店 京都 京都市下京区福本町404-10 075-708-6938 30

祇園肉亭　新 京都 京都市東山区清本町366-2 050-5488-1109 38

地区100年以上の町屋をリノベーション。近江牛や新鮮な海の

幸、土釜で焚き上げた厳選麻衣を是非‼

テルヌーラ 京都 京都市中京区新京極通市場上ル中之町565 075-213-0220 https://ternura.owst.jp/ 42

看板と小さな窓が見印の隠れ家的バルです。お洒落なスペイ

ンバルでワイワイン絶品パエリアと美味しいワインはどうで

すか？

ソース・ワタナベ 京都 京都市中京区新河原町通四条上ル柏屋町169-4 075-741-7040 20

イル・チリエージョ 京都 京都府京都市上京区納屋町190 075-255-0760 http://ciliegio-kyoto.jp 14

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。

グラスホッパー 京都 京都府京都市西京区川島北霞町74-1 075-382-3300 https://glashopper.owst.jp/ 30

輸入ビールとワイン、自慢のお肉料理、燻製料理などをカ

ジュアルに楽しんでいただけるお店です。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！

貝と白ワインのバルKAKIMARU綾小路店 京都 京都市下京区塩屋町66 075-744-1858 33

バルケッタ 京都 京都市下京区玉津島町307 075-351-1400 20

炭屋ぴん 京都 京都府京都市中京区新町通御池下ル神明町74-5　Ms OIKE 1F 075-254-7775 https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260203/26026987/ 12

地鶏やカモ、子羊など、その日に仕入れた新鮮な素材を丸ご

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。

セカイヤ 京都 京都府京都市中京区錦小路室町東入ル占出山町301-1 075-257-3447 https://sekaiya-karasuma.owst.jp/ 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。

モトイ 京都 京都府京都市中京区富小路二条下る俵屋町186 075-231-0710 http://www.kyoto-motoi.com 32

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。

kanna. 京都 京都府京都市下京区白楽天町502 福井ビル1F 075-606-5112 https://hitosara.com/0004043253/?cid=gm_hp 15

ワインと日本酒が変えて飲めて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。

イル　フィーロ 京都 京都府京都市中京区上大阪町５１９ 075-221-2788 https://restaurant.ikyu.com/103455/?ikCo=10000003&CosNo=10000003&CosUID=1768448&CosUrl=https%3A%2F%2Frestaurant.ikyu.com%2F103455%2F&yclid=YSS.1000244302.EAIaIQobChMIhcjek9fT-AIV1H0rCh3xtQWyEAAYAiAAEgJ7x_D_BwE16

食材のみ書かれたパスタメニュー、今食べたい一皿を叶えて

くれるお店

ジュメル29 京都 京都市下京区塩屋町81-1 050-5871-1102 34 Bar感覚のお洒落なフランス料理店

オアジ 京都 京都市上京区前之町433 075-205-2598 24

イタリア食堂necco 京都 京都市伏見区塩屋町221-1 075-623-4139 https://s.tabelog.com/kyoto/A2601/A260601/26027366/ 18

自家栽培の野菜を使ったイタリア料理店です。日本の四季の

食材を使ってイタリア料理を表現出来ればと思っておりま

す。

アンティーブ 京都 京都府京都市下京区御幸町高辻下ル桝屋町460 075-361-6868 無し 18

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ンが

特にオススメ。もちろん、パスタやピザ、リゾットなども

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。

京都　さしみ丸 京都 京都府京都市下京区石不動之町682-7 075-746-2784 無し 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。

サンタ・マリア・ノヴェッラ・ティサネリア京都 京都 京都府京都市中京区東洞院通錦小路下ル阪東屋町675 075-254-8692 www.smn-tisaneria-kyoto.jp 26

世界最古の薬局サンタ・マリア・ノヴェッラの自然治癒・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。

バルベーラ 京都 京都府京都市右京区西院矢掛町21　シュール西院1F 075-315-3367 https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260401/26019631/ 13

京都、西院の小さなトラットリア。ソムリエが選ぶワインと

郷土料理をベースにしたシンプルなイタリア料理をご提供致

しております。地元客も多く、アットホームな雰囲気の店内

でゆっくりとお食事をお楽しみください。

オルテンシア 京都 京都府京都市上京区出水町２７４ 075-254-8776 https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260302/26033104/ 20 イタリアの北から南で培った経験を活かした絶品イタリアン

オステリアルーチェ 京都 京都府長岡市開田３－３－１０ロングヒル１F 075-874-7073 https://tabelog.com/kyoto/A2607/A260702/26019374/ 18 イタリア料理とイタリアワイン

ノヴェッキオ 京都 京都市中京区西ノ京南円町101-2F 075-802-6636 http://novecchio.com 40

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。

イカリヤ・プチ 京都 京都市下京区南不動町3 075-276-6012 22 ワインとフランス総菜のお店です

ワインバー・エンメ 京都 京都市東山区祇園町北側347-56 アミティエ祇園１F 075-741-6374 7 京都・祇園のイタリアワインバー

キッチン・ボナサイ 京都 京都市上京区飛鳥井町252 フォルム堀川今出川1F4号室 075-406-0731 27

アルモーニア 京都 福知山市大江町南有路260 0773-21-1963 24

アルモニーアは京都福知山、大江町にあるお店です。お食

事、ワイン、陶芸、音楽や西洋と東洋、新しいものや伝統的

なもの、それらが調和するような、そんなお店です。アルモ

ニーアとはスペイン語でハーモニー（調和）を意味します。

イタリアンバールAQUWAS 京都 京都市下京区二帖半敷町661 ツカキスクエア１F 075-365-3092 33

酒菜米べゑ 京都 京都市中京区坂東野町664-25 西ビル1F 075-286-3889 60

アー エ ビー 兵庫 兵庫県神戸市垂水区天ノ下町1-1-160 ウエステ垂水 1F 078-707-3270 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280110/28045413/ 23

イタリア星付きリストランテでの修行経験を生かし、世界各

国の珍しい食材を駆使し個性豊かな至高の一皿をご提供！料

理の美味しさを引き立てるイタリア各州の『ワイン』も自

慢。お料理との相性を考えたこだわりのワインを豊富にご用

意しております。繊細で上品なイタリア料理とワインをぜひ

ご賞味ください

神戸開花亭 兵庫 神戸市中央区明石町40 大丸神戸店9F 078-321-1838 36

ぜひ味わっていただきたいオーソドックスな西洋料理。本物

の味。そんな旨みを凝縮したデミグラスソースを味わってい

ただければお判りいただけます。



オラ・アチャホ 兵庫 神戸市中央区北長竿通2-9-2-2F 078-322-3900 20

レストラン・バー・オオタニ 兵庫 明石市本町1-1-13 078-911-5181 http://akashi-ohtani.com/ 36

sincere 兵庫 神戸市東灘区御影石町2-13-20 御影サンハイム1階テナント 078-764-1133 https://s.tabelog.com/hyogo/A2801/A280106/28062888/ 18 ワインとパスタをメインとした、イタリア料理店です。

創作うどんダイニングGOKAN 兵庫 兵庫県神戸市中央区加納町4-7-25 サンプロ羽田ビル1F 078-333-9977 https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28032663/ 22

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。

ドンナロイヤ 兵庫 兵庫県神戸市中央区加納町2-5-1 神戸滋慶ビル地下 078-261-9291 https://restaurant.ikyu.com/101475?ikCo=10000003&CosNo=10000003&CosUID=1768448&CosUrl=https%3A%2F%2Frestaurant.ikyu.com%2F101475&yclid=YSS.1000244302.EAIaIQobChMI8uCVjPrU-AIVMtWWCh1SOwBREAAYAiAAEgKEJPD_BwE58

創業1952年神戸に店を開いて以来、飾らない本物のイタリア

伝統の味を受け継いでいるリストランテです。

オステリアガッティーニャ 兵庫 神戸市須磨区大田町3-4-25グレイスハイツ板宿105 090-8144-2872 なし 8 猫好きシェフの小さなイタリアン

サロンドミナト 兵庫

兵庫県神戸市長田区若松町3-1-2

アスタピア新長田駅前通り102 078-642-2233 https://salondeminato.com/ 21

地元の交流を創作イタリアンを通して活性化させ、地元の

方々により元気になっていただければと、新長田駅から歩い

て2分と通いやすい立地にレストランをオープンいたしまし

た。30代以上の大人がシックな雰囲気の店内で、大切なひと

時を美味しい創作料理とワインと共にお楽しんでみません

か。

モトマチ　ティモ 兵庫 神戸市中央区下山手通4-1-17 078-333-0130 https://s.tabelog.com/hyogo/A2801/A280102/28045572/ 26

美味しい兵庫の食材が揃う元町近くのイタリアン。料理は手

作り感溢れ、優しい野菜のテイストと広いウォーキングセ

ラーで自由にワインを選べます。

エノテカ　イデンティタ 大阪 高槻市天神町1-5-23 072-609-0364 https://identita.jp/ 6

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。様々なイタリアワインをお楽しみいただけます。

菜家イタバル　デ、キータ 大阪 大阪市北区天神橋5丁目8-6 06-6351-1775 https://s.tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27125423/ 15

天満にあるカジュアルイタリアンバール。より良いワインと

イタリア料理を身近にリーズナブルにご提供。軽飲みから

しっかり食事まで幅広いシーンで使える。

生ハム＆イタリアンvino 大阪 大阪市天王寺区玉造元町2-20 06-6761-5583 https://vino0103.amebaownd.com/ 30 気軽にワインを楽しめるイタリアンバル

ITALIAN BAR SPELLO 大阪 大阪市中央区難波千日前3-19 06-6631-1005 http://www.spello.jp 37

裏なんばにあるイタリアのワインと料理にこだわったお店で

す。

タヴェルナ　アルベーロ　ヴィラッジョ 大阪 大阪市中央区東心斎橋1-4-1-105 090-6672-8189 https://www.facebook.com/pages/TAVERNA-albero-villaggio/30886691579975912

イタリア郷土料理を落ち着いた空間でより気軽にを大切にし

ています。奈良、宮崎の契約農家から直送の減農薬のお野菜

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！イタリアに直接買い付けた日本未入荷のワイン

やグラッパ、リキュールも多数ございます。郷土料理と土着

ワインとのアッビナメント(マリアージュ)もお楽しみいただ

けます。

ノルド 大阪 吹田市津雲台6-22-3 トレックビル1F 06-6318-7438 http://nord-wine.com/ 3

自然派ワインを中心に世界各国のワインを約450種類取り揃え

ております。

イタリアンバール　バッソ 大阪 大阪府寝屋川市香里新町29-13 香里ロータリービル201号 072-381-6973 https://ja-jp.facebook.com/ItalianBarBasso/ 17

深夜25:00まで本格イタリアンが食べれるお店を目指し、多彩

なフードとワインをご用意☆

Tenerezza 大阪 大阪市福島区鷺洲2-9-15 エイトワンビル1F 06-6450-0678 https://tenerezza-fukushima.com 23 要岩石の釜焼きイタリアンとピッツァ

ウラロジカ 大阪 中央区南新町2-3-13パークビル1F 06-6949-4848 https://uralogic.com/food/ 16

2022年3月22日Renewal Open🎉

谷町四丁目の路地裏の小さなワインバーです🌱

グラスワイン常備10種類以上

フードメニューも30種類以上ございますので腹ペコさんにも

安心なお店です🍴

パーラー１８４ 大阪 大阪府大阪市福島区福島1-6-24　グレーコートファイブ１Ｆ 06-6458-3233 16

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

リストランテ・ヒロ大阪 大阪 大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼブリーゼ3F 06-6343-6966 https://www.r-hiro.com 40

日本、世界各地の旬の食材をイタリア料理の調理法を駆使し

て織り成すジャパニーズイタリアン

ビストロソウルキッチン 大阪 大阪市淀川区十三東小川2 山陽マンション102 06-7708-7475 sool.mrkn 12

イタリアンからスペイ、和食までグラドミュージックを聞き

ながらおいしいワインとおいしいメシ！

LINE BAR 大阪 大阪市淀川区十三東2-9-19 古澤ビル3F 06-4862-5959 13line@gmail.com 30 スポーツや映画が楽しめるビア＆ワインバルのお店。

EQUIS 13 大阪 大阪市淀川区十三本町1-4-12 06-6195-7518 exice13@gmail.com 9 有名中華のシェフが織り成すエキスな絶品中華バル

あわりゅー 大阪 大阪市淀川区十三本町2-3-22 06-6732-9963 ryutoku1914@yahoo.co.jp 21

おいしそうな肉料理や珍しいジビエが揃う”あわりゅー”。肉

の種類を幅広く豊富に取り揃え。

トラットリア イルマーニ 大阪 大阪市阿倍野区西田辺町1丁目1－7福本ビル 06-6608-2488 https://tabelog.com/osaka/A2701/A270203/27053101/ 14

大阪・西田辺のリーズナブルイタリアン！丁寧な接客と美味

しい料理で1軒目からでも2軒目からでも楽しめる落ち着く空

間です。

アプリーテ 大阪 大阪市中央区肥後町2-6-8 サンライズビル1F 06-6266-7757 http://aprite.net/ 60

大阪のビジネス街、本町にあるイタリア料理店です。店内は

ゆったりと広い作りで、外にはガーデンテラスもあります。

貸切パーティは、少人数からでも受け付けております。

ピシピシトモ 大阪 大阪市城東区関目5-16-1フジヤビル2F 03-6931-3810 https://www.pissipissi-tomo.com/ 15

和のかおるイタリアンとして、和の食材・調味料などを使っ

て、お昼はパスタランチ、夜はコース料理・アラカルト・

ちょい飲みまで、様々なお客様をお迎えし、奮闘中

オービカ・モッツァレラ・バー梅田店 大阪 大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT 5F 06-4796-0411 www.obica.jp/umeda/ 63

ヴェントラータ 大阪 大阪市北区天神橋5丁目8-63-6-22 ミナミビル1F 06-6354-2336 14

駿の美味しい素材とシェフ特性の手打ちパスタを堪能できま

す‼

ルーヴァ 大阪 大阪市中央区南船場1-8-6ヨシイチビル5F 070-1271-6219 8

イタリア20州のワインを揃えています。ソムリエがワインを

セレクトいたします。

豆どき、ワインどき 大阪 枚方市御殿山町6-7 072-845-6707 8

グラスワインとそれと合う前菜からメインの料理を気軽に楽

しめるお店。

Cafe Restaurant Guarire 大阪 大阪市生野区勝山北１-2-29 06-6773-9410 作成中 15

お一人でもゆっくりして、ワインや料理を楽しんで頂ける空

間をモットーに色々な料理やお酒を提供してます。

ワインダイニングブション 大阪 大阪市都島区東野田町１－５－３ 06-4801-8155 https://tabelog.com/osaka/A2701/A270107/27116267/ 28

京橋でワイン屋を構えて早１２年。気軽にワインを楽しめる

ワインダイニングです。２０２０年２月に移転再オープンし

ました。

トラットリア ダ プーピ 大阪 大阪市福島区福島3-14-5 06-7713-1070 https://www.facebook.com/315715435441734/ 20

トスカーナの北部の家庭料理を提供しているレストランで

す。ワインも料理に合わせてシンプルなものをグラスで提供

しております。

トラットリア・アルモ 大阪 大阪府和泉市いぶき野5-7 0725-56-2678 https://www.trattoria-almo.com/ 23

和泉市で黒毛和牛のステーキ、パスタ、生ハムを堪能できる

レストラン

創作バル　カルクオーレ 大阪 大阪府大阪市北区本庄東1-18-10 06-6147-5970 https://tabelog.com/osaka/A2701/A270103/27096273/ 16

調理を目の前で堪能できるウッド調のカウンター席。地元に

も愛される当店。おひとり様でも大歓迎です。本格イタリア

ンと創作バルの新スタイルで、お食事とお酒をお楽しみくだ

さい。

ボッチ・デ・ビッラ 大阪 大阪府吹田市豊津町12-26　サクセス江坂103 06-6821-0735 http://bocci-de-birra.com 20

昼は街のパスタ屋さん。夜はおうちイタリアン。アットホー

ムな空間で、ワインと食事を楽しんで頂く気取らないお店で

す。

ラッテリア・ポルチーニ 大阪 大阪府大阪市福島区福島5-11-3 06-6110-5690 https://m.facebook.com/s\ALUMERIAPORCINI/ 20

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。

トラットリア８１０ 大阪 大阪府大阪市西区新町3-15-11 ネオハイツ西長堀1F 06-7173-7359 https://tabelog.com/osaka/A2701/A270105/27105937/ 20

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。

ベルテンポ 大阪 大阪府大阪市都島区都島北通1-4-21　ダィナスタビル103 06-6180-8334 https://tabelog.com/osaka/A2701/A270304/27091726/ 22

店名のベルテンポはイタリア語で「晴天」「良き時間」の意

味をもちます。お客様にお料理で晴れやかな気持ちになって

いただくことをコンセプトに店づくりをしております。

酒とアテの店SAIKAKU 大阪 高槻市城北町2-4-12-103 072-674-6777 http://tabelog.com/osaka/A2706/A270604/27115498/?lid=owner_yoyaku-top-jitempo_pc18

高槻市駅徒歩1分、15時オープンのワインバルです。気軽なア

テから手の込んだ料理まで様々なシーンにどうぞ。

ル・ポン 大阪 大阪府大阪市浪速区湊町1-1-36 06-6211-0222 https://s.tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27073753/ 10

女性一人でも気軽に立ち寄れるお洒落な雰囲気のビストロで

す。これからの季節、外の席で風を感じながら飲める川沿い

のテラスもオススメです。

トラットリアイルカンポダシゲ 大阪 大阪市天王寺区四天王寺1-5-37ハイツグレードワン1F 06-7176-6805 https://www.facebook.com/ilcampodashige1102 21

旬の食材を使ったイタリア郷土料理とナポリピッツァとイタ

リアワインのお店

西洋食堂poussin 大阪 大阪市北区黒崎町7-2 06-6292-5290 https://instagram.com/laverite5290?igshid=YmMyMTA2M2Y= 11 カジュアルな洋食店です　よろしくお願いいたします

料理屋新町壱丁目 大阪 大阪府大阪市西区新町1-20-6 06-6536-2091 http://www.ilpiatto.info/sp/shinmachi/ 24

ピザ窯があり、日常つかいのトラットリア　エ　ピッツェリ

アです。

トラットリア・デッラ・ノンナ 大阪 大阪市中央区高麗橋4-8-6 高麗橋キロトル2F 06-4708-3193 http://www.higobashi-nonna.jp/sp/ 16

イタリア・マルケ州の温かな料理とワインをご一緒に楽しめ

るイタリアン

リルチェンテ 大阪 大阪市中央区道修町1-5-23 ミコノス北濱1F 06-6209-0007 14

北濱駅すぐの北イタリア料理店。Kっ基あるライブ感と、客に

寄り添うサービスが心地よい。

オステリア・レーブ 大阪 大阪市北区中之島4-3-36 玉江橋ビル1F 06-6443-2014 http://osterialeb.jp/ 24

関西を中心としたこだわりの食材で作るイタリア料理店で

す。「美味しい」＋「楽しい」で笑顔になる。あなたにとっ

ての"第三の居場所"になる。お店を通して人生が豊かになる

ような、そんなお店を目指しています。



チンギアル 大阪 大阪市中央区内久宝寺町3-1-14 06-6940-0018

本格イタリアンとイタリアワインを気取らずカジュアルに楽

しんでいただけるお店ですに箕面ビールが味わえる。

cumin 大阪 大阪府大阪市中央区難波1-7-16 現代こいさんビル 06-6211-5593 https://s.tabelog.com/osaka/A2701/A270202/27011880/ 12 カレーとワインのお店です

Giorco 奈良 奈良県橿原市内膳町4-4-3 北ビル一階 0744-47-4722 https://www.hotpepper.jp/strJ001234227/ 20

気軽に美味しいイタリアンをモットーにやってます。最近は

ジャンルレスにも挑戦中

ニュールーシー 奈良 奈良県橿原市内膳町5-1-26 074-422-6360 newlucy1.owst.jp/ 26

今年で創業54年になり、洋風家庭料理を中心に手作りに拘っ

た温かみのある味をお楽しみ下さい。

リストランテ・リンコントロ 奈良 奈良市薬師堂町9 0742-26-8959 20

生産者の顔が見える食材をモットーにシェフ自ら現地に赴

き、信頼できる食材を買い付けるこだわり。さらに関西の猟

師から仕入れるジビエも絶品。

タベルナ・チェルヴィーノ 奈良 奈良市小西町5 アルテ館1F 0742-26-5955 FBページタベルナ・チェルヴィーノ 18

当店は地方料理を中心としたお料理や自家製野菜を使用した

イタリア料理店です。

ナカムラヤ 奈良 奈良市南市町8-1 0742-93-6577 http://www.ayarumakan.jp 24

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。

トラットリア・ラ・クロチェッタ 奈良 奈良市中町313-3 0742-51-5660 https://m.facebook.com/crocetta.manbu/?locale2=ja-jp 34

イタリア語で「交差する」という意味の店名。お客様と生産

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。

ワインペアリング・ネロ 奈良 橿原市葛本町228-2 050-7125-0211 5

橿原市のワインバーWine Paring Neroです。美味しいワイン

をお楽しみください。

カラテッロ 和歌山 和歌山市寄合町50 073-499-4535 https://caratello-wakayama.com/ 14

イタリアの中部にあるトスカーナ地方の料理とワインを提供

しています。

アムニー・ダ・マエカワ 和歌山 和歌山市西ノ店17 073-425-5550 13 和歌山市内の小さなイタリア料理店です。

オルトレイタリアーノ 鳥取 鳥取市末広温泉町753ルネス川戸ビル2F 0857-21-9787 http://www.haiv.jp/ 30

地元の食材やイタリア食材をベースに、その時期、その日、

楽しめるイタリア料理店です

トラットリア ミズオチ 岡山 岡山市北区丸の内2-12-27 086-234-1122 https://fa.me/mizuoci 22

岡山電気軌道「県庁通り駅」より徒歩三分のイタリアン料理

店

ルーチェ・ワイン・アンド・タパス 岡山 岡山県倉敷市南町7-26 086-436-6519 https://tabelog.com/okayama/A3302/A330201/33017738/ 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

イタリア料理グランカッロ 岡山 倉敷市西中新田632-1 きくやビル1階 086-427-1178 grancarro.net 32

自家製の無農薬野菜などの旬の食材を使ったイタリアンレス

トランです。ドルチェも自家製で、豊富な種類をご用意して

います。

収穫月 岡山 倉敷市西岡2774 086-424-6910 18 倉敷の郊外にある古民家フレンチレストラン

ヒュッテ・フィオーレ 岡山 岡山市北区内山下1-3-3 086-289-8075 https://hutte-fiore.gorp.jp/ 18

オーナーが市場で仕入れてきた旬の食材などで、ワインや

ビールの味を皿に引き立たせるメニューに仕上げておりま

す。どこか懐かしいよーろっぱ料理をお楽しみください。

クチーナ・イタリアーナ　ピアチェーレ 広島 三原市港町3丁目 0848-63-2445 www.facebook.com/piacere.mihara 17

カジュアルで落ち着いた雰囲気、三原の隠れ家的イタリアン

レストラン。地元の旬の素材やイタリア産の輸入食材を融合

させたメニューと豊富なイタリアワインを楽しんでいただけ

ます。

ピッツァ・リーヴァ 広島 広島県広島市横川町1-17-20 082-293-4741 http://www.pizzariva.com 44 薪窯で焼く本格ナポリピッツァのお店です。

citan 広島 広島市南区大須賀町11-8 082-576-4477 https://s.tabelog.com/hiroshima/A3401/A340121/34025345/ 12

広島駅から走ったら1分で着くエキニシエリアにあるイタリア

ン。更にイタリアンにこだわったビールやワインを揃えて美

味しい肴を準備しております。上質なワインを提供する事を

心がけてお待ちしております

カルネリア　イルマット 広島 安芸郡府中町本町1-11-1 090-6418-6967 なし 14 肉とワインのイタリアンです。

グルタ 広島 広島市西区古江新町6-4 082-275-6330 https://s.tabelog.com/hiroshima/A3401/A340122/34029043/?svd=20220629&svt=1900&svps=2&default_yoyaku_condition=116

本格イタリアンとイタリアワインを気取らずカジュアルに楽

しんでいただけるお店です

イタリア料理チャオ!チャオ! 広島 広島市安佐北区安佐町鈴張1838 082-562-2021 https://www.facebook.com/CucinaItalianaCiaociao/ 18

半農をしながら健康野菜をふんだんに使いご提供しておりま

す。交通機関が不便な場所ですが周りの緑に癒されて頂ける

と幸いです。イタリアワインを中心にご用意しております。

アリエッタヴェルデ 広島 広島市中区十日市町1丁目3-37原田ビル1F 082-232-8820 https://www.arietta-hiroshima.com/sp/ 30

ナポリピッツァを中心とした素朴なイタリア料理。種類豊富

なクラフトビール、ソムリエ厳選のイタリアワインのお店。

ピッツェリア パルコ デッラ パーチェ 広島 広島市中区土橋町1-5 082-275-5359 https://www.instagram.com/pizzeria_parco_hiroshima 23

ナポリからやってきた石窯で焼く

こだわりの手ごね生地

サクッと…もっちり…

焼きたて熱々のPIZZAをどうぞ！

アリエッタ 広島 広島県広島市中区紙屋町1-4-26 新屋ビル1F 082-247-8456 https://www.arietta-hiroshima.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。

イプシロン 広島 広島県広島市中区十日市町2-9-25 082-231-8007 https://ypsilon-hiroshima.com/ 18

広島の旬の食材やヨーロッパからの輸入食材を提供するイタ

リア料理店です。手作りで美味しく、心身ともに元気になる

料理。寛げる空間を提供していきます。ソアーベと共に！

Calma 広島 広島市中区薬研堀3-6　2階 082-567-5117 https://hitosara.com/0006138327/ 18

広島の繁華街にありながら、女性お一人でもワインと料理を

楽しめるお店です。豊富なグラスワインでお好みに合わせて

お勧めいたします。

イタリア料理ラ・セッテ 広島 広島県広島市中区広瀬北町２－２８ 082-297-1207 http://la-sette.jp/ 50

イタリア料理「ラ・セッテ」は、真心を込めたお料理とリ

ラックスできる空間を通して、我が家のようなおもてなしを

お客様に提供してまいります。

イタリア食堂ベケ 山口 山口市野田2 0839-96-5230 https://www.bechee.com/ 22

山口市の古民家でロベルトの故郷スポレート料理を、妻のタ

エと出しています。本場の家庭料理を山口の食材で、お愉し

みください。

イタリアの台所　レ・ファミリエ 山口 下関市南部町20-15 FILEbld. 2F 083-242-1216 www.le-famiglie.com 20

イタリアの食材と日本の旬の食材を組み合わせた手作りにこ

だわった料理。素材の味を活かした伝統のイタリア料理、前

菜からパスタ、ピッツァ、メイン料理に郷土菓子、のデザー

トまでが楽しめます。

リストランテ・ペイザン 山口 山口県山口市阿知須7395-1 0836-65-3567 http://www.r-paysan.com/ 119

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

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。

イタ飯酒場Salute 香川 高松市磨屋町8-4 植村ビル1階 0878-13-3969 https://salute-salute.gorp.jp/ 26 お一人様でも入りやすいイタリア風の居酒屋です。

Taverna LA LIBERTA' 香川 高松市常磐町2-5-6 山畑ビル1F 087-802-2101 http://www.laliberta.jp 20

グラスでワインを10種ほど、お料理に粟褪せて楽しめます。

オープンキッチンのカウンター席とテーブル席があります。

お一人様、お子様も大歓迎。

ＵＧＡＹＡ 香川 高松市多賀町３丁目１８－３６ 087-873-2213 https://www.instagram.com/uga_ya_takamatsu 4

イタリアワインを主役にしたレストランです。

カウンター４席の小さなお店ですが、四国の食材をメインに

イタリアワインに合う料理を国籍関係なくご提供しておりま

す。

ファリーナ・フレスカ 愛媛 愛媛県今治市中寺254-4 0898-35-2009 22

アラカルトとワインを気軽に楽しんでいただきたいお店で

す。

アノーニモ 愛媛 松山市三番町2-2-1 089-904-5186 25

ルミーノカリーノ 愛媛 新居浜市西喜光地町9-42-1F 089-740-0828 https://www.facebook.com/luminocarino/ 20

Soave Style 3度の全国1位を誇る名誉アンバサダー店‼️

圧倒的な現地生産者との繋がりを持ち、リアルなSoaveの今

をお伝えします。「多様性のイタリア」そのままのSoave。

Soaveと相性抜群のお料理と一緒に楽しんで下さい‼️

シゼント 徳島 徳島県徳島市寺島本町西1丁目31-1 088-661-1253 https://sizento.net/ 10

大阪、京都の有名イタリア料理店で技を磨いたシェフが徳島

の旬の食材を活かし、驚きの味わいのイタリアンに仕上げま

す。

Baffone (バッフォーネ) 高知 高知市帯屋町1－2－10モリタビル1F 088-822-3884 https://baffone.amebaownd.com 20

土佐の小さなヨーロッパ。創業から26年全国でも数少ない20

年以上続く 老舗イタリアンバール。名物のパスタ : ジェノ

ベーゼは日本で一番美味しいとまでの評判をいただいてます 

。他にも高知の食材をふんだんに使ったメニューが豊富。

クワトロ・スタジョーニ 高知 香美市土佐山田町東本町2-2-15 0887-52-1871 25

サルーテ 高知 高知市本町1-1-14-2F 088-873-2703 12

ワインとチーズ　アローム 福岡 福岡市博多区中洲3-4-7バッカス館203 090-7925-2787 https://instagram.com/vins_et_fromages_arome?igshid=YmMyMTA2M2Y=11

グランヴァンからナチュラルワイン迄、トレンドに流されず

“良いワインを良い状態で”ご提供するワインバーでございま

す。



ペコラ 福岡 福岡市中央区草香江1-4-5 092-753-6583 pecora_kusagae　　　(インスタグラム) 16

住宅街にある小さなイタリア料理店です。イタリアの郷土料

理とワインをご家族や友人達と一緒に楽しんで頂きたいで

す。

イタリア食堂SORA 福岡 薬院, 2-17-1ライオンズマンション薬院第2   1階 092-707-0995 https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40046962 16 九州の食材にこだわる隠れ家イタリアン

ヴァンカフェ プロスペロ 福岡 福岡県うきは市吉井町1251-6-2F 0943-73-7303 https://vincafe-prospero.com/ 19

地元の食材とワインのペアリングを楽しんでいただければな

と思い日々営業しております。ワインを通して笑顔が増え、

皆様の人生が豊かになるようなお手伝いができる店舗を目指

しています。

伊食家Rana 福岡 春日市春日原東町3-21-1階 092-574-6326  https://r.goope.jp/isyokuya-rana 14

ゆったりとした店内でワインとお食事を楽しんでいただく、

ちょっと隠れた小さなイタリアンです。ソアーヴェは飲み比

べもご用意しております。

kasa 福岡 福岡市中央区大名1-14-28第一松村ビル一階奥 092-986-4350 https://www.facebook.com/yousuk.kanamaru 12

ソアーヴェの魅力を存分にお伝えします！！　福岡の旬の食

材で作るおつまみとお勧めソアーヴェはkasaの夏の定番で

す！

パスタ パスタ 福岡 福岡市中央区薬院2-14-27 092-714-3060 https://www.facebook.com/pastapasta1998yakuin 14

地中海の雰囲気漂う、花と緑に囲まれたピンク色の建物にア

ンティークの青い扉が目印。生パスタとワインを中心にした

イタリア料理店です。季節の食材を多く取り入れたメニュー

は種類も豊富です。ソムリエ厳選のグラスワインも約10種類

を楽しめます。

イルガシーヨ 福岡 福岡市博多区博多駅東1-19-16 真和ビル1階 092-433-3332 https://r.goope.jp/hakata-gashiyo 20

博多駅近くの薪焼きレストラン

イタリアワイン２００種類以上ございます！

ニコーラ 福岡 福岡市中央区大名1-4-12 ディアコートパルフェ106 092-725-0082 http://www.nicola-fukuoka.com 15 北イタリア料理とワインのお店

白樺 福岡 福岡市白金1-1-12 092-406-2212 https://search.yahoo.co.jp/local?ai=06a8192d-07d2-4482-85f8-6581cfa805fe&aq=-1&ei=UTF-8&fr=yjapp3_ios_hp-ymp&iau=0&p=%E7%99%BD%E6%A8%BA%E3%80%80%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82&ml=vpk%3A1%3Bq%3A%E7%99%BD%E6%A8%BA+%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E5%B8%82%3Bprop%3Alspot_fs%3Bid%3Acom_RHZocEY%3B&nasb=114

イタリアワイン専門店です。普段グラスではご用意出来ない

様なグラスワインを赤、白、泡合わせて10種類程ご用意して

ます。

パスタ・フレスカ英 福岡 福岡市早良区原6-27-52 092-822-5511 https://www.pastafrescahana.net 44

九州の生パスタの店として1978年に創業。イタリア・パスジ

ジャーナ社製のパスタマシーンを使い、デュラムセモリナ粉

と新鮮な卵で作る生パスタを、すべて手作りのソースと共に

お客様に楽しんで頂いております。

ベースキャンプ 福岡 福岡市中央区大名2-2-51-101 092-721-6044 28

創業40年！福岡市中央区にあります薬膳カリー＆ベルギー

ビールのお店 ベースキャンプです。スパイス＆ハーブたっぷ

り 体に優しい薬膳カリーと、常時250種以上が楽しめる味わ

い豊かなベルギービールの素敵なマリアージュをお楽しみ下

さい。

フィーゴ 福岡 福岡市中央区渡辺通2-3-27 待鳥ビル 092-781-1005 26

福岡　薬院駅近く渡辺通に2011年9月開業のイタリア料理店　

豊富なアラカルトメニューと旨さが人気のお店

Ciliegio 福岡 福岡市中央区桜坂3-10-3 平田ビル 090-7293-9158 10

イタリアと博多の食材を使って小さいお伊勢（イタリア料理

店）を経営しています。

Venti 福岡 福岡市中央区赤坂3-7-11 092-406-7321 20

福岡市中央区けやき通りにあるカジュアル・イタリアン。古

民家を改装した落ち着いた内装がシニア層にも喜ばれます。

グリリア・ディ・ガエターノ 福岡 福岡市中央区今泉1-2-8 行ANDON 1B 092-713-5077 33

ザ157 福岡 北九州市若松区小敷ひびきの16-12-101 093-701-4366

ワインルーム 福岡 北九州市小倉北区梶町-2-2 093-541-2622

ビッケ 福岡 北九州市八幡西区黒崎1-5-7-1F 093-621-3333

ル・ジャルダン 福岡 北九州市小倉北区魚町3-3-8-4F 093-533-2006

ジャン・コクトー 福岡 北九州市小倉北区鍛冶町1-7-15 日本ビル2F 090-3609-8794

葡萄房 福岡 福岡県福岡市中央区春吉3－24－4　K’s square1F 092-711-6660 https://budo-bou.jp 20

通りから少し奥まった所に位置する大人の隠れ家の様な佇ま

いのイタリア料理とワインのお店です。

ヴィノリア バッソ 福岡 福岡県福岡市中央区白金２－１３－５ 092-521-5305 http://vinoriabasso.com/ 10

福岡市中央区白金に居を構えて、10年。

ゆる～く営業しています。

トラットリア セスト 福岡 福岡市中央区薬院2-14-18 YAKUIN KZライフビル2B 092-210-7888 https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40058922/ 11

朝倉から仕入れた野菜や長浜市場から仕入れた魚介類など、

九州の旬の食材を主に使用したコース・アラカルトをご提供

致します！

クチーナ・マリーノ 福岡 福岡市中央区舞鶴1-4-31 092-714-0773 20

地産地消の食材にこだわり、ワインと食事を楽しんでもらう

お店です。

ブラッスリーグラップ 福岡 春日市春日原北町5-10-3　エールビル1F 092-592-8470 https://instagram.com/brasserie_grappe?igshid=YmMyMTA2M2Y= 10

フランス惣菜からビストロ料理まで、気軽に楽しめるお店で

す

サーラ・カリーナ 福岡 久留米市天神町2-56 0942-34-3839 salacarina.jp 38

お客様の美味しい笑顔に支えられ、今年で創業50年を迎えま

した。当初から変わらぬ味を守り、厳選・安全・健康をテー

マに欧州食材と地元食材を豊富に使用したイタリア料理を提

供し続けています。

炭火焼ワイン食堂　TORI-BARU 福岡 北九州市小倉北区堺町1-3-6堺町コア104 093-521-4998 45 炭焼きをメインとしたワインバルです。

生牡蠣と魚介炭火焼　_Carbon 福岡 福岡市中央区薬院伊福町11-1 KAZビル101 092-534-7188 https://ja-jp.facebook.com/Carbonfukuoka 18

生牡蠣と魚介炭火焼のお店です。生牡蠣とSoaveは一年を通

して提供しています。Soaveと生牡蠣の相性は抜群です。

ヴィノバル トッコ 佐賀 佐賀市白山2-4-4-2F 095-237-1027 http://hitosara.com/0006077007/ 14

佐賀市内にありますイタリアワインバーです。店内には入っ

て選べるウオークインセラーや天窓もありゆっくり過ごせる

空間です!

BAR DOMA 佐賀 佐賀県西松浦郡有田町岩谷川内1-1-5 090-3071-1125 https://www.instagram.com/bardoma_arita_japan/ 6

佐賀・有田町・岩谷川内の百福ギャラリーの大正時代の家の

土間を改装してできたイタリアンバールです。イタリアの小

さな街の朝から晩までにぎわうバールをイメージして店づく

りしています。イタリアワイン、佐賀の地酒、全国の銘酒な

どソムリエがセレクト。それに合うこだわりのおつまみやド

ルチェを準備しています。

イル・ソリッソ 佐賀 佐賀市中央本町2-22 ツースリービル3F 0952-23-7790 14

世界的に有名なグルメガイドブックにも掲載されているイタ

リア料理店。オープン時からソアーヴェクラッシコSPを提供

している。

ハマヅィ 長崎 長崎市銅座町15-16-2F 095-826-2228 10

長崎の繁華街にある小さなお店です。イタリア料理をベース

に長崎の魚介を中心に季節を感じれる料理を提供していま

す。

エッセンツァ 長崎 諫早市天満町12-5 080-9054-6243 10

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。

ピアチェーボレ 長崎 長崎市銀屋町2-16 095-825-1222 http://www.piacevole.jp 20

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。

サジオ 長崎 長崎市銅座町5-13-2F 095-820-2369 10

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。

このはいろ 熊本 八代市古閑浜町1-3 096-535-5870 https//www.Facebook.com/profile.pho?id100064211342447 16

ランチタイムをメインに営業しています。地産野菜をふんだ

んに使い。手を加え過ぎない調理法で身体にスゥーと入って

行くような飽きのこない味を目指しています。

トゥッティ 熊本 熊本市中央区安政町2-29 セントラルビル3F 096-323-6068 43

熊本県産食材にこだわった、熊本イタリアンです。ワインは

イタリアを中心に幅広く品ぞろえ。全席ソファーの空間でご

ゆっくりと寛げます。

トリアンゴロ 大分 大分市中央町2-6-14第2小松ビル201号 097-576-7988 instagram trangolo_oita 15

大分市の中心部にあるイタリア料理とイタリアワインの店で

す。イタリアの食材を使った郷土料理とそこからヒントを得

て作る日本の食材を使った料理を食べながら、イタリアワイ

ンとのペアリングが楽しめます。

バル　ブルローネ 大分 別府市北浜１丁目2-28 0977-22-3885 @balburlone2013 16

イタリア料理とワインを楽しめる別府にある小さなお店で

す。

Ristorante Quindici 大分 大分県大分市中央町１丁目2－7 大分OPA 4F 097-574-9804 rs-quindici.com 24

大分の地産地消をベースにしたかジュアルなイタリアンで

す。

チャオ・パスタ 宮崎 宮崎市大字島之内6991-1 0985-65-3013 30

厳選した素材の味を大切にした本物のイタリア料理を提供し

ます。

パルピトスイーツ 鹿児島 鹿児島市千日町1-1　センテラス天文館2階 099-210-7026 https://r.gnavi.co.jp/a77ahx3x0000/ 16

本店のcafe palpitoで昨年モンテプルチアーノのバイザグラス

に参加しました。9月まで鹿児島市の繁華街にスイーツカフェ

を営業してるのでそちらでフェアします。

チェルクローチェ 鹿児島 鹿児島市西田2-20-16 099-297-5703 15

ローマ料理中心のイタリアンです。ローマ料理をお楽しみく

ださい。

アウグーリオ 鹿児島 鹿児島市下竜尾町5-13 Kビル101 099-222-5605 15

西洋居酒屋　TOKI 鹿児島 鹿児島市東千石町5-12キューブビル1F 099-225-1688 14 本格料理と美味しいワインが気軽に楽しめます。

リストランテ松本 鹿児島 鹿児島市下荒田4-41-17 099-259-0848 20



イビスコ 沖縄 那覇市久茂地2-10-19 098-988-3111 https://www.facebook.com/ibisco2015okinawa 22

沖縄県にて「イタリア体感」「イタリアを伝えるレストラ

ン」をコンセプトに伝統的な各地郷土料理、手打ちパスタを

提供しております。常時200種類を超えるイタリアワインをス

トックし、お客様のニーズに合ったワインをシーンに合わせ

てご提案します。リゾート地沖縄にて唯一の本格派イタリア

ンレストラン「IBISCO」でお待ち致しております。

アピアチェーレ 沖縄 那覇市牧志1-13-17 098-860-8244 14


