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この取組みは大阪府商店街等モデル創出普及事業の一環で実施しています

We
lcome to FUSE!

布施戎神社の
福娘が選ぶお店８選



南フランス・プロバンスの田舎屋を

イメージした落ちついた雰囲気とカジ

ュアルな温もりが一緒になった店内

でくつろいだひとときをお過ごし下さい。

「シンプルで素朴なものにこだわりた

い。」「季節ごとの素材をよりおいしい

食べ方で味わっていただきたい。」

それがスタッフの想いです。

半個室スペースもあります。
(4名席)

フランス料理
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パパノエル

席数は全部で14名。
（4名席×3テーブル、2名席×1テーブル）

☎06-6720-3130
住／東大阪市足代1-14-27
営／12:00～14：30（LO.13:30）
　　18:00～21:30（LO.20：00）
休／月曜　不定休あり

ロールキャベツが
めっちゃ美味しいので
オススメです♪

Fukumusumeʼs Voice
このお店を紹介してくれる福娘

2021年度 ミス福娘 

河村有紗さん　

フラワーロードほ
んまち



当店は「肉のやまじん」の直営店とし
て本当に美味しい厳選したお肉料理
と創作料理の数々、世界各国自慢の
高級ワイン等を多数ご用意していま
す。是非、ご家族やご友人とのご会
食、ご会合等にご利用下さいませ。ま
た、少人数のご宴会やご会合、貸し
切りパーティーなどもご予約、ご相談
承りますので、お気軽にスタッフまで
お声かけ下さい。

カウンターは11席。
奥にはこだわりのワインが並ぶワインセラーも。

肉料理とワインの店
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肉匠 甚

10名様までOKの個室。すき焼き、焼肉、しゃぶしゃぶから
メインが選べるコース料理は4,180円(税込)～

☎06 -6721-2911
住／東大阪市足代1丁目16番24号
　　肉のやまじん2F
営／11:00～14:00(LO13:30)
　　18:00～22:30(LO22:00)
休／木曜日

ワインセラーには
常時30種類以上の
こだわりのワインが貯蔵
されてますよ♪

Fukumusumeʼs Voice

グリーンの町中央
会

このお店を紹介してくれる福娘

2021年度 準ミス福娘 

谷村杏乃さん　



純愛うどん なでしこでは、ひやかけ、あ

つあつかけ、カレーうどんを味わうこと

ができます。国産小麦100%使用し、

圧力釜で湯がいたこだわり麺は独特

な食感です。トッピングも色 と々取り揃

えております。また人気のカレーうどん

は4種類のカレー粉を独自配合し焼

きトマトペーストを使用したカレールー

と一緒にご賞味ください。

器からはみ出るくらいの大きい油揚げにビックリ♪
名物ジャンボきつねうどんを是非♪

うどん
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純愛うどん なでしこ

座席はカウンター席が7席。
4人席が2テーブルあります。

☎06-6720-2220
住／東大阪市足代1-19-6
営／11:00～14:30(L.O) 
　　18:00～21:00(L.O)名物のジャンボきつねうどんと

ルーにもこだわったカレーうどんが
人気ですよ♪

Fukumusumeʼs Voice

プチロード広小路

このお店を紹介してくれる福娘

2021年度 福娘 

山下里菜さん　



TVでも紹介されたことのある、創業

80年の老舗の大衆食堂。メインに

日替わりの小鉢が5品とみそ汁、ご

はんが付いた人気の各種定食メニ

ューは850円～。小鉢の中でも熱々

の野菜の天ぷらは特に人気です。

家庭的な雰囲気で入りやすいので

ぜひご来店お待ちしております。

だし巻き定食、コロッケ定食850円など豊富な定食メニュー

定食・食堂
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日進食堂

4名席が7テーブル。広 し々ている店内でごゆっくりお食事を
お楽しみいただけます。

☎06-6721-0635
住／東大阪市足代1-14-7
営／11:30～コロナのため終業時間
　　変更あり
休／水曜日レトロで家庭的な雰囲気と、

小鉢がいっぱい付いた定食が
オススメです♪

Fukumusumeʼs Voice

二条通り商店会

このお店を紹介してくれる福娘

2021年度 福娘 

我如古ゆりなさん　



1947年創業の70年以上も続く老舗

の洋食店です。肉の質、米の質には

妥協せず地域の皆様に愛していただ

けるよう心がけております。厳選され

た食材を生のパン粉をつけラードであ

げる事により、サクサクに仕上がって

おりますので一度御賞味下さいませ。

単品の揚げ物や各種弁当のテイク

アウトもやっております。

持ち帰りメニューも単品の揚げ物や弁当など豊富。
コロッケ弁当680円～ご用意♪

洋食
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洋食の店 紀の国屋

カウンター席は5席。テーブル席は全部で15席あるので
ご家族やおひとり様でもお気軽に。

☎06-6721-3069
住／東大阪市足代1-12-5
営／ランチ11：00～15:00
　  (LO14:30)
休／月曜日

サクサク衣のカツは
どれもオススメですよ♪

Fukumusumeʼs Voice

一条通り商店会

このお店を紹介してくれる福娘

2021年度 福娘 

樋口菜都さん　



Diamond star はインド・ネパールと

様々なアジアン料理を楽しめるレス

トランカフェです。数種類のスパイス

を駆使したカレーをはじめ、タンドリー

チキンや手作りナンなどメニューも

バラエティ豊か♪当店自慢のカレー

も甘口～倍辛まで辛さを選べるので、

お子様や辛い物が苦手な方も気軽

にお食事を楽しめます。

店内にはタイのお菓子やスパイスなどがいっぱい。
もちろんご購入いただけます。

インド・ネパール・アジア料理

���
����

ダイヤモンドスター

テーブル席は全部で20席。
ご家族やお仲間とゆっくりお食事をお楽しみください。

☎06-6784-0541
住／東大阪市足代北２丁目１－２０
営／11:00～15:00 (料理L.O.14:30
　　ドリンクL.O.14:50）17:00～22:00 
　  （料理L.O.21:30 ドリンクL.O.21:50）
休／年中無休

カレーはもちろん、スパイスや
アジアのお菓子など

色々楽しめるお店ですよ♪

Fukumusumeʼs Voice

ブランドーリふせ
2番街

このお店を紹介してくれる福娘

2021年度 福娘

福岡祐奈さん　



オリジナルの茹で麵が人気のモダ

ン焼きを中心に、各種お好み焼き、

焼きそばはもちろん、じゃがバターベ

ーコンや油カスキャベツ炒めなどの

鉄板焼メニューまで豊富なラインナ

ップ。豚玉680円、豚そば650円な

ど、どれもリーズナブルな価格です。

お気軽にお越しください。

メニューがとっても豊富♪
しかもみんなリーズナブルな価格です♪

お好み焼き・鉄板焼
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なんくる

広 と々した店内は、全部で24席もあります。

☎06-4309-5177
住／東大阪市足代北2-14-20
営／11:30～23:00
休／木曜日オリジナルの茹で麺を使った

モダン焼きや焼きそばが
大好きです♪

Fukumusumeʼs Voice

ブランドーリふせ
3番街

このお店を紹介してくれる福娘

2021年度 福娘 

間嶋佑佳里さん　



THAT’Sのピザは全て手作りです。 

ピザの焼き上がりをイメージしながら、

調理した具材をトッピングしていきま

す。季節の素材を活かした期間限

定メニューも数多くございますので、

毎日食べても飽きない味を提供い

たします。テイクアウトOK・デリバリ

ーOK・貸切りピザパーティーOK。

2階席もリニューアル♪広々座席でご家族やお仲間で
ゆっくりお楽しみいただけますよ。

ピザ

That's PIZZA

ナポリから輸入したまき窯で焼き上げるもちもちのピザを
是非ご賞味ください♪

☎06-4309-8268
住／東大阪市長堂1-19-2
営／11:30-21:30
休／火曜日ハチミツをかけて食べる

クアトロフォルマッジが
オススメです♪

Fukumusumeʼs Voice

ブランドーリふせ
4番街

このお店を紹介してくれる福娘

2021年度 ミス福娘

河村有紗さん　
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イ
オ
ン

だんじり小屋

モ
モ
ヤ

長堂小文

布施柳通

浄光寺

長堂1

ロータリー

布施駅北口交通広場

バスターミナル

足代北
公園

布
施
柳
通
り

至八尾

布施駅南

布施戎神社

近鉄布施駅

クレアホールふせ

至奈良至上本町
ナンバ

警察官立ち寄り所

ブランドーリふせ4番街

ブランドーリふせ3番街

ブランドーリふせ2番街

ブランドーリふせ1番街

みやこ町商店会

二条通商店会

プ
チ
ロ
ー
ド
広
小
路

広
小
路
東
商
店
会

一条通商店会

フラワーロードほんまち

グリーンの町中央会
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