MER
ENJOY SUM

restaurant information

長堀橋通り
心斎橋駅

Hamac De Paradis

MOULiN

大阪市中央区博労町4-4-7
T.06.6258.3341
www.cafe-garb.com

大阪市中央区南船場4-12-21
T.06.6252.3341
www.hamac-de-paradis.jp

[ カフェ ガーブ ]

四ツ橋筋

[LUNCH]11:30〜15:30（l.o）
[DINNER] 18:00〜23:00（l.o）
[CAFE]11:30〜24:00
（l.o.）

ドンキホーテ

道頓堀川

26-C
リバー
プレイス

[ ムーラン ]
大阪市西区南堀江1-5-26
キャナルテラス堀江1F
T.06.6532.9880
www.moulin715.com

[LUNCH]11:30〜15:00（l.o）
[DINNER] 17:30〜22:30（l.o）
[CAFE]11:30〜23:00
（l.o.）

交番

道頓堀川
かに道楽

堺筋

御堂筋

日常離れした空間とシェフのこだわりFOOD

[ アマーク•ド•パラディ ]

阪神高速道路

Family
Mart

松竹座

第１回

26-D

なんば駅

日本橋駅

4

5

CUORERUDINO

BARKT

[ クオーレルディーノ ]

[ バルクト ]

大阪市西区南堀江1-14-26 1F
T.06.4390.1383
www.cuorerudino.com

大阪市中央区宗右衛門町5-15
ホテルビスタグランデ大阪1F
T.06.6484.3500
www.barkt.com

[LUNCH]11:30〜15:00（l.o）
[DINNER] 17:30〜23:00（l.o）
[CAFE]11:30〜23:30
（l.o.）

洗練されたデザイン、

26-D

CAFÉ GARB

ムーラン

minami area

道頓堀川

26-C
リバー
プレイス

3

[LUNCH]11:30〜15:00（l.o）
[HOLIDAY LUNCH]11:30〜16:30（l.o）
[DINNER] 月-木•日/17:00〜22:30（l.o）
金-土•祝前日/17:00〜23:00（l.o）
[CAFE]11:30〜23:30
（l.o.）

Higashi
5
Shinsaibashi

四ツ橋筋

キャナルテラス
堀江 1F

2

オレンジストリート

Cuore Rudino

クオーレルディーノ

阪神高速道路

御堂筋

四ツ橋筋

Cafe Garb

Barkt

Moulin

堀江公園

難波神社

デイリー
ヤマザキ

1

堀江公園

3

カフェガーブ

長堀橋通り
心斎橋駅

minami
2 semba

Horie

本町駅

アマーク•ド•パラディ

1

4

中央通り

阪神高速道路

難波神社

デイリー
ヤマザキ

Hamac de Paradis

本町駅
御堂筋

夏会が楽しめる堀江•南船場•東心斎橋のお店５店舗

VOL.01

四ツ橋筋

SUMMER 2016

中央通り

阪神高速道路

晩夏を満喫！

ビバ [ミナミエリア ]

[MORNING]7:00〜10:00（l.o）
[DINNER] 18:00〜28:00（l.o）
[CAFE] 土•日•祝日/15:00〜18:00
（l.o.）
[BAR] 土•日•祝日/18:00〜28:00
（l.o.）

Facebookグループ

『VIVA 堀江・南船場・東心斎橋すきよ』を検索！
VIVA 誌面に載ってないお得情報も発信します !
堀江・南船場・東心斎橋エリア好きな方、
グループに参加して情報発信OKよん♪

viva editor
のひとりごと

あついなぁ〜
ん？ひんやりする。
。
。
お出かけしていても暑くてすぐ涼みた
くなる。そんな時、お店選びに結構時
間がかかったり ... 大阪って魅力的な
お店がいっぱいあるけど、どの店がい
いか迷いますよね！大阪のオシャレス
ポット堀江、南船場、東心斎橋には魅力
的なお店がいっぱい ! でも、オシャレ
だし入りにくいとか１人で入る勇気が
なかったり．
．
．入ると実は気さくなス
タッフばかりで凄く楽しいお店だった
りするんですよね！ VIVA では、そん
なお店の魅力を紹介していきます !
秋はなにたべよかな。すぐクリスマス
来るしデートもしたいしパーティーも
捨てがたい！
次回 VOL.2・・・11 月 1 日発行

すめ！
夏 に おす

1

白ワインにピッタリな
アンティパストミストや
国産牛を使用した
ローストビーフはわさび
ドレッシングでさっぱり！

南船場

店長 ODA

MINAMI-SEMBA
アンティパストミスト
¥1700 (税抜)

CAFE GARB

カフェ ガーブ

国産牛のローストビーフ
とクレソンの西洋わさび
ドレッシング
¥1100(税抜)

「今日もいつものとこで！」
変わらない安定感だから大切な人たちと楽しめる。
cheers

18年続く南船場のランドマーク！カフェ ガーブはスケール感のある吹き
抜け空間が印象的な4 階建ての大型レストラン。
シーンに合わせて使い分
けれるフロアや旬の食材を活かした料理の数々。
気軽にバル使いもしやす
く、いつ来ても楽しめる18年間変わらない安定したサービス。

e
h
C

!
s
er

our
l
symbo

WHAT'S HOT
リニューアルした2Fの楽園テラス！

迫力のTボーンステーキ！

丸鶏の丸焼き×冷たいビール！

summer issue
スタイリッシュな店内でシェフ自慢の料理が楽しめるミナミエリアのレストラン 5 店舗！
夏のチョイ飲みにぴったりなメニューやテラスで楽しむ BBQ,

terrace

BBq

beerhall

キンキンに冷えたビールとボリュームたっぷりのお料理が楽しめるビアホールプランなどなど、

都会とは思えないリゾート感溢れるテラス

飲み放題付BBQプラン¥4000 (税抜)

食べ飲み放題付ビアホール¥3900 (税抜)

意外と知らないレストラン 5 店舗の魅力をご紹介！

大阪市中央区博労町4-4-7/T.06.6258.3341/www.cafe-garb.com

3
R E S T A U R A N T

2
&

C A F E

南堀江

南船場

MINAMI-HORIE

MINAMI-SEMBA

オープン時に飾られた
手作りの木彫り看板
今もアマークの入り口に

Hamac de Paradis

アマーク•ド•パラディ

バルニバービ1号店。
20年の歴史が作り出す落ち着いた雰囲気と
本格モダンビストロが楽しめる南船場の隠れ家。
ゲートをくぐると目に飛び込む、
ダイナミックかつユニークなライトと吹き
抜けの店内、
奥にはライブ感を楽しむカウンター席。南船場の中でも老舗の
存在感と落ち着きのある人気のお店。
シンプルに美味しい料理と会話の弾む
あたたかな空間へ。
どこか懐かしくホッとする空間気軽にビストロ料理を楽
しめるバルニバービの第 1 号店。

MOULIN

シェフズサラダ
¥1300 (税抜)

夏

め！
におすす

スパークリングワインと
具沢山のシェフズサラダや
鱧とズッキーニのリゾットを
ムーラン自慢のリゾート
テラスでお楽しみください！

ムーラン

道頓堀でリゾート気分？！
都会のストレスから解放してくれる
開放感溢れるリゾートテラスでゆったり過ごしませんか？

アジと水茄子のマリネ
¥900 (税抜)
骨付き乳飲み
仔牛のロティー
¥1800 (税抜)

道頓堀川沿い、開放感抜群 100席のテラスと大きなガラス窓が印象的な店
内は全席がリバービュー。人気のランチタイムから夜景が素敵なディナー
タイムまで１日中シェフのモダンイタリアンが楽しめる！お酒に合うメ
ニューや旬の食材を使ったその日のおすすめなど、飽きないメニューが
揃ったリバーサイドイタリアン。

Chef

店長 GAZZO

すめ！
夏 に おす
さっぱりとしたアジと
水茄子のマリネと
やわらかい仔牛のロティーは
ワインのお供にぴったり！

鱧とズッキーニの
リゾット
¥1300 (税抜)

季節の食材を活かした
本格ビストロをお楽しみください。
シェフ 井上

店長 マーフィー

WHAT'S HOT

WHAT'S HOT
開放感溢れるリゾートテラス

流しそうめんが楽しめるBBQ！

マイク•プロジェクタースクリーン使用無料！

夕涼みに軽く一杯

鮮度を保つワインシステム

人気のスイーツ発祥のお店！

terrace

BBq

VILLA

NOSTALGIC

wine

ANGEL FOOD CAKE

リバーサイドでゆったりソファ席

豪華食材BBQプラン¥3500 (税込)

最大着席80名様までOK!

ノスタルジックな雰囲気を楽しむ

いつも新鮮なグラスワインが楽しめる！

大阪市西区南堀江1-5-26 キャナルテラス堀江 1F/T.06.6532.9880/www.moulin715.com

大阪市中央区南船場4-12-21/T.06.6252.3341/www.hamac-de-paradis.jp

エンゼルフードケーキ

¥500 (税抜)

5

4

東心斎橋

南堀江

HIGASHI
SHINSAIBASHI

MINAMI-HORIE

マリナーラ
¥800 (税抜)

CUORE RUDINO

クオーレルディーノ

奥丹波どり
骨付きもも肉のディアボラ
¥1200 (税抜)

堀江公園の真ん前、
ピッツァ職人がイタリア輸入の薪窯で
焼き上げる本格ナポリピッツァ

BARKT
バルクト

朝4時まで営業！
深夜でも本格フレンチや
歴15年のバーテンダーオリジナルカクテルが楽しめる！

すめ！
夏 に おす
夏の暑い日もにんにくの
効いたマリナーラや
ディアボラとビールで
夏を乗り切ろう！

堀江公園の目の前のアットホームな店内に一歩足を踏み入れると、カラフルなテーブ
ルや大きなお花のシャンデリア。大きな薪窯が佇むカウンター席はピッツァ職人の軽
やかな手さばきが見られるのでオススメ！本場イタリアの食材を使った全 20 種類の
カリッ、もちっと感がたまらないピッツァはテイクアウトも OK ！

各線なんば駅から徒歩3 分の立地に佇む、
華やかな街の中で洗練
された大人の雰囲気漂うレストランBARKT(バルクト)。
ゆったり
できるソファ席や落ち着きのあるカウンター席、
都会の真ん中
にいるとは思えない開放感溢れる店内と シェフ達が時間をかけ
てこだわりを追求した本格フレンチを深夜でも気軽に楽しめる
美食家達のためのレストラン＆バー。

店長 みちる

くるみを纏った仔羊肉のロティ
¥2200 (税抜)

すめ！
夏 に おす
さわやかなジントニックに
よく合うスタミナ系仔羊肉の
ロティとさっぱりすだちの
効いたウニ、ほっき貝の
冷製フェデリー二を食してみて！

ウニ、ほっき貝の冷製フェデリーニ
ジュンサイのジュレ
¥1450 (税抜)

店長 松

WHAT'S HOT
デートにぴったり！

バーテンダーの本格カクテルを堪能

WHAT'S HOT
カーテンで仕切られた半個室、
プライベート空間

堀江公園前のプライベート空間！

焼きたて薪窯ナポリピッツァ

11:00

[TUE]

08.16

START

@CUORERUDINO

TICKET/3000YEN( 軽食付 )

COUPLE SHEET

Bar Counter

private room

party room

napoli pizza

ゆったり２人だけの時間を...

落ち着きのあるバーカウンター

10名様前後のパーティーに最適！

使い方いろいろ10名様から利用できる！

ピッツァイオーロが焼き上げる本格ピッツァ

大阪市中央区宗右衛門町5-15 ホテルビスタグランデ大阪 1F/T.06.6484.3500/www.barkt.com

大阪市西区南堀江1-14-26 中澤唐木ビル1F/T.06.4390.1383/www.cuorerudino.com

この瞬間を
見逃すな！
クオーレルディーノ

稲田 壮

