
咲洲
飲食

ポートタウン東からATCモールまで
咲洲の飲食店ガイドブック

店



ポートタウン東

咲洲に住んでいる方々の生活スポット。
スーパーマーケット、薬局、￥100Shop、弁当屋から
焼肉屋、居酒屋、マクドナルド、餃子の王将、定食屋など
色んな店が集まっております。

約15分

ホテルフクラシア
大阪ベイ

ポートタウン東
道案内



１ ２

３ ４

デイリーカナート ポートタウン店

営業時間：9:30～21:00

餃子の王将

マクドナルド お好み焼きのはんぶんこ

営業時間：11:30～20:00 定休日：火

営業時間：11:00～22:00営業時間：7:00～22:30

・トロトロなたこ焼き
・がんばってる感がつたわります
・５２５円♪サラリーマンに優しい
コストパフォーマンス
お好み焼き屋さんの日替わり定食
・定食が安い

・熱々でさくさく
・やっぱりマクドナルド
・子供が喜ぶマクドナルド
・美味しかった

・餃子の王将って安定で最高ですよね
・ハーフサイズが有難い
・プレミアム会員カードをゲットして
お得に食べよう

・デイリーカナートのポートタウン店
は生鮮食品を取り扱うスーパーで
す。取り扱っている野菜が新鮮で、
いつも美味しくいただいています。
また惣菜コーナーも充実しているの
でお勧めです。



5 6

7 8

自家製麵 杵屋 居酒屋 酔虎伝

焼肉 いろり庵

営業時間：11:00～19:30 営業時間：17:00～00:00

営業時間：10:00～19:00
定休日：毎週月曜日・第3火曜日

営業時間：16:00～22:00 定休日：火

・男ならガッツリ名物とんかつ弁当～♪
・とんかつ弁当650円
豚⁉牛⁉柔らか⁉うま⁉
・美味い。ボリューム有り

・個室がうれしい
・いつも美味しくいただいています
・美味い。ボリューム有り
・お手頃な値段の焼肉屋である

・味のペレストロイカ（革命）
・料理美味しくなった！

・安心なお味のうどん屋さん
・安心して食べられる大阪のうどん屋

とんかつ道場



ポートタウン西

夜遅くまで運営しているスーパーマーケット、
薬局、居酒屋、美容室等が集まっている
咲洲に住んでいる方々がよく利用している場所です。

ホテルフクラシア
大阪ベイ

ポートタウン西
道案内

約20分



１ ２

番
外

スーパーナショナル 南港店 旬菜工房 その田

ドラッグストア ライフォート

営業時間：8:00～22:30 営業時間：17:00～23:00 定休日：日

営業時間：10:00～21:00

・住之江区の南港ポートタウン内
にあるドラッグストアです。 閑静
な住宅街の中にあるのでとても
落ち着いた雰囲気があり、ゆった
りと買い物ができます。

・ポートタウン西駅を出て目の前に
ある割烹料理のその田さん。
和定食屋さんになります。
外観も和風で、店内も落ち着いた
雰囲気のお店です。
ポートタウン内は和定食屋さんが
少ないので、オススメのお店です。

・こちらのお店は大型店舗ではあり
ませんが、南港ポートタウンという
公団住宅や官舎が立ち並ぶ街の中
になるので、朝と特に夕は来店客で
とても賑わっています。とても活気
のあるお店です！



ATC（O'ｓ）

ATC（アジア太平洋トレードセンター）のO’ｓ（オズ）は
北館と南館の２棟で構成されており、シーサイドならではの
海が見える抜群のロケーションに約70店舗が軒を並べ、
お食事やショッピングなどが楽しめます。
*各店の事情により営業をしていない可能性がございます。予めご了承下さい。 約17分

ホテルフクラシア
大阪ベイ

ポートタウン東
道案内

ホテルフクラシア
大阪ベイ

ATC

道案内



１ ２

３ ４

鶴橋風月

フロア：O's棟南館3F
営業時間：11:00～22:00（LO/21:00）

スタッフが目の前で焼き上げるお好み焼
きは、つなぎが少なくキャベツが主役。中
はふんわり、外はサクサクです。
釜揚げたまご麺の焼きそばもお勧めです。

元祖バイキング左近

鳥貴族 しゃぶ扇

フロア：O's棟南館2F
営業時間：11:00～22:30（LO/21:30）

焼肉、サラダ、デザート食べ放題のセルフ
バイキング!! 価格もとってもリーズナブ
ルで約70種類の焼肉、サラダ、デザート
などが食べ放題♪
海を眺めながら、楽しいひとときをお過
ごしください。

フロア：O's棟南館3F
営業時間：16:00～23:00（LO/22:30）

ずらりと並んだお得なメニュー、食べて
納得のおいしさ、お会計でビックリの安
さ。298円（税抜）均一の低価格で、高価
値なサービスをお楽しみいただく。
「お客様に感動してもらいたい」という鳥
貴族の想いを込めました。

フロア：O's棟南館3F
営業時間：11:00～22:30（LO/21:30）

20種類以上の鍋野菜と具材が取り放題
の野菜バー無添加で毎日自店で作ってい
るゴマダレ等、健康にもしっかり配慮。
ごはん、うどん、野菜がすべておかわり
自由、肉の食べ放題も2,160円～と安心
価格です。



5 6

7 8

すき家

フロア：O's棟北館２F
営業時間：10:00～22:00

牛丼チェーン店舗数日本一。
豊富なメニューとサイズ、
食の安全へのこだわりが自慢です。

そば処 善作家

こうき屋 Coo's Conservo

フロア：O's棟北館3F
営業時間：11:00～22:00

毎朝店で打った”生そば”が売りです。
夜は焼酎、日本酒、揚げ物、焼き物、
和え物など、290円均一メニューを
多数ご用意しています。

フロア：O's棟北館3F
営業時間：11:00～22:00

こうき屋のこだわり
『関西にスープカレーを広げたい！！』
北海道で有名なスープカレーを関西の
皆様にも知っていただき、そしておいし
く召し上がってほしいと思い営んでおり
ます。

フロア：O's棟北館2F
営業時間：07:30～20:00

フレッシュなサンドイッチを始め、
おやつに食べたい菓子パンなど、
ボリュームと値頃感ある品揃え、
クオリティーをお届けいたします。



9 10

11 12

金久右衛門

フロア：O's棟北館3F
営業時間：11:00～22:00

あっさり代表「金醤油ラーメン」、そ
して金久右衛門の新しい試み、濃厚
とんこつに醤油をブレンドした「醤油
とんこつ」。根性入れてご提供させて
いただきます！

海鮮や 活活丸

KEY'S CAFE 丼丼亭

フロア：O's棟北館3F
営業時間：11:00～22:00（LO/22:00）

当店は「都会の中の漁師食堂」をコンセプト
で出店。店づくりは日本海の船小屋をイ
メージに演出し活気溢れる店づくりをいた
します。おしながきは試行錯誤し、たくさん
吟味した結果、新鮮な海の幸、天然魚介類
を七輪でお客様がみずから焼いて頂き召
し上がって頂きます。

フロア：O's棟北館2F
営業時間：08:00～20:00

ATCオズ棟北館の入口に位置する当店
は、高いふきぬけと大きなガラス面でと
ても開放的な雰囲気となっております。
又、お席の配置もおつくろぎいただける
スペースを御用意しました。

フロア：O's棟北館2F
営業時間：11:00～22:00

作りたて、揚げたての「天丼」、「かつ丼」、
「親子丼」をメインに気軽にリーズナブル
な価格で、「丼（どんぶり）」を召し上がっ
て頂けます。
国産小麦100％うどん、信州蕎麦との
セットでボリューム満点です。



13 14

15 16

カレーハウスCoCo壱番屋

フロア：O's棟北館2F
営業時間：11:00～21:00（LO/20:30）

人気のカレーチェーンがオープン！
ライスの量や辛さ、豊富なトッピング
の組み合わせは自由自在。
あなた好みのカレーをチョイスでき
ます。

串かつ居酒屋 明日への克力

Bey's Kitchen MOS BURGER

フロア：O's棟北館3F
営業時間：11:00～22:00

今日の疲れをぶっとばす！
明日の元気は明日への克力!!

フロア：O's棟北館2F
営業時間：11:00～20:00

和・洋・中・デザートまで、安全安心
をテーマに展開します。
港が一望できる
カジュアルレストランです。

フロア：O's棟北館2F
営業時間：07:00～21:00

店舗が新しく広くなって、
より過ごしやすくなりました。
ジューシーなお肉を使用したハン
バーグサンドなど、こだわりの味を
お楽しみください。



17 18

19

HOLLY'S CAFE ATC店

フロア：O's棟北館2F
営業時間：08:00～20:00

店内から見る、大阪南港はなかなか
のロケーションです。
ゆっくりとカフェを味わいながら景
色を楽しめるお店です。

たなかつや

サイゼリヤ

フロア：O's棟北館3F
営業時間：11:00～22:00

定食のご飯、味噌汁、キャベツ
食べ放題！！

フロア：O's棟北館3F
営業時間：11:00～23:00

店内はとても広々としていて特に窓際のお
席は好評です。夜になるとロマンチックな海
とイルミネーションが見渡せ、特にカップル
の方にお勧めです。
小さなお子様からお年寄りまで、幅広いお
客様に本場のイタリア料理を召し上がって
いただき満足いただけるよういたします。



DELIVERI

対応地域

*ご注文は客様ご自身で行って下さいませ。
出前館アプリを利用すると簡単にご注文できます。

*各店の事情により営業をしていない可能性がございます。
予めご了承下さい。

*注文可能店リスト（店の状況により変動可能性があります）
・ピザーラ ・インド料理ナマステマハラジャ ・ディワリ食堂
・本家かまどや ・グー弁当 ・Baku-Baku弁当
・VIVA PAELLA ・日本料理 文楽 ・鯛匠－えびす－


