
■オアシス店（いずれか一店で獲得）

お名前：

①店： スタッフ名： ②店： スタッフ名： ③店： スタッフ名：

ご希望景品： お引き取り店：

ご住所：

お名前：

■優秀スタッフコンテストへのご投票（スタンプラリー未達成でもご応募いただけます）

ご連絡先電話番号：

ご希望景品名： T シャツ or  湯呑 生地：綿 or ドライメッシュ

【色（いずれかに○を）】　黒　　白　　青　　赤　　黄 【サイズ（いずれかに○を）】　XS　S　M　L　XL

お引取店（変更は不可です。）：

※切り取って最終スタンプ獲得店に提出してください。

（いずれかに○を）

天満橋店もしくは心斎橋本店

お店への提出期限が平成 28年 8月 31 日（水）
迄です。締切にご注意ください。



第 5回

平成 28年 6月 1日（水）→ 8 月 31 日（水）受付締切

■　参加店舗 （15ブランド 16 店舗・順不同）　■
オアシス店についての情報は公式サイトを御覧ください。

ラーメン
●辛口ガチ味噌肉ソバ  ひるドラ本店
大阪市浪速区日本橋５丁目 10-14
電話番号：06-6641-2888
定休日 ：無休
営業時間：11:00 ～ 15:00
18:00 ～ 21:00
土日祝日は、11:00 ～ 21:00

ラーメン
●麺屋　和人
大阪府大阪市天王寺区悲田院町 8-11
電話番号：06-6771-8110
定休日 ：月曜日
営業時間：ランチ 11:30 ～ 14:30
ディナー 17:00 ～ 22:00

うどん
●掌（たなごころ）
大阪府藤井寺市春日丘 1-2-3
電話番号：非公開
定休日 ：日曜日
営業時間：平日 10:30 ～ 16:00/
17:30 ～ 21:00
土曜 6:00 ～ 9:30（かまあげのみ
/10:30 ～ 16:00

うどん
●本手打ちうどん・そば　釜信
大阪府門真市末広町 16-15
電話番号：06-6909-7255
定休日 ：日曜・祝日　
営業時間：11:30 ～ 15:00
17:30 ～ 21:00

中華
●中国料理　大成閣
大阪府大阪市中央区東心斎橋 1丁目
18 番 12 号
電話番号：06-6271-5238
定休日 ：年中無休
営業時間：
ランチ 11:00 ～ 14:30（L.O）15:00 迄
（土日祝はクローズなしオープン営業）
ディナー 17:00 ～ 21:00（L.O）
22:00 迄

ラーメン
●担々麺　信玄
大阪市東住吉区鷹合 2-1-5
針中野ビル 1階
電話番号：06-6696-8300
定休日 ：水曜日、第 3火曜日
営業時間：11:30 ～ 14:30
18:00 ～ 23:30
○麺・スープ切れになり次第の営業
終了となります。

ラーメン
●中華そば　煮干しや
大阪市生野区巽南 3丁目 15-7
電話番号：06-4307-3833
定休日 ：月曜日
営業時間：平日
12:00 ～ 14:00/18:00 ～ 1:30AM（LO）
土日
11:30 ～ 14:30/18:30 ～ 1:30AM（L.O）
○麺・スープ切れになり次第の営業
終了となります。

ラーメン
●麺屋青空
大阪市中央区高津 3-2-26
電話番号：06-6631-6263
定休日 ：年末年始
営業時間：11:00 ～翌 AM4:00 

ラーメン
●麺屋ガテンなんば心斎橋本店
大阪市中央区西心斎橋 2-7-28
萬壽福ビル 1F　
電話番号：06-6213-2666
定休日 ：月曜日
営業時間：【火・水・木・金・土】
（昼）11：30 ～ 15：30（L.O）
（夜）18：00 ～ 23：30（L.O）
【日】（昼）11：30 ～ 16：30（L.O）
（夜）18：00 ～ 22：00（L.O）

ラーメン
●麺屋ガテン天満橋店
大阪府大阪市中央区釣鐘町 1-1-11 
MJ ビル 1F
電話番号：06-6945-6880
定休日 ：日曜日
営業時間：【月・火・水・木・金】
（昼）11：30 ～ 14：30(L.O)
（夜）17：30 ～ 10：00(L.O)
【土】
（昼）11：30 ～ 14：30(L.O)
（夜）営業無し

うどん
●うどん処松
大阪府大阪市東淀川区東淡路 4-17-9
電話番号：06-6322-0831
定休日 ：第 1・第 3火曜日
営業時間：11:30 ～ 15:00
 17:30 ～ 21:15

うどん
●うどんの藤や
大阪府大阪市淀川区野中北 1丁目
3-29　HK36 ビル 1F
電話番号：06-6392-0108
定休日 ：無休
営業時間：11:00 ～ 23:00

うどん
●手打ちうどん　ひだりうま
大阪府茨木市下穂積 1-2-8
電話番号：072-626-6006
定休日 ：月曜日 /日曜は昼のみ
営業時間：
11:30 ～ 14:30
17:00 ～ 22:00

パスタ
●創作バル Bottoms Up
大阪市西成区天下茶屋 3-26-12
桃川ビル一階
電話番号：06-6656-3677
定休日 ：第 1第 3火曜日
( 日曜日はディナーのみ )
営業時間：ランチ 11:00 ～ 14:00
ディナー 17:00 ～ 24:00

うどん
●麺くいやまちゃん
大阪府堺市堺区一条通 16-24
電話番号：072-238-8883
定休日 ：火曜日（月曜は昼のみ営業）
営業時間：11:30 ～ 14:30
18:00 ～ 21:00
○麺がなくなり次第の営業終了と
なります。

和ヌードル

●和ヌードル　鈴七
大阪府大阪市生野区桃谷 2-24-30
電話番号：06-7171-8185
定休日 ：火曜日
営業時間：11:30 ～ 14:00(L.O)
18:00 ～ 21:30(L.O)

★　協賛 （順不同）　★
山長商店 株式会社 / 有限会社 い志だ屋 / 曽根崎飲食事業組合 / 有限会社 徳島屋 /  株式会社 マルナカ　/  

日本製粉株式会社 / 有限会社 関西クリア /　中野経営労務　/ 株式会社 ビックフィールド / 株式会社エコ

ロジカルプレゼンツ / ハーツプリント / ライスファーム / ミネヤ食品工業株式会社 / 京都鰹節株式会社 /　

福島鰹株式会社 / 三天被服 / 近畿製粉株式会社　/　株式会社峰松　/　アイン食品株式会社　/　株式会社

マツトモ　/　アサヒビール株式会社 / キリンマーケティング株式会社

 □協賛店 （第 3回）讃岐うどん　今雪 / 麺匠やしま / うどん　うばら / がちんこらーめん道　柊 / 麺や　

しき　（第 4回）鳥の鶏次 /  ぶたコング /  釜揚げうどん太郎 /  ふじたや　/　縁（うどん工房　元） / 体に

優しいうどん店　優心 / 釜揚げうどん　やしま / 彩色ラーメンきんせい / 極濃ラーメンらーめん小僧 / 福

島壱麺

https://www.facebook.com/osakasukiyamen

Facebook
「大阪好っきゃ麺」ページ

https://twitter.com/oosakasukiyamen

ツイッター
公式アカウント

■Facebook、ツイッターでもお得でタイムリー

な情報発信中です。是非ページへのアクセス、

フォローをお願いいたします！

http://oosaka-sukiyamen.deca.jp/


	2016SS_stampsheet1
	2016SS_stampsheet2

