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名店・名匠の記録 
第１回（平成２４年度総会）平成２５年５月３０日 
名店 
屋号 氏名 住所 電話番号  
本福寿司  閉店   
吉野寿司 橋本 英男 大阪市中央区淡路町 3-4-14 06-6231-7181  
はりま屋 奥田 宏和 大阪市住吉区万代東 1-1-41 06-6693-1131  
寿司 いわ本 岩本 建吉 吹田市佐竹台 2-5-1 佐竹台商店街 06-6832-5957  
     
名匠 
すし処高松 高松 真二 大阪市阿倍野区昭和町 2-1-21 06-4399-1234  
鮨 原正 石川 功 大阪市天王寺区上汐 3-8-10 06-6773-5518  
こづちすし 八木 康之 大阪市旭区生江 1-2-17 06-6922-0049  
 
 
第２回（平成２５年度総会）平成２６年５月３０日 
名店 
屋号 氏名 住所 電話番号  
鮨萬 小倉 宏之 大阪市西区靭本町 2-3-7 06-6448-0734  
大松すし 岡 杜滋子 大阪市阿倍野区阿部野筋 2-4-40 06-6621-2126  
三福寿司 平岡 俊二 箕面市桜ケ丘 2-6-20 072-721-8007  
     
名匠 
割烹 司 故・岡田 伸行 堺市中区深井清水町 3459 072-270-3456  
鮨匠 津田 故・津田 賢廣 堺市堺区一条通 11-30 090-6975-1089  
魚庵 すし若 岩永 孝 茨木市西駅前町 6-22 072-622-1335  
 
 
第３回（平成２６年度総会）平成２７年５月２８日 
名店 
屋号 氏名 住所 電話番号  
石田すし 石田 幸彦 東大阪市西石切町 1-9-5 072-981-3549  
藤九寿司 小野 友明 枚方市養父丘 1-2-60 072-857-6557  
福ずし 大宮総本店 齊藤 一 大阪市旭区大宮 1-8-13 06-6953-0643  
     
名匠 
大喜本店 新井 智樹 大阪市中央区西心斎橋 2-4-8 

大喜ビル 
06-6211-6381  

割烹寿司ふくい 福井 良一 大阪市港区弁天 4-1-1 06-6571-1533  
つり舟いわし亭 門口 一久 大阪市住吉区山之内 3-3-6 06-6691-0027  



 
 
 
 
第４回（平成２７年度総会）平成２８年５月２６日 
名店 
屋号 氏名 住所 電話番号  
喜多八 加藤 丈夫 寝屋川市秦町 2-8 072-821-0883  
すし半堺店 井澤 良孝 堺市北区奥本町 1-2 072-252-2576  
りき六 岡本 力造 大阪市天王寺区上汐 3-1-3 06-6773-2056  
     
名匠 
なるお 成尾 友紹 吹田市朝日町 5-26 06-6381-0817  
すし都 橋本 幸博 門真市大橋町 3-11 072-884-3851  
粟寿司 粟飯原 昌弘 東大阪市柏田西 1-2-3 06-6728-5157  
 
 
 
第５回（平成２８年度総会）平成２９年５月２５日 
名店 
屋号 氏名 住所 電話番号  
すし割烹やま 山口 清成 大阪市阿倍野区阪南町 5-21-3 06-6623-4073  
うを佐 浮田 茂夫 大阪市浪速区桜川 4-3-23 06-6561-5004  
すし亭幹 小西 幹夫 堺市堺区中瓦町 1-3-16 072-222-3890  
     
名匠 
磯平 郡 博茂 寝屋川市東大利町 3-4 072-839-3700  
都寿し 沖本 剛志 大阪市東住吉区駒川 5-22-24 06-6692-2594  
寿し活 川野 信廣 枚方市岡東町 22-2 072-844-0330  
 
 
 
第６回（平成２９年度総会）平成３０年５月２４日 
名店 
屋号 氏名 住所 電話番号  
うを七 小西 洋二 吹田市江坂町 2-19-14 06-6384-0800  
末廣家 山田 忠治 大阪市中央区農人橋 2-2-6 06-6941-5050  
万よし 古谷 武司 岸和田市下野町 2-5-5 072-423-0122  
     
名匠 
北新地 大喜 井上 幸司 大阪市北区堂島 1-2-32 ﾄﾖﾀﾋﾞﾙ 2F 06-6347-7758  
寿司割烹しきの花 藤井 厚 大阪市浪速区湊町 1-4-1 OCAT 5F 06-6635-3778  
     



第７回（平成３０年度総会）令和元年５月３０日 
名店 
屋号 氏名 住所 電話番号 
スシダイニング すし智 松岡 智之 吹田市樫切山 18-8 第 2 清涼ﾏﾝｼｮﾝ 06-6878-2424 
栄寿司 嵯峨 博 堺市西区浜寺石津町西 3-4-13 072-241-1718 
    
名匠 
すし処 築地 築地 惣光 大阪市中央区南船場 4-10-13 ﾌｸﾋﾞﾙ 2F  
寿し家 げん 大家 尚寛 大阪市旭区赤川 2-5-1 06-6921-6217 
    
 


