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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 30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 BAR杉の子 

大阪市都島区 GOKIGEN 

大阪市都島区 Lady Bird 

大阪市都島区 tekkote 

大阪市都島区 クレージーホース 

大阪市都島区 ジョニーのからあげ 都島店 

大阪市都島区 すし中 

大阪市都島区 スナック えん 

大阪市都島区 せんす 

大阪市都島区 つるピカハゲ丸君 

大阪市都島区 トリワイン PIKOSHHHU 

大阪市都島区 とり徹 京橋店 

大阪市都島区 とり揚げと日本酒つかふき屋 

大阪市都島区 ドレミ 

大阪市都島区 ビッグエコー京橋駅前店 

大阪市都島区 ビッグエコー京橋京阪モール前店 

大阪市都島区 ぷくぷく 

大阪市都島区 ほっこり家 

大阪市都島区 ポムの樹 京橋京阪モール店 

大阪市都島区 ミスタードーナツ京橋コムズガーデン 

大阪市都島区 やきとり正や 

大阪市都島区 らうんじジュン 

大阪市都島区 駅前ビストロ Canta 

大阪市都島区 河ちゃん 

大阪市都島区 韓国食堂 ココ 

大阪市都島区 居酒屋 三ちゃん 
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市町村名 施設名称 

大阪市都島区 居酒屋東 

大阪市都島区 串かざり 

大阪市都島区 串処一龍 

大阪市都島区 結月 

大阪市都島区 桜ガーデンホテル レストラン桜 

大阪市都島区 秀吉 

大阪市都島区 秋吉京橋コムズガーデン店 

大阪市都島区 旬楽ごはん和和 

大阪市都島区 小料理まっちゃん 

大阪市都島区 杉の子パート 2 

大阪市都島区 正ラム屋 

大阪市都島区 大衆牛串うねり 

大阪市都島区 八丁味處 串の坊 京橋店 

大阪市都島区 忘我京橋店 

大阪市都島区 味好 

大阪市都島区 毛利や 串よし 京橋店 

大阪市都島区 餃子の王将 京橋駅前店 

大阪市福島区 3F bar Match 

大阪市福島区 Akami Modern Chop House 

大阪市福島区 Bar Moment Fukushima 

大阪市福島区 Cafe ttowa 

大阪市福島区 Donポチャ 野田店 

大阪市福島区 DUKES 

大阪市福島区 GROW UP SPACE 

大阪市福島区 HAPPY CAT CAFE 

大阪市福島区 Oshima 

大阪市福島区 teppan大 ning咲輪 

大阪市福島区 TOKIN 

大阪市福島区 tsubakiya 

大阪市福島区 アジアーゴ 

大阪市福島区 あんばい 

大阪市福島区 イタリア食堂 TAVERNA PORCINI 

大阪市福島区 イル・アルバータ 

大阪市福島区 ウィズ 

大阪市福島区 う越貞 

大阪市福島区 お多福 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 カールズリンク 

大阪市福島区 カフェ バーンホーフ  

大阪市福島区 カフェ・エ・ビストロ ボンヌシェール 

大阪市福島区 サルメリアポルチーニ 

大阪市福島区 ダイヤショップ 

大阪市福島区 ダンニャワード福島店 

大阪市福島区 ぢどり亭福島店 

大阪市福島区 ちゃあ屋 

大阪市福島区 とりめがね 

大阪市福島区 とり焼 一本松 

大阪市福島区 ニューコンパル 

大阪市福島区 パブラウンジジャコー 

大阪市福島区 ビアーズ 

大阪市福島区 ビストリア魚タリアン 

大阪市福島区 ビッグエコー福島駅前店 

大阪市福島区 ひろみ 

大阪市福島区 ほっこり酒菜 あん 

大阪市福島区 ボン・マルシェ食堂 

大阪市福島区 まんかい福島本家 

大阪市福島区 マンマパルマ 大阪福島店 

大阪市福島区 もみだれ辛ホルモン獅子楼 

大阪市福島区 やきとり正や福島店 

大阪市福島区 ラウンジ ＨＡＮＧＯＵＴ 

大阪市福島区 ラッテリアポルチーニ 

大阪市福島区 下町鉄板お好み焼き川上 

大阪市福島区 喫茶麝香 

大阪市福島区 魚 China YO 

大阪市福島区 魚河岸たちばな 大阪中央卸売市場 

大阪市福島区 鶏匠膳 

大阪市福島区 元禄寿司野田店 

大阪市福島区 黒毛和牛 焼肉一 野田阪神店 

大阪市福島区 車家ジョニー福島店 

大阪市福島区 若葉屋福島店 

大阪市福島区 酒と肴と旨いもん 笑緒一 

大阪市福島区 秋久 

大阪市福島区 焼とり居酒家りときや 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 醤じゃん 

大阪市福島区 地下の店 

大阪市福島区 鶴心 

大阪市福島区 板前焼肉一笑 福島 

大阪市福島区 福島桜屋 

大阪市福島区 福島桜屋離宮 

大阪市福島区 立寄処桜子 

大阪市福島区 和気文具 - WAKI STATIONERY -  

大阪市福島区 餃子の王将 福島店 

大阪市福島区 餃子の王将 野田阪神店 

大阪市福島区 鮨 てんしょう 

大阪市福島区 鮨処敏 

大阪市此花区 カラオケ 此処 

大阪市此花区 たこ焼十八番  

大阪市此花区 ラウンジ エミーゴ 

大阪市此花区 
リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 3 階 Dining 

BRICKSIDE 

大阪市此花区 伊万里 

大阪市此花区 伊予寿し 

大阪市此花区 海坊主 

大阪市此花区 居酒屋大盛屋 

大阪市此花区 大衆炭焼ステーキキタハラ 

大阪市此花区 炭火焼鳥 鳥繁 

大阪市此花区 平安苑 

大阪市此花区 麺屋花壱 

大阪市此花区 餃子の王将 西九条店 

大阪市西区 ARITA立売堀店 

大阪市西区 BAR-ish 

大阪市西区 CafeCREDO 

大阪市西区 ｃａｆｅ婆沙羅かえる堂 

大阪市西区 COFFEE  ROUGHNECKS 

大阪市西区 CORAL PARLOR enoco 

大阪市西区 ENwest 

大阪市西区 MIFUKU  

大阪市西区 pauhanabase HacktioN 

大阪市西区 SCALA 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 Trattoria ARIA 

大阪市西区 UDONZIN 美糸 

大阪市西区 Vin Sauvage 

大阪市西区 うどん花きり 

大阪市西区 お惣菜と魚 くすの木 

大阪市西区 カレーハウス CoCo壱番屋 西区阿波座一丁目店 

大阪市西区 こうちゃんラーメン 

大阪市西区 ステーキハウス トライ 肥後橋店 

大阪市西区 そば処つなぎ 

大阪市西区 だし屋凸凹 

大阪市西区 チェディルアン 

大阪市西区 ぢどり亭九条店 

大阪市西区 ちゃ味鶏 

大阪市西区 まごころ料理 鷲見 

大阪市西区 めれんげ 

大阪市西区 りとりいと 

大阪市西区 レストランラナ 

大阪市西区 喫茶ココス 

大阪市西区 喫茶一番 

大阪市西区 魚と日本酒くらよし 

大阪市西区 京町料理みつや 

大阪市西区 蕎喜 

大阪市西区 串カツ居酒屋火菜屋 

大阪市西区 鶏とお酒の夢囲い はれるや 

大阪市西区 江戸堀 なごみ家 

大阪市西区 黒毛和牛 焼肉一 九条店 

大阪市西区 黒毛和牛 焼肉一 堀江店 

大阪市西区 焼肉の牛哲 

大阪市西区 鐘鳥阿波座店 

大阪市西区 心白 

大阪市西区 新町蕎麦切りてるてる 

大阪市西区 辛いもんや 

大阪市西区 辛いもんやギロチン 

大阪市西区 大成苑 

大阪市西区 中華料理とんとん 

大阪市西区 鉄板ダイニングＯＫＯＮＯＭＩＹＡ 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 豚骨 北堀江 SAKIMURA 

大阪市西区 板前焼肉一笑 江戸堀 

大阪市西区 板前焼肉一笑 靱本町 

大阪市西区 風味鶏 

大阪市西区 福里商店 立ち呑み ふくり 

大阪市西区 洋食＆バル グローナヴェ 

大阪市西区 立売堀肴場どッと 

大阪市西区 和魂洋彩 一笑 

大阪市西区 靱本町がく 

大阪市西区 餃子の王将 大阪九条店 

大阪市港区 CROSS 

大阪市港区 こうちゃんらー麺 

大阪市港区 ポートワン 

大阪市港区 ほろ酔い処新鉄丸 

大阪市港区 ミツワ 

大阪市港区 やきとり大吉大阪港店 

大阪市港区 らーめん藤平市岡店 

大阪市港区 一竜 

大阪市港区 喫茶 ラスタノン 

大阪市港区 居間蔵屋 

大阪市港区 元祖 札幌や 

大阪市港区 黒毛和牛 焼肉一 市岡店 

大阪市港区 若松 

大阪市港区 焼き鳥 樹 

大阪市港区 鶴橋風月 天保山店 

大阪市港区 餃子の王将 弁天町市岡店 

大阪市大正区 「響」 

大阪市大正区 1010 

大阪市大正区 Donポチャ 

大阪市大正区 Lounge 1010 

大阪市大正区 luvwine大正店 

大阪市大正区 イチバノチカラ 

大阪市大正区 ぢどり亭大正駅前店 

大阪市大正区 メンバーズボヌール 

大阪市大正区 喫茶カリビアン 

大阪市大正区 玉名 
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市町村名 施設名称 

大阪市大正区 酒処 まるに 

大阪市大正区 辛いもんやギロチン大正店 

大阪市大正区 蛸ぎゃんぐ 

大阪市大正区 中華料理 香港 

大阪市大正区 兆治 

大阪市天王寺区 bar blue 

大阪市天王寺区 Bar Speranza 

大阪市天王寺区 Ｂ-FUSION 

大阪市天王寺区 CafeRestaurantGuarire 

大阪市天王寺区 Chilling cafe 

大阪市天王寺区 HOTEL TRAD大阪鶴橋 

大阪市天王寺区 kitchen mama 椿 

大阪市天王寺区 luvwine裏天王寺店 

大阪市天王寺区 SENMATSU（千松） 

大阪市天王寺区 STOWAWAY 

大阪市天王寺区 あかりや 

大阪市天王寺区 ありたや 

大阪市天王寺区 エデン特急 

大阪市天王寺区 カフェ ル ペイザン 

大阪市天王寺区 カラオケＣＯＭＢＯ寺田町店 

大阪市天王寺区 きりん寺桃谷駅前店 

大阪市天王寺区 コーヒ&ランチ 太陽  サン 

大阪市天王寺区 なかよし 

大阪市天王寺区 バードランド２ 

大阪市天王寺区 バーピーコート 

大阪市天王寺区 らーめん賛平 

大阪市天王寺区 ライラック 

大阪市天王寺区 伊中同宴ーKAZU 

大阪市天王寺区 悦来閣 

大阪市天王寺区 花さきじんの庵 

大阪市天王寺区 割烹居酒屋すし政 

大阪市天王寺区 喫茶レストランシェル 

大阪市天王寺区 居酒屋彩季 

大阪市天王寺区 魚や なべいち 

大阪市天王寺区 近鉄百貨店上本町 ホームズ 

大阪市天王寺区 串の坊 天王寺ミオ店 
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市町村名 施設名称 

大阪市天王寺区 串八珍 

大阪市天王寺区 源 

大阪市天王寺区 公立学校共済組合大阪宿泊所ホテルアウィーナ大阪 

大阪市天王寺区 祭太鼓 上本町店 

大阪市天王寺区 菜香 

大阪市天王寺区 石ヶ辻ゆいの 

大阪市天王寺区 炭火焼とり にいたか 

大阪市天王寺区 地鶏 炭焼き 伝介 

大阪市天王寺区 中国酒家 菜都 

大阪市天王寺区 鶴一 本店 

大阪市天王寺区 鉄板鍋ショウ 

大阪市天王寺区 天丼の店 たま天 

大阪市天王寺区 煩悩のかたまり 

大阪市天王寺区 麻雀亭天山閣 

大阪市天王寺区 毛利や 

大阪市天王寺区 遊楽旬菜直 

大阪市天王寺区 立ち呑み得一谷 9店 

大阪市天王寺区 料亭 天繁 

大阪市天王寺区 餃子の王将 玉造店 

大阪市天王寺区 餃子の王将 寺田町店 

大阪市天王寺区 餃子の王将 鶴橋駅前店 

大阪市天王寺区 餃子の王将 天王寺店 

大阪市天王寺区 餃子の王将 天王寺堀越店 

大阪市浪速区 Cafeikoi 

大阪市浪速区 CHEESE CRAFT WORKS なんばパークス 

大阪市浪速区 itori 

大阪市浪速区 JUNGLE Namba 

大阪市浪速区 QOO 

大阪市浪速区 かどや 

大阪市浪速区 カレーハウス CoCo壱番屋 浪速区大国町店 

大阪市浪速区 きりん寺大阪総本店 

大阪市浪速区 ケンタッキーフライドチキン芦原橋店 

大阪市浪速区 サウンドバード 

大阪市浪速区 スナック絆 

大阪市浪速区 だるま ジャンジャン店 

大阪市浪速区 だるま 本店 
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市町村名 施設名称 

大阪市浪速区 テンパール  

大阪市浪速区 もんじゅ亭 

大阪市浪速区 やさい家めい  

大阪市浪速区 一風堂なんば店 

大阪市浪速区 錦そば 

大阪市浪速区 串かつ だるま 動物園前店 

大阪市浪速区 串カツげんてん 

大阪市浪速区 松屋食堂 

大阪市浪速区 新世界元祖串かつ だるま 通天閣店 

大阪市浪速区 大衆台湾食堂油猫難波湊町店 

大阪市浪速区 通天酒場 

大阪市浪速区 鶴橋風月 ナンバシティー店 

大阪市浪速区 東京力めし大阪日本橋店 

大阪市浪速区 道頓堀ＣＲＡＦＴＢＥＥＲ醸造所 

大阪市浪速区 肉処倉 なんばパークス店 

大阪市浪速区 風来坊大国町店 

大阪市浪速区 湊町 VOLCANO 

大阪市浪速区 無限 

大阪市浪速区 明洞 

大阪市浪速区 麺屋ガテン Z 

大阪市浪速区 油そば きりん寺 なんば駅前店 

大阪市浪速区 油そば きりん寺 なんば店 

大阪市浪速区 餃子の王将 新世界店 

大阪市浪速区 餃子の王将 難波西店 

大阪市西淀川区 Bar Mozu 

大阪市西淀川区 yuki 

大阪市西淀川区 いさりび 

大阪市西淀川区 うずまきひめじまの巻 

大阪市西淀川区 かんぱ 

大阪市西淀川区 キャンディ 

大阪市西淀川区 株式会社蔭山 

大阪市西淀川区 焼肉六角 

大阪市西淀川区 多国籍料理永福家 

大阪市西淀川区 餃子の王将 歌島橋店 

大阪市西淀川区 餃子の王将 塚本店 

大阪市東淀川区 +44 cafe 
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市町村名 施設名称 

大阪市東淀川区 BAR燦水 

大阪市東淀川区 RICO'S BAR 

大阪市東淀川区 いっこや 

大阪市東淀川区 カラオケえり 

大阪市東淀川区 カレーハウス CoCo壱番屋かみしんプラザ店 

大阪市東淀川区 きりん寺 経大前店 

大阪市東淀川区 チーズ&フルーツバル GROW 

大阪市東淀川区 ビッグエコー上新庄駅前店 

大阪市東淀川区 ビッグエコー淡路駅前店 

大阪市東淀川区 ラーメン白寿 

大阪市東淀川区 黄金の道 

大阪市東淀川区 季節串カツ料理 串かざり 

大阪市東淀川区 吉鳥 上新庄店 

大阪市東淀川区 吉鳥 豊里店 

大阪市東淀川区 居酒屋大人のホルモン 

大阪市東淀川区 旨味処 和 

大阪市東淀川区 酒々屋 

大阪市東淀川区 十福神 

大阪市東淀川区 上新飯店 

大阪市東淀川区 食べ呑み処 花 

大阪市東淀川区 瀧 

大阪市東淀川区 中華酒家福籠 

大阪市東淀川区 本格からあげ専門店とりあい上新庄店 

大阪市東淀川区 味処 喜代原 

大阪市東淀川区 餃子の王将 上新庄店 

大阪市東淀川区 餃子の王将 淡路西口店 

大阪市東成区 Buddha 

大阪市東成区 Chat Rose 

大阪市東成区 FREAKOUT鶴橋店 

大阪市東成区 IMAZATOひでぞう 

大阪市東成区 IMAZATOひでぞうはなれ 

大阪市東成区 toto BURGER 

大阪市東成区 がーでん 

大阪市東成区 カウロード 

大阪市東成区 カラオケスタジオ ｋａｐｐａ 

大阪市東成区 キッチンむらうち 
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市町村名 施設名称 

大阪市東成区 ジャックあんどベティー 

大阪市東成区 すし鶴新深江店 

大阪市東成区 つけ麺 ひらの 

大阪市東成区 とりだん今里店 

大阪市東成区 ヘヴィ レイン 

大阪市東成区 ほっこり瓢箪島 

大阪市東成区 ラーメン天邪鬼 

大阪市東成区 ロックヴィラ 

大阪市東成区 居酒屋さくら 

大阪市東成区 玉造酒場ワワワ 

大阪市東成区 串カツきつね 

大阪市東成区 四季旬菜 里山 

大阪市東成区 手打ちうどん、そば処 七福 

大阪市東成区 焼肉 南月 

大阪市東成区 焼肉轟 

大阪市東成区 大阪ミヤタのあかしやき 

大阪市東成区 中華そば光洋軒 

大阪市東成区 中菜香房あかまつ 

大阪市東成区 田中くん 

大阪市東成区 餃子の王将 今里店 

大阪市東成区 餃子の王将 森ノ宮店 

大阪市東成区 餃子の王将 鶴橋東店 

大阪市生野区 AFRo OSAKA 

大阪市生野区 cafe Cha-Cha-Cha 

大阪市生野区 いっぷく 

大阪市生野区 カサディエッロ 

大阪市生野区 カラオケ 絆 

大阪市生野区 カラオケジョイキング 

大阪市生野区 カラオケ倶楽部グランパ 

大阪市生野区 ごろはち 

大阪市生野区 シーサー工場 

大阪市生野区 ジミー桃谷店 

大阪市生野区 ダルマ園 

大阪市生野区 てっちゃん 

大阪市生野区 とびこめ 

大阪市生野区 はるはる 
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市町村名 施設名称 

大阪市生野区 パン工房鳴門屋今里店 

大阪市生野区 ひよっこ 

大阪市生野区 ホルモン居酒屋やまちゃん 

大阪市生野区 マメキチ喫茶 

大阪市生野区 やきとり道場小路店 

大阪市生野区 よぎや 

大阪市生野区 リーカラオケ 

大阪市生野区 韓国料理ポッチャ 

大阪市生野区 金ちゃん 

大阪市生野区 串かつ一歩 

大阪市生野区 串焼みろく 

大阪市生野区 御食事処南せんば 

大阪市生野区 光ちゃん 

大阪市生野区 仁家 

大阪市生野区 地鶏創作料理蓮 

大阪市生野区 中華そば煮干しや 

大阪市生野区 中川屋酒店 

大阪市生野区 鳥蔵 桃谷店 

大阪市生野区 東京力めし寺田町店 

大阪市生野区 八光 

大阪市生野区 万穂屋 

大阪市生野区 和 

大阪市生野区 餃子の王将 巽店 

大阪市生野区 餃子の王将 桃谷店 

大阪市旭区 IZAKAYA MIYAKO 

大阪市旭区 Oinaina 

大阪市旭区 お好み焼きみつ 

大阪市旭区 サンハート 

大阪市旭区 スナック マリモ 

大阪市旭区 らー麺大勝 

大阪市旭区 宴 

大阪市旭区 楽酒処 彩楓 

大阪市旭区 喫茶メイト 

大阪市旭区 喫茶和光 

大阪市旭区 居酒屋はるき 

大阪市旭区 松くら 
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市町村名 施設名称 

大阪市旭区 焼肉処一吉 

大阪市旭区 炭火焼鳥 匠 

大阪市旭区 木元水産 

大阪市旭区 丼丼亭千林商店街店 

大阪市旭区 餃子の王将 赤川店 

大阪市城東区 Cafe和 CoCo 

大阪市城東区 Itarian Kitchen VANSAN 今福鶴見店 

大阪市城東区 エンターテイメントダイニング ベロニカ 

大阪市城東区 おやじすし一喜蒲生四丁目 

大阪市城東区 すなっく とも 

大阪市城東区 スナックおふく 

大阪市城東区 スナックすもも 

大阪市城東区 とりだん鴫野店 

大阪市城東区 はまとも 

大阪市城東区 ビッグエコー蒲生四丁目駅前店 

大阪市城東区 喫茶 イエローハウス 

大阪市城東区 牛ホルモン竜 

大阪市城東区 鶏と魚介らぁ麺 komugi 

大阪市城東区 創作洋食 Ohmuraイス 

大阪市城東区 炭火焼き焼き鳥 TORI-TORI 

大阪市城東区 炭火焼鳥 GOEMON 

大阪市城東区 炭火焼肉たむら 

大阪市城東区 鳥蔵 蒲生店 

大阪市城東区 鉄板ステーキたかひろ 自家製ソースのお店 

大阪市城東区 鉄燻 CHOI 

大阪市城東区 和 Dining DANDAN 

大阪市城東区 餃子の王将 関目店 

大阪市城東区 餃子の王将 城東今福店 

大阪市阿倍野区 AGORA 

大阪市阿倍野区 Bar D I SH ゼレ 

大阪市阿倍野区 Ｃａｆｅ ＆ ＢＡＲ ＫＩＫＩ 

大阪市阿倍野区 Ｃａｆｅ＆ＭｅａｌＭｕｊｉ近鉄あべのハルカス 

大阪市阿倍野区 ELK NEW YORK BRUNCH 

大阪市阿倍野区 gons bake shop 

大阪市阿倍野区 SAMANSA 

大阪市阿倍野区 THE TRAM 
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市町村名 施設名称 

大阪市阿倍野区 WEST 

大阪市阿倍野区 アトリエ＆カフェ Gerbere 

大阪市阿倍野区 オオサカ堂 

大阪市阿倍野区 お茶のこさい菜 

大阪市阿倍野区 カフェ&パスタ MIYAJI 

大阪市阿倍野区 からあげスタンド 

大阪市阿倍野区 カラオケ希望 

大阪市阿倍野区 クッチーナ サイトウ 

大阪市阿倍野区 ザ・ロック食堂 

大阪市阿倍野区 センナリヤフルーツパーラー あべのハルカスダイニング 

大阪市阿倍野区 ブリタニア 阿倍野店 

大阪市阿倍野区 ペガサス 

大阪市阿倍野区 煙 燻製バル トリベーネ 阿倍野店 

大阪市阿倍野区 楽味 

大阪市阿倍野区 丸正鮨 

大阪市阿倍野区 喫茶カサブランカ 

大阪市阿倍野区 喫茶フレンド 

大阪市阿倍野区 居酒屋樽一 

大阪市阿倍野区 串大萬 

大阪市阿倍野区 祭太鼓 あべのルシアス店 

大阪市阿倍野区 四季 旬香 

大阪市阿倍野区 酒家ふっしゃん 

大阪市阿倍野区 旬彩  旨魯 

大阪市阿倍野区 焼き鳥酒房まいど 

大阪市阿倍野区 炭火焼と鍋料理たちばな 阿倍野本店 

大阪市阿倍野区 男はつらい 阿倍野筋店 

大阪市阿倍野区 八千代きっちんはは 

大阪市阿倍野区 発酵ルパン 

大阪市阿倍野区 舞歌 

大阪市阿倍野区 福娘 

大阪市阿倍野区 夢菜館 

大阪市阿倍野区 洋風大衆居酒屋たわわ 

大阪市阿倍野区 和食たちばな あべのキューズモール 

大阪市阿倍野区 餃子の王将 昭和町駅前店 

大阪市阿倍野区 餃子の王将 西田辺店 

大阪市住吉区 ＣｏＣｏ壱番屋住吉区長居公園前店 
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市町村名 施設名称 

大阪市住吉区 ＦＡＧＯＴＴＯ 

大阪市住吉区 ItalianBarCaNoah 

大阪市住吉区 Ryochan 

大阪市住吉区 The Oasis Cafe 

大阪市住吉区 イタリア料理店 MIZUTAMA 

大阪市住吉区 カラオケ喫茶エルザ 

大阪市住吉区 カレーハウス COCO壱番屋住吉区我孫子店 

大阪市住吉区 シャピトル ドゥー 

大阪市住吉区 たけの子 

大阪市住吉区 ロジナカ 

大阪市住吉区 海賊キッチン ぶんぶん丸 

大阪市住吉区 海賊の食卓 くろひげ 

大阪市住吉区 喫茶軽食ブルボン 

大阪市住吉区 権太呂すし長居駅前店 

大阪市住吉区 薩摩×鉄板 ぼっけもん 

大阪市住吉区 薩摩×炉ばた 燈火 

大阪市住吉区 鹿児島酒場さぶろく 

大阪市住吉区 焼肉レストラン げんや 

大阪市住吉区 炭焼地鶏鳥重 

大阪市住吉区 中華料理とり秀 

大阪市住吉区 味いちもんめ 

大阪市住吉区 篭めしと手打ちそば一喜 

大阪市住吉区 餃子の王将 長居店 

大阪市東住吉区 Bar Rock 

大阪市東住吉区 RELAIR 

大阪市東住吉区 SportsBar６０９ 

大阪市東住吉区 tumugu 

大阪市東住吉区 いおり 

大阪市東住吉区 いもや食堂 

大阪市東住吉区 お好屋らっこ 

大阪市東住吉区 カラオケスタジオだんご 

大阪市東住吉区 カレーハウス CoCo壱番屋東住吉区杭全店 

大阪市東住吉区 さんきゅう水産 近鉄針中野店 

大阪市東住吉区 すとうぶ 

大阪市東住吉区 スナック ルナ 

大阪市東住吉区 ビッグエコー針中野駅前店 
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市町村名 施設名称 

大阪市東住吉区 ぷっくり 

大阪市東住吉区 レストラン アルザス 

大阪市東住吉区 飲み処知夫里島 

大阪市東住吉区 花よし 

大阪市東住吉区 海鮮回転さんきゅう 杭全店 

大阪市東住吉区 丸一屋 

大阪市東住吉区 丸稔 

大阪市東住吉区 居酒屋 蒲公英 

大阪市東住吉区 桜 cafe 

大阪市東住吉区 三四郎 

大阪市東住吉区 寿し処 とことん 

大阪市東住吉区 焼鳥居酒屋 鳥工房 杭全店 

大阪市東住吉区 鳥登美 

大阪市東住吉区 八右衛門 

大阪市西成区 アジアン居酒屋ロータス 

大阪市西成区 うらまち 

大阪市西成区 カラオケサウンドスタイル 

大阪市西成区 カラオケひまわり 

大阪市西成区 カラオケ居酒屋凛 

大阪市西成区 なべや 

大阪市西成区 ビッグエコー地下鉄玉出駅前店 

大阪市西成区 まいど居座華屋 岡の家 

大阪市西成区 らん姉妹 

大阪市西成区 河庄 

大阪市西成区 喫茶プリモ 

大阪市西成区 居酒屋 琴 

大阪市西成区 居酒屋 相楽 

大阪市西成区 居場所 

大阪市西成区 江戸の秘密 

大阪市西成区 史夏 

大阪市西成区 秋桜 

大阪市西成区 焼肉 政ちゃん 

大阪市西成区 焼肉の南大門 玉出店 

大阪市西成区 上海軒 

大阪市西成区 中華料理福縁 

大阪市西成区 長寿園 
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市町村名 施設名称 

大阪市西成区 呑み処 八福神 

大阪市西成区 満マル天下茶屋店 

大阪市西成区 有明食堂 

大阪市西成区 餃子の王将 岸の里店 

大阪市西成区 餃子の王将 太子店 

大阪市淀川区 BAR CLAYMOON 

大阪市淀川区 BAR FAIRY Anela 

大阪市淀川区 ＢＡＲ GARUDA 

大阪市淀川区 Bar KAPIBARA 

大阪市淀川区 brasserie Reve 

大阪市淀川区 Cafe & Bar a2 

大阪市淀川区 CANDANY 

大阪市淀川区 catteria cloud nine 

大阪市淀川区 Club TanTan 

大阪市淀川区 food＆bar エムズ 

大阪市淀川区 Funny 

大阪市淀川区 holy's ROCK SHOT 

大阪市淀川区 ＪＩＮ 

大阪市淀川区 LUXE 

大阪市淀川区 Melody 

大阪市淀川区 R&Bホテル新大阪北口 

大阪市淀川区 RISTORANTE FORESTA 

大阪市淀川区 SNACK２３ 

大阪市淀川区 SUMIKA 

大阪市淀川区 tarako 

大阪市淀川区 Tirare 

大阪市淀川区 Two Chefs 

大阪市淀川区 V anni deero 

大阪市淀川区 YUTTE 

大阪市淀川区 おばんざい まお 

大阪市淀川区 オレ達のタコ部屋 

大阪市淀川区 お好み焼き 道草 

大阪市淀川区 かくうち 

大阪市淀川区 カフェ エ ヴァン コルディアル 

大阪市淀川区 カフェ.ド.トランジィット(cafe de transit) 

大阪市淀川区 きりん寺 東三国店 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 醤油らーめんピース東三国店 

大阪市淀川区 ジョニーのからあげ東三国店 

大阪市淀川区 スナックピース 

大阪市淀川区 たこ焼十八番 

大阪市淀川区 バードランド３ 

大阪市淀川区 ビッグエコー十三東口店 

大阪市淀川区 ふぐ甚十三店 

大阪市淀川区 ブッフェダイニング クリスタル 

大阪市淀川区 まさや阪急三国店 

大阪市淀川区 メルパルク株式会社メルパルク大阪地下１階レストランカトレア 

大阪市淀川区 ラウンジ CREW 

大阪市淀川区 ラウンジ割烹なか 

大阪市淀川区 家庭料理居酒家さらさ 

大阪市淀川区 花伝 

大阪市淀川区 喫茶 サンチョ 

大阪市淀川区 居酒屋大人のホルモン十三店 

大阪市淀川区 串かつ酒場えん満十三店 

大阪市淀川区 鶏と魚と藁焼き 頂 

大阪市淀川区 合歓木 

大阪市淀川区 桜花 

大阪市淀川区 燦 

大阪市淀川区 四季自然喰処たちばな 新大阪本店 

大阪市淀川区 紗紗 

大阪市淀川区 手打ち蕎麦 むらおか 

大阪市淀川区 旬菜ココット 

大阪市淀川区 食べどころ 柚ず 淀川店 

大阪市淀川区 仁 

大阪市淀川区 大湖苑 

大阪市淀川区 大阪王将 新大阪店 

大阪市淀川区 大阪新世界元祖串かつ だるま 新大阪駅なか店 

大阪市淀川区 大阪新世界元祖串かつだるま アルデ新大阪店 

大阪市淀川区 炭火焼肉カルビ庵 塚本店 

大阪市淀川区 男はつらい 新大阪駅前店 

大阪市淀川区 鳥いってつ新大阪店 

大阪市淀川区 鳥いってつ西中島店 

大阪市淀川区 天幸 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 道頓堀今井 大阪のれんめぐり店 

大阪市淀川区 肉と魚の鉄板酒場 かさ家 

大阪市淀川区 板前焼肉 一笑 西中島  

大阪市淀川区 忘我十三店 

大阪市淀川区 味処 鷹やん 

大阪市淀川区 明洞純豆腐新大阪店 

大阪市淀川区 麺屋昴 

大阪市淀川区 紋 

大阪市淀川区 遊仙 

大阪市淀川区 浪花ひとくち餃子チャオチャオ 

大阪市淀川区 和彩工房料理ほのか 

大阪市淀川区 餃子の王将 三国店 

大阪市淀川区 餃子の王将 十三店 

大阪市淀川区 餃子の王将 西中島店 

大阪市淀川区 餃子の王将十三西店 

大阪市淀川区 鮨と一品 いちかわ 

大阪市鶴見区 Seoul food kokoro 

大阪市鶴見区 しょう 

大阪市鶴見区 バードランド 

大阪市鶴見区 まごころ料理とお酒 轍 

大阪市鶴見区 レストラン赤坂 

大阪市鶴見区 海鮮居酒屋うお盛 

大阪市鶴見区 韓国料理 Plus 

大阪市鶴見区 吉鳥 

大阪市鶴見区 旬魚旬菜 つり宿 

大阪市鶴見区 忠兵衛 

大阪市鶴見区 天草 

大阪市鶴見区 和韓居酒屋志 

大阪市鶴見区 餃子の王将 放出駅前店 

大阪市住之江区 Lapin 

大阪市住之江区 Lounge AA 

大阪市住之江区 Unity 

大阪市住之江区 おでんやりん 

大阪市住之江区 さつまいも専門店おもい屋 

大阪市住之江区 ハイアットリージェンシー大阪内１階 ザ・カフェ 

大阪市住之江区 ハイアットリージェンシー大阪内１階 彩 
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市町村名 施設名称 

大阪市住之江区 ハイアットリージェンシー大阪内地下１階 バジリコ 

大阪市住之江区 やきとり和楽 とりの樹 

大阪市住之江区 火焼ＰＷＯ 

大阪市住之江区 海鮮や活活丸 

大阪市住之江区 海鮮居酒屋 うお家 

大阪市住之江区 幸の鳥 

大阪市住之江区 焼鳥酒家鳥弘 

大阪市住之江区 肉匠 翔庵 北加賀屋店 

大阪市住之江区 立呑み処だるま 

大阪市住之江区 餃子の王将 玉出店 

大阪市住之江区 餃子の王将 住之江駅前店 

大阪市平野区 カレーハウス CoCo壱番屋平野瓜破店 

大阪市平野区 きっちん菜の花 

大阪市平野区 クレッシェンド 

大阪市平野区 コーヒーハウスひらの 

大阪市平野区 ごじから亭 

大阪市平野区 さぬき心空 長吉長原店 

大阪市平野区 さんきゅう水産 平野店 

大阪市平野区 ビッグエコー地下鉄平野駅前店 

大阪市平野区 ビッグエコー平野長吉店 

大阪市平野区 ホルモン焼 はまやん 

大阪市平野区 らーめん熊吉 

大阪市平野区 ロクロク 

大阪市平野区 丸徳ラーメン 

大阪市平野区 吉鳥平野駅前店 

大阪市平野区 銀蔵 

大阪市平野区 時の五六 

大阪市平野区 手打ちうどん DAIKI 

大阪市平野区 小味処 石ばし 

大阪市平野区 焼肉 広盛園 

大阪市平野区 八剣伝 平野店 

大阪市平野区 和牛焼肉きたむら 

大阪市平野区 餃子の王将 平野駅前店 

大阪市北区 7peace 

大阪市北区 ALICE  

大阪市北区 BAR ALBA 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 Bar Arlequin  

大阪市北区 Bar FUN's 

大阪市北区 Bar La cour 

大阪市北区 Bar Moment 

大阪市北区 bar moonwalk 大阪梅田店 

大阪市北区 BAR QUINTA 

大阪市北区 Bar SECOND FILL 

大阪市北区 Bar Source 中崎店 

大阪市北区 Bar THE TIME 天神 

大阪市北区 Bar&singing she produce by caro 

大阪市北区 ＢＡＲ.際 

大阪市北区 Barossa 

大阪市北区 Cafe R 

大阪市北区 Cafe Tokiona 

大阪市北区 CAFFE PIAZZA DEL POPOLO 

大阪市北区 caro wine lounge 

大阪市北区 cerdo y pato 

大阪市北区 Cherir 

大阪市北区 coco 

大阪市北区 CRAFT BEER BASE 

大阪市北区 CRAFT BEER BASE BUD 

大阪市北区 craftbeer&whisky ハッチオ 

大阪市北区 CROSSY天六店 

大阪市北区 Darts Bar Berry 

大阪市北区 Dossun 

大阪市北区 DOUX 

大阪市北区 Due Fiori 

大阪市北区 FC.INLET  

大阪市北区 ＦＯＬＫ＆ＦＯＬＫ 

大阪市北区 Girls Bar Mirage part2 

大阪市北区 girl's bar すくーるらいふ 

大阪市北区 HATSU 

大阪市北区 Hokulea 

大阪市北区 iMoKiN 

大阪市北区 JACKROSE 

大阪市北区 JADE 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 Katsuya charcoal grill steakhouse 

大阪市北区 KAYA cafe 中崎町店 

大阪市北区 ＫＩＯ 

大阪市北区 KURIA 

大阪市北区 LA PATISSERIE KATSURA 

大阪市北区 LABRISH 

大阪市北区 Le Comptoir de シャンパン食堂 

大阪市北区 Lotus 

大阪市北区 luvwine 

大阪市北区 Ｍ 

大阪市北区 Mauloa Acai and Cafe 

大阪市北区 Meat Market 

大阪市北区 MEMBERS いろは 

大阪市北区 Mirage 

大阪市北区 Moo 

大阪市北区 motaba 

大阪市北区 Mou  

大阪市北区 ＮＥＷ ＲＯＭＡ－ＫＥＮ 

大阪市北区 New York Grill シャンパン食堂 

大阪市北区 NO SMOKINGBAR azure 

大阪市北区 NOWA coffee roastery 

大阪市北区 OTTANTOTTO  

大阪市北区 P.Collection 

大阪市北区 Pasteria Il sole ed Il mare 

大阪市北区 R&Bホテル梅田東 

大阪市北区 RaggaRagga 

大阪市北区 REHN 

大阪市北区 SaLon 

大阪市北区 salon.de なな子 

大阪市北区 Seed -Supporter's Field- 

大阪市北区 sfida 

大阪市北区 SHIBUYA PARLOR LINKS UMEDA店 

大阪市北区 SHOT BAR Tide 

大阪市北区 Todo o Mundo 

大阪市北区 U.KAI 

大阪市北区 umbrella 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 umbrella RiB 

大阪市北区 Vegegg 

大阪市北区 Voce 

大阪市北区 WINE SHIRATAKI 

大阪市北区 ＹＣ 

大阪市北区 あすか 

大阪市北区 アメリカンバー１９６９ 

大阪市北区 あんばい ハービスプラザ店 

大阪市北区 イタリアンバル ボーノロッソ 

大阪市北区 イタリアン居酒屋 ペンギンバー 

大阪市北区 いちりん 

大阪市北区 インド料理ミラ 

大阪市北区 うを佐 

大阪市北区 うを佐 

大阪市北区 オールージュ 

大阪市北区 おばんざいバー 博多漁家 しらすくじら 

大阪市北区 おふくろの味 鈴 

大阪市北区 お酒とマジックの店バーノンズバー 

大阪市北区 カフェテリア北野ガーデン 

大阪市北区 カフェバー１９６９ 

大阪市北区 カフェバーンホーフ 自家焙煎珈琲工房 

大阪市北区 カミング 

大阪市北区 カラオケスタジオ ブギ 

大阪市北区 カラオケディーバ 

大阪市北区 カレーハウス CoCo壱番屋北区太融寺店 

大阪市北区 カレーハウス COCO壱番屋北区天神橋 7丁目 

大阪市北区 カンナー 

大阪市北区 キタのみかん 

大阪市北区 ギャラリー＆カフェ MATSURI 

大阪市北区 きわ味 

大阪市北区 きんやま 居食屋 

大阪市北区 クラブブコ 

大阪市北区 グラン・エスポワール 

大阪市北区 グリル光陽 

大阪市北区 コサムイ バイ チェディルアン 

大阪市北区 コメダ珈琲店 天神橋筋六丁目店 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 サーモンベーネ 梅田店 

大阪市北区 サクランバーアンク 

大阪市北区 サロン・ド オー 

大阪市北区 サロンド谷 

大阪市北区 しゃぶしゃぶ・日本料理たちばな 

大阪市北区 しゃもじ 

大阪市北区 ジョニーのからあげ天満店 

大阪市北区 スウィートバジル 

大阪市北区 スーペルノーバ北新地店(supernova) 

大阪市北区 すし処次郎丸 

大阪市北区 すし礫 

大阪市北区 すずのね 

大阪市北区 スタイリッシュサロン 凜 

大阪市北区 スタンドシャン食 

大阪市北区 スタンドシャン食-OSAKA梅田エスト- 

大阪市北区 スタンドしょう 

大阪市北区 ステーキハウス トライ 大阪駅前第 1ビル店 

大阪市北区 スナック１９６９ 

大阪市北区 スパイスバル カレーパニック 

大阪市北区 たかはら 

大阪市北区 たけちゃんうどん 

大阪市北区 チェディルアン ハービスエント 

大阪市北区 チャオチャオ餃子 

大阪市北区 ちょっと Bar ONE☆PEACE 

大阪市北区 つけ麺専門店 はしだ屋総本店 

大阪市北区 つけ麺専門店 五常 LINKS UMEDA店 

大阪市北区 てこ舞 

大阪市北区 トリワイン PIKOSHHHUお初天神店 

大阪市北区 とり徹 

大阪市北区 とろ麦 HEPナビオ店 

大阪市北区 なにわの串かつ 串あれ 

大阪市北区 ナポリの食堂 アルバータ・アルバータ 

大阪市北区 なりはん 

大阪市北区 ニューＹＣ 

大阪市北区 ニューサントリー５ 

大阪市北区 ニューミュンヘンテン 曽根崎店 



 

25 

市町村名 施設名称 

大阪市北区 バーアンバー 

大阪市北区 パークカフェ 

大阪市北区 バージョーカーズワイルド 

大阪市北区 ハードレイン 

大阪市北区 バームーンウォークお初天神 

大阪市北区 バームーンウォーク茶屋町 

大阪市北区 バリラックス ザ ガーデン梅田 

大阪市北区 はる 

大阪市北区 バルコラメント 

大阪市北区 ビアパーラー ポゴ 

大阪市北区 ビータリータ 

大阪市北区 びすとろとんとろすぶたそら 

大阪市北区 ビストロバード 

大阪市北区 ビストロバール スパッカアルバータ 

大阪市北区 ビッグエコー梅田桜橋店 

大阪市北区 ビッグエコー梅田北新地 第３ビル前店 

大阪市北区 びっくり焼亭 梅田本店 

大阪市北区 ぶどう畑 

大阪市北区 ブラッスリーランコン 

大阪市北区 プランタン 

大阪市北区 マンマパルマ グランフロント大阪店 

大阪市北区 まん馬 

大阪市北区 ミナミカワ 

大阪市北区 みぽら 

大阪市北区 ミルキーウェイ 

大阪市北区 麵屋 7.5Hz＋梅田店 

大阪市北区 モーリ亭 

大阪市北区 やきとり正や 

大阪市北区 やきとり正や南森町店 

大阪市北区 よっとこ 

大阪市北区 ラウンジいづみ 

大阪市北区 ラウンジ海 

大阪市北区 らくらく亭 

大阪市北区 ラサ 

大阪市北区 ロイヤルホース 

大阪市北区 ローマ軒 阪急サン広場店 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 ろここ 

大阪市北区 ンケリコ 

大阪市北区 伊 KITCHENilPePe 

大阪市北区 海老勝 LINKS UMEDA店 

大阪市北区 干物屋 陽 

大阪市北区 吉豊 

大阪市北区 喫茶アキ 

大阪市北区 喫茶ビクター 

大阪市北区 居酒屋１９６９ 

大阪市北区 居酒屋なんもり 

大阪市北区 居酒屋照 

大阪市北区 居酒屋母さん 

大阪市北区 魚 ｄｅ バール ウオチカ 

大阪市北区 魚と釜めし かさ家 

大阪市北区 魚と釜飯ウオマチ 

大阪市北区 魚と野菜と天ぷらと 酒場 リベリー 

大阪市北区 魚国総本社 大阪２７９６５ ロビー喫茶 SALIDA 

大阪市北区 魚彩和 

大阪市北区 魚心本店 

大阪市北区 金明飯店 ３号店 

大阪市北区 串かつだるま クロス茶屋町店 

大阪市北区 串揚げ TAKENAKA 

大阪市北区 権太呂すし 

大阪市北区 元禄寿司天六店 

大阪市北区 元禄寿司梅田店 

大阪市北区 古潭 

大阪市北区 吾福食堂 

大阪市北区 口勝 

大阪市北区 香妃 

大阪市北区 彩火 SAIBI 

大阪市北区 祭太鼓 阪急三番街店 

大阪市北区 祭太鼓 大阪駅前第 2ビル店 

大阪市北区 祭太鼓 梅田限定メニュー店 

大阪市北区 肴の酒 こなから 

大阪市北区 肴や 

大阪市北区 三上遊船 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 四季自然喰処たちばな ヒルトンプラザイースト本店 

大阪市北区 手打ちそば 石月 グランフロント大阪店 

大阪市北区 酒とチーズと自由と ENERGY 

大阪市北区 酒と肴 SAi 

大阪市北区 酒場ふじなべ 

大阪市北区 酒場リベリー スシる。 

大阪市北区 樹木 

大阪市北区 秋吉曽根崎店 

大阪市北区 旬の魚と季節のお料理 くすの木 

大阪市北区 旬菜 咲咲 

大阪市北区 小忘我 

大阪市北区 松葉ルクア大阪店 

大阪市北区 松葉総本店 

大阪市北区 焼きとり居酒家りときや 

大阪市北区 焼栄 

大阪市北区 焼肉 くろうど 

大阪市北区 焼肉 結局たれ。 

大阪市北区 焼肉 蔵人 

大阪市北区 焼肉割烹はま正 

大阪市北区 鐘鳥天八店 

大阪市北区 鐘鳥南森町店 

大阪市北区 食べ呑み処５４ 

大阪市北区 食彩酒房 ぱる亭 

大阪市北区 食事処へそ 

大阪市北区 食亭あじくら 

大阪市北区 新世界元祖串かつ だるま 北新地店 

大阪市北区 新和食 みやけ 

大阪市北区 神山小籠包 

大阪市北区 西洋食堂 poussin 

大阪市北区 千万喜 中之島フェスティバルプラザ店 

大阪市北区 川北商店 

大阪市北区 騒豆花 ホワイティうめだ店 

大阪市北区 蔵場(くらばー) 

大阪市北区 村上酒店 

大阪市北区 台湾カステラ米米 梅田 

大阪市北区 台湾まるごと食べ放題台湾夜市梅田店 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 大坂おでん焼きとん久 

大阪市北区 大阪ゲストハウス桜 

大阪市北区 大阪新世界元祖串かつだるま ルクアイーレ店 

大阪市北区 大阪東急 REIホテル 1階リトルモンスター 

大阪市北区 大衆スタンドひろ 

大阪市北区 大衆食堂 ぬ。 

大阪市北区 大衆中華スタンド チャーシューパンチ 

大阪市北区 炭火焼鳥がんばりや 

大阪市北区 炭焼き Bar 心 

大阪市北区 炭焼きと日本酒 らんぷ 

大阪市北区 炭焼モータープール so-sin 

大阪市北区 炭焼地鶏 鳥健 

大阪市北区 地酒さかば雅 

大阪市北区 中華料理 金の華 

大阪市北区 中華料理 金明飯店 ２号店 

大阪市北区 中華料理 金明飯店 本店 

大阪市北区 中華料理金明飯店 東梅田店 

大阪市北区 中国家常菜 桃園 

大阪市北区 中国菜 feve. 

大阪市北区 中国料理 遙華 

大阪市北区 長浜やっさん 

大阪市北区 長樂 

大阪市北区 天ぷら和 

大阪市北区 天満セイロ酒場 

大阪市北区 田ごと 

大阪市北区 同心町和食瑞 

大阪市北区 堂山餃子チャオズ 

大阪市北区 道頓堀今井リーガロイヤルホテル店 

大阪市北区 呑食処 いつみ 

大阪市北区 南森町きんせい 

大阪市北区 楠木フサエ 

大阪市北区 楠木フサエおもや 

大阪市北区 楠木フサエはなれ 

大阪市北区 日本料理河久 

大阪市北区 日和山 

大阪市北区 梅田大衆酒場 H 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 博多漁家 磯貝 

大阪市北区 板前割烹 市橋 

大阪市北区 板前焼肉一笑 中津 

大阪市北区 板前焼肉一笑 梅田茶屋町 

大阪市北区 板前焼肉一笑 北新地 

大阪市北区 板前焼肉一笑 北新地 離宮 

大阪市北区 美濃 

大阪市北区 百幸地 

大阪市北区 福太郎梅田店 

大阪市北区 忘我スタジアム 

大阪市北区 北新地 七宝 

大阪市北区 北陸越前はれや別邸 

大阪市北区 味季おでん 花わさび 

大阪市北区 愉快酒場大阪駅前第一ビル店 

大阪市北区 与志多 

大阪市北区 揚子江ラーメン林記お初天神店 

大阪市北区 揚子江ラーメン林記兎我野店 

大阪市北区 立ち飲み海 

大阪市北区 浪花ひとくち餃子 餃々 

大阪市北区 浪花ひとくち餃子 餃々 南森町店 

大阪市北区 浪花ろばた itadakitai 

大阪市北区 和ダイニングゆめ咲小町 

大阪市北区 和食たちばな グランフロント大阪 

大阪市北区 和璃 

大阪市北区 煌 

大阪市北区 燻製 Ｓｗｉｔｃｈ 

大阪市北区 燻製と焼き鳥心 

大阪市北区 燒賣太樓 ＯＡＰ店 

大阪市北区 燒賣太樓 桜橋店 

大阪市北区 珈琲の辞書第二章 

大阪市北区 珈琲館茶屋町アプローズ店 

大阪市北区 餃子の王将 阪急東通店 

大阪市北区 餃子の王将 大阪駅前第 2ビル店 

大阪市北区 餃子の王将 大阪駅前第 3ビル店 

大阪市北区 餃子の王将 天四店 

大阪市北区 餃子の王将 天六店 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 餃子の王将 南森町店 

大阪市中央区 180円あれば楽しめる酒場 

大阪市中央区 ２９８南店 

大阪市中央区 AKS.liberal 

大阪市中央区 ange日本橋店 

大阪市中央区 B portland coffee roastery 

大阪市中央区 BAR FUN 

大阪市中央区 Bar IPPUKU 

大阪市中央区 BAR KANKICHI 

大阪市中央区 Ｂａｒ Ｌｅｏｎ 

大阪市中央区 Bar mahina 

大阪市中央区 Bar Pano Pano 

大阪市中央区 BAR PRIMO 

大阪市中央区 BAR-K 

大阪市中央区 Barmoonwalk心斎橋長堀 

大阪市中央区 bloomブルーム 

大阪市中央区 Cafe Re:set 

大阪市中央区 ｃａｆｅ婆沙羅うさぎ堂 

大阪市中央区 cavatappi 

大阪市中央区 chair 

大阪市中央区 CHEF'S LIBRARY 

大阪市中央区 Chielly 

大阪市中央区 club EST-G 

大阪市中央区 club GORGEOUS 

大阪市中央区 club Perfect 

大阪市中央区 ＣＬＵＢ ＲＥＳＯＲＴ 

大阪市中央区 ELITE 

大阪市中央区 elk 

大阪市中央区 FREAKOUT谷９店 

大阪市中央区 FUNK 

大阪市中央区 HANITORA 

大阪市中央区 i4hara 

大阪市中央区 KINBOSHIPASTACAFE天満橋 

大阪市中央区 kitchen BAR 川人 

大阪市中央区 Lea ful 

大阪市中央区 Lisian 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 Lounge808 

大阪市中央区 MADHU MAHAL 

大阪市中央区 Members Emi 

大阪市中央区 Member's101 

大阪市中央区 Member's裕 

大阪市中央区 N 

大阪市中央区 NOMISKe 

大阪市中央区 N裕 

大阪市中央区 OPAL 

大阪市中央区 OSHI ni MUCHU 

大阪市中央区 PIC※NIKA 

大阪市中央区 Pizzeria Esposito 

大阪市中央区 Pont-l'Abbe 

大阪市中央区 PROFI 

大阪市中央区 RETTE 

大阪市中央区 Sakurai 

大阪市中央区 SOT COFFEE ROASTER 

大阪市中央区 STEREO NOVEL 

大阪市中央区 TCG Bar FUN 

大阪市中央区 ＴＨＥ たまご ＢＡＲ 

大阪市中央区 Trattoria della nonna 

大阪市中央区 tres 

大阪市中央区 TWOSAMSUP 

大阪市中央区 Up Beat 

大阪市中央区 WeddingSpaceAlohau 

大阪市中央区 WeddingSpaceLoversMahalo 

大阪市中央区 あくび 

大阪市中央区 アジアン居酒屋じゅじゅ 

大阪市中央区 あし火 

大阪市中央区 あじ菜（味菜） 

大阪市中央区 あっとほーむばー ぼくるーむ 

大阪市中央区 アマン 

大阪市中央区 いい加減処流々 

大阪市中央区 イタリアン大衆酒場 ＡＬＢＥＲＴＡ 千日前 

大阪市中央区 イルピアット東心斎橋 

大阪市中央区 インド料理 ちゃちゅ 



 

32 

市町村名 施設名称 

大阪市中央区 ヴぃこんと 

大阪市中央区 おおさか料理淺井 7階 

大阪市中央区 オールドバーマツミヤ 

大阪市中央区 お好み鉄板焼きむら 

大阪市中央区 お食事処エキチカ 

大阪市中央区 カカオティエゴカン高麗橋本店 

大阪市中央区 カスティーロ 

大阪市中央区 かつら亭 

大阪市中央区 かね正酒店 

大阪市中央区 カフェレストランメリーランド 

大阪市中央区 カラオケオアシス森之宮店 

大阪市中央区 カラオケスナックプサン 

大阪市中央区 カレーハウス CoCo壱番屋 中央区堺筋本町店 

大阪市中央区 カレーハウス CoCo壱番屋 中央区日本橋 1丁目店 

大阪市中央区 カレーハウス CoCo壱番屋 中央区本町４丁目店 

大阪市中央区 カレー専門店 富士乃屋 

大阪市中央区 かんてきや安土 

大阪市中央区 かんてきや瓦町店 

大阪市中央区 かんてきや要 

大阪市中央区 かんてき焼肉蔓 

大阪市中央区 キッチン&リカー遊 ya家 

大阪市中央区 ギリギリ配信者 BAR 

大阪市中央区 グランドサウナ心斎橋 

大阪市中央区 グリーンアース 

大阪市中央区 クロカル 

大阪市中央区 コーヒ専門店マック F２８ 

大阪市中央区 こじま 

大阪市中央区 こなもんや三よ志 

大阪市中央区 コメダ珈琲店 なんば CITY店 

大阪市中央区 コメダ珈琲店 堺筋本町店 

大阪市中央区 コメダ珈琲店 東心斎橋店 

大阪市中央区 コメダ珈琲店 北浜南店 

大阪市中央区 コモネ 

大阪市中央区 こより 

大阪市中央区 ゴンチャ ekimoなんば店 

大阪市中央区 サカモんち 5号室 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 ジビエ料理と鉄板料理の店 MH 

大阪市中央区 しゃぶ笑 

大阪市中央区 しゃぶ笑 日本橋店 

大阪市中央区 じょうのや北浜店 

大阪市中央区 醤油らーめんピース本町店 

大阪市中央区 スーク 

大阪市中央区 スーペルノーバ淀屋橋店（supernova) 

大阪市中央区 スタンド ソバ サンカク 

大阪市中央区 スパイスカリーて 

大阪市中央区 たこ焼十八番Ｓｏｎｓ－Ｄｏｔｏｎｂｏｒｉ 

大阪市中央区 タリーズコーヒーOBP クリスタルタワー店 

大阪市中央区 チェディルアン淀屋橋 

大阪市中央区 ぢどり家堺筋本町店 

大阪市中央区 ちゃいにーず香港食卓（ホンコンテーブル） 

大阪市中央区 ちゃ味船場 

大阪市中央区 ちゃ味道楽 

大阪市中央区 ちんちら 

大阪市中央区 ティールーム森のらくだ 

大阪市中央区 ドトールコーヒーショップ天満橋 OMMビル店 

大阪市中央区 ドトールコーヒーショップ天満橋店 

大阪市中央区 ドトールコーヒーショップ備後町１丁目店 

大阪市中央区 ドルチェ 

大阪市中央区 ドンブラコ 

大阪市中央区 なんじゃもんじゃ 

大阪市中央区 バージャズ 

大阪市中央区 ハーモニー 

大阪市中央区 バッカス 

大阪市中央区 パバンキ 

大阪市中央区 ハライソ 

大阪市中央区 パルティーレ 

大阪市中央区 ビストロ ル カノン 

大阪市中央区 ファミリー 

大阪市中央区 プティベール 

大阪市中央区 ブラッセリー 楽楽座 

大阪市中央区 フルーツキッチン歩乃果 

大阪市中央区 ベアート 



 

34 

市町村名 施設名称 

大阪市中央区 ベトナムふぉー専門店 

大阪市中央区 ベトナム料理本場バイキング HOANG THOM大阪支店 

大阪市中央区 ベル・ヴィル 

大阪市中央区 ホテルサンホワイト 

大阪市中央区 ホルモンラーメン白寿 東心斎橋店 

大阪市中央区 マミーズきっちん 

大阪市中央区 マリマリ 

大阪市中央区 マル福 

大阪市中央区 まんかい天満橋店 

大阪市中央区 まんぼうの家 

大阪市中央区 ミスタードーナツ大阪ビジネスパーク店 

大阪市中央区 ミナミ一番 

大阪市中央区 メーメのイタめし家 

大阪市中央区 メキシカンキッチン＆ドリンク エル・チャロ 

大阪市中央区 メンバーズ祐 

大阪市中央区 ゆう亭 

大阪市中央区 ようしょくしょく 

大阪市中央区 よりみち 

大阪市中央区 ライブスポットテンション 

大阪市中央区 リロコーヒー喫茶 

大阪市中央区 ルポンドシエル 

大阪市中央区 レストランニューハマヤ瓦町店 

大阪市中央区 れだん本店 

大阪市中央区 ロコ 

大阪市中央区 ろっく 

大阪市中央区 ワイン処ルパージュ 

大阪市中央区 一風堂長堀店 

大阪市中央区 煙 燻製バル トリベーネ 日本橋店 

大阪市中央区 煙 燻製バル トリベーネ 法善寺店 

大阪市中央区 煙 燻製バル トリベーネ 裏なんば店 

大阪市中央区 伽羅 

大阪市中央区 花寿し 

大阪市中央区 花櫓南 

大阪市中央区 廻る元禄寿司心斎橋店 

大阪市中央区 懐屋 

大阪市中央区 楽飲処とねっこ 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 韓国料理アラマァー 

大阪市中央区 喜酔 

大阪市中央区 喜太八 

大阪市中央区 喫茶ピットイン 

大阪市中央区 牛正 

大阪市中央区 居酒屋はせどん 

大阪市中央区 居食屋 SEMBAかつら亭別館 

大阪市中央区 魚国総本社 大阪 27076 カフェルカ北浜店 

大阪市中央区 魚国総本社 大阪 27896 IL PIATTO 

大阪市中央区 魚匠 銀平 心斎橋店 

大阪市中央区 魚匠 銀平 道頓堀店 

大阪市中央区 魚心南店 

大阪市中央区 串かつ だるま 

大阪市中央区 串かつ・おでん さくら 

大阪市中央区 串かつだるま 心斎橋店 

大阪市中央区 串かつとお酒凛 

大阪市中央区 串かつとお酒凛本町橋店 

大阪市中央区 串かつひょうたん ウラナンバ店 

大阪市中央区 串皇難波店 

大阪市中央区 串八珍 OMM店 

大阪市中央区 鶏焼肉 勘吉 

大阪市中央区 元禄寿司千日前店 

大阪市中央区 元禄寿司道頓堀店 

大阪市中央区 個室もつ鍋屋ぎんなべ 

大阪市中央区 古潭らーめん 

大阪市中央区 五感 北浜本館 

大阪市中央区 黒毛和牛 焼肉一 心斎橋店 

大阪市中央区 黒毛和牛 焼肉一 東心斎橋店 

大阪市中央区 佐賀ふもと赤鶏酒場天神 

大阪市中央区 堺筋本町 路地裏ダイニング じぇいず 

大阪市中央区 三輪車 

大阪市中央区 燦々亭 

大阪市中央区 時代屋 

大阪市中央区 七 

大阪市中央区 若狭 

大阪市中央区 若葉 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 酒処 依屋 

大阪市中央区 寿司から津 

大阪市中央区 秋吉心斎橋南店 

大阪市中央区 旬彩 kiaji 

大阪市中央区 旬彩 翔 

大阪市中央区 旬彩工房 喜あじ 

大阪市中央区 旬彩工房 喜あじ 

大阪市中央区 旬彩和食くつろぎ 

大阪市中央区 小ぼけ京阪淀屋橋店 

大阪市中央区 小ぼけ道修町店 

大阪市中央区 小ぼけ淀屋橋本店 

大阪市中央区 小雀弥 松屋町店 

大阪市中央区 小鉢酒場たんと 

大阪市中央区 小料理 ガスビルマエ 

大阪市中央区 昭和路 

大阪市中央区 焼酎酒屋たけ 

大阪市中央区 焼鳥ササキ 

大阪市中央区 焼肉華道 

大阪市中央区 焼肉酒場 ほんで 

大阪市中央区 鐘鳥上本町店 

大阪市中央区 食堂男はつらい 

大阪市中央区 心の花くしよし 

大阪市中央区 新た 

大阪市中央区 新世界元祖串かつだるま 法善寺店 

大阪市中央区 神門 

大阪市中央区 粋な料理ひろと 

大阪市中央区 千蔵 

大阪市中央区 千蔵 

大阪市中央区 千日前はつせ 

大阪市中央区 船場カリーＰＬＵＳ 近鉄なんば店 

大阪市中央区 船場カリー南久宝寺店 

大阪市中央区 船場亭 

大阪市中央区 創作居酒屋 TOYO豊 

大阪市中央区 多満喜 

大阪市中央区 太庵  

大阪市中央区 太陽のトマト麺 なんば御堂筋グランドビル支店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 大阪キャッスルホテル レストラン リヴィエール 

大阪市中央区 大衆酒場 まるかず 

大阪市中央区 大衆酒場 まるしん 

大阪市中央区 炭火かわらや 

大阪市中央区 炭火やきとり森田 

大阪市中央区 炭焼地鶏 鳥健 

大阪市中央区 茶々 

大阪市中央区 鳥いってつ北浜店 

大阪市中央区 鳥いってつ本町店 

大阪市中央区 鳥八珍 

大阪市中央区 鶴橋風月 なんば御堂筋グランドビル店 

大阪市中央区 鶴橋風月 道頓堀戎橋店 

大阪市中央区 鉄板焼 わいん 日本酒 阿利布 

大阪市中央区 鉄板焼きお好み焼き しんか 

大阪市中央区 道頓堀ホテル 

大阪市中央区 道頓堀今井本店 

大阪市中央区 凸助 

大阪市中央区 二色 

大阪市中央区 寧 

大阪市中央区 麦酒や ポゴジロー 

大阪市中央区 八丁味處 串の坊 クリスタ長堀店 

大阪市中央区 半平寿司 

大阪市中央区 髭ぶん 

大阪市中央区 楓 

大阪市中央区 福家 

大阪市中央区 福太郎 

大阪市中央区 福太郎なんばダイニングメゾン店 

大阪市中央区 碧 

大阪市中央区 北尾鮮魚店 

大阪市中央区 北浜 銀じ 

大阪市中央区 本町倶楽部 

大阪市中央区 味彩 

大阪市中央区 味処桃井 

大阪市中央区 夢見鳥 淡路町店 

大阪市中央区 夢見鳥 平野町店 

大阪市中央区 麺屋ガテン 



 

38 

市町村名 施設名称 

大阪市中央区 麺屋ガテンの乱 

大阪市中央区 麺屋やまひで堺筋本町店 

大阪市中央区 麺屋青空 

大阪市中央区 遊食旬菜えしあ 

大阪市中央区 洋酒の店 路 

大阪市中央区 洋食厨房はいから亭 

大阪市中央区 洋風酒場 Seventy 

大阪市中央区 和牛料理要 

大阪市中央区 和魂 

大阪市中央区 和魂ほむら 

大阪市中央区 和食たちばな 道頓堀大阪松竹座 

大阪市中央区 和食旬菜 滝 

大阪市中央区 和洋游膳中村 

大阪市中央区 燻製きよきよ 

大阪市中央区 珈人 長堀橋店 

大阪市中央区 珈人 天満橋店 

大阪市中央区 絆 

大阪市中央区 餃子の王将 戎橋店 

大阪市中央区 餃子の王将 心斎橋店 

大阪市中央区 餃子の王将 谷町８丁目店 

大阪市中央区 餃子の王将 難波南海通り店 

大阪市中央区 鮨 髙雄 

大阪市中央区 鑫眾合同会社 

堺市堺区 (ラウンジ)彩 

堺市堺区 ｂａｒ M2 

堺市堺区 Ｂａｒ ＲＯＤＥＯ 

堺市堺区 Barboo 

堺市堺区 Butterflyチョウチョウ 

堺市堺区 Ｇｒａｃｅ 

堺市堺区 ＫＡＳＵＹＡ堺翁橋 

堺市堺区 KitchenBarDanke 

堺市堺区 Rosier 

堺市堺区 あっと勇馬 

堺市堺区 かどや 

堺市堺区 カフェ＆バーJ 

堺市堺区 カラオケ喫茶 錦 
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市町村名 施設名称 

堺市堺区 カラオケ居酒屋和笑囲 

堺市堺区 ギョ魚ぎよ 

堺市堺区 けとばし屋チャンピオン堺東店 

堺市堺区 ゴードンズカフェバー 

堺市堺区 シルクロード 

堺市堺区 すし福 

堺市堺区 スナックエルザ 

堺市堺区 スナックしのぶ 

堺市堺区 スナック恵子 

堺市堺区 ぢどり亭堺東本店 

堺市堺区 チャンポン一平 

堺市堺区 とん助 

堺市堺区 ニュータイランドイサーン 

堺市堺区 にんにん 

堺市堺区 ビフテキの南海グリル堺駅店 

堺市堺区 まごころ料理 嘉一 

堺市堺区 マブハイスナック 

堺市堺区 ミスター天津飯 

堺市堺区 もつ鍋チャンピオン堺東店 

堺市堺区 ゆでぞう堺東店 

堺市堺区 ら～めん小菜 古潭 

堺市堺区 ラーメンラボうさぎプラス 

堺市堺区 ラウンジ亜季 

堺市堺区 レストラン FUCHI 

堺市堺区 レストラン暖クール 

堺市堺区 わがまま料理ききょう 

堺市堺区 株式会社昌久園 

堺市堺区 喫茶 笑 

堺市堺区 月下美人 

堺市堺区 元禄寿司堺東店 

堺市堺区 四季料理 かっぽう しん 

堺市堺区 春夏秋冬力のかぎり 京 

堺市堺区 焼き鳥居酒屋優しげ 

堺市堺区 食堂酒場 TANTO 

堺市堺区 西口酒店 

堺市堺区 炭火焼鳥たちばな 堺市駅前本店 
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堺市堺区 炭火焼肉 肉政 堺東店 

堺市堺区 茶倉 

堺市堺区 中国酒菜華 

堺市堺区 鶴姫 

堺市堺区 天ぷら てん助 

堺市堺区 天神 玉鮨 

堺市堺区 天兆閣別館 無盡亭 

堺市堺区 南海グリル中店 

堺市堺区 南海グリル東店 

堺市堺区 浜浪食堂 

堺市堺区 立ち飲み小谷 

堺市堺区 炙 SHISHIMARU 

堺市堺区 餃子の王将 堺東店 

堺市堺区 餃子の王将 三国ヶ丘駅前店 

堺市堺区 鮨匠津田 

堺市中区 Bar GOLD 

堺市中区 BOOM 

堺市中区 cafe&lunch with 

堺市中区 KING 

堺市中区 muse 

堺市中区 NEXT 

堺市中区 カフェミュウファーム 

堺市中区 かふぇ家 

堺市中区 カラオケ喫茶ローズ 

堺市中区 カレーハウス CoCo壱番屋 泉北高速深井駅前店 

堺市中区 この町の専門店 とんかつ・カツ丼 深井店 

堺市中区 コメダ珈琲店 堺深阪店 

堺市中区 サニーサイドカフェ 

堺市中区 スナック マドンナ 

堺市中区 すぷーん 

堺市中区 ミスタードーナツ深井駅前店 

堺市中区 ゆずぽんちゃん 

堺市中区 ラウンジ GAGA 

堺市中区 ロペ 

堺市中区 喫茶 ドーベル 

堺市中区 和楽 
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堺市中区 餃子の王将 深井店 

堺市中区 餃子の王将 八田寺店 

堺市中区 餃子の王将 福田店 

堺市東区 Star Curry House 

堺市東区 valsa 

堺市東区 おごじょ 

堺市東区 おでん処 春さん 

堺市東区 カフェランチ苑 

堺市東区 さうす 

堺市東区 ニュータージマハルエベレスト 

堺市東区 ラウンジ トロワ 

堺市東区 居酒屋 酒彩 とんとん 

堺市東区 松平パスタ店＆バール 

堺市東区 焼肉炸 

堺市東区 肉バル オレンジ 

堺市東区 農家のうどん屋 

堺市西区 C＆M 

堺市西区 Fran 

堺市西区 あみ焼鶏ごろちゃん 

堺市西区 いごっそう 

堺市西区 ごりさんず 

堺市西区 ちゃんこ若 

堺市西区 はしや アリオ鳳 

堺市西区 ビッグエコー鳳２６店 

堺市西区 串常 

堺市西区 酒食場 笑和 

堺市西区 昌久園おおとりウイングス店 

堺市西区 創作居酒屋雅 

堺市西区 炭火焼鳥福郎 

堺市西区 鉄板焼 JIN 

堺市西区 布袋 

堺市西区 木材工房 PETIT  CACHETTE 

堺市西区 立ち呑み焼肉サクラ屋 

堺市西区 立喰酒場拓三 

堺市西区 餃子の王将 堺浜寺店 

堺市南区 chillout lounge OASIS 
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堺市南区 コナモンラバー 

堺市南区 ふぐ政泉北店 

堺市南区 ミスタードーナツ トナリエ栂・美木多店 

堺市南区 ミスタードーナツ 光明池アクト店 

堺市南区 ミスタードーナツ 泉北パンジョ店 

堺市南区 ロッテリア泉ヶ丘店 

堺市南区 阿波水産 

堺市南区 焼肉昌久園 

堺市南区 鶴橋風月 泉ヶ丘駅前店 

堺市南区 道頓堀今井 泉北タカシマヤ店 

堺市南区 養老乃瀧 泉北泉ヶ丘店 

堺市南区 餃子の王将 堺インター店 

堺市南区 餃子の王将 泉ヶ丘店 

堺市北区 CAFE&DINING BELLE 

堺市北区 Cafe＆MealMUJIイオンモール堺北花田 

堺市北区 Rencontre 

堺市北区 Snack Wisteria 

堺市北区 カラオケ  道 

堺市北区 カラオケスタジオシンフォニー 

堺市北区 カレーハウス CoCo壱番屋堺北花田店 

堺市北区 呑んで屋 日々喜 

堺市北区 パティスリーレタンセル 

堺市北区 プチレストランキャロット 

堺市北区 マクドナルド中環大泉緑地店 

堺市北区 ミスタードーナツイオンモール堺北花田店 

堺市北区 ラーメンロケットキッチン 

堺市北区 喫茶 鴻 

堺市北区 喫茶プラトン 

堺市北区 居酒屋彦一 

堺市北区 村一番 

堺市北区 築地銀だこイオンモール堺北花田店 

堺市北区 風林火山 新金岡店 

堺市美原区 カラオケ・プリティーウーマン 

堺市美原区 ごはんやさん家庭料理 ういづ 

堺市美原区 餃子の王将 美原南店 

岸和田市 AQUA 
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岸和田市 Cafe BARN 

岸和田市 FRYDAY 

岸和田市 Laba-Laba 

岸和田市 Lotus 

岸和田市 LUCKY 

岸和田市 PARAH CLUB 

岸和田市 PetitBois 

岸和田市 Power 

岸和田市 R2 

岸和田市 SEASIDE 

岸和田市 TEPPAN BAR TACK'N ROLL 

岸和田市 うどんの庄福泉 

岸和田市 おきな 

岸和田市 お好み焼き とも 

岸和田市 カラオケ 集 

岸和田市 カラオケ・一品 さくら 

岸和田市 カラオケころちゃん 

岸和田市 カラオケ喫茶うたまろ 

岸和田市 カレーハウス CoCo壱番屋 岸和田インター店 

岸和田市 コピワルン kopi warung 

岸和田市 スナックフロアーオバクラ 

岸和田市 めし処 いも膳 磯上店 

岸和田市 めし処 いも膳 土生店 

岸和田市 ラーメンやまや 

岸和田市 りっとる 

岸和田市 レストラン シャンソニエ 

岸和田市 安べぇうどん 

岸和田市 家庭料理入舟 

岸和田市 鎧寿司 

岸和田市 岸和田オレンジ山 

岸和田市 喫茶 100番 

岸和田市 居酒屋 ぜんとら 

岸和田市 居酒屋らんかん 

岸和田市 七輪焼鳥やどりぎ 

岸和田市 酒肴家えがお 

岸和田市 焼き鳥 ハチ公 
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岸和田市 焼鳥酒家やまや 

岸和田市 焼肉・冷麺・しゃぶしゃぶ昌久園 

岸和田市 焼肉とっちゃん 本店 

岸和田市 炭火焼肉 香煙 岸和田店 

岸和田市 鉄 

岸和田市 唐々亭 

岸和田市 米粉パン＆創作ダイニング ＫＡＮ 

岸和田市 北海素材岸和田店 

岸和田市 炉ばた 貴 

岸和田市 餃子の王将 岸和田南店 

岸和田市 餃子の王将 国道岸和田店 

豊中市 1122-富久田や 

豊中市 Bar Oasis 

豊中市 J・J  

豊中市 key 

豊中市 MATSUMURA 

豊中市 NightBarGINO 

豊中市 Nostalgia dell'Italia 

豊中市 PePeri 

豊中市 PepperMill 

豊中市 いずみのベトナム料理ヴェトフォン 

豊中市 いっちょかみ 

豊中市 インド料理 mahek 

豊中市 お好み焼き千房 阪急服部店 

豊中市 かっぱ天国 夕日丘店 

豊中市 カフェ うくっぴ 

豊中市 カラオケ cafe トコ夏 

豊中市 カラオケ町 

豊中市 カロッサ 

豊中市 きりん寺 阪大前店 

豊中市 ごえん 

豊中市 サーカス・サーカス 

豊中市 さけともまるひげ 

豊中市 ぱんぷきん 

豊中市 まるみ屋 

豊中市 メープル 
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豊中市 やきとり大吉服部元町店 

豊中市 海鮮うろこ 

豊中市 喫茶バルーム 

豊中市 居酒屋ひろちゃん 

豊中市 居酒屋大和 

豊中市 魚と手作り豆腐三邑 

豊中市 魚の巣 

豊中市 若竹 

豊中市 手打ちうどん 錢形 

豊中市 酒蔵 

豊中市 寿し豊 

豊中市 焼肉三太  長興寺店 

豊中市 中華そば 三代目 さかえや 

豊中市 天然本まぐろ ありそ鮨し （伊丹空港店） 

豊中市 島熊山グラーヴ 

豊中市 肉うどんの丸十 

豊中市 肉工房千里屋ホルモンバル 

豊中市 肉処倉 豊中店 

豊中市 富美家 

豊中市 来来亭豊中夕日丘店 

豊中市 和牛炙り焼割烹せんりや 

豊中市 餃子の王将 岡町店 

豊中市 餃子の王将 空港線豊中店 

豊中市 餃子の王将 庄内駅前店 

豊中市 餃子の王将 服部店 

池田市 ＵＮ 

池田市 villa 

池田市 おすしと旬の魚介 魚々市 

池田市 カラオケ喫茶いずみ 

池田市 カラオケ喫茶エンジェル 

池田市 すみれ 

池田市 たちばな 

池田市 ふじはら 

池田市 やきもん まはろ 

池田市 活魚・鮮魚 かさ家 

池田市 魚菜里 
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池田市 蕎麦屋斐川 

池田市 四川酒家長光 

池田市 焼とり やおき 

池田市 焼肉ホルモン石大 

池田市 無煙炭火焼肉 晃 

池田市 餃子の王将 阪急石橋店 

池田市 餃子の王将 阪急池田店 

吹田市 Anklet 

吹田市 BAR Cradle 

吹田市 DEARBROS. 

吹田市 DEARBROS.SECOND FLOOR 

吹田市 LUSTY 

吹田市 ORIBIOcafe 

吹田市 PAPER MOON 

吹田市 PIZZERIA CALORE 

吹田市 Restaurant Sans-souci 

吹田市 あっけら缶 

吹田市 うどん処麦一 

吹田市 お食事呑み処 すずめ 

吹田市 カラオケ BAR KINGYO 

吹田市 きりん寺 関大前店 

吹田市 さんきゅう水産 吹田店 

吹田市 たこ焼き YASUBe-e 

吹田市 ビッグエコー江坂駅前店 

吹田市 ホテルクライトン江坂 

吹田市 らーめん蓮 

吹田市 栄すし 

吹田市 楽楽 

吹田市 割烹寿司むろ井 

吹田市 串カツ きんぎょ 

吹田市 権太呂すし 

吹田市 江坂イタリアン RAPPORTI 

吹田市 今日しかない江坂 

吹田市 寿司・肴・日本酒 しんなり 

吹田市 旬菜ぎんいちりん 

吹田市 焼肉 薩摩 
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吹田市 食彩工房あきの 

吹田市 炭酒屋よしお 

吹田市 柏屋 

吹田市 板前焼肉一笑 江坂店 

吹田市 福すし 

吹田市 万博おゆば お食事処鶴亀 

吹田市 満マル樫切山店 

吹田市 裏・唄 はんなり 

吹田市 和牛屋敷焼肉せんりや 

吹田市 餃子の王将 関大前店 

吹田市 餃子の王将 吹田春日店 

吹田市 餃子の王将江坂店 

泉大津市 Casual Kitchen N-51 

泉大津市 Noodle Chinois フジタカナスビ 

泉大津市 RICOLAMA 

泉大津市 コメダ珈琲店 泉大津店 

泉大津市 たこ焼き天狗庵 

泉大津市 フジタカナスビ 

泉大津市 ほろ酔い処 串かつ たいら 

泉大津市 めし処 いも膳 泉大津店 

泉大津市 らーめん小鉄泉大津店 

泉大津市 鰹さん 

泉大津市 焼肉とっちゃん 泉大津店 

泉大津市 餃子の王将 泉大津北店 

高槻市 Bar ARNOU 

高槻市 Bar KinoPy 

高槻市 CORAL KITCHEN at garden 

高槻市 GOOD LIFE SURF DINER 

高槻市 NORTHERN 

高槻市 Raffino高槻店 

高槻市 Raffino城北店 

高槻市 RICCIO 高槻店 

高槻市 RICCIO 摂津富田店 

高槻市 URGEステーキ 

高槻市 URGE高槻 

高槻市 VANSAN Italian Kitchen 
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高槻市 VULCANO  

高槻市 WhiteGold 

高槻市 あぶり肉丼えんじゅう屋 

高槻市 あまえんぼう 

高槻市 お好焼むつみ 

高槻市 カフェ＆ギャラリィ登美屋 

高槻市 コメダ珈琲店 阪急高槻市駅南店 

高槻市 コメダ珈琲店 JR高槻駅北店 

高槻市 こんぺいとう 

高槻市 さこ田 

高槻市 スナックホームズ 

高槻市 ちゃんこ料理暁 

高槻市 ディーディー 

高槻市 にん・にん＆桃莉 

高槻市 ビリヤード・ダーツ&Foodbar Ozbuddy 

高槻市 ヘルシージンギスカン クラジン 

高槻市 ミュージックスクエアー１６２４テンジン 

高槻市 一富士 

高槻市 希望軒 高槻店 

高槻市 居酒屋幸蔵 

高槻市 居酒屋宗さん 

高槻市 元禄寿司高槻店 

高槻市 香港厨房 

高槻市 高槻カントリー倶楽部 レストラン 

高槻市 彩色ラーメンきんせい 高槻駅前店 

高槻市 彩色ラーメンきんせい 総本家夢風 

高槻市 匠の味ラーメン麺長 

高槻市 小料理 さよ 

高槻市 焼き鳥大吉 高槻市役所前店 

高槻市 精肉やまかわ 

高槻市 中華料理 大元 

高槻市 中村商店高槻本店 

高槻市 肉と酒と炭とむーちょ 

高槻市 風林火山 高槻店 

高槻市 立ち飲み BAR串磨磋 

高槻市 餃子の王将 高槻市役所前店 
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高槻市 餃子の王将 国道高槻店 

高槻市 餃子の王将 上牧店 

高槻市 餃子の王将 摂津富田駅前店 

貝塚市 うろん屋 照 

貝塚市 カラオケだるま 

貝塚市 かんのん茶屋 

貝塚市 スナック琴 

貝塚市 はなれ 

貝塚市 やきとり きび 

貝塚市 やきとり 骨付鳥 どっと家 

貝塚市 酒菜 笑門 

貝塚市 旬菜やすおか 

貝塚市 長谷川飯店 

貝塚市 立ち呑み アントニオ 

貝塚市 和幸寿司 

守口市 COULD 

守口市 KITCHEN MOM 

守口市 T-smile 

守口市 うまいもん家 繋-TSUNAGU- 

守口市 お好み焼きはな 

守口市 お食事処ささび 

守口市 お食事処大喜 

守口市 かっぽう味平 

守口市 カラオケ喫茶 さち 

守口市 スーパー銭湯ユーバス守口店 

守口市 ファンシー 

守口市 ふーチャンラーメン 

守口市 喫茶店ちこり 

守口市 居酒屋とんとん 

守口市 居酒屋ぽん太 

守口市 串かつ酒場えん満守口店 

守口市 焼肉やっちゃん 

守口市 石松寿司 

守口市 鯛将丸 守口本店 

守口市 茶房カラオケ千歳 

守口市 中華料理 太原 
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守口市 美食美酒柿右衛門 

守口市 餃子の王将 千林店 

守口市 餃子の王将 南寺方店 

枚方市 BAR Gate 

枚方市 Cos Bar DOLL 

枚方市 Fluffy cafe 

枚方市 PuB The Thistle 

枚方市 WINEHOUSESANOYA 

枚方市 ZERO 

枚方市 アジュール 

枚方市 アミューズメントバーアクセスポイント 

枚方市 うどん屋ろっか 

枚方市 エル・モスターチョ 

枚方市 くずはホースマン 

枚方市 くずは珈琲 

枚方市 コメダ珈琲店 枚方東インター店 

枚方市 コメダ珈琲店 枚方南店 

枚方市 ゴンチャ くずはモール店 

枚方市 タイのタイ 

枚方市 ととりや 

枚方市 ピザハットくずは店 

枚方市 ふじさか食堂 

枚方市 ポムの樹 くずはモール店 

枚方市 ポムの樹 枚方市駅店 

枚方市 まぐろ家まる 

枚方市 やきとり大助 

枚方市 ゆでぞう 

枚方市 ゆでぞう 

枚方市 屋根裏 

枚方市 花那 

枚方市 割烹ゆうな 

枚方市 喫茶 TAKAO 

枚方市 喫茶けんちゃん 

枚方市 手羽先からあげ 天の邪鬼 

枚方市 旬感食楽あすなろ 

枚方市 千成寿司 
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枚方市 創作料理花火 

枚方市 大丸屋 

枚方市 蛸ちゃん丸 

枚方市 蛸一 

枚方市 淡路島ええとこどり 

枚方市 炭火焼肉 大起園 

枚方市 炭火焼肉 大起園 別館 

枚方市 馳どり屋枚方公園駅前店 

枚方市 辻よし 

枚方市 鉄板焼椿庵 

枚方市 八剣伝 長尾駅前店 

枚方市 毛利や 串よし 

枚方市 餃子の王将 香里ヶ丘店 

枚方市 餃子の王将 長尾店 

枚方市 餃子の王将 枚方市駅前店 

枚方市 餃子の王将 枚方店 

茨木市 BAR GRAPES 

茨木市 DaiTai   

茨木市 DOLPHIN 

茨木市 GAGA中村商店 

茨木市 OKPearl 

茨木市 Raffino 

茨木市 Raffino JR駅前店 

茨木市 ＶＡＮＳＡＮ 茨木店 

茨木市 カレーうどん専科さが 

茨木市 スナック姫芽 

茨木市 ながのや 

茨木市 まご兵衛 

茨木市 めしや食堂茨木店 

茨木市 らーめん 照輝 

茨木市 ラーメン友一 

茨木市 井上水産 

茨木市 茨木きんせい 

茨木市 佳肴ながつき 

茨木市 希望軒 茨木店 

茨木市 小鉢 diningBrush8 
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茨木市 焼き鳥ゆきち 

茨木市 焼肉薩摩 

茨木市 大阪王将 茨木豊原 

茨木市 炭火焼き牛タン縁家 

茨木市 炭火焼き牛タン縁家 別邸 

茨木市 炭座 

茨木市 炭焼き鳥仁 

茨木市 中岡自動車株式会社 喫茶店ｆｌａｎ 

茨木市 中村商店 南茨木 

茨木市 味一魂くぼた 

茨木市 洋風居酒屋 晴れ屋 

茨木市 養老乃瀧南茨木店 

茨木市 餃子の王将 茨木松ヶ本店 

茨木市 餃子の王将 茨木店 

茨木市 餃子の王将 府道１４３号茨木島店 

八尾市 CROSS八尾店 

八尾市 Cucina紬 

八尾市 HARENOHI CAFE 

八尾市 MOTHER'S COCOA 

八尾市 PAUHANA リノアス店 

八尾市 PAUHANA 八尾店 

八尾市 お好み焼・鉄板焼 まま家 

八尾市 お好み焼き春美 

八尾市 カラオケ喫茶ピエロ 

八尾市 カレーハウス CoCo壱番屋八尾外環状線店 

八尾市 カレーハウス CoCo壱番屋八尾太子堂店 

八尾市 こっちゃ 

八尾市 さんきゅう水産 近鉄八尾店 

八尾市 とろ麦 リノアス八尾店 

八尾市 ミュージック パル やまと 

八尾市 喫茶オンディーヌ 

八尾市 串匠ほうずき 

八尾市 旨い魚と酒の店えん 

八尾市 酒楽家かなと 

八尾市 酒場 一輪 

八尾市 笑太郎 
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八尾市 成鯛 

八尾市 淡路島バーガープラス・らーめん ゆるり 

八尾市 八尾おゆば お食事処鶴亀 

八尾市 風林火山 萱振店 

八尾市 風林火山 志紀店 

八尾市 北海素材八尾店 

八尾市 裏町酒場 誠貴や 

八尾市 和牛亭 仁 

八尾市 和風ダイニング 花いろ 

八尾市 餃子の王将 アリオ八尾店 

八尾市 餃子の王将 河内山本駅前店 

泉佐野市 MAKIDORI 

泉佐野市 カフェコッキリ 

泉佐野市 スナックヴィノー 

泉佐野市 スナック恵美 

泉佐野市 チンギス 

泉佐野市 トミー 

泉佐野市 フレンチ工房ダニエル 

泉佐野市 居酒屋 料理  さのちり亭 

泉佐野市 居酒屋八角 

泉佐野市 鶏と魚 

泉佐野市 四国うどん八十ハケ所チエーン三番所 

泉佐野市 酒房枡 

泉佐野市 旬彩 Kitchenはなび 

泉佐野市 焼き鳥 こうたや 

泉佐野市 泉州ちきり ぷらす 

泉佐野市 美食倶楽部一歩泉佐野店 

泉佐野市 和モード ちよ松 

泉佐野市 餃子の王将 国道泉佐野店 

富田林市 きっちん 菜の花 

富田林市 コメダ珈琲店 金剛東店 

富田林市 たこ焼き 勝 

富田林市 たんぽぽ 

富田林市 ビストロカフェ和 

富田林市 みぃ珈琲 

富田林市 中華料理 明来 



 

54 
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寝屋川市 3-2 かわの学級 

寝屋川市 Asian Restaurant Pinoy 

寝屋川市 CAMOI 

寝屋川市 Ｋasumisou 

寝屋川市 Natural和 diningわしん 

寝屋川市 ORION 

寝屋川市 RAMEN  JUNYA 

寝屋川市 Spice bar Sound Boots 

寝屋川市 オスカー 

寝屋川市 カラオケ B&G八豊 

寝屋川市 カラオケ喫茶ゆき 

寝屋川市 カラオケ小町 

寝屋川市 コーヒーハウス 絵留坐 

寝屋川市 シティ 

寝屋川市 のみんちゅ 

寝屋川市 バーオリオン 

寝屋川市 パンダ軒 

寝屋川市 メイン 

寝屋川市 めし とーこ 

寝屋川市 レモホル酒場 香里園店 

寝屋川市 楽食亭 神鍋 

寝屋川市 喜多光酒店 

寝屋川市 喫茶クロードブージョ 

寝屋川市 居酒屋ありあ 

寝屋川市 居酒屋とんぼ 

寝屋川市 居酒屋ハチ 

寝屋川市 居酒屋八 

寝屋川市 桜撫庵 

寝屋川市 焼肉ホルモン富士 

寝屋川市 大安寿司 

寝屋川市 大阪王将 萱島店 

寝屋川市 中華居酒屋ニュー北京 

寝屋川市 味よし香里本店 

寝屋川市 民生広東料理店 

寝屋川市 有限会社山下フォートスタジオ（内ウェディングチャペルヤマシタ） 

寝屋川市 力餅食堂 
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寝屋川市 餃子の王将 香里園駅前店 

寝屋川市 餃子の王将 寝屋川市駅前店 

寝屋川市 餃子の王将 寝屋川団地前店 

寝屋川市 餃子の王将 寝屋川店 

河内長野市 カフェ食堂 ゆるい 

河内長野市 ダンニャワード三日市店 

河内長野市 ロッテリア河内長野駅前店 

松原市 NOA 

松原市 あい 

松原市 きっさ＆カラオケ チェリー 

松原市 ジャングル 

松原市 はしもと 

松原市 やまと 

松原市 葵屋酒店立ち飲みあおいや 

松原市 一福 

松原市 欧風食堂メゾン K 

松原市 喫茶ジェジェ 

松原市 居酒屋心 

松原市 寿 

松原市 炭、創、食なごみや 

松原市 風林火山 松原店 

松原市 餃子の王将 松原三宅店 

大東市 カラオケ喫茶 夢番地 

大東市 カラオケ喫茶ぴゅあ  

大東市 カレーハウス CoCo壱番屋大東諸福店 

大東市 ケンタッキーフライドチキン赤井店 

大東市 さんきゅう水産 住道店 

大東市 ソラ 

大東市 マイロード 

大東市 やきとり酒場響 

大東市 りき 

大東市 餃子の王将 大東諸福店 

和泉市 Loco920* 

和泉市 ＰｉＮａｙ 

和泉市 pizzeria O.G.O 

和泉市 いも膳 いぶき野店 
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和泉市 カレーハウス CoCo壱番屋 和泉いぶき野店 

和泉市 コンポステラ 

和泉市 すいきょう 

和泉市 ダンニャワードエコール和泉店 

和泉市 のみ処なごみ 

和泉市 ポニーテイル 

和泉市 ミスタードーナツららぽーと和泉ショップ 

和泉市 めし処 いも膳 和泉店 

和泉市 リビングバー ＳＥＡ ＨＯＲＳＥ 

和泉市 沖縄家庭料理の店琉球 

和泉市 居酒屋勇里 

和泉市 蔵元 

和泉市 呑み処のぶ 

和泉市 鍋料理山麗盛 

和泉市 萌えぎ 

和泉市 餃子の王将 和泉中央店 

和泉市 餃子の王将 和泉府中店 

箕面市 cafe ras moca 

箕面市 CAFE・BAR eN ROUTE 

箕面市 テクテク紅茶や 

箕面市 ハンバーグ＆ステーキ hornfield 

箕面市 みのお滝茶屋 楓来坊 

箕面市 モミジカフェ 

箕面市 わらび 

箕面市 磯よし 川床店 

箕面市 割烹はんべい 

箕面市 焼肉たむらみのおキューズモール店 

箕面市 笑和 

箕面市 民芸そばしのぶ庵 

箕面市 餃子の王将 箕面店 

箕面市 餃子の王将 箕面半町店 

柏原市 SOL 

柏原市 Sumire 

柏原市 wine garden ワインガーデン 

柏原市 インドネパール料理シワリラ 

柏原市 スナック優 
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柏原市 ひろ舞 

柏原市 まぁーめいど 

柏原市 歌謡スタジオバニープラザ 

柏原市 鳥鳥 国分店 

柏原市 麺のろちん 

柏原市 炉端大峯 

柏原市 珈琲専科あ・ま・ま 

柏原市 餃子の王将 国分駅前店 

羽曳野市 Eight verse 

羽曳野市 すてっぷ 

羽曳野市 パティスリーバロン 

羽曳野市 ビッグエコー近鉄古市駅前店 

羽曳野市 ふじもと旬菜食 

羽曳野市 ボンニー 

羽曳野市 昭和酒場 満海 

羽曳野市 鳥鳥古市店 

羽曳野市 餃子の王将 外環藤井寺店 

門真市 Maki 

門真市 カラオケキッチン音都 

門真市 カラオケ喫茶しちの 

門真市 カレーハウス CoCo壱番屋 門真国道 163号店 

門真市 カレーハウス CoCo壱番屋京阪古川橋駅店 

門真市 けんろく 

門真市 ジョイ 

門真市 ねえやん 

門真市 ファミリー倶楽部アウル 

門真市 よっちゃん 

門真市 ラウンジ 智 

門真市 居酒屋マロ兄 

門真市 酒処 潤い 

門真市 大阪王将門真団地店 

門真市 鉄板焼なか好し 

門真市 門真パブリックホテル レストランクレメンテ 

門真市 立呑屋さん門真本店 

門真市 餃子の王将 京阪大和田店 

門真市 餃子の王将 門真下島店 



 

58 

市町村名 施設名称 

摂津市 BAR樹 

摂津市 さんきゅう水産 千里丘店 

摂津市 らー麺 雄 正雀店 

摂津市 らー麺 雄 摂津店 

摂津市 炭火焼 中村鉄治 

摂津市 鉄板バル我友 

摂津市 粉バル YUGA 

摂津市 餃子の王将 摂津鳥飼店 

高石市 大阪王将 高石店 

高石市 餃子の王将 国道高石店 

藤井寺市 Fsdining   エフズダイニング 

藤井寺市 いも膳 藤井寺店 

藤井寺市 カラオケスナックこもも 

藤井寺市 のみ処菊ちゃん 

藤井寺市 ビストロ風ダイニング SYLPH 

藤井寺市 一品料理ひらの 

藤井寺市 居酒屋 焼っぷち 

藤井寺市 中国料理三国 

東大阪市 BARはる風 

東大阪市 Cafe&Gallery K2 

東大阪市 CROSS 布施店 

東大阪市 darts&shotbar pinkdolphin 

東大阪市 needs 

東大阪市 Restaurant Cinq 

東大阪市 Telche 

東大阪市 UNDER GROUND home's bar 

東大阪市 インド料理ＪＡＹ  

東大阪市 うどん日和 

東大阪市 うまいもんや陣 

東大阪市 オーロラ 

東大阪市 カフェドオランジュ 

東大阪市 カラオケ喫茶 スナック小若江 

東大阪市 カレーハウス CoCo壱番屋 東大阪中野店 

東大阪市 キッチンバーセロー 

東大阪市 きむら寿し 

東大阪市 ギャランドゥ 
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東大阪市 きらく 

東大阪市 グリーン 

東大阪市 こすず 

東大阪市 さとるちゃん 

東大阪市 さんきゅう水産 若江岩田店 

東大阪市 しょうちゃん 

東大阪市 スナック 京 

東大阪市 スナック 初 

東大阪市 スナックＡ－Ｚ 

東大阪市 スナック Lエル 

東大阪市 すなっくＴiara 

東大阪市 スナック牧 

東大阪市 そば、うどん 山びこ 

東大阪市 ダーツショップ忘我 

東大阪市 たこ焼王 

東大阪市 てっちゃんうどん 

東大阪市 とりひで 

東大阪市 はらぺこちゃん 

東大阪市 ビッグママ 

東大阪市 ビリヤード&ダーツ 忘我 

東大阪市 ファミリーマート東大阪瓜生堂店 

東大阪市 まごころ料理はっさく 

東大阪市 麵屋 7.5Hz 若江岩田店 

東大阪市 めん処こむぎ 

東大阪市 やきとり大吉布施店 

東大阪市 ユーバス高井田店 

東大阪市 レガーロ 

東大阪市 杏 

東大阪市 栄飯店 

東大阪市 歌い処和 

東大阪市 海鮮回転さんきゅう 石切店 

東大阪市 海老料理酒場やまちゃん 

東大阪市 割烹 一景 

東大阪市 株式会社コノミヤ徳庵店 好屋 

東大阪市 韓国カフェ yuki 

東大阪市 韓国ダイニングゆう(裕) 
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東大阪市 吉鳥 長田店 

東大阪市 吉鳥俊徳道駅前店 

東大阪市 喫茶 ベアーズ 

東大阪市 響 

東大阪市 駒すし 

東大阪市 串カツたかぼう 

東大阪市 元禄寿司本店 

東大阪市 四代目尾崎 

東大阪市 酒菜亭 秋 

東大阪市 酒房寿司源之助 

東大阪市 寿司清水 

東大阪市 昌 

東大阪市 焼き鳥 夫婦 

東大阪市 焼鳥 仁 

東大阪市 焼肉・韓流鉄板鍋 すずらん 

東大阪市 笑太郎 

東大阪市 新喜八 

東大阪市 炭火焼鳥野武士 

東大阪市 中華食堂 山形屋 

東大阪市 中華料理高井田桃花林 

東大阪市 鳥炭火焼あいだ 

東大阪市 東明飯店 

東大阪市 肉料理の八段 

東大阪市 梅ヶ丘 

東大阪市 美食家三四五 

東大阪市 風の湯新石切店 お食事処鶴亀 新石切店 

東大阪市 風林火山 石切店 

東大阪市 味彩旬香 菜ばな 

東大阪市 有限会社かつらぎ食堂 

東大阪市 和惣菜ダイニング 深海 

東大阪市 餃子の王将 河内花園駅前店 

東大阪市 餃子の王将 外環横小路店 

東大阪市 餃子の王将 久宝寺店 

東大阪市 餃子の王将 鴻池新田店 

東大阪市 餃子の王将 若江岩田店 

東大阪市 餃子の王将 中央大通り長田店 
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東大阪市 餃子の王将 中環巨摩橋店 

東大阪市 餃子の王将 長瀬店 

東大阪市 餃子の王将 八戸ノ里店 

東大阪市 餃子の王将 布施店 

東大阪市 餃子の王将 箕輪口店 

泉南市 rojica 

泉南市 コメダ珈琲店 りんくう泉南店 

泉南市 ピアス 

四條畷市 カラオケ喫茶 人生に乾杯 

四條畷市 コズミックカフェ フォーエバー 

四條畷市 餃子の王将 四條畷駅前店 

四條畷市 餃子の王将 上田原店 

交野市 patisserie uguis-ya 

交野市 SOLEIL CAFE 

交野市 さぬき心空 交野店 

交野市 辰巳寿司 

交野市 珈琲蔵 

大阪狭山市 acerbo 

大阪狭山市 チャイニーズレストラン コタン 

大阪狭山市 にじゅうまる 

大阪狭山市 のみ処くい処琴彩狭山店 

大阪狭山市 香瑞 

大阪狭山市 鉄板居酒屋まんぷく 

阪南市 うちカフェＯＳＡＮＰＯ 

阪南市 カラオケスナック 24 

阪南市 割烹いとう 

阪南市 彩食献味 粋込 

阪南市 野菜巻き串バル ぽっぽ 

阪南市 餃子の王将 阪南箱作店 

島本町 喫茶処『離』 

豊能町 喫茶かりな 

能勢町 cafe soto 

能勢町 村やん 

熊取町 カフェ＆クラフトスペース ほびっと 

熊取町 カラオケ居酒屋 純 

熊取町 どんたく屋 熊取店 
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熊取町 和風キッチンまる 

熊取町 餃子の王将 泉南熊取店 

田尻町 喫茶シャンボール 

岬町 くにべ 

岬町 喫茶ロータリー 

岬町 焼肉 じゃりン子 

太子町 オレンヂ 

太子町 きっちんあかり 

河南町 創作居酒屋じゃじゃ丸 

千早赤阪村 喫茶カタロ 

 


