
すし券委員会ニコニコ受取店推薦の店（大阪市内）　 2023年4月1日現在

屋　号 市・区 町名番地 電話番号 備　考 屋　号 市・区 町名番地 電話番号 備　考

大喜 中央区 西心斎橋2-4-8　大喜ビル 06-6211-6381 日・祝 濱寿司 此花区 春日出中1-25-15 06-6461-4228 無休

から津 中央区 東心斎橋1-13-4 06-6251-7763 日・祝 やっこ 此花区 島屋1-1-37 06-6466-2520 不定休

淳ちゃん寿し 中央区 千日前1-6-16 06-6213-2779 月 福寿司 此花区 春日出中1-28-12 06-6461-4398 水

すし処築地 中央区 南船場4-10-13　ﾌｸﾋﾞﾙ2F 06-6120-0141 日 生野 とびこめ 生野区 桃谷1-13-14 06-6717-5680 水

心斎橋鮨おか﨑 中央区 心斎橋筋1-10-12 06-6484-5020 平野 大久寿司 平野区 西脇1-4-4 06-6702-3688 月

大阪千日前今里新地　松寿し 中央区 千日前2-5-15 06-6634-1110 不定休 港 すし処　新竹 港区 弁天1-2-2 大阪ﾍﾞｲﾀﾜｰｲｰｽﾄ３階 06-6576-6616 無休

末廣家 中央区 農人橋2-2-6 06-6941-5050 杉すし 住吉区 殿辻2-3-6 06-6671-6608

吉野寿司 中央区 淡路町3-4-14 06-6231-7181 土日祝 あずま寿司 住吉区 我孫子4-6-21 06-6697-4341 月・第3火

ほてい寿司谷四店 中央区 谷町3-2-14 06-6944-8847 不定休 山寿司 西成区 旭1-2-9 06-6641-5814 水

うを佐 北区 大阪ｽﾃｰｼｮﾝｼﾃｨ　ｻｳｽｹﾞｰﾄﾋﾞﾙ　16階 06-6344-0887 不定休 すし寛 西成区 太子1-15-2 06-6641-6654 月

回転寿司　さかえ北店 北区 堂山町5-9 06-6313-2344 不定休 鶴見 甲田すし 鶴見区 横堤1-11-33 06-6911-0130 水

亀すし 北区 曾根崎2-14-2 06-6312-3862 うお市 都島区 片町1-2-17 06-6351-4039 木

亀多寿司 北区 曾根崎2-5-25 06-6312-1021 12/31-1/2 京橋京すし 都島区 東野田3-6-19 06-6352-3366 日・第3月

北新地 大喜 北区 堂島1-2-32 2階 06-6347-7758 日・祝 寿し正 浪速区 大国3-4-21 ｴﾙﾌﾌﾟﾗｻﾞ1F西2号 06-6631-0642

福ずし 北区 角田町梅田地下街2-8　Whityうめだ 06-6312-9239 第3木 賛志郎 浪速区 難波中1-4-1 06-6643-0043 日・祝

寿し政 東淀川区 下新庄5-16-5 06-6327-6306 月・第3日 都寿し 東住吉区 駒川5-22-24 06-6692-2594 水

都寿し 東淀川区 淡路4-6-27 06-6322-0860 田辺松すし 東住吉区 田辺3-19-26 06-6622-2061 不定休

太郎坊寿し 淀川区 十三本町1-8-4 06-6301-4849 不定休 鮨ふく将 東住吉区 湯里2-18-11 06-6777-3359 水

ととすし 淀川区 塚本1-9-8 06-6390-8111 月

ひょうたん寿し 新大阪店 淀川区 西中島3-19-7 06-6304-1773 日
西淀川 寿し正 西淀川区 御幣島2-6-10 06-6471-0303 火

福すし大宮総本店 旭区 大宮1-8-13 06-6953-0643 水

小づちすし 旭区 生江1-2-17 06-6922-0049 水

すし一 旭区 大宮5-1-26 06-6951-1641 火

寿し家げん 旭区 赤川2-5-1 06-6921-6217 月

松寿し家族亭 阿倍野区 天王寺町南2-22-3 06-6719-0701 火

肥後すし 阿倍野区 文の里1-2-6 06-6624-1715 不定休

日柄鮨 阿倍野区 王子町1-6-17 06-6621-7280 水

おっさん寿司（新宿） 阿倍野区 阿倍野筋1-1-61　新宿ごちそうビル 06-6624-8000 不定休

文の里松寿し 阿倍野区 文の里4-1-5 06-6621-1752 火

丸まさ鮨 阿倍野区 昭和町1-9-1 06-6622-3351 月

吾作どん 天王寺区 堀越町16-4 06-6771-5391 12/31-1/2

りき六 天王寺区 上汐3-1-3 06-6773-2056 日・第3月

やっこ鮓 西区 北堀江2-5-4 06-6531-8619 不定休

多み寿し 西区 西本町2-4-10　浪花ビル1F 06-6534-0527 日

おきな鮓 西区 新町1-23-18 06-6531-3019 日/祝/第3土

水政すし 西区 千代崎2-9-13 06-6582-1635 月

すし源 西区 九条1-17-17 06-6582-3117 水

本等鮨海馬 西区 北堀江1-15-22 06-6532-2918 不定休

寿し元DINING 西区 江戸堀1-17-5 06-6459-3300 日・祝・第3土
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掲載情報は定期的に更新しておりますが、すし券が利用できなくなっているお店が掲載されている場合がございます。 また、ランチ営業時にはすし券をご利用いただけない店舗もございます。
すし券を確実にご利用されたい際には、お手数ですが該当のお店にお電話にてご確認の上ご来店を頂きますようお願い致します。



すし券委員会ニコニコ受取店推薦の店（大阪府下） 2023年4月1日現在

屋　号 市・区 町名番地 電話番号 備　考 屋　号 市・区 町名番地 電話番号 備　考

うを七本店 吹田市 江坂町2-19-14 06-6384-0800 無休 すし半堺店 堺市北区 奥本町1-2 072-252-2576 水・第3火

むろ井 吹田市 朝日町15-6 06-6381-1464 水 栄寿司 堺市西区 浜寺石津町西3-4-13 072-241-1718 日

おきの寿し 吹田市 寿町2-15-21 06-6381-1815 水 すし美 堺市堺区 三国ヶ丘御幸通り17-6 072-238-1130 水

寿司いわ本 吹田市 佐竹台2-5-14 06-6832-5957 水 鮨匠津田 堺市堺区 一条通11-30 090-6975-1089 不定休

なるを 吹田市 朝日町5-26 06-6381-0817 水 寿司嘉 堺市中区 新家町765-5 072-235-7381 火(祝は翌日

三駒寿し 吹田市 山田南21-7 06-6876-9916 水 割烹司 堺市中区 深井清水町3459 072-270-3456 水

鮨こにし 吹田市 内本町2-1-10 06-6382-1151 末廣寿司 堺市東区 草尾1 072-236-2703

ひょうたん寿し 江坂本店 吹田市 江の木町2-33-3 06-6330-5577 無休 岬寿し 堺市南区 鴨谷台2-2-1　ｻﾝﾋﾟｱ内 072-299-8013 第3火

ひょうたん寿し 江坂東急店 吹田市 江坂町1-22-12 06-6330-4088 無休 寿し丸 鳳店 堺市西区 鳳東町2丁204 072-273-0585

スシダイニングすし智 吹田市 樫切山18-8　第2清涼ﾏﾝｼｮﾝ 06-6878-2424 水 寿し丸 堺市西区 山田1-1209-5 072-273-0057 火

すし割烹 桂 茨木市 西駅前町10-113 072-625-0265 月 福寿司 藤井寺市 恵美坂2-11-1 0729-54-1025 木・第3水

多幸作 茨木市 春日1-1-23 072-622-6795 火 松すし 藤井寺市 小山1-1-54 0729-53-4466 火
池田 鮨虎 池田市 石橋1-15-2 072-761-8824 日 羽曳野 すし藤 羽曳野市 恵我之荘1-1-2 0729-55-1186 水

寿司栄 高槻市 上田辺町4-3 072-682-8839 月 四條畷 八千代すし 四條畷市 中野新町9-2 072-877-1751

寿司八百鶴 高槻市 芥川町3-5-14 072-684-2020 木 松原 すし処　桂 松原市 高見の里6-3-22 072-330-1356 水

うを浅 豊中市 岡町8-11 06-6852-3006 無休 山吉 阪南市 鳥取441-2 0724-72-0324 火

うを喜 豊中市 本町9-1-10 06-6854-6787 月 浜寿司 泉南市 男里7-32-11 0724-82-4917 木

三福寿司 箕面市 桜ヶ丘2-6-20 072-721-8007 水 二鶴 泉南市 樽井5-35-21 0724-83-4778 月

魚精寿司 箕面市 小野原西1-3-1 072-729-4041 火 大政寿司 富田林市 常磐町10-34 0721-24-9758 月、不定休

有楽寿司 枚方市 長尾家具町1-4-25 072-850-6100 月・第3火 寿司懐石　内海 富田林市 川面町2-2-27 0721-24-1234 月

光善寺湧喜屋 枚方市 北中振3-20-17 072-834-5138 月 寿司・割烹 南喜久 富田林市 若松町西2-1726-6 0721-23-2288 月

小政寿司 枚方市 伊加賀栄町17-22 072-844-6285 さかえや 寝屋川市 東香里園町25-4 072-831-0464 火・第2水

つるや 枚方市 養父丘2-7-18 072-850-3456 木・第3水 末廣寿司 寝屋川市 日之出町1-1 072-821-5131 月

居酒屋つる吉 枚方市 茄子作3-32-26 072-807-0811 不定休 磯平 寝屋川市 八坂町7-8 072-839-3700 月

門真 力寿し 門真市 本町2-1 06-6908-5457 火 寿し宇羅 寝屋川市 高柳6-4-14 072-827-6461 水

福寿司 八尾市 北本町3-1-5 0729-99-1852 水 高石 萩鮓 高石市 高石市東羽衣1-18-35 072-264-1111

すし久家 八尾市 高美町4-13-3 080-1515-9008 火 泉佐野 三平寿司 泉佐野市 羽倉崎上町2-3450-2 072-465-1682

奴鮓 八尾市 北本町3-1-23 0729-23-1592

粟寿司 東大阪市 柏田西1-2-3 06-6728-5157 水

東鮓 東大阪市 友井2-27-33 06-6724-3058 水・第3火

べらぼう寿司 東大阪市 大蓮北2-6-12 06-6729-6690 水

太平寺銀寿司 東大阪市 太平寺2-4-4 06-6728-3213 水・第3火

すし・めん処みやび 東大阪市 稲田三島町2-27 06-6745-1089 水

美和寿司 東大阪市 中小阪1-1-3 06-6721-4184

笑福 東大阪市 足代新町3-11 06-7163-2943

石田寿し 東大阪市 西石切町1-9-5 0729-81-3549 火

五成家 東大阪市 喜里川町3-17 0729-81-4587 火・第3月

すし政とみ 東大阪市 中石切町2-4-22 0729-85-5091 水 兵庫県 ひょうたん寿し 立花店 尼崎市 立花町1-7-17 06-6426-6264 無休
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掲載情報は定期的に更新しておりますが、すし券が利用できなくなっているお店が掲載されている場合がございます。 また、ランチ営業時にはすし券をご利用いただけない店舗もございます。
すし券を確実にご利用されたい際には、お手数ですが該当のお店にお電話にてご確認の上ご来店を頂きますようお願い致します。


