
H29年3月現在

大阪国際交流センター
　　　　　ランチマップ

クレオ大阪中央
●

上本町YUFURA
Uehommachi Yufura

シェラトン都ホテル
Sheraton Miyako Hotel
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近鉄百貨店
KINTESU department store
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大阪国際
交流センター

りそな銀行

三井住友銀行
（ATMのみ）

三菱東京UFJ銀行

⑭

21F トップ　オブ　ミヤコ バイキング＆カクテルラウンジ
11：30～16：00
17：00～23：00

うえまち 日本料理
11：30～14：30
17：00～21：30

四川 中国料理
11：30～14：30
17：00～21：30

2F eu（ゆう） レストラン＆バー 6：30～24：00
M2F カフェベル カフェ＆グルメショップ 8：00～20：00

のりたけ 日本料理
11：30～15：00
17：00～21：30

操舵-AYAKAZI- 居酒屋 11：30～22：30
ぷれじでんと千房 お好み焼 11：30～22：30

6F 信州そば処「そじ坊」 そば 10：00～19：30
小鯛雀鮨「すし萬」 寿司・大阪寿司
奈良・春日奥山「月日亭」 日本料理
中国名菜「銀座アスター」 中国料理
美濃吉 京懐石
与太呂 天ぷら・鯛めし
とん匠 とんかつ・とんしゃぶ
うどん「毛利や」 うどん
そばよし そば
江戸川 江戸焼鰻
ソラーレ・ドーノ イタリア・欧米料理
婆沙羅 カフェ・カレー
ねぎ美人亭 ねぎ焼き・お好み焼き
石水亭 焼肉・韓国料理

3F 杯杯天山閣 中国料理 11：00～22：00
とんかつ　こおち とんかつ 11：30～21：30 無休
カフェクラムボン パスタ・ケーキ・ワイン 11：30～22：00 火・第3日休
お好み焼き　圓 お好み焼 11：30～21：00 月休
風の物語 ハンバーグ・パスタ・サンドイッチ 9：00～20：00 不定休
まっかならーめんとまこ ラーメン 11：00～22：30 1/1のみ休

南海飯店 中華料理
11：30～15：00
17：00～23：00

水休

寿司ダイニング　あさひ 寿司・一品・お鍋
11：30～14：00
17：00～23：00

水休

焼豚・和牛懐石 つるふく 焼豚・和牛懐石
10：00～14：00
17：30～23：00

不定休

うどん・そば処「つうつう」 うどん・そば 11：00～22：00 日休
狸狸亭(ぽんぽこてい) お好み焼 11：30～21：30 第2・4月休
コリアンダイニング「李朝園」 韓国料理 11：00～21：30 無休

はなきん 鉄板とおばんざい
11：00～14：00
17：00～23：00

日休

ほてい寿司 寿司 12：00～22：30 月休

うの花寿司 寿司
11：30～14：00
16：30～22：00

日・祝休

浪速 阿吽亭 ラーメン
11：30～15：00
17：00～21：00

月休

れんげ ラーメン 11：30～22：00
双龍 ラーメン 11：00～22：00
祭り太鼓 かつ丼 11：00～21：00 無休

蜜玉 甘味処　ぜんざい・カレー・ナポリタン
12：00～14：00
17：00～22：00

水休

道頓堀　今井 うどん・そば
しゃぶかつ かつ㐂 とんかつ
旬魚旬彩　うおまん 和食
生麺工房　鎌倉パスタ パスタ
廻転寿司 CHO JIRO 廻転寿司
ナナズグリーンティー 和カフェ
丸福珈琲店 カフェ

C

上本町YUFURA 06-6775-2056

D
5F

11：00～22：00

10：00～22：00

うえほんまちハイハイタウン

2F

1F

B１F

近鉄百貨店　上本町店 06-6775-1111

12F 11：00～21：30
B

大規模施設

3F

B１F

シェラトン都ホテル大阪 06-6773-1111

A

a お好み焼き、鉄板焼き
11：30～15：00
17：00～23：00

不定休

b ファミリーレストラン 11：00～24：00 無休
c 食堂 7：00～23：00 無休

d イタリア料理
11：30～14：00
18：00～22：00

日休

e カレーショップ 11：00～21：00 無休

f サンドイッチ他 8：00～21：00
不定休

（年末年始）

g 洋食・欧風料理、ワインバー
11：30～14：00
17：30～23：00

日休

h うどん 11：00～25：00 無休
i ロイヤルホスト レストラン 7：00～27：00
j 上本町やまがそば うどん・そば・丼 11：00～20：00
k そば・うどん・丼 11：00～20：00 日・祝休

1 丼 24h

2 ハンバーガー 7：00～24：00
3 丼 24h
4 うどん 7：30～21：30
5 カレーハウス 11：00～0：00

なか卯 うどん・丼 8：00～22：00 無休
フレッシュネスバーガー ハンバーガー 8：30～23：00
ミスタードーナツ ドーナツショップ 8：30～23：00

1F マクドナルド ハンバーガー 7：00～23：00
B1F SUBWAY サブウェイ サンドイッチ 8：00～21：00

食堂・レストラン

ファストフード

6

7

上一(UEICHI)

サイゼリヤ(イタリアン＆カフェレストラン)
やよい軒

OSTERIA「CAPRA」

上等カレー

Tea House CARLTON

El paso（エルパソ）

V隆慎(Vたかしん)

CoCo壱番屋
うえほんまちハイハイタウン

1F

上本町YUFURA

夕陽丘　更科

吉野家
モスバーガー
すき家
丸亀製麺


