大阪産（もん）料理店 一覧表 （ロゴマーク使用申請料理店）
※この一覧表は事業者による申請内容をもとに作成しており、大阪府がその内容を保証するものではありません。
※時期や大阪産（もん）の生産状況等によっては、申請時の内容と一部異なることもありますので、詳しくは各連絡先にお問合せください。
平成２９年度許可分

有効期限：R2.3.31

No.

事業者名

大阪産（もん）提供

料理店名

内

容

連絡先

1

有限会社

2

美奈吉

美奈吉

3

株式会社ばいせん工房 珈琲倶楽部

ばいせん工房

4

たこ焼工房Sea＆Sun シーアンドサン

たこ焼工房Sea＆Sun

5

株式会社Ｂ・Ｐ・Ｆ

なご海

6

Flour bee*

Flour bee*

府内産農産物を用いた加工品の製造販売及び料理の提供

072-415-3232

7

旬菜工房遊味

旬菜工房遊味

府内産農産物を用いた加工品の製造・販売及び
府内産農産物を用いた料理の提供

072-477-7225

8

炭火焼肉

炭火焼肉 にくまさ
河内長野店、白鷺店、堺東店

府内産農産物を用いた料理の提供

0721-63-1429

9

DREAM HEART

DREAM HEART

府内産農産物を用いた料理の提供

072-360-1440

10

お野菜料理

お野菜料理

府内産農産物を用いた加工品の製造、販売及び料理の提供

072-961-4910

11

酒菜工房

府内産農産物を用いた料理の提供

0721-53-0385

12

開屋本舗株式会社

月と太陽

府内産農畜産物を用いた加工品の製造、販売及び料理の提供

0721-55-2243

13

大阪ガーデンパレス

大阪ガーデンパレス
「シーズン」

府内産農産物を用いた料理の提供

06-6396-6215

14

旬彩 雲海

旬彩

府内産農水畜産物を用いた加工品の製造、販売及び料理の提
供

06-6623-3751

15

炭火焼鳥

炭火焼鳥

府内産農産物を用いた料理の提供

0721-55-1161

16

阪急阪神ビルマネジメント株式会社

ウメキタフロア飲食店「BBQ33」他

府内産農産物を用いた料理の提供

06－6372－6466

17

株式会社RETOWNHUMAN

新宿高島屋内「大学おいしい！」の催事
イベント

府内産水産物を用いた料理の提供

090-6008-7556

18

株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント
堺

株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺

府内産農産物を用いた料理の提供

072-224-6180

いづみコーポレーション

にくまさ

ふれんちん
和

一徹

ステーキ懐石

酒菜工房

パブロピカソ

珈琲倶楽部

府内産農産物を用いた料理の提供

06-6443-3033

府内産農産物を用いた加工品の製造および料理の提供

072-882-3355

府内産農産物を用いたソフトクリームの提供

072-956-5632

府内産農産物を用いた料理の提供
府内産水産物を用いた料理の提供

ふれんちん
和

1階レストラン

雲海
一徹

06-6902-2367
072-226-7503

19

株式会社エクセラ

浪速魚彩色葉

府内産農水産物を用いた料理の提供

06-6445-6102

20

株式会社イカリフーズ

きんちゃく屋

府内産農水産物を用いた加工品の製造・販売及び料理の提供

072-449-8791

21

株式会社近鉄・都ホテルズ天王寺都ホテ
ル

天王寺都ホテル

府内産農産物を用いた料理の提供

06-6628-3390

22

株式会社成田家

成田家

府内産畜産物を用いた加工品の製造・販売及び料理の提供

072-622-4629

23

株式会社関電アメニックス

中之島プラザ

府内産農産物を用いた料理の提供

06-6449-6904

24

旬屋じょう崎

旬屋じょう崎

府内産農水畜産物を用いた加工品の販売及び料理の提供

06-7501-4165

25

Ｂbcafe

Ｂbcafe

府内産農産物を用いた加工品の製造・販売及び料理の提供

0721-56-6567

26

株式会社鯖や

SABAR 南森町店

府内産農産物を用いた料理の提供

06-6335-2204

27

日韓料理さくら

日韓料理さくら

府内産農産物を用いた料理の提供

072-834-7554

28

株式会社二葉

ホテルアイボリー

府内産農水畜産物を用いた料理の提供

06-6849-8351

29

株式会社ニューコマンダーホテル

レストラン猩々

府内産農産物を用いた加工品の製造・販売及び料理の提供

072-823-7000

30

株式会社ベクトル

せんば自由軒

府内産農畜産物を用いた料理の提供

06-7653-0525

31

株式会社フジオフードシステム

OSAKA市役所食堂

府内産農産物を用いた料理の提供

06-6360-0318

32

株式会社南海グリル

南海グリル

府内産農産物を用いた料理の提供

072-222-0128

33

株式会社佐海たちばな

佐海たちばな等

府内産農畜水産物を用いた料理の提供

072-238-1263

34

俺の株式会社

俺のフレンチ梅田

府内産農畜産物を用いた料理の提供

06-6360-9405

35

株式会社てんてん

豚農家直営肉バル BooBooキッチン
居酒屋てんてん満マル堺市駅前店

府内産畜産物を用いた料理の提供

080-3795-2929

36

株式会社MTテックス

昆北

府内産農産物を用いた料理の提供

06-6624-1152

37

株式会社サム

お食事処ときわ

府内産農産物を用いた料理の提供

0721－24－2317

38

株式会社ロートウェルコート

旬穀旬菜

府内産農畜産物を用いた料理の提供

06－6359－3072

39

株式会社火の鳥

火の鳥花園本店、天下茶屋店、ヒノトリバル

府内産農産物を用いた料理の提供

06－6656－6143

40

西天満いがらし

西天満いがらし

府内産農水産物を用いた料理の提供

06-6949-8510

41

アイ・ケイ・ケイ株式会社大阪支店

キャッスルガーデン大阪

府内産農水産物を用いた料理の提供

06-6946-2224

エトワール、宴会イベント

日本料理

水面

長堀橋店

中店・東店

大阪天保山店

42

浪速割烹

昇

浪速割烹

昇

府内産農産物を用いた料理の提供

06-4256-8473

大阪産（もん）料理店

一覧表 （ロゴマーク使用申請料理店）

※この一覧表は事業者による申請内容をもとに作成しており、大阪府がその内容を保証するものではありません。
※時期や大阪産（もん）の生産状況等によっては、申請時の内容と一部異なることもありますので、詳しくは各連絡先にお問合せください。

有効期限：R3.3.31

平成３０年度許可分

No.

事業者名

大阪産（もん）提供 料理店名

内容

連絡先

ホームページ

原木しいたけを用いた加工食品の製造、
販売及び料理の提供

072-738-1122

http://www.eonet.ne.jp/~kametani

府内産農畜産物を使用した料理の提供

072-333-1338

http://ameblo.jp/fumiko728/

高槻森林観光センター

府内産野菜を使った料理の提供

072-698-0950

http://www.o-forest.org

田尻漁業協同組合

田尻漁協日曜朝市

ゆでだこ、タコ飯、アナゴ天ぷら、
焼きアナゴの提供

072-465-0071

http://www.tajiriport.com

6

株式会社市町村共済サービス
（シティプラザ大阪）

シティプラザ大阪
ホテル内のレストラン・宴会場

農産物全般

06-6947-7888

http://www.cityplaza.or.jp/

7

田尻生活改善グループ加工部

田尻農産

柚子しずく

072-737-0507

－

8

畑中農園

お休処

高槻市産米を使用したどぶろく・甘酒の
製造及び販売

072-647-8258

－

9

レストラン

1

有限会社かめたに

四季料理

2

創作揚げ工房

創作揚げ工房

3

大阪府森林組合

5

さ・ん・ぽ

惣介蔵
コンポステラ

かめたに
さ・ん・ぽ

秀

レストラン

コンポステラ

水なす、パプリカ等を使用した料理の提供

0725-56-9933

http://compostela-1997.com

空

大阪産食材全般

06-4390-3330

http://t-k-kikaku.co.jp/sora

10

有限会社ティケイ企画

大阪産料理

11

株式会社満月

大宮ブランカフェ

農産物全般を用いた料理

072-462-2711

12

夢一喜フーズ株式会社

レストラン夢一喜

ロースハム・無えんせきロースハム・ボンレス
ハム等の用いた料理の提供

072-423-4186

http://www.rikyu-ham.com

13

株式会社泉乃井

仕出しのたぬき

八尾若ごぼう・豆苗・なすびを用いた料理の提
供

072-265-0005

http://www.tanukizushi.com/

14

コートヤード・バイ・マリオット新
Bar19
大阪ステーション

ぶどう・桃・いちじく等を用いたカクテルの提
供

06-6350-5701

https://www.cyosaka.com

15

Caffe PASSATORE

Caffe PASSATORE

キャベツ・レタス・トマト等の農産物を用いた
料理の提供

072-446-4208

16

お好み焼き

お好み焼き森善

キャベツ・ネギ・たまねぎを用いたお好み焼き

072-445-6676

森善

船場店、堀江店

17

茶屋宿伊勢屋

茶屋宿伊勢屋

なにわ黒牛・野菜・米を用いた料理の提供

072-876-0960

https://iseya-osaka.jp/

18

キリンシティ株式会社

キリンシティ梅三小路店、プラスなん
ばＣＩＴＹ店、梅田ＨＥＰナビオ店

水なすを用いた料理の提供

03-5318-6451

http://www.kirincity.co.jp/

19

株式会社ヨネヤ商店

串かつの店ヨネヤ

泉州水ナスの串かつ

06-6372-5641

http://www.yoneya.osaka/

20

小鍋つくし

小鍋つくし

犬鳴豚・クレソン・玉ねぎなどの農産物を用い
た鍋の提供

21

望月商事株式会社

大阪に乾杯

犬鳴豚・能勢牛を用いた料理の提供

06-6213-7713

22

株式会社ダイヤ（cook house）

ナンバウォーク店、ナンバウォーク
イースト店、あべのキューズモール店

農芸鴨・大阪ねぎを用いたパンの提供

06-0751-6635

http://www.cookhouse.jp

23

株式会社東京フード

ぼてぢゅう渋谷宮益坂店

水なす・大阪しろなを用いた料理の提供

03-5721-3995

http://www.botejyu.co.jp/group/

24

株式会社大阪フード

ぼてぢゅう総本店

水なす・大阪しろなを用いた料理の提供

06-6653-1331

http://www.botejyu.co.jp/group/

25

ジーエフサポート株式会社

THE CONCEPT SHOP

水なす・大阪しろなを用いた料理の提供

06-6653-1331

http://www.botejyu.co.jp/group/

26

株式会社播重

はり重

難波葱を用いた料理の提供

06-6211-7150

http://www.harijyu.co.jp/

27

株式会社フォーシックス

てつたろう梅田中崎町店

しらす・若ごぼう・黒鯛・いちじく・筍などを
用いた料理の提供

072-955-3040

http://forsix.jp

28

ホテルモントレ

中国料理「彩雲」

難波葱を用いた料理の提供

06-6944-7476

http://www.hotelmonterey.co.jp/

29

Dream Come true キッチン株式会
ベジタブルキッチン
社

玉ねぎ・春菊等の農産物を用いた料理の提供

06-6322-3633

http://www.d_c_t_k.net

30

俺のビストロ＆Bakery心斎橋

府内産農産物となにわ星の豚を用いた料理の提
供

06-4708-5900

ラ・スール大阪

俺のビストロ＆Bakery心斎橋

31

ABITACOLO

ABITACOLO

府内産農産物を用いた料理の提供

06-7710-6616

http://abitacolo-works.com

32

北新地

北新地

水ナス・若ごぼう・小松菜などの農産物を用い
た料理の提供

06-6136-7479

http://ameblo.jp/hanayagi87/

33

旬彩和食

春菊・みつば・若ごぼうなどの農産物、マナガ
ツオ・ワタリガニ・さわらなどの水産物を用い
た料理の提供

06-6243-1706

34

割烹

府内産農産物を用いた料理の提供

06-6345-7100

http://kappou-kantome.com

35

株式会社仁志乃

山海料理

田辺大根・天王寺蕪・菊菜等の農産物を用いた
料理の提供

072-271-0058

http://www.umai-nishino.com

36

IL BECCAFICO

IL BECCAFICO

伝統野菜を使用した料理の提供

06-6449-9611

https://www.ilbeccafico.jp

はな柳

万や

神留

はな柳

旬彩和食

割烹

万や

神留

仁志乃

大阪産（もん）料理店

一覧表 （ロゴマーク使用申請料理店）

※この一覧表は事業者による申請内容をもとに作成しており、大阪府がその内容を保証するものではありません。
※時期や大阪産（もん）の生産状況等によっては、申請時の内容と一部異なることもありますので、詳しくは各連絡先にお問合せください。

有効期限：R4.3.31

令和元年度（平成31年度）許可分

No.

事業者名

大阪産（もん）提供 料理店名
大阪東 大阪東急REIホテル 直営レストラン
「リトルモンスター」

内容

連絡先

ホームページ

なにわ伝統野菜（千両なす、きゅうり、キャベ
ツ等）を用いた料理の提供

06-6315-0109

http://www.osaka.rei.tokyuhotels.co.jp

http://kazokutei.co.jp

1

株式会社関西東急ホテルズ
急REIホテル

2

株式会社家族亭

家族亭、得得

キャベツ・水なす・穴子を使用した料理の提供

06-6227-6071

3

きっちん花吉祥

きっちん花吉祥

河内鴨を使用した料理の提供

0721-25-8899

4

まんまーる

まんまーる

なんばねぎ・天王寺かぶらを使用した料理の提
供

072-337-2332

5

有限会社ブルーボックス

ホテル ザ グランデ心斎橋

水茄子・玉ねぎなどを使用した料理の提供

06-6251-7170

http://www.thegrandee.co.jp/

6

株式会社藤乃

藤乃、Foujita、ビストロフジノ

河内鴨を使用した料理の提供

06-6456-2400

http://www.fuji-no.jp/

7

株式会社会津屋

たこ焼き発祥の店会津屋の各店舗

府内産のねぎを使用したたこ焼き・らじお焼き
の提供

06-6651-2311

http://www.aiduya.com

8

T's ☆ Diner

T's ☆ Diner

トマト・寒天を使用した高槻バーガーの提供

072-672-0721

http://ts-star-diner.com

9

ゑびす屋

ゑびす屋

卵・ツヅミソースを使用した料理の提供、ジン
ジャエールの提供

06-6201-2128

10

株式会社フラット・フィールド・オ （東京）よ志のや、本家さぬきや 泉大
ペレーションズ
津店等

犬鳴豚・水なす漬を使用した料理の提供

11

有限会社味菜

有限会社味菜

なにわの伝統野菜・あこうを使用した料理の提
供

12

一冨士ケータリング株式会社
内くろまろの郷

奥河内くろまろの郷

みかんジュース・トマトジュースの提供

13

株式会社丸正

龍の餃子

犬鳴ポークの餃子・犬鳴豚のシュウマイの提供

http://www.gyouza.co.jp

14

石窯PIZZA ANTHONY

石窯PIZZA ANTHONY

バジル・トマト・たまねぎを使用したピザを提
供（薪も府内産）

http://pizza-anthony.com

15

株式会社東迎

おおさか料理

泉州水なす・若ごぼう・三つ葉・海老芋・きく
ななどを使用した料理の提供

06-6213-2331

16

泉佐野酒蔵BBQ実行委員会

泉佐野酒蔵BBQイベント

泉州産の地酒、農産物・畜産物・加工品を使用
した料理の提供

072-468-0850

https://kokucheese.com/event/index/3833
4

17

株式会社南天苑

あまみ温泉

南天苑

大阪なす・海老芋・田辺大根・天王寺蕪・難波
ねぎ・河内鴨等を使用した料理の提供

0721-68-8081

http://www.e-oyu.com

18

株式会社DEI-STORE

備長炭焼鳥

みやがわ

19

のりまきのすけ

20

21

奥河

浅井東迎

0725-20-6011

http://www.flatfield-o.co.jp

0721-56-9606

http://kuromaro.com

生椎茸を使用した料理の提供

06-6543-1338

https://sasaya-company.jp/

のりまきのすけ

高槻トマトを使用した料理の提供
（高槻トマトのまるごとキムチ）

072－695-7881

https://www.facebook.com/norimakinosuke

株式会社あじのや

味乃家

泉州なすの漬物、キャベツ

06-6211-0713

http://ajinoya-okonomiyaki.com/top/

有限会社くしよし

くしよし

大黒ソース、各種野菜

06-6606-4222

https://www.kushiyoshi.net/

本店

本店

