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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に 

ご協力ありがとうございました。 

 

ご協力いただいきました施設の一覧（令和３年６月 25日（金曜日）公表分） 

 

この一覧は、飲食店等感染症対策備品設置支援金の支給が決定された施設の一覧です。 

（この一覧の情報は、申請者の記載内容に基づいています。） 

［順不同］ 

市町村名 施設名称 

大阪市都島区 串揚げまめの助 

大阪市都島区 天下一品 京橋店 

大阪市都島区 第四 喰う道 京橋店 

大阪市都島区 Bar the monarch 

大阪市都島区 アルテミス 

大阪市都島区 ウイスキーバーサトウ 

大阪市都島区 Pub＆Lounge HERO 

大阪市都島区 お出汁とスパイス元祖エレクトロニカレー 

大阪市都島区 居酒屋祭 

大阪市都島区 コカルド ラ・テラス 

大阪市都島区 一心 

大阪市都島区 酒の大丸 

大阪市都島区 日本酒場 だくと 

大阪市都島区 旬彩ばん東 

大阪市都島区 とんかつの店ミヤコ 

大阪市都島区 旬鮮 一準 

大阪市都島区 新世界串かつおこま 

大阪市都島区 すし常 

大阪市都島区 居酒屋 いち 

大阪市都島区 花甜茶房 

大阪市福島区 どにを 

大阪市福島区 ちゃんこ ごっつ庵 

大阪市福島区 洋食やなぎ 

大阪市福島区 カレー＆バーマンマ 

大阪市福島区 パプリカ 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 二番どり 

大阪市福島区 犬鳴豚居酒屋すもぉ～き～ 

大阪市福島区 蕎麦 まき埜 

大阪市福島区 炉ばた のんき 

大阪市福島区 ガレリア梅田 

大阪市福島区 ごろく 

大阪市福島区 夢街堂 

大阪市福島区 福島酒場 

大阪市福島区 極薄ラムしゃぶ専門 工藤羊肉店 福島店 

大阪市福島区 珈琲と Jiro 

大阪市福島区 Bar Speakeasy 

大阪市福島区 お気楽酒場しろまる 25 

大阪市福島区 SPINY OYSTER BAR 

大阪市福島区 鮮魚寿司 双葉 

大阪市福島区 かみおか食堂 

大阪市福島区 GIVERNY 

大阪市福島区 勘之助 福島 

大阪市福島区 お酒とさかなかけはし 

大阪市福島区 魚のすすめ 

大阪市福島区 PEACE 

大阪市福島区 バーエル 

大阪市福島区 海物焼 新島水産 福島店 

大阪市福島区 アロイチンチン 

大阪市福島区 燻製イナダ商店 

大阪市福島区 OTONOS 

大阪市福島区 まぜ麺 mahoroba 

大阪市福島区 美味旬菜 穂の華 

大阪市福島区 KUSHIYAKIDINING善（串焼屋 善） 

大阪市此花区 喰焼所 

大阪市此花区 中華料理宝山閣 

大阪市此花区 らーめん麺泥棒 西九条店 

大阪市此花区 お好み焼 くにちゃん 

大阪市此花区 カラオケスナック のん 

大阪市此花区 あたご 

大阪市此花区 肉食酒場 はらぺこピエトリン 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 陳麻家 肥後橋店 

大阪市西区 居酒屋たま 

大阪市西区 やよい軒九条店 

大阪市西区 haD 

大阪市西区 三好屋商店 

大阪市西区 うまづら 

大阪市西区 Bistro sourire 

大阪市西区 中華料理 福 

大阪市西区 ラギャロワーズ 

大阪市西区 POLVERE 

大阪市西区 味蕾 

大阪市西区 ヨバレヤカリー 

大阪市西区 焼肉花 

大阪市西区 居酒屋桜 

大阪市西区 得正 四ツ橋店 

大阪市西区 おかにわ 

大阪市西区 bulerias 

大阪市西区 CORNER STONE BAR 

大阪市西区 Bar SAVOY osaka 

大阪市西区 さかば一友 

大阪市西区 炭火焼鳥きち蔵 

大阪市西区 541+ 

大阪市西区 ゴレン者 

大阪市西区 くいしんぼ 

大阪市西区 華蔵 和洋中ダイニング 

大阪市西区 鉄板焼・居酒屋 美味 

大阪市西区 粋彩ＳＡＫＵ 

大阪市西区 DINING1325 

大阪市西区 マハロカフェ 

大阪市西区 宵酒肴みをつくし 

大阪市西区 ATRIO CAFE 

大阪市西区 加賀屋 

大阪市西区 IL BOSCO 

大阪市西区 末広 

大阪市西区 南堀江 knave 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 堀江らーめん麺人 

大阪市西区 komugi 

大阪市港区 やきとり紀州 

大阪市港区 やたがらす 

大阪市港区 田中酒店 

大阪市港区 旬菜楽酒 昌家 

大阪市港区 カラオケ喫茶 DO-DO 

大阪市港区 たこ焼き王国 

大阪市港区 居酒屋 海賊 

大阪市港区 中国料理 共栄軒 

大阪市港区 かじ村 

大阪市大正区 cafe&gallery minato 

大阪市大正区 遊心 

大阪市大正区 焼とり居酒屋吉鳥 大正駅前店 

大阪市大正区 三ちゃん 

大阪市大正区 居酒屋千成 

大阪市天王寺区 スタジオ イオロス 

大阪市天王寺区 旬天 伸 

大阪市天王寺区 やまがそば 

大阪市天王寺区 プラス 1 

大阪市天王寺区 辛口炙り肉ソバ ひるドラ 鶴橋店 

大阪市天王寺区 居酒屋聚楽 

大阪市天王寺区 ダイニング英 

大阪市天王寺区 丸正寿司 

大阪市天王寺区 鍋屋あうん 

大阪市天王寺区 OSTERIA CAPRA 

大阪市天王寺区 ヒロちゃん 

大阪市天王寺区 キッチンもとや 

大阪市天王寺区 miette 

大阪市天王寺区 焼肉 つるや 

大阪市天王寺区 スタンドはじめ 

大阪市天王寺区 細川酒店 

大阪市天王寺区 Arro towa 

大阪市天王寺区 BACCANO 

大阪市天王寺区 すえひろ 



5 

市町村名 施設名称 

大阪市天王寺区 自家製うどん和匠 

大阪市浪速区 お好み焼き まるや 

大阪市浪速区 立呑み処まるや 

大阪市浪速区 三ツ輪食堂 

大阪市浪速区 uto 

大阪市浪速区 Pit-in 

大阪市浪速区 ハンズハニーカフェ 本店 

大阪市浪速区 吾妻 

大阪市浪速区 Dragon coffer 

大阪市浪速区 kNight 

大阪市浪速区 Cafe & Bar LUCIAN 

大阪市浪速区 やきにく CHAN 

大阪市浪速区 がばちょ 

大阪市浪速区 Ａｔａｒａｘｉａ ｃａｆｅ 

大阪市浪速区 重蔵 

大阪市浪速区 口福家 

大阪市浪速区 堃記 

大阪市浪速区 ハッピーバッファロー 

大阪市浪速区 酒飯ぽぽぽ 

大阪市浪速区 こばや JR難波店 

大阪市浪速区 カフェ ルシファー 

大阪市浪速区 Mesi-kutan? 

大阪市西淀川区 味処しょうざん 

大阪市西淀川区 びすとろ やま亭 

大阪市西淀川区 お好み焼じんべえ 

大阪市西淀川区 トト・サルヴァトーレ 

大阪市西淀川区 ricomocoroll 

大阪市西淀川区 キッチンゆう凪 

大阪市西淀川区 喫茶 藤 

大阪市西淀川区 cafe AloAlo 

大阪市西淀川区 焼肉もりと 

大阪市西淀川区 立ち呑みあちゃー 

大阪市東淀川区 ホルモンぶりすけ淡路店 

大阪市東淀川区 いづつ 

大阪市東淀川区 コナえもん 
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市町村名 施設名称 

大阪市東淀川区 麺バル RIKI 

大阪市東淀川区 焼肉マダン 

大阪市東淀川区 Cafe & Bar SUKEYARDS 

大阪市東淀川区 味よし 

大阪市東淀川区 まかない屋 

大阪市東淀川区 和らぎ 

大阪市東淀川区 ちかまち 

大阪市東淀川区 鉄板 gin'z 

大阪市東淀川区 ラーメン村西家 

大阪市東淀川区 大まる 

大阪市東淀川区 創作キッチンコトコト 

大阪市東淀川区 榮華亭 上新庄店 

大阪市東淀川区 COFFEE BEANS WORK 

大阪市東淀川区 笑福とおるちゃん 

大阪市東淀川区 SAKE WORKS GAKU 

大阪市東淀川区 焼肉レストラン とらじ 

大阪市東淀川区 寿司広 

大阪市東淀川区 淀華 

大阪市東淀川区 珉珉上新庄駅前店 

大阪市東淀川区 麺やイッショウ 

大阪市東淀川区 おのころ食堂淡路島 

大阪市東淀川区 旬魚酒菜和さび 

大阪市東淀川区 コーヒーハウスシグナル 

大阪市東淀川区 居酒屋友 

大阪市東淀川区 萬樹苑 

大阪市東成区 鴻図 四川料理 

大阪市東成区 木林 

大阪市東成区 fresh dining 木の芽 

大阪市東成区 大黒 

大阪市東成区 酒 to curry アーチル 

大阪市東成区 馬車道 

大阪市東成区 くい蔵 

大阪市東成区 Cafe Perche 

大阪市東成区 大分からあげと鉄板焼 玉造応援団 勝男 

大阪市東成区 皇 茶 
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市町村名 施設名称 

大阪市東成区 クラフトカフェ今里 

大阪市東成区 串焼ホルモン 吾照里 

大阪市東成区 道西安 

大阪市東成区 立呑み処 晴 

大阪市生野区 HINAYA 

大阪市生野区 松寿司 

大阪市生野区 おでん食堂 藤原 

大阪市生野区 お好み焼久 

大阪市生野区 DE MARCHA 

大阪市生野区 くいしんぼう 

大阪市生野区 居酒屋 ありす 

大阪市生野区 石田酒店立ち呑み 

大阪市生野区 揚子江ラーメン大池橋店 

大阪市生野区 百済離宮 

大阪市生野区 炭の屋 

大阪市生野区 たにがわ 

大阪市生野区 WOOD ON 

大阪市生野区 カラオケえみ 

大阪市生野区 旬菜居酒屋 芽ん味 

大阪市生野区 たべもん屋ほろ酔 

大阪市生野区 町家ヌーベルシノア銀乃皿 

大阪市生野区 RE りふ 

大阪市生野区 明洞ホットドッグ 

大阪市生野区 DartsBar Leap 

大阪市生野区 駅前うどん 

大阪市生野区 ふくまさ 

大阪市生野区 ハチワレさん 

大阪市生野区 レコミ屋 

大阪市旭区 IL LEONE 

大阪市旭区 赤目すし 

大阪市旭区 揚子江ラーメン高殿店 

大阪市旭区 旬彩酒場えん 

大阪市旭区 韓国居酒屋プッコチュ 

大阪市旭区 日好いち 

大阪市旭区 手打ち蕎麦割烹 喜心 
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市町村名 施設名称 

大阪市旭区 焼肉ホルモンまるよし精肉店 千林大宮店 

大阪市旭区 蔵十 

大阪市旭区 本田酒店 

大阪市旭区 鉄板焼鳥 ひとむすび 

大阪市旭区 絆 

大阪市旭区 ASKA 

大阪市旭区 居酒屋 香の華 

大阪市旭区 一粒万倍 

大阪市旭区 居酒屋 ふる里 

大阪市旭区 BAR SCARLETT 

大阪市旭区 とんかつぽん太 

大阪市旭区 しらいし家 

大阪市旭区 カフェ&ランチ Tetora 

大阪市城東区 炭火串焼きたむら 

大阪市城東区 中華そばひのき屋 

大阪市城東区 やきとり笑家 

大阪市城東区 インド料理レストラン JAY 

大阪市城東区 居酒屋 友恵 

大阪市城東区 花菱 

大阪市城東区 とんかつ「とん娘」 

大阪市城東区 NICOtt bar 

大阪市城東区 鶏平 

大阪市城東区 ラサンブル 

大阪市城東区 じゅげ夢 

大阪市城東区 大福 

大阪市城東区 お好み屋 

大阪市城東区 天下一品 深江橋店 

大阪市城東区 やよい軒 蒲生４丁目店 

大阪市城東区 KITCHENYAMATO 

大阪市城東区 源 sun 

大阪市城東区 畑 

大阪市城東区 今福酒場ペイジ 

大阪市城東区 天香堂 

大阪市城東区 ユートピア白玉温泉 

大阪市阿倍野区 酒肆バグパイプ 
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市町村名 施設名称 

大阪市阿倍野区 43 

大阪市阿倍野区 たこ焼ソース 

大阪市阿倍野区 Mad Cat Hostel Osaka & Bar 

大阪市阿倍野区 エビス屋 

大阪市阿倍野区 酔鳥味鳥 

大阪市阿倍野区 洋食とステーキ健 

大阪市阿倍野区 Little NutsDay 

大阪市阿倍野区 PiEDRA 

大阪市阿倍野区 PEGGY'S 

大阪市阿倍野区 COZY 

大阪市阿倍野区 Parfum 

大阪市阿倍野区 文の里松寿し 

大阪市阿倍野区 Bar de Espana risa risa 

大阪市阿倍野区 大喜美章園すし 

大阪市阿倍野区 和牛焼肉うのう西田辺店 

大阪市阿倍野区 アベノ王民王民 

大阪市阿倍野区 パブあべ 

大阪市阿倍野区 あべの Dining BUZZ 

大阪市阿倍野区 橘屋 

大阪市阿倍野区 鉄板焼きダイニング椿 

大阪市阿倍野区 恵美寿屋 

大阪市阿倍野区 FlowerQuiche本店 

大阪市阿倍野区 ビストロティアボ 

大阪市阿倍野区 華月 

大阪市阿倍野区 カフェバーZION 

大阪市住吉区 bar T i.s.m 

大阪市住吉区 居酒屋一喜 

大阪市住吉区 一品料理たんたん 

大阪市住吉区 麺家遊彩 

大阪市住吉区 モンキーポッドあびこ店 

大阪市住吉区 Recover 

大阪市住吉区 焼肉牛牛 

大阪市住吉区 もんじゃ＆我孫子ワイン酒場西屋 

大阪市住吉区 七つの壁 

大阪市住吉区 珈琲館あびこ店 
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市町村名 施設名称 

大阪市住吉区 紀乃国屋マルナカ 

大阪市住吉区 kobeステーキハウス 

大阪市住吉区 中華料理福山楼 

大阪市東住吉区 ルナロッサ 

大阪市東住吉区 呑み処 波来 

大阪市東住吉区 おばんざい おかん 

大阪市東住吉区 高楊枝 

大阪市東住吉区 お好み焼ハウストマト 

大阪市東住吉区 喫茶富士 

大阪市東住吉区 LOCOROCO 

大阪市東住吉区 のぼりや 

大阪市東住吉区 金のスプーン 

大阪市東住吉区 カラオケスタジオ来夢 

大阪市東住吉区 中華酒楽食堂 KuRo 

大阪市東住吉区 だいにんぐ花和萌 

大阪市東住吉区 ぼて茶屋 針中野店 

大阪市東住吉区 カフェライチ 

大阪市東住吉区 串揚げ屋さん串ボーズ 

大阪市東住吉区 ツムラヤ 

大阪市西成区 一力 

大阪市西成区 赤とんぼ 

大阪市西成区 スナック リバーサイド 

大阪市西成区 お立呑み処 ひとみ 

大阪市西成区 ベトナム料理店 ホイアン 

大阪市西成区 サボテン 

大阪市西成区 MONSTER 

大阪市西成区 らぁめん 一悶屋 

大阪市西成区 呑み処 のぶ 

大阪市西成区 西成一番 

大阪市西成区 クリちゃん 

大阪市西成区 もみじ 

大阪市西成区 のみどころ智 

大阪市西成区 イタリアンダイニングＴｅｓｏｒｏｍｉｏ 

大阪市西成区 栄寿司 

大阪市西成区 GEN 



11 

市町村名 施設名称 

大阪市西成区 ハチミツ 

大阪市西成区 ステーキ・鉄板居酒屋鍛冶屋 

大阪市西成区 居酒屋 大好き 

大阪市西成区 松屋うどん店 

大阪市淀川区 ソアレ 

大阪市淀川区 カラオケバー SPADE 

大阪市淀川区 カラオケアーク 

大阪市淀川区 繁盛酒場良しとも 

大阪市淀川区 アンバー 

大阪市淀川区 豚々 

大阪市淀川区 ふぁみー 

大阪市淀川区 門黒すし 

大阪市淀川区 咲倉 

大阪市淀川区 旬菜 西むら 

大阪市淀川区 居酒屋風 

大阪市淀川区 旬菜料理雲母 

大阪市淀川区 出会 

大阪市淀川区 十三トリス 

大阪市淀川区 焼肉レストラン貴美苑 

大阪市淀川区 うどん処いづも 

大阪市淀川区 montomworks. mt.cafe 

大阪市淀川区 漁楽亭 

大阪市淀川区 おばんざい いけだ 

大阪市淀川区 焼鳥居酒屋 樂 

大阪市淀川区 でん 

大阪市淀川区 大衆酒場串カツぐっさん 

大阪市淀川区 ヴィサージュ 

大阪市淀川区 ご馳走じきはら 

大阪市淀川区 チャイニーズレストラン 龍 

大阪市淀川区 お好み焼・お食事処 舞 

大阪市淀川区 喫茶 赤トンボ 

大阪市淀川区 cafe & bar mimosa 

大阪市淀川区 Pasta Bar CETARA 

大阪市淀川区 Casa  Blanca   カサブランカ 

大阪市淀川区 インド料理ミラマハル 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 Bar Lounge F 

大阪市淀川区 プティ・キュイジーヌ 

大阪市淀川区 カラオケスナック 岳志 

大阪市淀川区 SNACKあげは 

大阪市淀川区 スタンド煮ガ味 

大阪市淀川区 ひょうたん 

大阪市淀川区 鮮魚のほら穴 

大阪市淀川区 カレー食堂 ペルル 

大阪市淀川区 Ａssemble華 

大阪市淀川区 とんかつ kitchen かもめ亭 西中島店 

大阪市淀川区 濱心 

大阪市淀川区 理科 BAR 

大阪市淀川区 ぶん 

大阪市淀川区 ぼて Q 

大阪市淀川区 炭火焼肉・ホルモン うし政 

大阪市淀川区 炭火焼鷄まくら 

大阪市淀川区 はんなりはん 

大阪市淀川区 SALARY'S BAR 

大阪市淀川区 よし善 

大阪市淀川区 株式会社元祖たこ昌 

大阪市鶴見区 喫茶れい 

大阪市鶴見区 コメダ珈琲店 鶴見諸口店 

大阪市鶴見区 Fabbrica 

大阪市鶴見区 焼肉 いちりゅう 

大阪市住之江区 たかたか 

大阪市住之江区 Fam 

大阪市住之江区 蕎麦と肴 温月 

大阪市住之江区 串や 燻 

大阪市住之江区 お好み焼 よつ葉 

大阪市住之江区 王紀美食楼 

大阪市住之江区 真夢 Mayu 

大阪市住之江区 金海 

大阪市住之江区 串虎 

大阪市住之江区 廣嶋家 

大阪市住之江区 スナックダイニング RiMi 
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市町村名 施設名称 

大阪市平野区 寿司正 

大阪市平野区 ラーメン藤吉平野店 

大阪市平野区 日本料理 華かんざし 

大阪市平野区 カラオケ喫茶かつら 

大阪市平野区 お好み焼き 靜 

大阪市平野区 居酒屋歩成り 

大阪市平野区 酒房 京 

大阪市平野区 楽酒や 

大阪市平野区 カフェ ラルーン・ド・エスト 

大阪市平野区 麺処ほんだ 

大阪市平野区 伊勢 

大阪市平野区 ひらの 

大阪市平野区 まんだら家 平野店 

大阪市平野区 マルホ酒店 

大阪市北区 ひろ富 手打うどん 

大阪市北区 とき 

大阪市北区 蒸し料理専門店ｍｕｓ 

大阪市北区 U.K 

大阪市北区 炭火焼肉精竜 

大阪市北区 おくどさん小柴 

大阪市北区 平和樓 

大阪市北区 有泉 

大阪市北区 ぶどう酒バル虎月堂 

大阪市北区 サントリーローズ 

大阪市北区 串カツ居酒屋 manimani 

大阪市北区 錯覚 

大阪市北区 Petite milk 

大阪市北区 中之島 吉祥庵 

大阪市北区 Shippona 

大阪市北区 レイル 

大阪市北区 CHINA BISTRO imose 

大阪市北区 Citron 

大阪市北区 中華 たけ亭 

大阪市北区 お好み 鉄板 のき 

大阪市北区 Bistro La ratatouille 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 菖蒲 

大阪市北区 ザルーム フルーレ 

大阪市北区 LoungeAUN 

大阪市北区 みずぐち 

大阪市北区 炭焼商店サカトリーナ 

大阪市北区 ナオズプレイス 

大阪市北区 ワインショップマチュール 

大阪市北区 キッチンルミエール 

大阪市北区 ほっとあわとく 

大阪市北区 季節料理 川上 

大阪市北区 花彩 

大阪市北区 串カツ百百 

大阪市北区 ふぁぼり 

大阪市北区 秋吉梅田店 

大阪市北区 珈琲店スパニョラ 

大阪市北区 立呑み丘 

大阪市北区 牛寳 

大阪市北区 chouette 

大阪市北区 サウンドエレガンス 

大阪市北区 魚匠 銀平 北新地店 

大阪市北区 LACERBA 

大阪市北区 BAGUS Indonesian Kitchen 

大阪市北区 Bar りんか 

大阪市北区 みわ屋 

大阪市北区 G'day 

大阪市北区 ビストロ居酒屋カウラナキッチンワイキキ 

大阪市北区 Le chemin 

大阪市北区 Tomarigi 

大阪市北区 BAR PREMIER 

大阪市北区 777 

大阪市北区 LaSALUTE 

大阪市北区 EXPLOSION 

大阪市北区 立ち呑み処時代屋 

大阪市北区 ガリアーノ 

大阪市北区 くすのき 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 妻味 

大阪市北区 老松鮨処よしか 

大阪市北区 かどや 

大阪市北区 さぬきうどん四国屋 

大阪市北区 Kitchen味人 

大阪市北区 38 

大阪市北区 バーネムリ 

大阪市北区 bistro terroir 

大阪市北区 季節料理いわ伊 

大阪市北区 Trinity 

大阪市北区 SHOTOBAR SoaR 

大阪市北区 ダイナーコインロッカー 

大阪市北区 屋台餃子 

大阪市北区 バンドワゴン 

大阪市北区 イタリア食堂サルディーナ 

大阪市北区 nota 

大阪市北区 童 

大阪市北区 大阪松下 

大阪市北区 Blanc Chouette 

大阪市北区 DAWN（ドーン） 

大阪市北区 与太呂 中之島店 

大阪市北区 MARY&HOTROCK 

大阪市北区 にしやま 

大阪市北区 Bar 織田 

大阪市北区 ＢＡＲ  ＭＡＮＡ 

大阪市北区 魚や市 はなれ 

大阪市北区 Angie 

大阪市北区 テンカラ食堂 

大阪市北区 カサブランカ 

大阪市北区 美食遊膳あまの家 

大阪市北区 BAR大阪喫茶部 

大阪市北区 蔵 DEUX 

大阪市北区 肴×串すたんど おぼら 

大阪市北区 割烹丸八 

大阪市北区 サブウェイ梅田富国生命ビル店 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 聚香園 

大阪市北区 ICHIFUJI 

大阪市北区 ottonove 

大阪市北区 レオメンバーズ 

大阪市北区 Bar聚闇 

大阪市北区 焼酎 Bar純 

大阪市北区 FirebomBAR 

大阪市北区 酒菜竹井 

大阪市北区 コインズアウル 

大阪市北区 北新地 鮨 なか匠 

大阪市北区 蕎麦と地酒どんぐり 

大阪市北区 たきはた 

大阪市北区 龍ノ蔵 

大阪市北区 スパイスカリーハルモニア 

大阪市北区 伊々 

大阪市北区 After All 

大阪市北区 ホルモンラーメン白寿 

大阪市北区 おうち居酒屋ちろり 

大阪市北区 ZEUS 

大阪市北区 Picco Latte 

大阪市北区 BAR HARBOUR INN 

大阪市北区 焼鳥むぎ 

大阪市北区 ピザ＆スコッチハウスカーニバル 

大阪市北区 B.up Cleansing Juicery 北新地店 

大阪市北区 マジックバーミストフェリーズ 

大阪市北区 ニューオークラ 

大阪市北区 クリエイティブ・ディッシーズ タコウ 

大阪市北区 天平 

大阪市北区 Mother Womb 

大阪市北区 食堂燈 

大阪市北区 にこらしか 

大阪市北区 大淀信州そば 中津店 

大阪市北区 酒房竹うち 

大阪市北区 焼き鳥クカバラ 

大阪市北区 J's Bar 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 ミストラル 

大阪市北区 丸 

大阪市北区 立ち呑み処まる 

大阪市北区 フルール 

大阪市北区 BAR FENIX 

大阪市北区 おでんおぐら 

大阪市北区 呑蔵 

大阪市北区 Neighbor 

大阪市北区 メンバーズ莉江 

大阪市北区 旬彩和酒 味彩 

大阪市北区 jamjam 

大阪市北区 北新地らるじゅ 

大阪市北区 BOOKMARK 

大阪市北区 和風スナック加代 

大阪市北区 BAR FROLIC 

大阪市北区 日本の四季を楽しむ はも・ふぐ料理 創作割烹 新地のやすらぎ 

大阪市北区 きんぴら 

大阪市北区 スローインター 

大阪市北区 ひでちゃんと 

大阪市北区 オステリアミラ 

大阪市北区 らいよはうす 

大阪市北区 Bull 

大阪市北区 日本酒とウイスキー こばち 

大阪市北区 BAR EXPAT 

大阪市北区 鮪人 

大阪市北区 美味 n家しげ 

大阪市北区 堂島グラッチェ南森町店 

大阪市北区 IKKIUCHI 一騎討ち 

大阪市北区 つきや 

大阪市北区 シンザン II 

大阪市北区 福島上等カレー扇町通店 

大阪市北区 ＢＡＣＫ９ 

大阪市北区 堂島サンボア 洋酒店 

大阪市北区 凪 

大阪市北区 讃岐うどん今雪 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 和食家 こきづ 

大阪市北区 春穂 

大阪市北区 結 you 

大阪市北区 響珈琲 

大阪市北区 Restaurant&Bar ENT 

大阪市北区 DADAN 

大阪市北区 ジャック＆ベティー 

大阪市北区 カーサディオーロ 

大阪市北区 ーTARUー 

大阪市北区 RistoranteRinascereDojima 

大阪市北区 いわき 

大阪市北区 お食事処きしがみ 

大阪市北区 night spot jolly 

大阪市北区 お好み焼パセミヤ 

大阪市中央区 御膳火鍋 

大阪市中央区 ８０８ 

大阪市中央区 音音 

大阪市中央区 ル・ビストロ クードポール 

大阪市中央区 BLUE BOOKS cafe 大阪 

大阪市中央区 三国亭 

大阪市中央区 La sante 

大阪市中央区 ZERO 

大阪市中央区 ポリカルポ 

大阪市中央区 H.A.C 

大阪市中央区 Bigマーメイド 

大阪市中央区 海舟 

大阪市中央区 POCO A POCO 

大阪市中央区 明日花 

大阪市中央区 Michel Vin Japonais 

大阪市中央区 すし処錦 

大阪市中央区 Bar MK 

大阪市中央区 居酒屋須佐 

大阪市中央区 スタート 

大阪市中央区 おたる栄六すし大阪 

大阪市中央区 羽根つき焼小籠包ディンズ堺筋本町店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 桝田 

大阪市中央区 らんらんルー 

大阪市中央区 e.N 

大阪市中央区 ちとせ 

大阪市中央区 雅楽 

大阪市中央区 じゃじー 

大阪市中央区 アラン 

大阪市中央区 食彩茶屋渡邉 

大阪市中央区 活ふぐ清正 

大阪市中央区 カフェザプラントルーム 

大阪市中央区 北新地はらみ 法善寺店 

大阪市中央区 阿み彦 

大阪市中央区 バード５６ 

大阪市中央区 BAR ens 

大阪市中央区 Ｂｏｎｉｔａ 

大阪市中央区 のまずくわず 

大阪市中央区 バートレック 

大阪市中央区 キーストン 

大阪市中央区 Almost Famous 

大阪市中央区 ときすし 

大阪市中央区 旬菜 手打そば だいちゃん 

大阪市中央区 鴻盛園 

大阪市中央区 からほりコモン 

大阪市中央区 TORI FOOD by トリフウドケンキュウショ 

大阪市中央区 たんぽぽ 

大阪市中央区 キューピーちゃんの隠れ家 

大阪市中央区 Boo８ 

大阪市中央区 鄭記老成都串串 

大阪市中央区 怪物米線麻辣燙 

大阪市中央区 Dining&Bar PLUS 

大阪市中央区 わが家 

大阪市中央区 LUXE Bar&Lounge 

大阪市中央区 Bar One 

大阪市中央区 イタリア料理アヴェルラ 

大阪市中央区 船場カリー 瓦町店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 Grandfchina 

大阪市中央区 北浜にくや 

大阪市中央区 一心一味法善寺茂 

大阪市中央区 メンバーズ RARE 

大阪市中央区 岸上 

大阪市中央区 民芸酒房 牧水 

大阪市中央区 橋の湯食堂 

大阪市中央区 自家焙煎珈琲 link 

大阪市中央区 TOMMY 

大阪市中央区 ピッコロモンド 

大阪市中央区 Barマスダ 

大阪市中央区 ダイニングバーHOKOYA 

大阪市中央区 真心料理きらら 

大阪市中央区 魚食処 一豊 道修町店 

大阪市中央区 あざ味 

大阪市中央区 しまんちゅ食堂 

大阪市中央区 ながおかキッチン 

大阪市中央区 居酒屋＆カフェ門 

大阪市中央区 友局児音楽バー 

大阪市中央区 雨 

大阪市中央区 すもうキッチン佐賀昇 

大阪市中央区 千日亭 

大阪市中央区 ＣＵＲＶＡさかゑ 

大阪市中央区 フィフティーフィフティー 

大阪市中央区 キッチンナカジマ。 

大阪市中央区 炭火ラム肉専門店愉崇 

大阪市中央区 富品 

大阪市中央区 心斎橋アルバ渡辺 

大阪市中央区 TPOINT 

大阪市中央区 板前焼肉一雅 

大阪市中央区 たく丸 

大阪市中央区 多丸屋 

大阪市中央区 スタイリッシュグリルＴｙｕ 

大阪市中央区 hapo 

大阪市中央区 BAR識 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 ロッテリアなんばＣＩＴＹ南館店 

大阪市中央区 ShotBarB.B.B 

大阪市中央区 フレンチバル caveau de CHASSAGNE 

大阪市中央区 季節料理ままごとや 

大阪市中央区 Shiyan 

大阪市中央区 dark gothic bar camille 

大阪市中央区 心斎橋和っか 

大阪市中央区 笑日志 

大阪市中央区 浜料理 魚はん 

大阪市中央区 居酒屋もつっ子きっそう 

大阪市中央区 割烹はせ川 

大阪市中央区 おおさか料理浅井東迎 

大阪市中央区 しゃぶ亭難波千日前店 

大阪市中央区 ASOBIBA SecretGarden 

大阪市中央区 joint 

大阪市中央区 得正 玉造店 

大阪市中央区 Restaurantつじ川 

大阪市中央区 cafe&bar atelier sunrise 

大阪市中央区 たこ八 

大阪市中央区 cafe soleil カフェソレイユ 

大阪市中央区 いっしん 

大阪市中央区 CLUB Sara 

大阪市中央区 小川のおかん 

大阪市中央区 小料理ともか 

大阪市中央区 大阪城豚骨らーめん秀侍 

大阪市中央区 三多屋 

大阪市中央区 Knopp 

大阪市中央区 綏泉 

大阪市中央区 西安麺荘 

大阪市中央区 炭火焼肉全力ホルモンふみや 

大阪市中央区 sherrycurry瓦町本店 

大阪市中央区 ミニスポットセドナ 

大阪市中央区 サンジェルマン 

大阪市中央区 京都勝牛なんば千日前店 

大阪市中央区 ゑびす屋 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 パウンドハウス心斎橋店 

大阪市中央区 ホールイン 

大阪市中央区 パスタフルカフェ マリアン 

大阪市中央区 スナック clear 

大阪市中央区 串料理お惣菜たまき 

大阪市中央区 Member's 藤井 

大阪市中央区 そば処八助 

大阪市中央区 わとい 

大阪市中央区 福田屋珈琲店 

大阪市中央区 ビソルシエール 

大阪市中央区 中国料理 大成閣 

大阪市中央区 壽圭悠悠 

大阪市中央区 Bar compass rose 

大阪市中央区 BAR TAKAYAMA 

大阪市中央区 八剣伝 谷町九丁目店 

大阪市中央区 DJ-BAR VANITY  BOX 

大阪市中央区 ラディッシュ 

大阪市中央区 明陽軒 

大阪市中央区 マンボウ 

大阪市中央区 まるのみ 

大阪市中央区 茶古 

大阪市中央区 ビストロ＆バールヴィスコ 

大阪市中央区 味彩しな川 

大阪市中央区 鮨いんべ 

大阪市中央区 ミュージックバーエム 

大阪市中央区 CLOUD-NINE 

大阪市中央区 青葉らあめん ほんまもん屋 

大阪市中央区 健菜天 佳川 

大阪市中央区 5penny 

大阪市中央区 CLIP 

大阪市中央区 ドリームアンドドリーム 

大阪市中央区 凸凹 DECOBOCO 

大阪市中央区 おでん惣菜 如月 

大阪市中央区 ビストロモーベギャルソン 

大阪市中央区 Bar&Lounge M2 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 憩家 

大阪市中央区 80's Bar FREAK 

大阪市中央区 旬彩 Bar りあん 

大阪市中央区 p.pouch 

大阪市中央区 旬菜番や 

大阪市中央区 ワインカルコス 

大阪市中央区 Bar 真昼の月 

大阪市中央区 鳳凰楼 

大阪市中央区 バールダダ 

大阪市中央区 さかいえん弥 

大阪市中央区 Ｂａｒ Ｓｉｐ 

大阪市中央区 Salon  Mstyle 

大阪市中央区 My name is りんりん 

大阪市中央区 RABBIT HUTCH 

大阪市中央区 ribbon DINING BAR 

大阪市中央区 BAR373 

大阪市中央区 La  Golosetta 

大阪市中央区 スポーツマンクラブポール 

大阪市中央区 浅野焼鳥日本酒店 

大阪市中央区 和ぎ 

堺市堺区 ラーメン専家 天神 

堺市堺区 鳥道 

堺市堺区 やきとり大吉堺東店 

堺市堺区 珈琲専門店 MUC 

堺市堺区 和暖 

堺市堺区 ポポピアーチェ 

堺市堺区 ささ家 

堺市堺区 Ｂａｌ ｈａｃｈｉ－Ｇｏ 

堺市堺区 シェルブール 

堺市堺区 堺魚市場寿司 

堺市堺区 タイム 

堺市堺区 満マル堺東駅前店 

堺市堺区 お好み焼鉄板焼 じゅらく 

堺市堺区 利休 

堺市堺区 195 
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市町村名 施設名称 

堺市堺区 カフェドジオカットロ 

堺市堺区 熱血たろやん 

堺市堺区 J－グリーン堺ドリームキャンプ 

堺市堺区 洋食の店とん助 

堺市堺区 snackK2 

堺市堺区 酒菜やまと 

堺市堺区 バーフレーズ 

堺市堺区 MOE-BAR 

堺市堺区 東 中華料理 

堺市堺区 美羅 

堺市堺区 Nice8 

堺市堺区 SARARA 

堺市堺区 チキン娘に豚野郎 

堺市堺区 フェイク 

堺市堺区 居酒屋 SAKURA 

堺市堺区 囲炉裏乃逸品 

堺市堺区 御料理 大つか 

堺市中区 お好み 味樹 

堺市中区 ばるらんて 

堺市中区 老舗喫茶桂木 

堺市中区 たかせ 

堺市中区 カラオケスナックちばちゃん 

堺市中区 ぜにや 

堺市中区 隠れ家 

堺市中区 お食事処えびす 

堺市中区 焼肉・冷麺つくし 

堺市中区 民家ふぇみやび 

堺市東区 焼バル しーぴっぐ 

堺市東区 オステリアルッチ 

堺市東区 ななつぼ屋 

堺市東区 カズビッチ 

堺市東区 居酒屋 かいゆう亭 

堺市東区 欧風ダイニング Tanto 

堺市東区 チビごん 

堺市西区 Time 



25 

市町村名 施設名称 

堺市西区 はなぶさ 

堺市西区 バー スロー 

堺市西区 日本料理 大金楼 

堺市西区 惣菜バル you 

堺市西区 オリンピア 

堺市西区 まる徳ラーメン石津店 

堺市西区 コーヒーハウス noga&スナック 

堺市西区 美幸寿司 

堺市西区 三海 

堺市西区 仕出しのたぬき 

堺市南区 BAR AVALEZ 

堺市南区 Low 

堺市南区 食堂 しん太 

堺市南区 創作割烹 湖泉別館 

堺市北区 うれしの 

堺市北区 焼き鳥 雷 北花田店 

堺市北区 そば処みそか亭 

堺市北区 串かつ太助 

堺市北区 かつき台湾料理 

堺市北区 旬彩ダイニングフルールエピ 

堺市北区 串とら 

堺市北区 炭火焼ちきん くい・くい 

堺市北区 竹中亭 

堺市北区 カラオケ喫茶 三喜 

堺市北区 レストランルプルミエ 

堺市北区 酒処まさひろ 

堺市北区 あつこの部屋 

堺市北区 宝山閣 

堺市美原区 イタリアンレストラン PAC 

堺市美原区 カレーハウス CoCo壱番屋 大阪美原店 

堺市美原区 Dogcafe&Bar mint 

堺市美原区 南海飯店 

堺市美原区 なんやかん屋ちとせ 

岸和田市 中国酒菜福見 

岸和田市 鮨処にしの 
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市町村名 施設名称 

岸和田市 麺酒ゃ！サンポルコ 

岸和田市 秀華 

岸和田市 花びょうぶ 

岸和田市 Dining BAR 35 sango 

岸和田市 万よし 

岸和田市 たこ焼き BARKARAKARA 

岸和田市 仁川 

岸和田市 ちゃんこ鍋かじの 

岸和田市 食酒処たろや 

岸和田市 CHIPPER 

岸和田市 焼肉 扇 

岸和田市 アリラン亭 

岸和田市 会津 田舎そば 

岸和田市 お好み てっぱん焼 ここち 

岸和田市 串処源よし 

岸和田市 一力寿司 

豊中市 みどり寿司 

豊中市 割烹小ぶな 

豊中市 トトロの台所 

豊中市 つくも 

豊中市 酒蔵 えるく 

豊中市 旅路 

豊中市 リストランテ チェレスティーナ 

豊中市 さかな料理 魚甚 

豊中市 カラオケすなっく フレンズ 

豊中市 ちょび呑みちょい食べふう 

豊中市 ビストロ アンフィニ 

豊中市 カレーハウス CoCo壱番屋 豊中緑地公園店 

豊中市 MJ 

豊中市 スナックアンティー 

豊中市 ＣＨＡＴＡＳＯ 

豊中市 鮨 西木 

豊中市 BAR GEAR 

豊中市 露天風呂たこ湯 

豊中市 ラーメン飛龍 
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市町村名 施設名称 

豊中市 LIT 

豊中市 スンドゥブ専門店 K.A.M 

豊中市 LA VERITA 

豊中市 イタリア料理 菴 

豊中市 呑み処昌太 

豊中市 BAR Pocket 

豊中市 BAR Koinobori 

豊中市 ラウンジ Alfa 

豊中市 魚富水産・ぎょっぷ 

豊中市 浜焼太郎豊中庄内店 

池田市 笑酒楽 

池田市 ジョニーのからあげ 

池田市 レストランＢｒｉｄｇｅ 

池田市 MIYAMA 

池田市 かしわ処 滋久 

池田市 串かつまつり 池田本店 

池田市 不死王閣 

池田市 珈琲所 コメダ珈琲店 阪急石橋駅前店 

池田市 ラーメン一大事 

池田市 松前 

池田市 大吉池田店 

吹田市 西田屋 

吹田市 寿司割烹なるを日本酒ダイニング福 warai 

吹田市 ポルヴェレ 

吹田市 千房 江坂店 

吹田市 手打ちそば処ながた 

吹田市 とよつ 壱や 

吹田市 立のみ家ぽん 

吹田市 珉珉吹田さんくす店 

吹田市 アジアン酒場 HIPON 

吹田市 そば居酒屋 凛 

吹田市 まる 

吹田市 美酒佳肴 酒地肉鱗 

吹田市 new S cafe ニュースカフェ 

吹田市 唄える呑み処 直 
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市町村名 施設名称 

吹田市 カラオケ喫茶コスモス 

吹田市 SANK cafe&bar 

吹田市 武者麺 

吹田市 将平 

吹田市 駅うどん吹田 

吹田市 森のカフェ&ハンドメイド工房 Bande 

吹田市 ビストロバンブードール 

吹田市 Petit Madam 

吹田市 Soul Kitchen 

吹田市 シェルター（SHELTER） 

吹田市 カラオケ喫茶こぶしの花 

吹田市 ぶんぶんカステラ 

吹田市 お好み焼き鉄板焼き千 

吹田市 ワインバーリトゥム 

吹田市 いっぷく処 わか 

吹田市 China dining 華 nois 

吹田市 居酒屋麦わら 

泉大津市 ルチルクォーツ 

泉大津市 グラッツィエ 

泉大津市 ル・クール 

泉大津市 レストランフランボワーズ 

泉大津市 カラオケ喫茶ありんこ 

泉大津市 創作鍋料理吉 

泉大津市 ルピナス 

泉大津市 BRIDGE 

高槻市 カラオケサロンかりん 

高槻市 さふらん駅前本店 

高槻市 エッソンス・エ・グー 

高槻市 ALLURE 

高槻市 Pizzeria Suonare 

高槻市 midstream 

高槻市 寿司栄 

高槻市 ｆｕｍｏ 

高槻市 レストスタジオ SHO 

高槻市 串焼き炙 
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市町村名 施設名称 

高槻市 喫茶いづみ 

高槻市 居酒屋アウル 

高槻市 和洋居酒屋おれん家かわさき屋 

高槻市 カフェ・ドマリンナ 

高槻市 欧風 Curry Monzu 

高槻市 喫茶トミヤ 

高槻市 高槻魚介酒場 旬華 

高槻市 はましょう 

高槻市 Brasserie24c 

高槻市 炭火串焼 はまきりん 

高槻市 STEAK-KAPPO  TSUKI 

高槻市 bar nightspot K 

高槻市 BAR  HAーCHAN 

高槻市 檸檬樹 529 

貝塚市 割烹仕出し むかい 

貝塚市 居酒屋 咲 

貝塚市 喜楽焼肉店 

貝塚市 カラオケスタジオ ゑくぼ 

貝塚市 肉バル ダイニング sai-ton 

貝塚市 CAFE & BAR CHILL SPOT 

貝塚市 旬菜工房 遊味 

守口市 森久保 海のや 

守口市 ヨッコイショ 

守口市 ぐるまん 

守口市 焼き鳥居酒屋安全 

守口市 ロデオ ドライブ 

守口市 桂 

守口市 Actress 

守口市 居酒屋田川 

守口市 バール  ジェニオ 

守口市 和ダイニングはなりき 

枚方市 桜すし 

枚方市 よりみち 

枚方市 パパイヤタイ食堂 

枚方市 ご馳走中華厨房はっちん 
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市町村名 施設名称 

枚方市 karaokebar SNY 

枚方市 ちゃんぽん亭筑前屋豊助 

枚方市 Cafe meet 

枚方市 せりな 

枚方市 煮干し拉麺 アンチョビー 

枚方市 カフェギャラリーFrie-Ai フレアイ 

枚方市 喫茶オルガン 

枚方市 与太呂 

枚方市 拉麺開花 

枚方市 atelier  VIE 

枚方市 居酒屋 浜ちゃん 

枚方市 喫茶 珈織 

枚方市 れんと 

枚方市 四川ラーメン都くずは店 

枚方市 フィール 

枚方市 いちどぅし 

枚方市 BRASSERIE TAMUTAMU 

枚方市 J'm T iara 

枚方市 スナック JUNKA 

枚方市 割烹藤 

枚方市 えーす 

茨木市 さわらぎ 

茨木市 中華料理 龍 

茨木市 鮨龍平 

茨木市 夢音 

茨木市 NUDE 

茨木市 さんぞう 

茨木市 サロンドパブ みゆう 

茨木市 夢ペンギン村 

茨木市 SNACK すみ 

茨木市 お好み焼 友 

茨木市 歌楽音家 RAKU 

茨木市 Lounge鍵 

茨木市 うまいもん家 わいわい 

茨木市 福すし 
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市町村名 施設名称 

茨木市 飲み食い処お宝まんちん 

茨木市 うまいもん酒家鼓 

茨木市 Lounge nao 

茨木市 一夢庵 

茨木市 トラットリア ルナピエナ 

茨木市 STANDBOND 

茨木市 東大門 

茨木市 御食事処月時 

八尾市 ＭＡｒｃ 

八尾市 中華料理 海山 

八尾市 遊び心鈴鈴 

八尾市 cafe bar re cher 

八尾市 いまる 

八尾市 串料理りき 

八尾市 松坂亭 

八尾市 松吉 

八尾市 焼肉 しま乃 

八尾市 かわち屋 

八尾市 グリルショップやの 

八尾市 そば処まつもと 

八尾市 Ｌｉｎｋ 

八尾市 カラオケシード千 

八尾市 立呑処 創 

八尾市 山科食堂 

八尾市 たなかや 

八尾市 居酒屋たなちゃん 

八尾市 能登屋 

八尾市 舞恋都 

八尾市 カジュアル鉄板焼ステーキ DABU DABU 

八尾市 BAR PAIN 

八尾市 蓮 

八尾市 酒と肴 vin酌 

八尾市 割烹四季 

八尾市 鰻のもり 

泉佐野市 想い出キッチン 
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市町村名 施設名称 

泉佐野市 串揚げ まる勝 

泉佐野市 お好み家木金土 

泉佐野市 お好み焼き彬 

泉佐野市 FIKA 

泉佐野市 キッチン shabana 

泉佐野市 亀仙人食堂 

泉佐野市 カフェジュースト 

泉佐野市 理斗 

泉佐野市 ストロングスタイル 

泉佐野市 Beer&Cocktail Pub An 

泉佐野市 SHIKHAR 

泉佐野市 八剣伝泉佐野店 

泉佐野市 ワインバーTeRRa＋泉佐野店 

泉佐野市 ＰＩＺＺＥＲＩＡ ＢＡＲＡＣＣＨＩＮＯ 

泉佐野市 DINING YORI 

泉佐野市 modern dining かがり 

泉佐野市 Bistro bar Ｏlu Ｏlu 

泉佐野市 焼肉夢 

泉佐野市 アサヒビアホール漫画屋 

泉佐野市 み奈美亭 

富田林市 Ｃａｆｅ．Ｙｕ 

富田林市 りえきち 

富田林市 cafe dining apricot 

富田林市 天下第一富田林 

富田林市 麺匠貴涼楓 

富田林市 Trattoria Piatto Solare（ピアットソラーレ） 

富田林市 昭和堂Ｑ 

寝屋川市 Bar Aiba 

寝屋川市 Anu an cafe 

寝屋川市 地酒い炉り焼き 福篭 

寝屋川市 居酒屋 すみちゃん 

寝屋川市 Daisy 

寝屋川市 旬鮮やすらぎ 

寝屋川市 喜多八 

寝屋川市 宵待 
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市町村名 施設名称 

寝屋川市 コーヒーショップＡＢＣ新香里店 

寝屋川市 伊仏食堂 DAI 

寝屋川市 賢蔵辣麺 

寝屋川市 寿し龍 

寝屋川市 串あげ居酒屋あげあげ 

寝屋川市 てん 

寝屋川市 猩々 

寝屋川市 JAH 

寝屋川市 カラオケともちゃん 

寝屋川市 snack m 

寝屋川市 中華料理 平 

寝屋川市 居酒屋太郎吉 

寝屋川市 居酒屋 さち 

寝屋川市 日韓料理さくら 

寝屋川市 さかえ屋 

寝屋川市 居酒屋ゆえん 

寝屋川市 大蛸家 

寝屋川市 オマール海老と黒毛和牛のお店ビストロケンズ 

河内長野市 ORENO  SAKABA KENYA 

河内長野市 カラオケスナック まき 

河内長野市 中華料理きんぐ 

河内長野市 てんとう虫パーク河内長野店 

河内長野市 スナックセイル 

河内長野市 Sakura Cafe 

河内長野市 キッチン 孝心呂 

河内長野市 焼肉寄つ場 

河内長野市 インド料理店モダカ 

松原市 お食事処ふるさと 

松原市 Rouge 

松原市 中国料理大河 

松原市 赤ちょうちん靜 

松原市 花串 ひら井 

松原市 回転寿司くろしお 

大東市 歩ら里 

大東市 らぁめん万福 
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市町村名 施設名称 

大東市 カラオケ喫茶はる 

大東市 スナック そよかぜ 

大東市 彩華ラーメン大東店 

大東市 海鮮酒場久 居酒屋久 

和泉市 キッチンカフェミユキ 

和泉市 どとんこつ☆幸運軒 ビバモール和泉中央店 

和泉市 人と喜 

和泉市 ハレルヤ 

和泉市 料理屋包丁一本 

和泉市 スナック愛 

和泉市 レストラン逵田 

和泉市 居酒屋 ウタえもん 

和泉市 お好み焼きナンバーワン 

和泉市 Bar ウオッカ 

和泉市 一休 

和泉市 koiba 

和泉市 洋食店 Sisen（紫泉） 

和泉市 日本料理和香 

和泉市 居酒屋つどい 

箕面市 あかばなァ 

箕面市 カラオケ喫茶 スナック 和 

箕面市 プルミノン 

箕面市 藪庵 

箕面市 お食事処さくらい 

箕面市 せんしゅう 

箕面市 丸美 171店 

箕面市 ビステリア PleasantDining 

柏原市 S-FACTORY 

柏原市 徳島らーめんひろ家 

柏原市 フランス料理ピノ・ノアール 

柏原市 炭火焼鳥ひぃたん 

羽曳野市 ラミーカ 

羽曳野市 小鉄 

羽曳野市 えぼし 

羽曳野市 花蓮 
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市町村名 施設名称 

羽曳野市 炭火串焼あうん 

羽曳野市 ＢＬＯＴＴＯ 

門真市 プリマ 

門真市 やきとり味頂 

門真市 笑福 

門真市 食楽歌さくらんぼ 

門真市 カラオケ仲ちゃん 

門真市 月心 

門真市 大阪たこ焼き本舗夢蛸 

門真市 麺王 

門真市 トラットリア タンタフェリチッタ 

門真市 カラオケ喫茶ミミ 

門真市 来夢来人 

門真市 焼肉ホルモン まるよし精肉店 

門真市 串かつ吉 

門真市 BlackRose 

門真市 旬菜酒房 shin 

門真市 串とよ 

門真市 中国料理 華ぐるま 

門真市 スナック千 

門真市 ちょっと立ち飲み 

摂津市 美濃鮨 

摂津市 食堂ちえ 

高石市 croquette 

高石市 Vifasa 

高石市 千早食堂 

高石市 楽庵 

藤井寺市 掌 

藤井寺市 中国料理三国店 

藤井寺市 焼鳥花風 

藤井寺市 スナックはなはな 

藤井寺市 よりみち 

藤井寺市 珊瑚礁 

藤井寺市 福助屋藤井寺本店 

藤井寺市 炭家 
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藤井寺市 カラオケ喫茶 ビッグスター 

藤井寺市 麺屋黒船 

東大阪市 コトリ 和食と自家焙煎珈琲 

東大阪市 屋台風呑み処武ちゃん 

東大阪市 メンバーズビリーブ 

東大阪市 恵 

東大阪市 手打うどん 多久和 

東大阪市 和バル Ubu 

東大阪市 珉珉東花園店 

東大阪市 天ぷら 大喜 

東大阪市 CHINA進 

東大阪市 末広 

東大阪市 ステーキ創作料理 樹々 

東大阪市 カラオケ喫茶＆スナックしのぶ 

東大阪市 登龍門 

東大阪市 かふぇれすと Bee 

東大阪市 鉄板焼池田 

東大阪市 カラオケ佐賀 

東大阪市 BarEDGE 

東大阪市 ワインとおかず DanRan 

東大阪市 鳥長 

東大阪市 蛸祥 

東大阪市 Shot Bar T.O.P 

東大阪市 とんと 

東大阪市 Osteria Animato オステリア アニマート 

東大阪市 御用 

東大阪市 ムーンジュエリー 

東大阪市 超多加水純手打ち麺仁しむら 

東大阪市 みつこ 

東大阪市 BAR COZYMAN 

東大阪市 花園食堂 

東大阪市 喫茶&スナックルック 

東大阪市 炭火焼鳥笑っしょい 

東大阪市 輝 HIKARU 

東大阪市 Juno 



37 

市町村名 施設名称 

東大阪市 有限会社 和創楽家神楽 

東大阪市 創作料理一喜 

東大阪市 串揚げと炭火焼 串亀 

東大阪市 力餅 

東大阪市 季節一品料理鶴 

東大阪市 お好み焼き、鉄板焼きひょうたん 

東大阪市 Cafe&Kitchen GOLLY's 

東大阪市 ザッツピザ 

東大阪市 BEA'S CAFE ベアズカフェ 

東大阪市 炭火焼肉あきら 

東大阪市 串揚げいのうえ 

東大阪市 NOCE 

東大阪市 カラオケ喫茶・スナック坂 

泉南市 オンシジューム 

泉南市 カサブランカ 

四條畷市 国技館寿司 

四條畷市 喫茶地中海 

四條畷市 さんちゃん 

四條畷市 活麺富蔵 

四條畷市 和心洋彩 たつ家 

四條畷市 酒場想庫 

四條畷市 茶屋宿 伊勢屋（I.B GRILL） 

交野市 たこつね 

交野市 さつま屋食堂 

交野市 赤ひげ 

交野市 魚三 

交野市 はれらに食堂 

大阪狭山市 とりとり 

大阪狭山市 trattoria cibi 

阪南市 カラオケ華 

阪南市 居酒屋 喜楽人 

阪南市 大規鮨し 

豊能町 キララ 

豊能町 かめたに 

豊能町 中華料理 喜泰園 
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忠岡町 スナックみゆき 

忠岡町 cafe pesce gatto 

熊取町 柳-Ryu- 

熊取町 自家製麺 ラーメン麺虎 

熊取町 Dining志 

熊取町 ココハウス 

熊取町 居酒屋のぶろう 

岬町 朝日亭 

河南町 焼肉美の吉 

河南町 居酒屋いろり 

 


