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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７月 16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 59 KO-KUH 

大阪市都島区 ABC倶楽部 

大阪市都島区 Bar Preferir  

大阪市都島区 Brilliantclub 

大阪市都島区 Darts House Reve 

大阪市都島区 KAREN 

大阪市都島区 Mix Lounge 清本 

大阪市都島区 Noche 

大阪市都島区 ＹＡＴＡＲＡ お好み家 

大阪市都島区 いち味 

大阪市都島区 うまいもんいわたや 

大阪市都島区 お魚と鉄板焼き燈 

大阪市都島区 きっちん。BAKU 

大阪市都島区 ザ・ガーデンオリエンタル大阪 

大阪市都島区 モスバーガー都島店 

大阪市都島区 家呑み のうてんき 

大阪市都島区 鴨屋鴨いち 

大阪市都島区 韓国バルハラペコ 

大阪市都島区 居楽家 あん 

大阪市都島区 京松蘭 本店 

大阪市都島区 菜庭酒菜 櫓仁 

大阪市都島区 炭火焼鳥とりだん京橋店 

大阪市都島区 炭焼屋ニノ道 

大阪市都島区 中国菜飯 味らい 

大阪市福島区 aladandy 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 barよつば 

大阪市福島区 ＣｙｃｌｅＢａｓｅＫＩＵＣＨＩ 

大阪市福島区 Gold21 

大阪市福島区 ix3  

大阪市福島区 KitchenBarOOLUTO 

大阪市福島区 Mamezo＆Cafe 中之島店 

大阪市福島区 Modern Thai CIEL 

大阪市福島区 Ｓｈｕ ｉｎｏｕｅ 

大阪市福島区 TENEREZZA 

大阪市福島区 あんばらんす 

大阪市福島区 うし丸 

大阪市福島区 かみつき屋チャンピオン 

大阪市福島区 サーモンバルパーシャ 

大阪市福島区 スナック憩 

大阪市福島区 たんとたんと 

大阪市福島区 ととぎんイオンスタイル海老江店 

大阪市福島区 沖縄料理呑処まいど 

大阪市福島区 臥薪 大阪本店 

大阪市福島区 株式会社玉一総本店 

大阪市福島区 居酒屋 ヒンナ 

大阪市福島区 串かつ BANZAI 

大阪市福島区 肴と鮨ほしつき 

大阪市福島区 汐風 

大阪市福島区 焼肉ホルモンブンゴ福島店 

大阪市福島区 森ん蔵 

大阪市福島区 大阪餃子 MARUKAMI 

大阪市福島区 大衆立呑酒場まるやす酒店 

大阪市福島区 炭火焼きダイニング口八町福島店 

大阪市福島区 炭火焼鳥はれるや 

大阪市福島区 地酒と魚 KAZU 

大阪市福島区 中筋水産 

大阪市福島区 鉄板 dining新井 

大阪市福島区 福島やまがそば 

大阪市福島区 龍德翅 

大阪市此花区 Bar 零 
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市町村名 施設名称 

大阪市此花区 Dog  cafe  Lat  

大阪市此花区 KOAKUMA 

大阪市此花区 LENNON  

大阪市此花区 スナック宇治 

大阪市此花区 居酒屋ういうい 

大阪市此花区 中国料理 幸香創 

大阪市西区 ③Three 

大阪市西区 DEVI Indian＆Nepalese Restaurant 

大阪市西区 Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｂａｒ ＨＢ 

大阪市西区 Gran PAPA 

大阪市西区 if 

大阪市西区 it.oven 

大阪市西区 IZAKAYAかずやん 

大阪市西区 JUICYS 

大阪市西区 MUC COFFEE ROASTERS 靭公園店 

大阪市西区 Rira 

大阪市西区 SUPER GATEAU CHOCOLAT 

大阪市西区 TRECCE  

大阪市西区 WINE&BEER 頂 

大阪市西区 アアベルカレー 

大阪市西区 えん魔家 

大阪市西区 おでんの店 壱の蔵 

大阪市西区 カフェーペソア 

大阪市西区 ちとせ 

大阪市西区 てんぷら処 きた原 

大阪市西区 ニッカバー北堀江 

大阪市西区 バーチタチタ 

大阪市西区 バッテラロック 

大阪市西区 パティスリーショコラトリー オーディネール 

大阪市西区 バルタザール 

大阪市西区 ビッグケーキ  

大阪市西区 ベトナム屋ＤＺＯ 

大阪市西区 マルルエウルル 2 

大阪市西区 もだん 

大阪市西区 海鮮居酒屋 謎の屋 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 気ぶん屋 kitchen Free 

大阪市西区 喫茶店 月曜かん 

大阪市西区 串カツ帆洲 

大阪市西区 伍久楽 

大阪市西区 山本珈琲 九条直売所 

大阪市西区 山本珈琲株式会社 堀江直売所 

大阪市西区 紗Ｂｏｎ堂 

大阪市西区 酒館 RIN 

大阪市西区 焼鳥萬吉 

大阪市西区 森川酒店 

大阪市西区 森田商店 

大阪市西区 大入屋 

大阪市西区 大富士 堀江店 

大阪市西区 炭火焼鳥 昌太郎 

大阪市西区 呑み処 喜好 

大阪市西区 日本酒とワインせれくと 

大阪市西区 北京料理 新華園 

大阪市西区 味ヒーロー 

大阪市西区 鮨 美貫 

大阪市港区 さくら 

大阪市港区 ハル 

大阪市港区 ままのみせ 

大阪市港区 活魚料理 さかえ 

大阪市港区 喫茶 キャンディ 

大阪市港区 港見世 濱 

大阪市港区 山本酒店 

大阪市港区 自由軒 天保山店 

大阪市港区 七人の盗賊 

大阪市港区 焼肉まえだ 

大阪市港区 食べてっ亭やすだ屋 

大阪市港区 台湾名店麟籠小籠包 

大阪市港区 中華料理 獅子林 

大阪市港区 中国料理 福城 

大阪市大正区 B.B.Q MOU 

大阪市大正区 Bless 
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市町村名 施設名称 

大阪市大正区 ＳＵＮＳＥＴ２１１７ 

大阪市大正区 あやバカ一代 

大阪市大正区 オスカ 

大阪市大正区 お好み焼きだんくだんく 

大阪市大正区 コーヒーハウス舞 

大阪市大正区 ザ・沖縄 

大阪市大正区 スナックさくら 

大阪市大正区 ラウンジ Ｅｖｅ 

大阪市大正区 ワインと気まぐれ料理 うさぎ 

大阪市大正区 居酒屋てるちゃん 

大阪市大正区 串よし 

大阪市大正区 寿司文 

大阪市大正区 笑家 

大阪市大正区 信州そば処恵方 

大阪市大正区 心 

大阪市天王寺区 ＡＫ 

大阪市天王寺区 Bar STRATHISLA  

大阪市天王寺区 cafe Buzz 

大阪市天王寺区 cafe&bar Legato 

大阪市天王寺区 DRAM HOUSE THE ROOT 

大阪市天王寺区 manacafe 

大阪市天王寺区 SHOT BAR SMOKEY 

大阪市天王寺区 UNIVERSE 

大阪市天王寺区 カラオケ ジニー 

大阪市天王寺区 カラオケ 居酒屋 歌麿 

大阪市天王寺区 ぐう 

大阪市天王寺区 サン・カフェ 

大阪市天王寺区 すしはな上本町店 

大阪市天王寺区 たからや 

大阪市天王寺区 にんにくラーメン寺田町 

大阪市天王寺区 ボワール 

大阪市天王寺区 モスバーガーあべちか店 

大阪市天王寺区 レストランコーイン 

大阪市天王寺区 一政すし 

大阪市天王寺区 串の坊上本町 YUFURA店 
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市町村名 施設名称 

大阪市天王寺区 大衆酒場 串丸 

大阪市天王寺区 大西清かつ 

大阪市天王寺区 長兵衞すし 

大阪市天王寺区 飛鳥 

大阪市天王寺区 淀 

大阪市浪速区 BAR C-ONE 

大阪市浪速区 ＣＥＮＴＵＲＩＯＮ ＨＯＴＥＬ ＣＥＮ 大阪難波 

大阪市浪速区 DAICOOK 

大阪市浪速区 FUN SPACE DINER 

大阪市浪速区 Koto・Koto 

大阪市浪速区 OKIDOKI 

大阪市浪速区 インド料理アシヤナ 

大阪市浪速区 えびす食堂 

大阪市浪速区 カラオケ喫茶えんとも 

大阪市浪速区 カレーハウス CoCo壱番屋浪速区日本橋五丁目店 

大阪市浪速区 クラムカフェ 

大阪市浪速区 すたんど酔至屋 

大阪市浪速区 スナック一花 

大阪市浪速区 たこ焼きとんちゃん 

大阪市浪速区 つけ鴨うどん鴨錦恵美須店 

大阪市浪速区 てんぷらやさん 

大阪市浪速区 とつぜんステーキ 

大阪市浪速区 フェアフィールドバイ・マリオット大阪難波 Alices  Table 

大阪市浪速区 ベジタブルスタンド Fukumasa 

大阪市浪速区 レストランプラザ 

大阪市浪速区 京屋 

大阪市浪速区 熊地下 

大阪市浪速区 佐海屋 旭 

大阪市浪速区 三十四代目圓蔵 

大阪市浪速区 煮干しらーめん玉五郎 難波店 

大阪市浪速区 社員食堂 

大阪市浪速区 旬彩おばんざい大髙 

大阪市浪速区 焼肉三昧 玄 

大阪市浪速区 笑心 

大阪市浪速区 藤原酒販  立呑処 
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市町村名 施設名称 

大阪市浪速区 難波火鍋 

大阪市浪速区 八重勝 本店 

大阪市浪速区 有川家居酒屋華 

大阪市浪速区 浪速酒場 さえずり成り屋 

大阪市浪速区 和歌寿司 

大阪市西淀川区 いざかや とと 

大阪市西淀川区 ハウリンバー 

大阪市西淀川区 居酒屋 ちぐさ 

大阪市西淀川区 居酒屋呑み処大谷酒店 

大阪市西淀川区 仲地商店 

大阪市西淀川区 町酒場ハイタニ 

大阪市西淀川区 鈍亭 

大阪市西淀川区 冨士屋食堂 

大阪市東淀川区 KOKO CAFE 

大阪市東淀川区 un polpo 

大阪市東淀川区 イタリアンキッチン水島 

大阪市東淀川区 うどんそば松屋 

大阪市東淀川区 お好み焼き 寿美恵 

大阪市東淀川区 カラオケ喫茶りき 

大阪市東淀川区 ご馳走処池田屋 

大阪市東淀川区 スナック舞 

大阪市東淀川区 とらや 

大阪市東淀川区 のり友 

大阪市東淀川区 ボン 

大阪市東淀川区 可門 

大阪市東淀川区 亀ちゃん 

大阪市東淀川区 喫茶ミッコ II 

大阪市東淀川区 居酒屋 魚勝 

大阪市東淀川区 鶏と串かつ とりよし 

大阪市東淀川区 酒処 橋本 

大阪市東淀川区 酒処酒楽 

大阪市東淀川区 茶知留 

大阪市東淀川区 柊 il-gradino 

大阪市東淀川区 本格からあげ専門店とりあい東淀川店 

大阪市東成区 BAR NINEMILES 
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市町村名 施設名称 

大阪市東成区 cafe HARE 

大阪市東成区 COFFEEREST&PUB don 

大阪市東成区 Lark 

大阪市東成区 VIINAKOKKO 

大阪市東成区 あわび村 

大阪市東成区 お蝶女 

大阪市東成区 カラオケ はりま 

大阪市東成区 カラオケスナック ニューはりま 

大阪市東成区 カラオケ喫茶マミー 

大阪市東成区 キッチン ムラヤマ 

大阪市東成区 きっちんエル 

大阪市東成区 チェリー 

大阪市東成区 はりま亭 

大阪市東成区 ひふみ亭 鶴橋店 

大阪市東成区 ふりーじぁ 

大阪市東成区 株式会社ケントハウス 

大阪市東成区 居魚屋ぎんた 

大阪市東成区 居酒屋３５５ 

大阪市東成区 京らーめん長崎ちゃんぽんシェフ 

大阪市東成区 金の玉子 

大阪市東成区 串の坊鶴橋店 

大阪市東成区 和み 

大阪市生野区 Bar Socket 

大阪市生野区 BURGER PRODUCTS今里店 

大阪市生野区 CAFE Paraiso  

大阪市生野区 Kan's Kitchen 

大阪市生野区 あじ平 

大阪市生野区 あわび村 

大阪市生野区 おおきに 

大阪市生野区 お好み焼き京 

大阪市生野区 お好み焼き鉄板焼きはなはな 

大阪市生野区 お好み焼千代 

大阪市生野区 ガップン 

大阪市生野区 カラオケステージ秋桜 

大阪市生野区 コーヒーショップＡ．Ｂ．Ｃ 
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市町村名 施設名称 

大阪市生野区 たまりば 

大阪市生野区 つかさ 

大阪市生野区 にしき食堂 

大阪市生野区 ヒダリマキ 

大阪市生野区 めがね温泉 

大阪市生野区 阿寸可 

大阪市生野区 一力 

大阪市生野区 寛ぎの味 はなび 

大阪市生野区 喫茶ペニーレイン 

大阪市生野区 居酒屋 通 

大阪市生野区 居酒屋たんぽぽ 

大阪市生野区 居酒屋ぼっちり 

大阪市生野区 咲乱 

大阪市生野区 山ぴーの店 

大阪市生野区 鹿嶋屋 

大阪市生野区 焼肉とく 

大阪市生野区 焼肉やす 

大阪市生野区 中華料理 勝一 

大阪市生野区 鉄板焼にみやん 

大阪市生野区 奴寿司 

大阪市生野区 楠商店立ち飲み処(楠酒店) 

大阪市生野区 味園 

大阪市旭区 Bar Dejavu 

大阪市旭区 いちかばちか 

大阪市旭区 エトワール 

大阪市旭区 くらちゃん 

大阪市旭区 シフォン 

大阪市旭区 しまだ食堂 

大阪市旭区 そば処 ます枝 

大阪市旭区 ビックだこ 

大阪市旭区 プデチゲ家 

大阪市旭区 ラーメンアールピージー 

大阪市旭区 らーめん大将 

大阪市旭区 レストハウス しんとう 

大阪市旭区 喫茶 Natural 
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市町村名 施設名称 

大阪市旭区 喫茶もりさわ 

大阪市旭区 居酒屋梁山泊 

大阪市旭区 春 coffee 

大阪市旭区 焼とり居酒屋大蔵千林 

大阪市旭区 千子 

大阪市旭区 村上酒店 

大阪市旭区 大阪豚丼 

大阪市旭区 徳永酒店 

大阪市城東区 Bar順子 

大阪市城東区 COB coffee + BAR 

大阪市城東区 Machi Cafe 

大阪市城東区 カフェバーラム 

大阪市城東区 サケトサカナ 

大阪市城東区 泳ぎふぐ専門ふぐ吉 

大阪市城東区 華 

大阪市城東区 割烹 かもん 

大阪市城東区 居酒屋おふくろ 

大阪市城東区 居酒屋水魚 

大阪市城東区 銀架 

大阪市城東区 喰う 

大阪市城東区 大衆すし 清志郎 

大阪市城東区 炭火焼居酒屋ハム 

大阪市城東区 炭火焼肉河内屋 京橋店 

大阪市城東区 風風 

大阪市阿倍野区 ａｉｏｉ 

大阪市阿倍野区 aoi 

大阪市阿倍野区 Bar Lien 

大阪市阿倍野区 Bar Reepi 

大阪市阿倍野区 Bears Kitchen（ベアーズキッチン） 

大阪市阿倍野区 EAST 

大阪市阿倍野区 Ganchi 

大阪市阿倍野区 ohana 

大阪市阿倍野区 ORIGINAL  CHINESE  FOOD  AKA 

大阪市阿倍野区 tent 

大阪市阿倍野区 TOKURI 61 
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市町村名 施設名称 

大阪市阿倍野区 Wel 

大阪市阿倍野区 whiskycat1494 

大阪市阿倍野区 お好み焼き 幸や 

大阪市阿倍野区 かどや 

大阪市阿倍野区 ドミナス 

大阪市阿倍野区 ピーチ 

大阪市阿倍野区 ひといき喫茶 

大阪市阿倍野区 ホルモン炭火焼肉こてつ 

大阪市阿倍野区 久呂寿し 

大阪市阿倍野区 居酒屋もり 

大阪市阿倍野区 居酒屋割烹かなざわ 

大阪市阿倍野区 焼肉一 

大阪市阿倍野区 賞味 

大阪市阿倍野区 浅一 

大阪市阿倍野区 奏音 

大阪市阿倍野区 炭火焼鳥 つむぎ 

大阪市阿倍野区 竹のや 

大阪市阿倍野区 鉄板キュイジーヌ セルペペ 

大阪市阿倍野区 天びん棒 

大阪市阿倍野区 文福 

大阪市阿倍野区 味苑 

大阪市阿倍野区 浪花鮓 

大阪市住吉区 Chevron Coffee Roasters 

大阪市住吉区 Nest 

大阪市住吉区 Piko 

大阪市住吉区 さか菜と肴 すえもと 

大阪市住吉区 スタンド なかにし 

大阪市住吉区 だいご 

大阪市住吉区 トラットリアタケモト 

大阪市住吉区 とり秀 

大阪市住吉区 ぶんぶん 

大阪市住吉区 ポシェット 

大阪市住吉区 まる福 我孫子店 

大阪市住吉区 みくろ 

大阪市住吉区 ヤングぼん 
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市町村名 施設名称 

大阪市住吉区 紀州の恵みまごころゆめこ 

大阪市住吉区 玉乃湯  

大阪市住吉区 迎日楽 

大阪市住吉区 寿し兆 

大阪市住吉区 創作串揚げ料理専門店青空 

大阪市住吉区 竹馬 

大阪市住吉区 中華居酒屋萬和 

大阪市住吉区 朝日温泉 

大阪市住吉区 豊八 

大阪市住吉区 味ごころ四季彩 

大阪市東住吉区  飲食店 プチ コスモス 

大阪市東住吉区 （和食）居酒屋 稲見 

大阪市東住吉区 Beer'sHouse and`s 

大阪市東住吉区 ＮＯ.１０ 

大阪市東住吉区 カフェ ド レザン 

大阪市東住吉区 ステーキ 十兵衛 

大阪市東住吉区 のものも まどか 

大阪市東住吉区 プースカフェキタジマ 

大阪市東住吉区 ふぐ政 田辺店 

大阪市東住吉区 家庭料理青葉城 

大阪市東住吉区 季節料理たき 

大阪市東住吉区 讃岐うどん工房 かどっこ 

大阪市東住吉区 炭火串焼き松ちゃん 

大阪市東住吉区 灯里 

大阪市東住吉区 日本料理 喜備 

大阪市西成区 Cafe 花水木 

大阪市西成区 FAN TAPI 

大阪市西成区 ウルーウールジムカフェ 

大阪市西成区 おやこ食堂＆お弁当 喫茶銀座 

大阪市西成区 カラオケとんぼ 

大阪市西成区 コーヒーハウス S 

大阪市西成区 すし平 

大阪市西成区 たけや 

大阪市西成区 たこ彦 

大阪市西成区 ひげ勝 
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市町村名 施設名称 

大阪市西成区 フレンド 

大阪市西成区 みつわや酒店 

大阪市西成区 もじゃ 坂本屋 

大阪市西成区 りんせつ 

大阪市西成区 絢ちゃん 

大阪市西成区 火の鳥 天下茶屋店 

大阪市西成区 居酒屋 ハート 

大阪市西成区 居酒屋 愛ちゃん 

大阪市西成区 居酒屋あかね 

大阪市西成区 居酒屋真美 

大阪市西成区 串カツ宝楽 

大阪市西成区 鶏 Soba Toraや 

大阪市西成区 香格里拉 

大阪市西成区 焼肉くいや 

大阪市西成区 焼肉満腹リッチ 

大阪市西成区 西成酒場 成り屋 

大阪市西成区 西成酒場立ち飲み成り屋 

大阪市西成区 大衆寿司酒場ちくわ 

大阪市西成区 萌 

大阪市西成区 民食軒 

大阪市西成区 立ち飲み銀仁 

大阪市淀川区 ALISON 

大阪市淀川区 BarLounge WaKa 

大阪市淀川区 Cafe sankalpa Hot Rod Religion 

大阪市淀川区 Jan 

大阪市淀川区 Live Bar D3 

大阪市淀川区 RockAway cafe 

大阪市淀川区 STELLA MARIA 

大阪市淀川区 TSUTAYA 

大阪市淀川区 あーちゃん 

大阪市淀川区 うさぎ 

大阪市淀川区 おばんざい Bar ともトコ 

大阪市淀川区 かつ兵衛 

大阪市淀川区 さぬきうどん白鷺 

大阪市淀川区 スナック K子 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 スナックわがままきまま 

大阪市淀川区 セント（英文字表記 Saemto） 

大阪市淀川区 とちじり 

大阪市淀川区 とり真 

大阪市淀川区 パスタ工房 あるでんて 

大阪市淀川区 はるちゃん 

大阪市淀川区 みくに珈琲園 

大阪市淀川区 ラブ 

大阪市淀川区 角栄 

大阪市淀川区 喫茶シャルム 

大阪市淀川区 漁り舟 

大阪市淀川区 三裕の館 

大阪市淀川区 旬菜料理おりがみ 

大阪市淀川区 旬肴季菜心から 

大阪市淀川区 焼肉松お 

大阪市淀川区 大王ラーメン 

大阪市淀川区 大屋 

大阪市淀川区 炭火焼鳥 蔵々 

大阪市淀川区 炭焼きジョニー西中島店 

大阪市淀川区 備長厨房やえん 

大阪市淀川区 不思木の国 

大阪市淀川区 味悟空 東淀川店 

大阪市淀川区 優曇庵 

大阪市淀川区 力餅食堂 

大阪市鶴見区  居酒屋おごじょ 

大阪市鶴見区 （株）名代 力餅食堂 放出店 

大阪市鶴見区 Albero 

大阪市鶴見区 taco今津 

大阪市鶴見区 コーヒーハウス 亜乃亜 

大阪市鶴見区 コメダ珈琲店今福鶴見店 

大阪市鶴見区 ライラク 

大阪市鶴見区 丸岡商店 放出店 

大阪市鶴見区 焼酎・おばんざい美美ちゃん 

大阪市住之江区 （株）ニューミュンヘン 

大阪市住之江区 BAR真 
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市町村名 施設名称 

大阪市住之江区 CrazeK 

大阪市住之江区 reutaurant aila 

大阪市住之江区 sakuri 

大阪市住之江区 お好み焼 むらやま 

大阪市住之江区 さかえ屋 

大阪市住之江区 とり金 住之江店 

大阪市住之江区 モン 

大阪市住之江区 季節料理 彩 

大阪市住之江区 焼肉みつわ 

大阪市住之江区 真田一族 

大阪市住之江区 米家 

大阪市住之江区 洋食にし 

大阪市住之江区 来夢 

大阪市住之江区 立呑ダイニング おうち 

大阪市平野区 Cafe＆Handmade雑貨 Shiny 

大阪市平野区 freshtea RUHUNA 

大阪市平野区 MASARU. 

大阪市平野区 お好み焼き ふくや 

大阪市平野区 お好焼 ひぐち 

大阪市平野区 カラオケサロン さくら 

大阪市平野区 カラオケまこと 

大阪市平野区 かりていも 

大阪市平野区 たこやき てっちゃん 

大阪市平野区 ベーカリーカフェ ル・プロヴァンス平野店 

大阪市平野区 ベジバル Beauty Ron Ron 

大阪市平野区 喫茶ルリオ 

大阪市平野区 金時寿し 

大阪市平野区 串かつ いぬい 

大阪市平野区 志乃田 

大阪市平野区 酒菜和寿 

大阪市平野区 旬彩料理 よつ葉 

大阪市平野区 焼鳥 桃太郎 

大阪市平野区 東すし 

大阪市平野区 味福 

大阪市平野区 和楽せき根 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 ３５ 

大阪市北区 11点 

大阪市北区 AdamEva 

大阪市北区 Alto Tritone 

大阪市北区 anju sachi 

大阪市北区 ATABLE 

大阪市北区 Atout 堂島 

大阪市北区 Bar  C-covo  

大阪市北区 Bar Leigh 

大阪市北区 ＢＡＲ ＰＡＲＫＭＯＲＥ 

大阪市北区 BAR PROGRESSO 

大阪市北区 Bar SPORTS運慶 

大阪市北区 BAR Trotro 

大阪市北区 Bar UK 

大阪市北区 BarBlueBird  

大阪市北区 BARFAKE 

大阪市北区 Ｂａｒひろこ 

大阪市北区 ＢＡＲ天五屋 

大阪市北区 bazaar 

大阪市北区 Brilliant. 

大阪市北区 CAFETRUCKIN 

大阪市北区 CASA HOMS 

大阪市北区 Chemin 

大阪市北区 Chocolat 

大阪市北区 ｃｌｏｂｅ 

大阪市北区 ＣＹＣＯ ＧＩＲＬＳ 

大阪市北区 for you 伸子 

大阪市北区 GraceKojima 

大阪市北区 ＨＩＧＨ ＪＡＣＫ 

大阪市北区 Honey-na 

大阪市北区 ＩＩＴＯＭＯ ＴＡＣＨＩ ＴＯ まどかっちぃ 

大阪市北区 in the base 

大阪市北区 kamada kitchen 

大阪市北区 La Barcaccia 

大阪市北区 La Coeur 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 Lounge Queen  

大阪市北区 MADAMU KOSAKA 

大阪市北区 mine 

大阪市北区 OggiNovita 

大阪市北区 ohana 

大阪市北区 Organic Restrant Loops 

大阪市北区 PB3rd 

大阪市北区 PEG LINE ペグライン 

大阪市北区 PIZZA423 

大阪市北区 Pop'n Fruit Cafe 

大阪市北区 POTBELLY 

大阪市北区 Rily 

大阪市北区 Salon de Queen  

大阪市北区 SHIFT 

大阪市北区 Shiten 

大阪市北区 Solaio 

大阪市北区 Soup Stock Tokyoルクア大阪店 

大阪市北区 Soup Stock Tokyo阪急三番街店 

大阪市北区 the cream teas spoon farm house 

大阪市北区 you2 

大阪市北区 Zizz 

大阪市北区 アーベント 

大阪市北区 アノ 

大阪市北区 あみ焼きみよし 

大阪市北区 アンティーク 

大阪市北区 アンナプルナ 

大阪市北区 うさぎ 

大阪市北区 えちごや 

大阪市北区 エデンの東 

大阪市北区 おしゃれ.バー アノット 

大阪市北区 オステリアダパオロ 

大阪市北区 おでんとお料理 かさね 

大阪市北区 オペレッタ 52 

大阪市北区 がってん第２ビル店 

大阪市北区 ガネーシュ N 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 カレーの店ピヨ 

大阪市北区 グラシア 

大阪市北区 クラスファイブ 

大阪市北区 くるる食堂 

大阪市北区 けむパー 

大阪市北区 ここ家 

大阪市北区 さぁや 

大阪市北区 サロンド.アムール 

大阪市北区 サロンド坪井 

大阪市北区 シャーロックホームズ 

大阪市北区 じゃがいも 

大阪市北区 ショットバー・ハニーボックス 

大阪市北区 すし処 泰楽 

大阪市北区 スターダスト 

大阪市北区 すたんど割烹若桜 

大阪市北区 ステーキハウスボビノ 

大阪市北区 スナック長野 

大阪市北区 スナック和子 

大阪市北区 ソウル トゥ ソウル 

大阪市北区 たい焼き甘味処おめでたい 

大阪市北区 ティファニー 

大阪市北区 どおぞの 

大阪市北区 トリュフ匠 熾火 

大阪市北区 とんかつＫＹＫ阪急 32番街店 

大阪市北区 にぃにぃ 

大阪市北区 ニカク 

大阪市北区 にしむら珈琲梅田店 

大阪市北区 パナリ堂 

大阪市北区 ハバ 

大阪市北区 パポッキオ 

大阪市北区 ハリんち 

大阪市北区 パレ水野 

大阪市北区 ひとくち 北店 

大阪市北区 びんびや 

大阪市北区 ファーストバーラヴォアール 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 ファンタジア 

大阪市北区 フレンチ食堂パ 

大阪市北区 ベトナム酒場 ビアホイ 

大阪市北区 ベル 

大阪市北区 マウントスギ 

大阪市北区 まちゃど 

大阪市北区 まつうら 

大阪市北区 まるい飯店 

大阪市北区 ミーファイユ 

大阪市北区 麵処 居酒屋 萬寿味 

大阪市北区 メンバーズ維 

大阪市北区 ゆうか 

大阪市北区 よし光 

大阪市北区 らーめん 五劫のすりきれ 

大阪市北区 ル・アンジェ 

大阪市北区 るくらん 

大阪市北区 レストランディーバ 

大阪市北区 レストラン利樹 

大阪市北区 ローズルーム大阪 

大阪市北区 阿蘇溶岩石焼 といとい穴座 

大阪市北区 花すみれ 

大阪市北区 割烹 小澤 

大阪市北区 割烹天五屋 

大阪市北区 喝鈍 

大阪市北区 株式会社 CookedJapanカルダモン 

大阪市北区 韓国料理ソウル 

大阪市北区 季節料理 選 

大阪市北区 吉 

大阪市北区 喫茶グリーン 

大阪市北区 旧ヤム鐵道 

大阪市北区 居酒屋  浜村 

大阪市北区 居酒屋 はちきん 

大阪市北区 居酒屋 末広 

大阪市北区 魚や市 本店 

大阪市北区 京松蘭 南森町 



20 

市町村名 施設名称 

大阪市北区 京都つる家茶房 

大阪市北区 金盃 

大阪市北区 群醸日和 

大阪市北区 源氏の夢 

大阪市北区 香葉 

大阪市北区 桜橋深川 

大阪市北区 三輪車 

大阪市北区 山ひげ 

大阪市北区 寺本 

大阪市北区 酒や肴よしむら 

大阪市北区 寿司かず 

大阪市北区 寿司やまわき 

大阪市北区 十年 

大阪市北区 旬彩堂 

大阪市北区 純喫茶アヤコ 

大阪市北区 焼肉のマルヤマ 

大阪市北区 笑門酒房だんけ 

大阪市北区 心・旬・魚 aburi dining仔 za音 

大阪市北区 心伯 

大阪市北区 西海酒販 BLUE WATER  

大阪市北区 石見 

大阪市北区 惣菜 BAR味斗 

大阪市北区 総大醤 

大阪市北区 太陽と月 

大阪市北区 台湾カラオケ英子の店 

大阪市北区 大宇なか野そば 

大阪市北区 大阪・堂島とろ家 阪急三番街店 

大阪市北区 大衆イタリア食堂 アレグロ 

大阪市北区 炭焼と和酒ひとしお 

大阪市北区 中国酒家福龍園 

大阪市北区 中国茶とお酒のお店 喜助 

大阪市北区 中国料理燦宮 

大阪市北区 中崎バル エストレージャ 

大阪市北区 中之島プラザ 喫茶軽食 

大阪市北区 鳥逢酢 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 鉄板焼えん 

大阪市北区 鉄板焼ステーキ隠岐 

大阪市北区 鉄燻 CHOI URASAN 

大阪市北区 天ぷら割烹 昌 

大阪市北区 天神呑人 

大阪市北区 天神土山人 

大阪市北区 田﨑珈琲 

大阪市北区 湯浅港 

大阪市北区 堂島 味彩家 

大阪市北区 堂島雪花菜 

大阪市北区 鴇 

大阪市北区 徳川 

大阪市北区 肉ポチャ Jockey梅田店 

大阪市北区 肉匠みつ平 

大阪市北区 梅田サンボア 

大阪市北区 挽肉家 

大阪市北区 美奈 Mina 

大阪市北区 瓢亭 

大阪市北区 米増 

大阪市北区 豊後太郎 

大阪市北区 北銀扇 

大阪市北区 北龍 

大阪市北区 本庄レトロ・燈 

大阪市北区 野菜を食べるごちそうとん汁 ホワイティ梅田店 

大阪市北区 与太呂 

大阪市北区 窯焼きステーキ福田 

大阪市北区 立呑 ジャグラー 

大阪市北区 和キッチン花ごころ 

大阪市北区 和心旬彩 

大阪市北区 和料理信 

大阪市北区 珈琲工房 URA 

大阪市北区 餃子新井 

大阪市北区 鮨 なか田 リーガロイヤルホテル店 

大阪市北区 鮨瀧本 

大阪市中央区 （肴）日本酒処 力鯱 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 Atout 心斎橋 

大阪市中央区 ＢＡＲ ＣＯＲＥ 

大阪市中央区 Bar Crowd 

大阪市中央区 BAR Kimuraya 

大阪市中央区 Bar rape 

大阪市中央区 BAR SERENITY 

大阪市中央区 BAR たま川 

大阪市中央区 Bar壱番蔵 

大阪市中央区 bete a Bon Dieu 

大阪市中央区 BUNNY'S 

大阪市中央区 Buttonぼたん 

大阪市中央区 cafe bar South Wind 

大阪市中央区 Cafe&Bar  MiMi 

大阪市中央区 Candy House 

大阪市中央区 China hata 36 

大阪市中央区 Craft Beer GULP 

大阪市中央区 D-PHOENIX 

大阪市中央区 Feel 

大阪市中央区 FIFTIES BAR JOHNNY'S 

大阪市中央区 Five Stars Bar 

大阪市中央区 HAKU 

大阪市中央区 High Jinks 

大阪市中央区 ＫＫＲホテル大阪 レストランシャトー 

大阪市中央区 LAMP Coffee Shop 

大阪市中央区 Legion d'honneur 

大阪市中央区 LIVE IN kotetsu 

大阪市中央区 Macauda 

大阪市中央区 Magnet 

大阪市中央区 MASTER'S 

大阪市中央区 Member's BAR  Crimson Trap 

大阪市中央区 members誠 

大阪市中央区 menbers suppin 

大阪市中央区 Milk Bar 

大阪市中央区 NaNa's Bar 

大阪市中央区 nidomi 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 nim. 

大阪市中央区 percee 

大阪市中央区 Recan2 

大阪市中央区 Restaurant Bar Garden 

大阪市中央区 Souple 

大阪市中央区 Ｓｕｒｆ Ａｃｅ 

大阪市中央区 TASOGARE COFFEE STAND 

大阪市中央区 Virgin  Moon  

大阪市中央区 WIF 

大阪市中央区 XoXo Melinda 

大阪市中央区 アミチェ 

大阪市中央区 アン・レーヴ 

大阪市中央区 ウイスキー専門店 相葉 

大阪市中央区 おおさか料理淺井 

大阪市中央区 お好み酒家 ん 谷町店 

大阪市中央区 ガーメシ フジワラ 

大阪市中央区 かし尾 

大阪市中央区 カフェ・アール おばんめし 

大阪市中央区 カレーショップダール 

大阪市中央区 キッチンニコ 

大阪市中央区 きんぎょ草 

大阪市中央区 クラバック りゅう 

大阪市中央区 クリスティア 

大阪市中央区 グリル ABC 

大阪市中央区 ごえ門 

大阪市中央区 コーヒーショップ エリカ 

大阪市中央区 ごんべ 

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ newKOBEなんばウォーク 3番街店 

大阪市中央区 シャロン 

大阪市中央区 すぎはら 

大阪市中央区 すし処和屋 

大阪市中央区 ステーキ鉄板焼素敵館 

大阪市中央区 スナックまるまる 

大阪市中央区 スナック根っ子 

大阪市中央区 ダイニングカフェバーフラット 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 たく 

大阪市中央区 ダックス 

大阪市中央区 たべどころノース 

大阪市中央区 チャイニーズ酒菜 一凛 

大阪市中央区 ドゥ アッシュ 

大阪市中央区 とらふぐ屋 

大阪市中央区 とんかつとん太天満橋店 

大阪市中央区 バー＆ダイニングコトラ 

大阪市中央区 パブリック 

大阪市中央区 バルマスタード 

大阪市中央区 パンケーキカフェ mog難波店 

大阪市中央区 ばん珈琲店 

大阪市中央区 プレミアム ショット バー KO MA CHI 

大阪市中央区 へっさか もっさか HESACA-MOSACA 

大阪市中央区 ベトナム料理インドシナ 

大阪市中央区 ペドロリーノ 

大阪市中央区 ヘミングウェイ 

大阪市中央区 ホルモン焼肉七福 

大阪市中央区 ミッドナイトサンカレー 

大阪市中央区 やきとり庭 

大阪市中央区 ヨコボリ 

大阪市中央区 らいと餃子 

大阪市中央区 ラウンジアニー 

大阪市中央区 ラウンジローダン 

大阪市中央区 ラッキー 

大阪市中央区 ラム肉家 muu 

大阪市中央区 リヴゴーシュ RIVE GAUCHE 

大阪市中央区 レストラン＆バーＲ 

大阪市中央区 レストラン La cime 

大阪市中央区 一将丸 

大阪市中央区 家系ラーメン頂き家長堀橋店 

大阪市中央区 海鮮料理にしの 

大阪市中央区 楽呑み処ＡＬＭＯＮ 

大阪市中央区 韓国ダイニング・まにぽぽ 

大阪市中央区 韓国家庭料理イモネ 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 韓国酒場ヤンニョムプルコギ 

大阪市中央区 喜楽園 

大阪市中央区 喜与鮓 

大阪市中央区 希望新風谷町七丁目店 

大阪市中央区 喫茶イベール 

大阪市中央区 久実家(くみや) 

大阪市中央区 居酒屋ちょこちょこ 

大阪市中央区 居酒屋よりみち 

大阪市中央区 串かつやん！ 

大阪市中央区 湖木(みずき) 

大阪市中央区 御食事処きんぐ 

大阪市中央区 幸平 

大阪市中央区 広東料理 美祥 

大阪市中央区 黒門三平 黒門市場店 

大阪市中央区 佐芳 

大阪市中央区 自由軒 本店 

大阪市中央区 手作り割烹憩や 

大阪市中央区 朱歌酒尊 Sunny 

大阪市中央区 酒肴福半 

大阪市中央区 酒処呑喜屋 

大阪市中央区 酒奉行よいではないか 

大阪市中央区 酒肆ポンシェビ 

大阪市中央区 寿司処きっ粋 

大阪市中央区 旬のさち 

大阪市中央区 旬魚菜居酒屋大北大手前店 

大阪市中央区 旬菜彩蔵 

大阪市中央区 小料理 なにわ 

大阪市中央区 焼き芋とかき氷 オミツ 

大阪市中央区 焼鳥がっぽ 

大阪市中央区 焼肉とステーキのはざま 

大阪市中央区 焼肉ヒロミヤ 

大阪市中央区 焼肉屋 大牧場 日本橋店 

大阪市中央区 上等カレー安土町店 

大阪市中央区 心斎橋麓鳴館 

大阪市中央区 深夜食堂 笹 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 石ノ花 

大阪市中央区 前 SUN dining 

大阪市中央区 孫七 

大阪市中央区 炭火焼料理専門店 和元 

大阪市中央区 中華料理味鮮閣 

大阪市中央区 中国酒菜 凛 

大阪市中央区 鳥琴 

大阪市中央区 道頓堀 てっぱん 豊島家 

大阪市中央区 道頓堀 一明 

大阪市中央区 道頓堀 治兵衛 

大阪市中央区 南禅 

大阪市中央区 任意門クシバー 

大阪市中央区 法善寺横丁 やき然 

大阪市中央区 本町イタリアン倶楽部 

大阪市中央区 本町一誠 

大阪市中央区 本町串焼きてんてん 

大阪市中央区 本町製麺所本店 

大阪市中央区 麻辣江湖 

大阪市中央区 麻辣江湖（四川料理） 

大阪市中央区 満福 

大阪市中央区 麺乃庄 つるまる饂飩 備後町店 

大阪市中央区 木下裕義酒店 

大阪市中央区 洋風居酒屋天しん LAN満 

大阪市中央区 羅漢本店 

大阪市中央区 立呑み笑和 

大阪市中央区 恋瀬 

大阪市中央区 和と酒 めし処 和っぷる 

大阪市中央区 和ばーる えにし 

大阪市中央区 和酒と旬菜じじや 

大阪市中央区 和食 青天 

大阪市中央区 珈琲館ブルグ 

大阪市中央区 珈琲亭 馬酔木 

大阪市中央区 醉東北老菜館 

堺市堺区 Ｃａｆｅ Ｓｔｕｄｉｏ ＤＯＬＰＨＩＮ 

堺市堺区 F&M 
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市町村名 施設名称 

堺市堺区 Grill Kitchen APO 

堺市堺区 Ｈａｂｉｔ Ｋ 

堺市堺区 LINK 

堺市堺区 lounge nine 

堺市堺区 Standing BAR 夢 

堺市堺区 エルモーザ カラオケ 

堺市堺区 お好み焼き いろは 

堺市堺区 お多幸 

堺市堺区 カラオケ＆スナックマリー 

堺市堺区 カラオケ Barアメちゃら 

堺市堺区 カラオケスナック アウル 

堺市堺区 カラオケハウス Listen 

堺市堺区 カラオケハウスラブソング 

堺市堺区 きっちん Goo Goo 

堺市堺区 キッチン朱月 

堺市堺区 スタジオ ＴＯＹＯ 

堺市堺区 ダーリン 

堺市堺区 たこ一 

堺市堺区 のみ処 中島 

堺市堺区 まねき猫 

堺市堺区 ミカサ 

堺市堺区 みかど 

堺市堺区 メンバーズクラウディア 

堺市堺区 やまぼう 

堺市堺区 ラウンジ凪 

堺市堺区 居酒屋 義経 

堺市堺区 居酒屋ダイニング SABO 

堺市堺区 居酒屋山棒 

堺市堺区 玉味亭 

堺市堺区 肴 labo. 

堺市堺区 山鹿 

堺市堺区 酒菜だいどころ料理さち 

堺市堺区 春 中央軒 

堺市堺区 焼とり楽宴 

堺市堺区 焼鳥城 
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市町村名 施設名称 

堺市堺区 正右衛門 

堺市堺区 西田鮨 

堺市堺区 長岡 

堺市堺区 鳥よし 

堺市堺区 房房 

堺市堺区 炉端焼き おふくろ 

堺市堺区 珈琲専門店クローバー  

堺市堺区 髙林酒店（酒屋の立呑処) 

堺市中区  立呑処 大当り 

堺市中区 ONE SHOT BAR DREAM 

堺市中区 うどん土佐屋深井店 

堺市中区 カラオケブービー 

堺市中区 しゃぶしゃぶみなみ 

堺市中区 なかむら屋 

堺市中区 プロコップ 

堺市中区 やき鶏のぶ 

堺市中区 ラウンジ フォーラム 

堺市中区 喫茶ミミ 

堺市中区 居酒屋 いらっしゃい 

堺市中区 焼肉レストランやまさん阪本 

堺市中区 魔女 

堺市中区 万る味 

堺市中区 珈琲蔵人珈蔵堺伏尾店 

堺市東区 CLOUD NINE 

堺市東区 カラオケ喫茶 カプリース 

堺市東区 カラオケ喫茶「運の神様｣ 

堺市東区 きまぐれ Kitchen OttO 

堺市東区 サランサラム 

堺市東区 たこ焼き daigo 

堺市東区 みこ 

堺市東区 居酒屋ゆき菜 

堺市東区 居酒屋歩 

堺市東区 勝って串 

堺市東区 大蔵 

堺市東区 中華料理 龍楽 
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市町村名 施設名称 

堺市西区 お好み焼き 7ちゃん 

堺市西区 カラオケ いわはし 

堺市西区 ハッケン酒場浜寺元町店 

堺市西区 串楽 

堺市西区 紅葉 

堺市西区 旬菜あずき 

堺市西区 勝丸寿司 

堺市西区 焼肉 しまづ 

堺市西区 清の家 

堺市西区 赤ちょうちん一番 

堺市西区 太幸 

堺市西区 炭焼工房 笑煙 

堺市西区 鉄板ダイニング Chiki Chiki 

堺市西区 豚汁処錦えびすっち堺繁笑店 

堺市西区 祢ぼけ 

堺市西区 猫 

堺市西区 肥後つばき 

堺市西区 嶽 

堺市南区 CHEZITO 

堺市南区 Domjin Spice Cafe 

堺市南区 kanari 

堺市南区 Snack Akane 

堺市南区 うどん土佐屋深坂本店 

堺市南区 カフェ ChaCha 

堺市南区 カフェ ハッピーロード 

堺市南区 なにわ勝兵衛 泉北店 

堺市南区 和食 cafe魚米 

堺市南区 侘助 

堺市南区 餃子の王将トナリエ栂・美木多店 

堺市南区 槇塚台レストラン 

堺市北区 BritishPubBrighton 

堺市北区 カラオケスナック十勝 

堺市北区 きまぐれ DINING洋 

堺市北区 スナック楓 

堺市北区 マッチの店 



30 

市町村名 施設名称 

堺市北区 ロータス 

堺市北区 喰いもん処たたみや 

堺市北区 串カツ居酒屋てんぐ 

堺市北区 鳥一羽さばき もず野 

堺市北区 福むすび 

堺市北区 福笑 

堺市北区 鐵 

堺市美原区 万寿 

岸和田市 BAR NOA 

岸和田市 Bistro Oser mignon 

岸和田市 cafe next 

岸和田市 Ｃｕｒｅ Ｂｅｒｒｙ 

岸和田市 Karaoke bar for you  

岸和田市 うどんば しん 

岸和田市 うを音 

岸和田市 お食事処 たこ一 

岸和田市 かに問屋 

岸和田市 カフェ・ド・アップル 

岸和田市 カラオケ かおる 

岸和田市 カラオケハウス華苑 

岸和田市 スタジオ F 

岸和田市 たこ焼 得心 森野店 

岸和田市 タベルナ 

岸和田市 ちょっといい店すず 

岸和田市 みらいや 

岸和田市 メンバーズ銀太 

岸和田市 レストランブルーテ 

岸和田市 一品料理 明海 

岸和田市 一品料理あまじ 

岸和田市 一福 

岸和田市 楽食家にし野 

岸和田市 季乃陣 

岸和田市 居酒屋 マルタカ 

岸和田市 居酒屋 藤 

岸和田市 山伊 
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岸和田市 酒寮 彩雅 

岸和田市 相福庵 

岸和田市 大衆洋居酒屋 Bentensan 

豊中市 Bar KORU 

豊中市 Bar.COLOURS 

豊中市 cafe  dining かや 

豊中市 cafe de  TEQUILA 

豊中市 CAFE STEEN 

豊中市 La cuisine francaise KAMIKAWA  

豊中市 アンダー ベアー 

豊中市 インドネパール料理 ナマステエベレスト 

豊中市 カラオケ ぶらん 

豊中市 カラオケしゅしゅ 

豊中市 カラオケ喫茶歌の駅 

豊中市 カレーハウス CoCo壱番屋 豊中インター店 

豊中市 スナックシュガー 

豊中市 スナックドラゴン 

豊中市 トラットリアサルーテ 

豊中市 とんかつますもと 

豊中市 にしき亭 

豊中市 パパアンジェロ 

豊中市 ラ・カシュカシュ 

豊中市 レストランムース 

豊中市 一番 

豊中市 海鮮網焼き海ほたる 

豊中市 起世 

豊中市 喫茶 イレブン 

豊中市 喫茶 つかさ 

豊中市 居酒屋  飲食店 たこいち 

豊中市 居酒屋 翔吉 

豊中市 居酒屋よしひろ 

豊中市 居酒屋楽ちん 

豊中市 居酒屋春夏あきない冬 

豊中市 居酒屋上野坂 

豊中市 鼓道 豊中店 
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豊中市 酒と蕎麦こなから 

豊中市 酒菜鮮房にし家 

豊中市 松葉食堂 

豊中市 焼肉三太三国店 

豊中市 炭火焼肉眞瀬 

豊中市 中華上原 

豊中市 味処ようちゃん 

豊中市 立ち喰い ホルちゃん 

豊中市 炉ばた焼喜楽 

豊中市 餃子食堂チャオチャオ千里中央店 

池田市 ＢＬＵＥ ＯＣＥＡＮ 

池田市 Breeze 

池田市 China Bistro Mangan 

池田市 スナック響 

池田市 とまる 

池田市 もんじゃ焼ひろちゃん 

池田市 ラウンジ チャップリン 

池田市 韓国食堂 Sunten 

池田市 丸一食堂 

池田市 鳥み堂 

池田市 日本料理魁 

池田市 万寿 

池田市 野沢屋 

池田市 和食の店なかや 

吹田市 （中華料理）長崎軒 

吹田市 Bar Filomena 

吹田市 CLUBCHAINON 

吹田市 GOOD ENOUGH DINER 

吹田市 Mamezo＆Cafe Ｄｅｗ阪急山田店 

吹田市 Osteria e bar Lleno 

吹田市 trattoria chicco 

吹田市 おから家 江坂 

吹田市 クックハウス江坂オッツ店 

吹田市 たこ家道頓堀くくる 万博記念公園店 

吹田市 てんぐ 
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吹田市 ビーバンプ 

吹田市 ヒゲちゃん 

吹田市 ビタレーザキッチン 

吹田市 プリマヴェーラ 

吹田市 ミニラウンジチャップリン 

吹田市 リトルキッチンＢ－ｍｅ 

吹田市 ワインバル ケルシュ 

吹田市 鴨と醸し鼓道 吹田店 

吹田市 居酒屋 精治 

吹田市 居酒屋おはこ 昭和町店 

吹田市 鶏炭火焼きうえ田 

吹田市 山田村夘さく 

吹田市 焼肉ホルモンわたるちゃん 

吹田市 船場カリー北千里店 

吹田市 大衆道楽割烹三代目あかつ 

吹田市 中国料理 翠園 

吹田市 野口製麺所 

吹田市 葉山珈琲 

泉大津市 Luce 

泉大津市 snackDream 

泉大津市 お好み焼きこんちゃん 

泉大津市 たこ焼き姫 

泉大津市 テコナ 

泉大津市 とり屋とんちゃん 

泉大津市 七輪焼肉 Tantan 

泉大津市 新鮮鳥焼きぼんじり泉大津店 

泉大津市 牧 

泉大津市 煌キラリ 

泉大津市 珈琲処まつもと 

高槻市 Beer&Coffee月 

高槻市 Grillバル飛擦技 

高槻市 SHARE RESTAURANT tonda 立呑み 暇人 

高槻市 カール大帝 

高槻市 カレーハウス CoCo壱番屋 高槻国道 171 号店 

高槻市 サマサマ 
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高槻市 ドゥーアローム 

高槻市 トライバルカリー 

高槻市 とん平 

高槻市 のりまきのすけ 

高槻市 むさし 

高槻市 亜月 

高槻市 唄ごえパブ喜多 

高槻市 喫茶ピーチク 

高槻市 居酒屋どん 

高槻市 居酒屋希 SAKU／串カツ一穂 

高槻市 居酒屋金木犀 

高槻市 居酒屋美鶴 

高槻市 若狭屋 

高槻市 酒ベー組合 

高槻市 勝六 アルプラザ高槻店 

高槻市 炭火焼肉ぎゅうぎゅう 

高槻市 炭小屋黒兎 

高槻市 中国菜優々 

高槻市 鉄板 cuisine Feu 

高槻市 鉄板焼居酒屋栄ちゃん 

高槻市 天神町むら田 

高槻市 本格広島お好み焼きたにもと 

高槻市 和の遊食 かい 

高槻市 蠣鯖人酒 宇久 

高槻市 餃子屋 藤 

貝塚市 cafeLien 

貝塚市 haru食堂＋ 

貝塚市 ouchi dog hotel donguri 

貝塚市 カフェテラス壱番地 

貝塚市 カラオケスタジオ  ニューロマン 

貝塚市 スナックかりん 

貝塚市 スナック静 

貝塚市 なにわ勝兵衛 貝塚店 

貝塚市 まんぷく軒 

貝塚市 よさこい 
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市町村名 施設名称 

貝塚市 喫茶 ロッキー 

貝塚市 喫茶セゾン 

貝塚市 居酒屋＆からおけ喫茶ヒナタ 

貝塚市 居酒屋 cafe bar Mahora 

貝塚市 焼肉やっちゃん 

貝塚市 新鮮鳥焼きぼんじり貝塚本店 

貝塚市 石才飯店 

貝塚市 和歌山ラーメン 紀一 

守口市 Ｃａｆｅ ｄｅ Ｓｕｃｒｅ 

守口市 クックハウス京阪守口店 

守口市 クラフトビール＆フェアトレードワイン LIPIJA 

守口市 そば切り木はら 

守口市 ちえの林檎 

守口市 とりっぱち 

守口市 にく楽家 鐵牛 

守口市 鼓屋 

守口市 七輪焼肉 あけぼの食堂 

守口市 典志 

枚方市 Aoyama 

枚方市 Beer House Hobbit 

枚方市 DARTS SPACE Barneys 

枚方市 smart＆smile 

枚方市 Tazza 

枚方市 えみゆ 

枚方市 お好み焼幸 

枚方市 お食事処 亀ちゃん 

枚方市 カレー喫茶エルディオス 

枚方市 コルディアルメーセ 

枚方市 ステーキカッポー恒づね 

枚方市 スナック エミ 

枚方市 スナック JOKER 

枚方市 スナック kei 

枚方市 スナックアレーズ 

枚方市 とり金 枚方店 

枚方市 ラ テール 



36 
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枚方市 ラウンジブーケ 

枚方市 一琳庵 

枚方市 唄と酒あかり 

枚方市 我が家のふらんす料理 サンタ・バーバラ 

枚方市 菊竹食堂 

枚方市 喫茶・軽食 Ｒ 

枚方市 喫茶ジョリー 

枚方市 居酒屋つる吉 

枚方市 居酒屋部 

枚方市 三代目たくちゃんビオルネ店 

枚方市 旬菜ちろり 

枚方市 赤玉亭 

枚方市 創作和膳うえだ 

枚方市 藤九寿司 

枚方市 八幡屋 

枚方市 美ら海 

枚方市 味そ庵 

枚方市 夢つなぎ カラオケホール・喫茶 

茨木市 papermoon 

茨木市 VUELO 

茨木市 カラオケ喫茶 アップル 

茨木市 カラオケ淳ちゃん 

茨木市 カレーハウス CoCo壱番屋 茨木宮島店 

茨木市 すしよし 

茨木市 セルフうどんやま 南茨木店 

茨木市 つるが湾 

茨木市 ととぎんイオンタウン茨木太田店 

茨木市 ホテルクレストいばらき 

茨木市 やきとり居酒屋 七転八起 

茨木市 庵 

茨木市 希望軒茨木郡山店 

茨木市 牛と鮪 EnYA 

茨木市 寿し熊 

茨木市 松葉寿司 

茨木市 大富士 
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市町村名 施設名称 

茨木市 八剣伝 茨木西駅前店 

茨木市 福すし 

茨木市 有限会社えいたろう 

茨木市 来夢 

茨木市 和心家 

茨木市 糀あまざけ cafeひとと 

八尾市 BarBar 

八尾市 Ｃａｆｅルーム アスリート 

八尾市 charcoal izakaya 炭備 

八尾市 Rufina 

八尾市 will be 

八尾市 カフェ レーニッシュ 

八尾市 カフェミュジックみゆん 

八尾市 カラオケれい子 

八尾市 カラオケ喫茶またね 

八尾市 こてつ 

八尾市 スナックはな 

八尾市 たこやき竹蔵 

八尾市 ちょっと酔 

八尾市 のみくい処浜ちゃん 

八尾市 バル酒場 

八尾市 バロンドール 

八尾市 海鮮串あげおたる 

八尾市 喫茶都 

八尾市 喫茶陽（あかり） 

八尾市 魚心 まつ本 

八尾市 旬幸旬美 深登吏 

八尾市 中華料理 喜春園 

八尾市 中国菜館福龍園 

八尾市 楓 

八尾市 平安 姫 

八尾市 絆 

八尾市 餃子の王将志紀駅前店 

泉佐野市 おちゃわん 

泉佐野市 お好み焼 ぺたんこ 
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泉佐野市 カラオケ ももちゃん 

泉佐野市 グレッドゥカフェ 

泉佐野市 たこ焼き bar KARAKARA 

泉佐野市 ちどり 

泉佐野市 ぼくたこ 

泉佐野市 ラ・メゾン Suite 

泉佐野市 若葉 

泉佐野市 松寿司 

泉佐野市 焼肉ひろき 

泉佐野市 和風居酒屋しろ 

富田林市 Livingstone Daisy 

富田林市 oasi 

富田林市 お好み焼 大門 

富田林市 すし広 

富田林市 居酒屋ぼちぼち 

富田林市 居酒屋富佐 

富田林市 串かつはやし 

富田林市 旬鮮広場 富田林直売所 

富田林市 焼肉 武蔵 

富田林市 焼肉まるかわ 

寝屋川市 OsteriaCampana 

寝屋川市 お食事処 政巳 

寝屋川市 カラオケ喫茶 実の里 

寝屋川市 さわだや 

寝屋川市 スナック シークレット ラブ 

寝屋川市 スナック プルメリア 

寝屋川市 ちゃんこ久 

寝屋川市 とり Q 

寝屋川市 ビストロ新 

寝屋川市 まいどおおきに寝屋川池田食堂 

寝屋川市 ゆう 

寝屋川市 ラーメン天華 

寝屋川市 ラウンジ COO 

寝屋川市 居酒 bar honu 

寝屋川市 七穀ベーカリー 本店 
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市町村名 施設名称 

寝屋川市 焼肉甲子園 

寝屋川市 炭火焼鳥 神田川 

寝屋川市 入福 

寝屋川市 来来亭寝屋川高宮店 

寝屋川市 和風スナックなかむら 

河内長野市 Cafe&Atelier inukoubou 

河内長野市 カフェ花花 

河内長野市 スナック殿 

河内長野市 ねぎたまパークス 

河内長野市 ねぎと卵 

河内長野市 鴨錦 千代田店 

河内長野市 居酒屋 くーさん 

河内長野市 湖畔観光農林組合 

河内長野市 旬味 まつだ 

河内長野市 食彩ゆう 

河内長野市 歩絵夢 

河内長野市 餃子の王将 河内長野松ヶ丘店 

河内長野市 餃子の王将 河内長野店 

松原市 TAG 

松原市 カラオケ紫陽花 

松原市 串揚げ彩 

松原市 笑喜 

松原市 来扇閣 

大東市 カフェマルジ 

大東市 そば処まからんや 

大東市 たけんとこ 

大東市 ととぎん大東店 

大東市 プチ居酒屋そんなもん 

大東市 ランチ&居酒屋 大惣 

大東市 串かつ串あん 

大東市 樹亭 

大東市 創作中華 香林房 

大東市 中川家 

大東市 和創 dining わんぐり 

和泉市 ＡＮＴＩＱＵＡ ＴＲＥＥ ＣＡＦＥ 



40 

市町村名 施設名称 

和泉市 BAR272 

和泉市 CASUAL KARAOKE＆Dining Bar D'S 

和泉市 Dream Shiba 

和泉市 お好み焼 彩 

和泉市 カラオケ etcかくれんぼ 

和泉市 カラオケスタジオ歌姫 

和泉市 ハイランダー 

和泉市 やきとり克蔵只今参上 

和泉市 久 

和泉市 重兵衛 

和泉市 創作居酒屋 和 

和泉市 大阪王将北信太店 

和泉市 大阪王将和泉中央店 

和泉市 炭火焼鳥じゅん家 

和泉市 遊食家闌 

箕面市 La liberta 

箕面市 インド料理 シムラン 

箕面市 クーズコンセルボ阪急箕面店 

箕面市 とろ麦 箕面キューズモール店 

箕面市 ホルモン ぼんすけ 

箕面市 佳筍 

箕面市 鶏バルＯＫＡＹＡＮ 

箕面市 箕面 山本珈琲館 

箕面市 嶺 

箕面市 和み処 一彩 

箕面市 翔龍坊 

柏原市 Cafe RISO 

柏原市 あきない 

柏原市 カラオケスタジオ ライブ 

柏原市 パル 

柏原市 栄楽寿司 

柏原市 喫茶バーレル 

柏原市 創作料理膳所 

柏原市 炭火焼ダイニング 369 

柏原市 和洋創作 圓山 
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市町村名 施設名称 

羽曳野市 sprout di goccia 

羽曳野市 アップル 

羽曳野市 お好み焼きこぞう 

羽曳野市 ぱんろ～どしらとりの郷店 

羽曳野市 串かつ かつもと 

羽曳野市 手しごと家 くる 

羽曳野市 和楽 

羽曳野市 鮨 ちふゆ 

門真市 CAFE ハレトクモリ 

門真市 HANAHANA 

門真市 お好みハウス ファミリー 

門真市 さくら 

門真市 さごじょう 

門真市 まいどおおきに門真食堂 

門真市 奥のほそ道 

門真市 居酒屋アキ 

門真市 金ちゃん 

門真市 祥瑞ラーメン 

門真市 植村酒店直売所 輝扇 

門真市 炭火ダイニング善 

門真市 日本料理 仙亭 

門真市 平戸 

門真市 力餅  

摂津市 キッチンこらぼ 

摂津市 とんき 

摂津市 居酒屋たんぽぽ 

摂津市 食事居酒屋 大音 

摂津市 八重桜 

高石市 222 TRIPLE TWO 

高石市 カラオケすなっく味音 

高石市 すし兆 

高石市 チャイナテーブル喜心 

高石市 家庭料理ながた 

高石市 酒と肴櫻井 

高石市 焼肉ホルモン焼 松力 
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高石市 晩酌万呑 

高石市 立ち呑みあわじや 

藤井寺市 ラウンジボビー 

藤井寺市 家庭料理 節 

藤井寺市 居酒屋まんてん丸 

藤井寺市 居酒屋やんちゃの郷 

藤井寺市 焼鳥創作酒場 369 

藤井寺市 焼鳥創作酒場 369second 

東大阪市 BAR el camino 

東大阪市 CHEGO 

東大阪市 DAkARA・堂 カレー屋だから堂 

東大阪市 ＪＥＭ 

東大阪市 KARAOKE しゃしゃ 

東大阪市 KiKi HOUSE 

東大阪市 Marukoh kitchen 

東大阪市 NOSTALGIC BAR PON 

東大阪市 shot bar PolePole 

東大阪市 WHATEVER 

東大阪市 いさみ寿し 

東大阪市 お好み焼 よしひろ 

東大阪市 お食事処 華 

東大阪市 カラオケ しのぶ 

東大阪市 キッチンしまざき 1974 

東大阪市 コリアン海鮮バル 

東大阪市 さぬき志度 

東大阪市 しび辛晴れ屋 

東大阪市 すずや×石切丸 石切神社前店 

東大阪市 スナック 加代 

東大阪市 スナック都 

東大阪市 スワン 

東大阪市 ゾロ 

東大阪市 たこつぼ 

東大阪市 たこ一 

東大阪市 ぢどり亭 布施店 

東大阪市 のんでこ NONDECO 
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東大阪市 バーリバプール 

東大阪市 やきにく田邊 

東大阪市 ゆるると菜村さ来新石切駅前店 

東大阪市 一品料理亀 

東大阪市 株式会社 助六 

東大阪市 喜多酒店 

東大阪市 喜多朗 

東大阪市 喫茶薔薇 

東大阪市 宮崎の地鶏 長田本店 

東大阪市 居酒屋 舷花 

東大阪市 居酒屋平蔵 

東大阪市 吾郎寿し 

東大阪市 御食事処錦 

東大阪市 高野商店・喫茶タカノ 

東大阪市 手打ちうどん 美嘉屋食堂 

東大阪市 旬菜さか田 

東大阪市 初鯛麺 

東大阪市 焼肉喫茶室瀬羅 

東大阪市 神威 

東大阪市 総本家生そば 伊吹 

東大阪市 多幸家 

東大阪市 大源 

東大阪市 蛸焼坊主 

東大阪市 炭火焼肉河内屋 枚岡店 

東大阪市 炭火焼八剣伝大蓮店 

東大阪市 炭焼屋ニノ道 

東大阪市 竹じゅう 

東大阪市 中華料理龍（ロンロン） 

東大阪市 天理スタミナラーメン 

東大阪市 馴染味 

東大阪市 有萬 

東大阪市 力餅 

東大阪市 珉珉鴻池店 

泉南市 ALL GOOD BURGER 

泉南市 カフェ＆お好み焼 ケン＆ナミ 
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泉南市 カラオケ喫茶 美和 

泉南市 さしみ屋 

泉南市 ほてい 

泉南市 楽食酒処 和来 

四條畷市 畷黒 

四條畷市 立呑み処 喜久屋 

四條畷市 和なごみ 

交野市 カラオケ居酒屋やすこ 

交野市 くれぇぷやさん 

交野市 旬彩 花さか 

交野市 珈琲専門店ウィンザー 

大阪狭山市 cafe-chocolat 

大阪狭山市 うどん屋のえる 

大阪狭山市 カントリーロード 

大阪狭山市 スキヤキフウ鉄板鍋 笑家 

大阪狭山市 スナックここ路 

大阪狭山市 テッパンキッチンるぱん 

大阪狭山市 逢喜の郷 

大阪狭山市 餃子の王将 亀の甲店 

阪南市 お好み焼き（つくしんぼ） 

島本町 炭火焼鳥 鳥あそび 

豊能町 喫茶 サンルーム 

忠岡町 たくみ 

熊取町 お好み焼コナヤ 

熊取町 シェスタ 

熊取町 ビストロ リュドラガール 

熊取町 居酒屋 四季 

岬町 かすが 

岬町 ランドホー 

岬町 株式会社 寿司よし（深日） 

太子町 道の駅近つ飛鳥の里太子 

河南町 喫茶 園 

 


