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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８月６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 41 

大阪市都島区 BARらふてる 

大阪市都島区 Castanea 

大阪市都島区 cocoro 心 

大阪市都島区 GIRAFFE 京橋浪漫 東口店 

大阪市都島区 HybriD 

大阪市都島区 PIZZA FORTUNA 

大阪市都島区 Tiara 

大阪市都島区 wine dining Bouchon 

大阪市都島区 イタリア食堂イルセルペンテ 

大阪市都島区 ヴァンガード 

大阪市都島区 カジュアル肉懐石 京橋粋な 

大阪市都島区 カレーハウス COCO壱番屋 都島インター店 

大阪市都島区 すなっくすずらん 

大阪市都島区 セルフマン 

大阪市都島区 ティーラウンジ みや古 

大阪市都島区 てっぱん居酒屋 こてこて 都島店 

大阪市都島区 どーばー 

大阪市都島区 とんかつとん太本店 

大阪市都島区 マクドナルド都島ベルファ店 

大阪市都島区 マクドナルド都島駅前店 

大阪市都島区 もんじゃ BAR HybriD 

大阪市都島区 やまみちさき 

大阪市都島区 やま小屋 

大阪市都島区 らーめん世界一 
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市町村名 施設名称 

大阪市都島区 らーめん日出屋 

大阪市都島区 株式会社はせがわ（東店） 京橋丸徳 

大阪市都島区 株式会社パンゼェント（P&G） 

大阪市都島区 株式会社パンゼェント（カレーP&G） 

大阪市都島区 喫茶ブライト 

大阪市都島区 京橋スキャンダル 

大阪市都島区 串カツ入江 

大阪市都島区 穴場 桜ノ宮店 

大阪市都島区 穴場 都島店 

大阪市都島区 旬菜 世界一 

大阪市都島区 焼鳥 um 

大阪市都島区 焼味尽本舗 京橋本店 

大阪市都島区 上杉屋 

大阪市都島区 大栄飯店 

大阪市都島区 第二道場 

大阪市都島区 但馬屋 都島 

大阪市都島区 中華そば丸岡商店京橋本店 

大阪市都島区 徳田酒店 プロムナード店 

大阪市都島区 徳田酒店 京橋本店 

大阪市都島区 徳田酒店 京阪高架下店 

大阪市都島区 徳田酒店 片町店 

大阪市都島区 日本マクドナルド京橋店 

大阪市都島区 片町うお市本店 

大阪市都島区 満マル 京橋コムズガーデン店 

大阪市福島区 Ｂａｒ亀酒楽 

大阪市福島区 CHILL HOUSE 

大阪市福島区 PAUSE COFFEE 

大阪市福島区 THE・ZOO 

大阪市福島区 カラオケ喫茶ららら 

大阪市福島区 キッチン菜花実 

大阪市福島区 しもぶち 

大阪市福島区 しゅなおカフェ 

大阪市福島区 すし処つま美 

大阪市福島区 そば切り からに 

大阪市福島区 ちゃんたつみ 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 ツェット 

大阪市福島区 はち福 

大阪市福島区 ふくみ屋 玉川店 

大阪市福島区 ふくみ屋 焼肉野田店 

大阪市福島区 ふくみ屋 野田店 

大阪市福島区 ふくみ屋福島店 

大阪市福島区 フレンチレストラン Evoluer 

大阪市福島区 マルガリータ 野田店 

大阪市福島区 やきとり家すみれ 福島店 

大阪市福島区 ラ・クチネッラ・ディ・ヤマモト 

大阪市福島区 ラカンティネッタ モデナ モデナトロワテロワール 

大阪市福島区 ラム専門店ラム・ストゥーリィは突然に 

大阪市福島区 わんすもあー 

大阪市福島区 隠れ家創作餃子クーカイ  

大阪市福島区 加津屋 

大阪市福島区 花川 

大阪市福島区 海鮮屋台おくまん 福島店 

大阪市福島区 街かど屋福島店 

大阪市福島区 活魚と旨い肉わが家 

大阪市福島区 巻きんしゃい 福島店 

大阪市福島区 輝寿家 

大阪市福島区 漁祭 福島店 

大阪市福島区 京らーめん阿騎野 

大阪市福島区 蕎麦鴨酒みかど 

大阪市福島区 串かつ場ぁ聖天堂 福島本店 

大阪市福島区 串カツ田中 福島店 

大阪市福島区 鶏料理 pao 

大阪市福島区 鯖とか烏賊とか真とか 

大阪市福島区 旨味食堂べじ吉 

大阪市福島区 酒場 ぶらり 

大阪市福島区 旬菜はなぶさ 

大阪市福島区 松嵐 

大阪市福島区 焼肉 丑乃匠 

大阪市福島区 焼肉海老洲 

大阪市福島区 焼肉七つ星 福島店 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 食堂タボリノ 

大阪市福島区 炭味旬菜 収穫 

大阪市福島区 日本料理 楽心 

大阪市福島区 六つ車 

大阪市福島区 珈琲と定食 MoRiSaN 

大阪市福島区 餃子の王将 玉川店 

大阪市此花区 POM 

大阪市此花区 イタリアキッチンベニーレ 

大阪市此花区 かな坊 

大阪市此花区 カラオケ喫茶 ROSE 

大阪市此花区 ゴンチャ ザ パークフロントホテル店 

大阪市此花区 スナック心 

大阪市此花区 てっぱん居酒屋 こてこて 

大阪市此花区 バルマルガリータ西九条店 

大阪市此花区 ポムの樹 ユニバーサルシティウォーク店 

大阪市此花区 みかど 西九条店 

大阪市此花区 株式会社大洋軒 

大阪市此花区 美松 

大阪市西区 ATARIZZA 

大阪市西区 Bar.M.A.P 

大阪市西区 ＢａｒＧｒａｎ 

大阪市西区 capitolo3:l'arca 

大阪市西区 Craft Burger co. 

大阪市西区 FLOR GELATO ITALIANO OSAKA 

大阪市西区 HAJIME 

大阪市西区 HELLO NEW DAY 

大阪市西区 IL BECCAFICO 

大阪市西区 kokoFLAT cafe 本町 

大阪市西区 LA SIRENA 

大阪市西区 Lion Heart 

大阪市西区 Long-a long 

大阪市西区 POST 

大阪市西区 TrattoriaPappa 

大阪市西区 あじ彩 

大阪市西区 あまみ 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 うまい麺には福来たる 

大阪市西区 お酒とごはん 菜な実 

大阪市西区 カレーBAR クローバー 

大阪市西区 カレーハウス COCO壱番屋 西区北堀江一丁目店 

大阪市西区 くずし割烹豚美 

大阪市西区 さぼてん食堂 

大阪市西区 じん 

大阪市西区 セゾン・デリカフェ 

大阪市西区 たこ焼き あきない 

大阪市西区 つけ蕎麦 あらた屋 

大阪市西区 ニクスタンドＥＮ 

大阪市西区 のざき 

大阪市西区 フォン・スー ベッドアンドブレックファスト 

大阪市西区 ホットクロス南堀江店 

大阪市西区 ホットクロス北堀江店 

大阪市西区 やよい軒フォレオ大阪ドームシティ店 

大阪市西区 ヨツバカリー 靭本町店 

大阪市西区 ラポール 

大阪市西区 阿波座 なが友 

大阪市西区 一丁 

大阪市西区 宇奈とと九条店 

大阪市西区 雨宿り 

大阪市西区 海鮮屋台おくまん 阿波座東店 

大阪市西区 海鮮屋台おくまん 西本町店 

大阪市西区 開宴イワゴンロッソ 

大阪市西区 街かど屋北堀江店 

大阪市西区 割烹たけだ 

大阪市西区 魚介イタリアン酒場サチアーレ 

大阪市西区 京セラドーム大阪アリーナビュールーム１塁側サッポロスターラウンジ 

大阪市西区 京セラドーム大阪アリーナビュールーム３塁側サッポロスターラウンジ 

大阪市西区 串カツ田中 阿波座店 

大阪市西区 康福 

大阪市西区 香港楼 103 

大阪市西区 高麗ガーデン南堀江店 

大阪市西区 四国道 母寿 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 自家製麺杵屋京セラドーム大阪店 

大阪市西区 七番館 

大阪市西区 寿し元 dining 

大阪市西区 焼鳥ジョニー立売堀店 

大阪市西区 焼肉たつみや 

大阪市西区 仁(JIN) 

大阪市西区 大衆ビストロ原田屋 

大阪市西区 炭焼ジンギスカン浅鞍 

大阪市西区 中華食堂 珉龍 阿波座店 

大阪市西区 中華料理龍苑阿波座店 

大阪市西区 鉄板焼 もんじゃ焼 ひいろ 新町店 

大阪市西区 天伸 

大阪市西区 尾道ラーメン 十六番 

大阪市西区 美好年代 Belle Epoque 

大阪市西区 北極星 

大阪市西区 牧草牛焼肉 Let it Beef 

大阪市西区 堀江酒場 

大阪市西区 遊膳人田はた 

大阪市西区 立ち呑 たけこ 

大阪市西区 龍苑 

大阪市西区 浪漫焼き芋 芋の巣 

大阪市港区 ＴＥＰＰＡＮ華 

大阪市港区 カフェバーメルヘン 

大阪市港区 どんどん居酒屋 

大阪市港区 マール弁天町 

大阪市港区 みや乃 

大阪市港区 やきとり日吉 

大阪市港区 喫茶ラタン 

大阪市港区 居酒屋ふじよし 

大阪市港区 創作寿司ひかり 

大阪市港区 炭火焼みくりん坊 

大阪市港区 築港麺工房本店 

大阪市港区 北極星 

大阪市港区 木曽谷 

大阪市港区 木村屋酒店 立呑み木村屋 
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市町村名 施設名称 

大阪市港区 夜明 

大阪市港区 珈琲苑 呂満 

大阪市大正区 Bar KOKOPELLI 

大阪市大正区 ＢａｒＧｒａｎ 

大阪市大正区 お家ごはんひとみ 

大阪市大正区 じゅうじゅう本舗 焼きんしゃい 大正店 

大阪市大正区 串カツ田中 大正店 

大阪市大正区 煮旬菜ろくろく 

大阪市大正区 若竹 

大阪市大正区 酒のみのりや 

大阪市大正区 大正ロマン 

大阪市大正区 炭屋風天 

大阪市大正区 平酒店 

大阪市大正区 和み家 彩宴 

大阪市大正区 餃子の王将 泉尾店 

大阪市大正区 餃子の王将 大正店 

大阪市天王寺区 CAFE CYANT 

大阪市天王寺区 Ｄａｇａｚ 

大阪市天王寺区 WINE SUMI vinvin瓶備 

大阪市天王寺区 アジアンバル glow 

大阪市天王寺区 アジヨシ総本店 

大阪市天王寺区 アジヨシ別館 

大阪市天王寺区 う志苑 

大阪市天王寺区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 JR天王寺駅北口店 

大阪市天王寺区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 近鉄上本町駅前店 

大阪市天王寺区 キャベ焼酒場 

大阪市天王寺区 クロッカス 

大阪市天王寺区 ドトールコーヒー寺田町駅北口店 

大阪市天王寺区 ドトールコーヒー天王寺北口店 

大阪市天王寺区 プチグリルマルヨシ 

大阪市天王寺区 ポムの樹 天王寺ＭＩＯプラザ館店 

大阪市天王寺区 まるよしカフェ 

大阪市天王寺区 ミーアジヨイアプリモ 

大阪市天王寺区 めいげつ 

大阪市天王寺区 めいげつ ABC ランチ 
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市町村名 施設名称 

大阪市天王寺区 ラグーナ 

大阪市天王寺区 ラグリュ 

大阪市天王寺区 ローマ軒大阪上本町店 

大阪市天王寺区 庵 

大阪市天王寺区 喫茶 ジロー 

大阪市天王寺区 元気茶房 

大阪市天王寺区 肴家 

大阪市天王寺区 秋吉天王寺店 

大阪市天王寺区 焼鳥 ボトルバード 

大阪市天王寺区 粋花ＫＹＫてんのうじミオ店 

大阪市天王寺区 創作ばる Mitsu-Bal 

大阪市天王寺区 大邱家 

大阪市天王寺区 炭火焼鳥 権兵衛 天王寺ミオ店 

大阪市天王寺区 炭火焼肉 隆 

大阪市天王寺区 南海飯店 

大阪市浪速区 bar sakenoma 

大阪市浪速区 ＢａｒＧｒａｎ 

大阪市浪速区 CAFE SPACE BUZZ 

大阪市浪速区 GOONIES 

大阪市浪速区 K.CAFE 

大阪市浪速区 Ristorante Angioletto 

大阪市浪速区 あなぐま亭 

大阪市浪速区 あんばい なんばパークス店 

大阪市浪速区 カフェ・ド・ミー 

大阪市浪速区 カフェバー暁 

大阪市浪速区 スナック亜美 

大阪市浪速区 たこ焼き鉄板焼花火 

大阪市浪速区 とう祇 

大阪市浪速区 とんかつかっぽう車屋 

大阪市浪速区 ビビンバー 

大阪市浪速区 まる 

大阪市浪速区 海鮮屋台おくまん 難波元町店 

大阪市浪速区 牛全 

大阪市浪速区 居酒屋 彩あい 

大阪市浪速区 居酒屋ちとも 
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市町村名 施設名称 

大阪市浪速区 居酒屋成 

大阪市浪速区 焼肉定食こいろり日本橋店 

大阪市浪速区 赤シャツ 

大阪市浪速区 炭火焼鳥 権兵衛 なんばパークス店 

大阪市浪速区 炭火焼鳥一兆 日本橋本店 

大阪市浪速区 智 居酒屋とも 

大阪市浪速区 中央軒なんばＣＩＴＹ店 

大阪市浪速区 中華料理上海縁 

大阪市浪速区 難波焼とり porc 

大阪市浪速区 彦家 

大阪市浪速区 麺屋たけちゃん 

大阪市西淀川区 ヴェール 

大阪市西淀川区 おいでや 

大阪市西淀川区 カラオケ喫茶 リズム 

大阪市西淀川区 カラオケ喫茶延 

大阪市西淀川区 コーヒーハウス クワンザ   

大阪市西淀川区 サラン 

大阪市西淀川区 スズキ屋 

大阪市西淀川区 呑み処 田 

大阪市西淀川区 ラクエンダイニング 千船店 

大阪市西淀川区 焼肉千久左 

大阪市西淀川区 茶々 喫茶 

大阪市西淀川区 鳥善 

大阪市西淀川区 鳥善 

大阪市西淀川区 天一 

大阪市東淀川区 DAINING IZAKAYA グーブ 

大阪市東淀川区 Lounge bar piece 

大阪市東淀川区 MOKARI CAFE 

大阪市東淀川区 SNACKMIYOMIYO2 

大阪市東淀川区 い乃清 

大阪市東淀川区 オーサムベーカリー 

大阪市東淀川区 ザめしや上新庄店 

大阪市東淀川区 ジャドール 

大阪市東淀川区 海鮮屋台おくまん 淡路店 

大阪市東淀川区 海鮮鮨処はし元 
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市町村名 施設名称 

大阪市東淀川区 喫茶トーホー 

大阪市東淀川区 讃岐製麺東淀川大桐店 

大阪市東淀川区 焼鶏喜多 

大阪市東淀川区 新大阪ユースホステル 

大阪市東淀川区 波平 上新庄店 

大阪市東淀川区 麺やまいこ上新庄店 

大阪市東成区 Ａｌｏａｌｏ 

大阪市東成区 JOE'S BAR 

大阪市東成区 Shotbarhool 

大阪市東成区 カフェこだま 

大阪市東成区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 東成区緑橋東店 

大阪市東成区 キッチンプーハウス 

大阪市東成区 じゅうじゅう 焼きんしゃい 深江橋店 

大阪市東成区 じゅんぺー屋 

大阪市東成区 スナック バンブー 

大阪市東成区 なにわ亭 造 

大阪市東成区 ふぐ久 

大阪市東成区 割烹風居酒屋 仲山 

大阪市東成区 喫茶うさぎ 

大阪市東成区 居酒屋だい助 

大阪市東成区 居心伝 森の宮店 

大阪市東成区 銀座鮨 緑橋店 

大阪市東成区 串カツ田中 今里店 

大阪市東成区 串萬 森の宮店 

大阪市東成区 佐藤酒店 

大阪市東成区 讃岐製麺深江橋店 

大阪市東成区 焼き鳥のさくら 今里店 

大阪市東成区 焼き鳥のさくら 新深江店 

大阪市東成区 焼匠神田 

大阪市東成区 太陽テヤン 

大阪市東成区 炭火焼鳥＆小皿中華 凡龍 

大阪市東成区 中華食堂 

大阪市東成区 長兵衛寿司 

大阪市東成区 東成麺家うどん上々 

大阪市東成区 豊祝 
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市町村名 施設名称 

大阪市東成区 冷麺館 鶴橋店 

大阪市東成区 和たなべや 

大阪市生野区 HANJYAN 

大阪市生野区 K-POP CAFE Bling Bling 

大阪市生野区 Smile 楓 

大阪市生野区 あきら寿し 

大阪市生野区 お好み焼さとみ 

大阪市生野区 カラオケ ウエスタン 

大阪市生野区 カラオケサウンドキューブ生野店 

大阪市生野区 カラオケぼちぼち 

大阪市生野区 きまぐれ家（生野区店） 

大阪市生野区 くしや 

大阪市生野区 ごはん家はらぺこ 

大阪市生野区 コンヌンタッカンマリ 

大阪市生野区 ザめしや生野店 

大阪市生野区 しっぽ 

大阪市生野区 すしぎん 

大阪市生野区 だるま 

大阪市生野区 ひろ 

大阪市生野区 まいどッ 

大阪市生野区 やきにく 高麗 

大阪市生野区 ヨプトッポッキ（大阪店） 

大阪市生野区 わび助 

大阪市生野区 加奈寿司 

大阪市生野区 街かど屋林寺店 

大阪市生野区 韓国料理ハンマダン 

大阪市生野区 喫茶スナックスマイル 

大阪市生野区 焼肉 DININGいな穂 

大阪市生野区 焼肉レストラン三恵北巽 

大阪市生野区 笑福酒場げんぶ 

大阪市生野区 中華料理万福 

大阪市生野区 明日香屋 

大阪市旭区 Bar Hang Over 

大阪市旭区 Lounge PiPi 

大阪市旭区 うたげ 
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市町村名 施設名称 

大阪市旭区 カラオケ 京ちゃん 

大阪市旭区 きまぐれ家（旭区店） 

大阪市旭区 スタンドアサダ 

大阪市旭区 はやし食堂 

大阪市旭区 みなづき 

大阪市旭区 めしや食堂赤川店 

大阪市旭区 やまよし 

大阪市旭区 喫茶 TOPS 

大阪市旭区 居酒屋まんま。 

大阪市旭区 喰いしん坊とらちゃん 

大阪市旭区 焼肉ホルモンまるよし精肉店 関目高殿店 

大阪市旭区 炭焼酒場 木亭屋 

大阪市旭区 満マル 千林店 

大阪市城東区 Night in YASUKO 

大阪市城東区 Pub Funny3 

大阪市城東区 おばんざい diningあんちゃん 

大阪市城東区 カラオケペク 

大阪市城東区 カラオケ喫茶藤 

大阪市城東区 カレーハウス COCO壱番屋 城東区諏訪四丁目店 

大阪市城東区 スナック一番館 

大阪市城東区 そば処ひらの 

大阪市城東区 そば冷泉 

大阪市城東区 たこはる 

大阪市城東区 マクドナルド蒲生４丁目キリンド店 

大阪市城東区 マクドナルド関目ライフ店 

大阪市城東区 海鮮屋台おくまん 蒲生四店 

大阪市城東区 海鮮屋台まいこ関目店 

大阪市城東区 焼肉 味道園 

大阪市城東区 炭火焼き鳥 吉鳥関目店 

大阪市城東区 炭火焼き鳥 吉鳥鴫野店 

大阪市城東区 福ずし すみれ店 

大阪市城東区 洋食 ボストン 

大阪市城東区 洋風居酒屋一休 

大阪市阿倍野区 ＣＩＢＩ 

大阪市阿倍野区 COZY Coffee Spot 
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市町村名 施設名称 

大阪市阿倍野区 KANA Sound MuMu 

大阪市阿倍野区 KLOVERの家 

大阪市阿倍野区 Toast&Caffe Plime 

大阪市阿倍野区 あんばい Ｈoop店 

大阪市阿倍野区 いづみ VAN 

大阪市阿倍野区 お好み鉄板ハウスあいどる 

大阪市阿倍野区 カフェ ジグザグ 

大阪市阿倍野区 カラオケスナック カトレア 

大阪市阿倍野区 カラオケ喫茶&スナック ほのか 

大阪市阿倍野区 キッチンまえだ 

大阪市阿倍野区 グリルマルヨシ 

大阪市阿倍野区 げしとうじ 

大阪市阿倍野区 ステージ喫茶木村 

大阪市阿倍野区 たこ焼きやしき 

大阪市阿倍野区 ハンバーグレストラン ＢＯＳＴＯＮ 

大阪市阿倍野区 ビストロ D 

大阪市阿倍野区 ゆりどころ 

大阪市阿倍野区 海の幸さらむむ 

大阪市阿倍野区 街かど屋阿倍野店 

大阪市阿倍野区 居酒屋やまちゃん 

大阪市阿倍野区 串カツ たつ屋 

大阪市阿倍野区 黒毛和牛焼肉 肉處 きっしゃん 阿倍野店 

大阪市阿倍野区 秋吉あべの店 

大阪市阿倍野区 焼肉冷麺飛龍 

大阪市阿倍野区 杉の玉 

大阪市阿倍野区 千両 

大阪市阿倍野区 戴天ふぐ 左右海 

大阪市阿倍野区 中国料理 大新 

大阪市阿倍野区 白馬 

大阪市阿倍野区 美吉野 

大阪市阿倍野区 北沢長衛 

大阪市阿倍野区 珈琲館 穂和伊都 

大阪市住吉区 BRILLANTE 

大阪市住吉区 cafeマメムギ 

大阪市住吉区 JeweL a Road 
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市町村名 施設名称 

大阪市住吉区 nicomimacuri 

大阪市住吉区 tartaruga 

大阪市住吉区 ヴィディヤカフェ長居店 

大阪市住吉区 お好み焼憩 

大阪市住吉区 きよ花 

大阪市住吉区 けとばし屋チャンピオン我孫子店 

大阪市住吉区 サウンドフラッシュ住吉店 

大阪市住吉区 さくら粉 

大阪市住吉区 たけしょく亭 

大阪市住吉区 たまりば遊旬 

大阪市住吉区 はっぴぃ食堂 

大阪市住吉区 ハンバーグレストラン ボストン 長居店 

大阪市住吉区 まごころ料理つる井 

大阪市住吉区 まつ富久 

大阪市住吉区 まるい飯店 

大阪市住吉区 やきそば頂 

大阪市住吉区 阿呍 

大阪市住吉区 一隅 

大阪市住吉区 王道居酒屋 のりを 長居店 

大阪市住吉区 街かど屋万代店 

大阪市住吉区 釜飯と網焼 いその JR長居駅前店 

大阪市住吉区 幸来園 

大阪市住吉区 創作イタリアンバル シャバーノ 

大阪市住吉区 大阪王将 我孫子店 

大阪市住吉区 日本酒バル志賀 

大阪市住吉区 有限会社サクセスフーズ 日本マクドナルドあびこ店 

大阪市住吉区 有限会社サクセスフーズ 日本マクドナルドあべの筋遠里小野店 

大阪市住吉区 和洋ダイニング ケイ 

大阪市住吉区 餃子の王将我孫子観音 

大阪市東住吉区 かご家 

大阪市東住吉区 カフェアイナ 

大阪市東住吉区 カフェジャパ 

大阪市東住吉区 ザめしや東住吉中野店 

大阪市東住吉区 ザめしや東住吉店 

大阪市東住吉区 チャイナ厨房 
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市町村名 施設名称 

大阪市東住吉区 やきとり大吉湯里店 

大阪市東住吉区 王将針中野店 

大阪市東住吉区 喫茶楽樹 

大阪市東住吉区 居酒屋ダイニングちょう 

大阪市東住吉区 今川屋食堂 

大阪市東住吉区 酒肴花本 

大阪市東住吉区 寿し太郎 

大阪市東住吉区 対州園 

大阪市東住吉区 蛸レンジャー 駒川店 

大阪市東住吉区 百千兆 

大阪市東住吉区 洋食の永和堂 

大阪市東住吉区 和芯 

大阪市西成区 Cocosdining   ココスダイニング 

大阪市西成区 EDITTA CAFE 

大阪市西成区 MaMa Indian Restaurant 

大阪市西成区 Stand Kitchen  Emi Syokudo 

大阪市西成区 Udatsuya 梲家 

大阪市西成区 イタリアンバルＹＯＳＨＩＤＡ 

大阪市西成区 ヴィディヤカフェ岸里店 

大阪市西成区 うのう花園店 

大阪市西成区 おもに 

大阪市西成区 カフェダイニングセブン 

大阪市西成区 カラオケサウンドキューブ玉出店 

大阪市西成区 カラオケ喫茶 うた 

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 太陽 

大阪市西成区 クラシック音楽バー ココルーム 

大阪市西成区 ミスタードーナツ南海天下茶屋駅ショップ 

大阪市西成区 めしや食堂岸里店 

大阪市西成区 やぶ 

大阪市西成区 らーめんハウス直ちゃん 

大阪市西成区 レストラン SHIN 

大阪市西成区 一富久 

大阪市西成区 海鮮屋台おくまん 北加賀屋店 

大阪市西成区 街かど屋南津守店 

大阪市西成区 喫茶カラオケふれんど 
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市町村名 施設名称 

大阪市西成区 居酒屋 あさひ 

大阪市西成区 居酒屋サクランボ 

大阪市西成区 居酒屋なごみ 

大阪市西成区 錦 

大阪市西成区 九苑酒家 天下茶屋店 

大阪市西成区 四季の味 幸 

大阪市西成区 酒肴好 

大阪市西成区 焼肉味福苑 

大阪市西成区 新お多福 

大阪市西成区 素の壱 

大阪市西成区 多恵 

大阪市西成区 大丸屋 

大阪市西成区 大阪王将 とれび天下茶屋店 

大阪市西成区 大阪寿司職人体験センター 

大阪市西成区 蛸べえ 花園町店 

大阪市西成区 鉄板焼みっちゃん 

大阪市西成区 田舎料理 対馬 

大阪市西成区 能登屋 

大阪市西成区 粉もんバル てんぐや 

大阪市西成区 北すし 

大阪市西成区 有限会社サクセスフーズ ニホンマクドナルド南津守ホームズ店 

大阪市西成区 有限会社サクセスフーズ 日本マクドナルド地下鉄玉出駅前店 

大阪市西成区 有限会社サクセスフーズ 日本マクドナルド南津守店 

大阪市西成区 茉莉花 

大阪市淀川区 （喫茶館）ラベンダー 

大阪市淀川区 A35東三国バル 

大阪市淀川区 B'cafe 

大阪市淀川区 CLUBROOM 

大阪市淀川区 dining bar a2 

大阪市淀川区 Dining&Bar LAVAROCK 

大阪市淀川区 INDIA CURRY CLUB  

大阪市淀川区 Ｉｒｉｓ 

大阪市淀川区 LUSH 

大阪市淀川区 Neechin 

大阪市淀川区 REggae Bar Juggling 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 STING 

大阪市淀川区 YORIMICHI酒場暖 

大阪市淀川区 いろ鶏どり 

大阪市淀川区 うまい麺には福来たる西中島店 

大阪市淀川区 エンジェル 

大阪市淀川区 お好みハウスドンドン 

大阪市淀川区 お好み焼鉄板焼ますだ 

大阪市淀川区 かに道楽 十三店 

大阪市淀川区 カラオケバールーツ 

大阪市淀川区 カラオケパブステップ 

大阪市淀川区 カレーナンドスプーン 

大阪市淀川区 カントリーバー ドリームロード 

大阪市淀川区 くしかつさこちゃん 

大阪市淀川区 こだわり炭火焼鳥 ふらふら 

大阪市淀川区 コンシェルジュ新大阪店 

大阪市淀川区 さかなやの maru寿司 新大阪店 

大阪市淀川区 スナックアコ 

大阪市淀川区 たこ焼き たこ DAN 

大阪市淀川区 たちばな 新大阪店 

大阪市淀川区 つるの巣 

大阪市淀川区 にんにくラーメン幸ちゃん 本店 

大阪市淀川区 バー 19 

大阪市淀川区 まつ栄食堂 

大阪市淀川区 やきとり一番十三西口店 

大阪市淀川区 ラウンジ PASH 

大阪市淀川区 株式会社まことや 

大阪市淀川区 丸三寿し 

大阪市淀川区 喜楽 

大阪市淀川区 喜多郎寿し 十三店 

大阪市淀川区 喫茶ひばり 

大阪市淀川区 居酒屋ちゃんや 

大阪市淀川区 居心 

大阪市淀川区 魚居酒屋あぷちゃ本店 

大阪市淀川区 喰亭 

大阪市淀川区 串カツ酒場 塚本店 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 串カツ田中 西中島南方店 

大阪市淀川区 串のきっしゃん 西中島店 

大阪市淀川区 権太呂すし十三本町店 

大阪市淀川区 黒毛和牛焼肉 肉處 きっしゃん 西中島総本店 

大阪市淀川区 四季旬菜むら田 

大阪市淀川区 自家製麺 麺や ひなた 

大阪市淀川区 秋吉西中島店 

大阪市淀川区 小料理多津 

大阪市淀川区 焼肉ホルモンとくちゃん 

大阪市淀川区 食際・おばんざい 和屋 

大阪市淀川区 生ラム専門店ラム・ジェネレーション 

大阪市淀川区 千寿 

大阪市淀川区 善し 

大阪市淀川区 大衆酒場十三屋 

大阪市淀川区 炭火焼肉 但馬屋 東三国 

大阪市淀川区 中央軒新大阪店 

大阪市淀川区 中華そばと札幌ぶた丼慎芯庵 

大阪市淀川区 中華料理香満楼 

大阪市淀川区 中国菜紅海月 

大阪市淀川区 昼耕夜鶏大阪本店 

大阪市淀川区 朝日飯店 

大阪市淀川区 長浜ラーメン浜ちゃん 

大阪市淀川区 鉄板焼き 一花一葉 

大阪市淀川区 道楽うどん 3号店 

大阪市淀川区 道楽うどん 5号店 

大阪市淀川区 道楽うどん 6号店 

大阪市淀川区 道楽うどん 7号店 

大阪市淀川区 道楽うどん 9号店 

大阪市淀川区 道楽うどん本店 

大阪市淀川区 白樺 

大阪市淀川区 備長炭焼き鳥えんのば 

大阪市淀川区 北極星 エキマルシェ新大阪店 

大阪市鶴見区 CAFE BIRDLAND 

大阪市鶴見区 カレーハウス COCO壱番屋 鶴見緑店 

大阪市鶴見区 かんざし イオンモール鶴見緑地店 
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市町村名 施設名称 

大阪市鶴見区 ザめしや鶴見店 

大阪市鶴見区 レストラン MANSOU 咲くやこの花店 

大阪市鶴見区 ロッテリア 三井アウトレットパーク大阪鶴見店 

大阪市鶴見区 王道居酒屋 のりを 鶴見緑店 

大阪市鶴見区 鶏問屋たいよう 

大阪市鶴見区 旬彩屋はっかく 

大阪市鶴見区 焼肉たけちゃん 

大阪市鶴見区 鶴見緑地水春亭 

大阪市鶴見区 鷄いちず 

大阪市住之江区 お食事処 加賀 

大阪市住之江区 カフェレストランオーシャン 

大阪市住之江区 カレーハウス CoCo壱番屋玉出駅前店 

大阪市住之江区 ザめしや住之江店 

大阪市住之江区 スナック 灯 

大阪市住之江区 なかにし 

大阪市住之江区 会席料理・仕出し 一 平 

大阪市住之江区 海鮮屋台おくまん 住之江公園店 

大阪市住之江区 居酒屋かのや 

大阪市住之江区 手羽先チャンピオン 

大阪市住之江区 住吉珈琲 

大阪市住之江区 不二屋 

大阪市住之江区 有限会社サクセスフーズ マクドナルド新北島店 

大阪市住之江区 有限会社サクセスフーズ 日本マクドナルド住之江トイザらス店 

大阪市住之江区 有限会社サクセスフーズ 日本マクドナルド南港ポートタウン店 

大阪市住之江区 有限会社穐本商店 

大阪市住之江区 餃子の王将 住之江店 

大阪市平野区 Bakery 酒場 鉄 pan 

大阪市平野区 Marilyn 

大阪市平野区 カラオケライブ 平野店 

大阪市平野区 カラオケ喫茶 加奈 

大阪市平野区 じゅうじゅう本舗 焼きんしゃい 平野店 

大阪市平野区 スナック jun 

大阪市平野区 スナック純 

大阪市平野区 ダイニングがんがん 

大阪市平野区 タイの台所キッチンアロイちゃん 
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大阪市平野区 だるま珈琲 

大阪市平野区 てんぐや 

大阪市平野区 とみ家 

大阪市平野区 とんかつ一心亭 

大阪市平野区 ぷっちんぷりん 

大阪市平野区 沖縄料理でいご 

大阪市平野区 掬水 

大阪市平野区 居酒屋ダイニングがんちゃん 

大阪市平野区 酒肴屋 

大阪市平野区 焼肉うし田 

大阪市平野区 焼肉志幸 

大阪市平野区 中国料理レストラン橘屋平野店 

大阪市平野区 肉匠斎野 

大阪市平野区 日本料理れんげ 

大阪市平野区 和風料理ひろ乃 

大阪市平野区 絆 

大阪市北区 141 

大阪市北区 ao coffee&gallery 

大阪市北区 B U T L E R 

大阪市北区 ＢＡＮ－ＫＡＲＡ 

大阪市北区 Bar  MUSE 

大阪市北区 Bar 5 

大阪市北区 Bar Ailes 

大阪市北区 Bar Arpeggio 

大阪市北区 bar B-flat  

大阪市北区 Bar Hang On 

大阪市北区 BAR Hardi Orge 

大阪市北区 Bar Lounge凛 

大阪市北区 Bar MOCO 

大阪市北区 BAR THE MEMORY 

大阪市北区 BARBARA market place GRAND ROYAL 2429 中崎本店 

大阪市北区 BarBull北新地店 

大阪市北区 BBQ33 

大阪市北区 bibimbar 

大阪市北区 BISTRO TSUNORI 
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大阪市北区 Blue Hole 

大阪市北区 BR 

大阪市北区 ＢＲＯＷＮ ＭＡＳＨ 

大阪市北区 C Grill 

大阪市北区 Cafe de Campagne 

大阪市北区 Cafe&bar warm 

大阪市北区 Cafenne 

大阪市北区 CAKE LABO MELT 

大阪市北区 capi 

大阪市北区 ChevalRouge 

大阪市北区 Craft Burger co. 

大阪市北区 Dining bar camp 

大阪市北区 diningbar couzen  

大阪市北区 D-tail 

大阪市北区 flower 

大阪市北区 FOOD TRUCK 

大阪市北区 FOODS ＆ BEER アレグレ 

大阪市北区 Funny me 

大阪市北区 G clef 

大阪市北区 ＧＩＴＡＮ 

大阪市北区 GOOD EAT TABLE & STANDARD BAR 

大阪市北区 IR cafe 

大阪市北区 jazz&bar96 

大阪市北区 karaoke 酒 nack NO.3 

大阪市北区 K's HILLS 

大阪市北区 La rosanera 

大阪市北区 la vie 

大阪市北区 LAMP 

大阪市北区 Lounge ViVi 

大阪市北区 Ｍ Ａｋｉｙａｍａ 

大阪市北区 MAGCHE 

大阪市北区 MaMa Indian Restaurant 

大阪市北区 Ｍａｒｉｎｅ 

大阪市北区 MEAT LAB.8129 

大阪市北区 member's snack for k 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 MUSIC BAR すいか 

大阪市北区 MusicBar ねことひげ 

大阪市北区 new ansony 

大阪市北区 PEACE 

大阪市北区 Petit Turtle 

大阪市北区 PIZZA SALVATORE CUOMO 梅田 ＆ TheBAR 

大阪市北区 Reve 

大阪市北区 rosee 

大阪市北区 SHOT BAR One or Eight 

大阪市北区 Sky & Bar Lounge 

大阪市北区 ＳＯＬＶＩＶＡ梅田店 

大阪市北区 STARCATS 

大阪市北区 STREAMER COFFEE COMPANY TENMA WAREHOUSE店 

大阪市北区 Sweden 

大阪市北区 TETSU 

大阪市北区 THE DINER 

大阪市北区 THE PLACE 

大阪市北区 The Second 

大阪市北区 TURTLE BAY 

大阪市北区 Ｖｉｌｌａｇｅ 

大阪市北区 ZEN 

大阪市北区 ア・ラ・カンパーニュ茶屋町店 

大阪市北区 アジヨシ 梅田東通り店 

大阪市北区 あじ平曽根崎 

大阪市北区 アトモス ダイニング 

大阪市北区 あや菜 

大阪市北区 インドレストラン アショカ 

大阪市北区 ヴィディヤカフェ梅田店 

大阪市北区 ヴィレッジ茜 

大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 ２階宴会場 

大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 4階宴会場 

大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 ７階宴会場 

大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 アマデウス 

大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 ステラマリス 

大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 はなの 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 はなの割烹コーナー 

大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 はなの寿司コーナー 

大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 はなの鉄板焼コーナー 

大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 はなの天ぷらコーナー 

大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 ブルーバー 

大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 ロビーラウンジ 

大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 故宮 

大阪市北区 うち田 

大阪市北区 うどんの四國 西梅田店 

大阪市北区 オープンドア 

大阪市北区 おらんく家 北新地西店 

大阪市北区 おらんく家 北新地別館 

大阪市北区 おらんく家 本通３号店 

大阪市北区 オンアンドオン 

大阪市北区 かくれが MIZUE 

大阪市北区 かに道楽 梅田店 

大阪市北区 かに道楽 北新地店 

大阪市北区 カフェテラス 銀木犀 

大阪市北区 カラオケ喫茶心 

大阪市北区 カラオケ酒場 two 

大阪市北区 ガルリデュノール 

大阪市北区 カレーハウス COCO壱番屋 北区角田町店 

大阪市北区 カレーハウス COCO壱番屋 北区芝田一丁目店 

大阪市北区 カンティーナ・アルバロンガ 

大阪市北区 カンティプール天五店 

大阪市北区 くまくま 

大阪市北区 クラフトビアマーケットホワイティうめだ店 

大阪市北区 クラフトビアマーケットルクア大阪店 

大阪市北区 ケルビムクリエイト C.cafe 

大阪市北区 コーヒーハウスアッサンブレ 

大阪市北区 ここチキン 

大阪市北区 ゴンチャ ディアモール大阪店 

大阪市北区 ゴンチャ 梅田茶屋町店 

大阪市北区 ザ・ダイニング カンパーニュ ワイン酒場 

大阪市北区 ザ・ベストテン PART1 
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大阪市北区 ザ・ベストテン PART2 

大阪市北区 サーモン Labo 梅田店 

大阪市北区 さかなやの maru寿司 ルクア店 

大阪市北区 ジ アザーサイド 

大阪市北区 しょくさい花器楽 

大阪市北区 ステーキハウス 大和 

大阪市北区 スナック グレ 

大阪市北区 スナック ロン 

大阪市北区 そば処更科 

大阪市北区 ダイニングバーＤＡＮＫ 

大阪市北区 タコベル阪急三番街店 

大阪市北区 たもん 

大阪市北区 チキンチキン 

大阪市北区 つつみや 

大阪市北区 トモ 

大阪市北区 とりやん 

大阪市北区 なつかし歌謡バー 曽根崎ヤンヤン 

大阪市北区 ニュー松坂梅田３２番街店 

大阪市北区 バー・エルミタージュ 

大阪市北区 パウンドハウス新梅田シティー店 

大阪市北区 ぱんぷきん９１ 

大阪市北区 びすとろ炭火焼一星 

大阪市北区 ファミリーHAMA 

大阪市北区 フェスティバール＆ビアホール 

大阪市北区 ぶらんにゅう亭 

大阪市北区 ベジタブルキッチン onion 

大阪市北区 ベティママ 

大阪市北区 ボア 

大阪市北区 マンデリンコーヒーの店 あんじぃのあ 

大阪市北区 ミニマム 

大阪市北区 メンバーズ 悦 

大阪市北区 メンバーズ NYX 

大阪市北区 めん坊 

大阪市北区 もぐら酒場 702 

大阪市北区 もぐら酒場アジイチバ 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 やまざき 

大阪市北区 ラウンジシェルブール 

大阪市北区 ラウンジたつ己 

大阪市北区 ランデヴー・デ・ザミ（Rendez-vous des amis） 

大阪市北区 レストランヴァリエ(Restaurant Varier) 

大阪市北区 レフュージ 

大阪市北区 ろまん亭 

大阪市北区 ワイン&世界の酒 北京 

大阪市北区 ワインとオマール海老の店 UOMO 

大阪市北区 わんぱく 

大阪市北区 伊右衛門カフェ ルクアイーレ店 

大阪市北区 一品香 

大阪市北区 飲食店チャイム 

大阪市北区 宇奈とと梅田店 

大阪市北区 屋台居酒屋大阪 満マル東梅田店 

大阪市北区 海鮮屋台おくまん DDハウス店 

大阪市北区 海鮮屋台おくまん 茶屋町店 

大阪市北区 海鮮屋台おくまん 堂山店 

大阪市北区 街かど屋天神橋筋五丁目店 

大阪市北区 街かど屋南森町店 

大阪市北区 角打ち料理百足家 

大阪市北区 割烹 香悦 

大阪市北区 割烹むつごろう 

大阪市北区 乾坤一擲 

大阪市北区 韓バル イチサン 

大阪市北区 喜多郎寿し お初天神店 

大阪市北区 喜多郎寿し 兎我野町店 

大阪市北区 帰路 

大阪市北区 亀すし 本店 

大阪市北区 喫茶アメリカ 

大阪市北区 牛たん炭火焼吉次北新地店 

大阪市北区 居酒屋 本陣 

大阪市北区 居酒屋行くなら俺んち来い東通店 

大阪市北区 魚と日本のお酒 むく 

大阪市北区 京料理 たん熊 北店 
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大阪市北区 吟作 

大阪市北区 串かつにし川 

大阪市北区 串かつ場ぁ聖天堂 中津店 

大阪市北区 熊の焼鳥 北新地 

大阪市北区 憩酒屋まぁる 

大阪市北区 鶏玉 天五店 

大阪市北区 鶏豚笑店さっさ 

大阪市北区 穴場 天満店 

大阪市北区 黒毛和牛焼肉 きっしゃん 松 永楽町 

大阪市北区 黒毛和牛焼肉 きっしゃん 北新地店 

大阪市北区 彩葉 

大阪市北区 三樹 

大阪市北区 山西福祉記念会館 レストラン愛 

大阪市北区 七丸 

大阪市北区 酒場 

大阪市北区 寿しあじまる 

大阪市北区 寿司丸峯 

大阪市北区 寿司処かい原 

大阪市北区 寿司赤酢別邸 

大阪市北区 衆楽 

大阪市北区 春奈家 

大阪市北区 旬の蔵 輔 

大阪市北区 旬彩うち田 

大阪市北区 松崎屋 

大阪市北区 焼とん yaたゆたゆ 天満店 

大阪市北区 焼肉定食こいろり天満橋店 

大阪市北区 情熱 A-go-go 

大阪市北区 粋 

大阪市北区 世界の山ちゃん 梅田東通り店 

大阪市北区 創業明治２３年 徳田酒店 ホワイティ店 

大阪市北区 創作お好み焼きオセロ 

大阪市北区 蔵 

大阪市北区 大幸庵 玄 

大阪市北区 大衆酒場てんご 

大阪市北区 大衆酒場てんま 
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大阪市北区 大衆焼肉すぅ 

大阪市北区 但馬屋 （イーマ店） 

大阪市北区 但馬屋 ルクアイーレ 

大阪市北区 但馬屋 梅田 

大阪市北区 炭火やきとり藤 

大阪市北区 炭火串焼 とりば茶屋町店 

大阪市北区 炭火焼鳥 権兵衛 ルクア大阪店 

大阪市北区 炭火焼鳥壱庵 

大阪市北区 炭味家 

大阪市北区 知留久 OS店 

大阪市北区 知留久 本店 

大阪市北区 馳走や純平 

大阪市北区 中央軒ドーチカ店 

大阪市北区 中央軒ホワイティ梅田店 

大阪市北区 中央軒マルビル店 

大阪市北区 中央軒中津店 

大阪市北区 中華ダイニング奥川 

大阪市北区 中華料理琳蘭 

大阪市北区 中納言 大阪駅前第三ビル店 

大阪市北区 鳥長 

大阪市北区 珍竹 

大阪市北区 鉄板居酒屋介 JIRO 

大阪市北区 鉄板焼 翔 

大阪市北区 鉄板焼おっとう中崎町 

大阪市北区 天星 

大阪市北区 天満七福神 大阪駅前第三ビル店 

大阪市北区 天満七福神 大阪駅前第二ビル店 

大阪市北区 田上 

大阪市北区 島パスタ MIKE 

大阪市北区 堂島ビバーソ 

大阪市北区 道楽うどん梅田 8号店 

大阪市北区 徳田酒店 ルクア大阪店 

大阪市北区 徳田酒店 御肉 

大阪市北区 徳田酒店 西梅田店 

大阪市北区 徳田酒店 第３ビルＢ１店 
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大阪市北区 徳田酒店 第４ビルＢ２店 

大阪市北区 凸デコ 

大阪市北区 肉処たまい 

大阪市北区 日本酒   かんき 

大阪市北区 日本料理 桂 

大阪市北区 日本料理かが万 

大阪市北区 日本料理春城 

大阪市北区 博多串焼きバッテンよかとぉ天満店 

大阪市北区 備長炭焼き鳥 心 

大阪市北区 福助 

大阪市北区 福羊楼 

大阪市北区 壁の穴 HEPナビオ店 

大阪市北区 北極星 LINKS UMEDA店 

大阪市北区 北極星 ルクア大阪店 

大阪市北区 北新地 はらみ 

大阪市北区 北新地 はらみ 別邸 

大阪市北区 北新地はらみ 天満店 

大阪市北区 北新地光隆 

大阪市北区 万ん卯別館 

大阪市北区 名代宇奈とと南森町店 

大阪市北区 麺屋清兵衛 

大阪市北区 野歌 

大阪市北区 有限会社阿田酒座てんまみち 

大阪市北区 洋酒の店ギルビヰ 

大阪市北区 料亭 悦 

大阪市北区 料理や八幡浜はなれ 

大阪市北区 浪速ひとくち餃子 餃々 大阪駅前第三ビル店 

大阪市北区 和食オタクの店 MANIACOS 

大阪市北区 和食かっぱ 

大阪市北区 沁ゆうき 

大阪市北区 沁ゆうきにのま 

大阪市北区 珈琲館北 

大阪市中央区 1952 

大阪市中央区  Boom Boom Cafe 

大阪市中央区 `OHANA 
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大阪市中央区 146STATE 

大阪市中央区 ABITACOLO  

大阪市中央区 AMARELO COFFEE 

大阪市中央区 AMAZON-天尊- 

大阪市中央区 AZABU 

大阪市中央区 AZVEL 

大阪市中央区 BAR CASABLANCA 

大阪市中央区 BAR6BLUE 

大阪市中央区 BARクラウス 

大阪市中央区 BARチュチュブランカ 

大阪市中央区 Bar涙のイタリアンツイスト 

大阪市中央区 Ｂｅｌｌ 

大阪市中央区 BistroBarMaTa 

大阪市中央区 BistroMOUSQUETON 

大阪市中央区 Blue 

大阪市中央区 BOTANICURRY 

大阪市中央区 Cafe and Bar Bancone 

大阪市中央区 cafe&bar Charge 

大阪市中央区 CARLO 

大阪市中央区 CHIQUI 

大阪市中央区 Clear 

大阪市中央区 ＣＯＬＯＮＹ ｂｙ ＥＱＩ 

大阪市中央区 ＤＡＮＫＥ 

大阪市中央区 Dick 

大阪市中央区 DRINK＆FOOD STORE PON!PON!PON! 

大阪市中央区 First Stop 

大阪市中央区 Freedom 

大阪市中央区 Halal Kobe Beef Nagomi  

大阪市中央区 HERMITAGE 

大阪市中央区 Home Party 

大阪市中央区 il sospiro del Mare 

大阪市中央区 Kitchen HARU 

大阪市中央区 kitchen-shotchu 

大阪市中央区 KOBAKO 

大阪市中央区 Ｌａ Ｃａｎｔｉｎａ Ｓｈｕ 
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大阪市中央区 Ladieux 

大阪市中央区 Lapistone 

大阪市中央区 Lecce 

大阪市中央区 Loop 

大阪市中央区 ＭＥＭＢＥＲ'Ｓおにばば 

大阪市中央区 Members凛 

大阪市中央区 Mi Vida 

大阪市中央区 Mon cheri 

大阪市中央区 MONTE SOL 

大阪市中央区 NORTH HAMAR 

大阪市中央区 Numb 

大阪市中央区 PASSION DAINING BAR 

大阪市中央区 RESTAURANT・LOUNGE FONTANA 

大阪市中央区 rockwell coffee 

大阪市中央区 Room 

大阪市中央区 Ｓｅｌｆｉｓｈ 

大阪市中央区 SENBA道場 

大阪市中央区 SHUN SAIKA NAKA 

大阪市中央区 SubculBarなぅ 

大阪市中央区 Terang Bulan 

大阪市中央区 ＴＨＥ ＳＴＡＹ ＯＳＡＫＡ 心斎橋 

大阪市中央区 Tipsy club 

大阪市中央区 ＴＲＥＯＴＴＯ 

大阪市中央区 UdonKyutaro 

大阪市中央区 Ｖｉｅｎｔｏ 

大阪市中央区 Vintage 

大阪市中央区 ZERO NEXT 

大阪市中央区 アガッタ！ 

大阪市中央区 アジアダイニング嵐山亭 

大阪市中央区 アジヨシ千日前店 

大阪市中央区 アメ村えれふぁんと 

大阪市中央区 アルバロンガ 

大阪市中央区 アンサンブル 

大阪市中央区 イデアル ビストロ 

大阪市中央区 うどんの四國 西店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 うどんの専門店です四国 なんばウォーク東店 

大阪市中央区 エイト 

大阪市中央区 エルソル 

大阪市中央区 おでん バル 

大阪市中央区 おばんざい割烹新宮 

大阪市中央区 オレ流居酒屋 角ちゃん 

大阪市中央区 お好み焼き 偶 船場丼池店 

大阪市中央区 お好み焼きしんちゃん 

大阪市中央区 お食事処たまき 

大阪市中央区 がちゃんこ 

大阪市中央区 かに道楽道 道頓堀中店 

大阪市中央区 かに道楽道 頓堀堀東店 

大阪市中央区 かに道楽道 頓堀本店 

大阪市中央区 カフェ・ド・クロワッサン 

大阪市中央区 カフェレストラン ウイング 

大阪市中央区 カレー＆オムライス一夢庵 

大阪市中央区 カレーハウス COCO壱番屋 中央区南船場三丁目店 

大阪市中央区 こなもん天国 

大阪市中央区 こみなみ家 

大阪市中央区 コンノート 

大阪市中央区 サカナスタンドＵＥＳＡＫＩ 

大阪市中央区 ザめしや２４千日前店 

大阪市中央区 さらんばん 

大阪市中央区 ジェリーダイア 

大阪市中央区 シャレード 

大阪市中央区 ジュテーム 

大阪市中央区 スナックとんちゃん 

大阪市中央区 スナックひとみ 

大阪市中央区 スナックやすらぎ 

大阪市中央区 そばけん 

大阪市中央区 そば処あづま 

大阪市中央区 タコベル道頓堀店 

大阪市中央区 たこ焼き酒場 たこ太 御堂筋本町店 

大阪市中央区 たこ焼き酒場 たこ太 堺筋本町店 

大阪市中央区 たこ焼き酒場たこ太 瓦町店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 たこ焼き酒場たこ太 淀屋橋店 

大阪市中央区 たこ政 

大阪市中央区 たこ萬 

大阪市中央区 ダルポンピエーレ 

大阪市中央区 ぢどり亭 堺筋本町店 

大阪市中央区 ぢどり亭 谷四店 

大阪市中央区 とりすけ 

大阪市中央区 トリバキッチングリッツ 

大阪市中央区 とり鹿 

大阪市中央区 とんぼ 離れ 

大阪市中央区 なおみん家 

大阪市中央区 ナナロク 

大阪市中央区 ニューハマヤ北浜店 

大阪市中央区 ニューミュンヘン南大使館 

大阪市中央区 ニュー松坂難波御堂筋店 

大阪市中央区 のと楽東店 

大阪市中央区 バー・サンクチュアリ 

大阪市中央区 バーイプソファクト千日前 

大阪市中央区 パーティ＆ダイニング３９２ 

大阪市中央区 パーラー淀屋橋 

大阪市中央区 ハリハリ鍋と魚の美味しいお店 冨久 

大阪市中央区 ハワイアン食堂 HALE 

大阪市中央区 ハンバーグレストラン 昭和町 ボストン 

大阪市中央区 ひざくりげ 

大阪市中央区 ふじわら 

大阪市中央区 プチ呑み酒場 Oui 

大阪市中央区 フルハウス 

大阪市中央区 ホルモン三ちゃん 

大阪市中央区 みまた 

大阪市中央区 メンバーズ Pure 

大阪市中央区 モダン焼き 寿々 

大阪市中央区 もつ鍋みやわき 

大阪市中央区 もつ鍋居酒屋清水 

大阪市中央区 ヨツバカリー 谷町店 

大阪市中央区 ヨツバカリー本町店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 ラーメンひろ 

大阪市中央区 ラミマロン 

大阪市中央区 リバティーハウス 

大阪市中央区 レストラン北極星 

大阪市中央区 ロレンス 

大阪市中央区 ワインショップ＆ダイナーFUJIMARU東心斎橋店 

大阪市中央区 ワイン居酒屋 BOUCHON 

大阪市中央区 愛優花 

大阪市中央区 庵の梅 

大阪市中央区 宇奈とと本町店 

大阪市中央区 沖縄料理ソーキ家 

大阪市中央区 伽麗伊屋 

大阪市中央区 海鮮屋台おくまん 谷六店 

大阪市中央区 海鮮屋台おくまん 天満橋店 

大阪市中央区 海鮮居酒屋 天秤棒 難波店 

大阪市中央区 海鮮居酒屋 天秤棒 別館 

大阪市中央区 海鮮居酒屋天秤棒 

大阪市中央区 街かど屋堺筋本町店 

大阪市中央区 街かど屋長堀店 

大阪市中央区 楽遊 

大阪市中央区 株式会社 串カツ田中 

大阪市中央区 瓦そば縁 

大阪市中央区 喜多郎寿し なんば店 

大阪市中央区 喜多郎寿し 心斎橋店 

大阪市中央区 喫茶 ナイアガラ 

大阪市中央区 久壷庵 

大阪市中央区 牛たん炭火焼 吉次 

大阪市中央区 牛たん炭火焼 吉次 本町店 

大阪市中央区 牛たん炭火焼吉次 心斎橋 

大阪市中央区 居酒屋 松永 

大阪市中央区 居酒屋 天秤棒 

大阪市中央区 居酒屋ブギィ 

大阪市中央区 居酒屋やぐ 

大阪市中央区 居酒屋三国 

大阪市中央区 居酒屋清水 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 居酒屋八べえ 

大阪市中央区 居酒家 かっぽう 昌八、、、 

大阪市中央区 魚感うえさき 

大阪市中央区 喰い物家角 

大阪市中央区 鶏焼肉 Pele 

大阪市中央区 古里庵 

大阪市中央区 五郎寿し本店 

大阪市中央区 御岳さん 

大阪市中央区 御食事 大吉 

大阪市中央区 恒徳居 

大阪市中央区 高麗橋桜花 

大阪市中央区 黒毛和牛焼肉 肉處 きっしゃん 難波店 

大阪市中央区 細うどん 香吾芽 

大阪市中央区 三ちゃん 

大阪市中央区 市場ずし 相合橋店 

大阪市中央区 市場ずし 難波本店 

大阪市中央区 主人公 

大阪市中央区 酒 幸文 

大阪市中央区 酒・兵吾 

大阪市中央区 酒喜 まっとうや 

大阪市中央区 酒菜家 とく 

大阪市中央区 酒菜舎虎純 

大阪市中央区 酒房 丹波屋 

大阪市中央区 寿 

大阪市中央区 寿司 越前 

大阪市中央区 寿司海鮮居酒屋 天秤棒 

大阪市中央区 十五カ番フェ 

大阪市中央区 旬菜ここ味 

大阪市中央区 初 

大阪市中央区 松楽 

大阪市中央区 焼鳥 かつらぎ 

大阪市中央区 焼肉 七つ星 北浜店 

大阪市中央区 焼肉 遙 

大阪市中央区 焼肉いろりや南海通店 

大阪市中央区 焼肉ホルモン鶴牛 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 焼肉七つ星 淀屋橋平野町店 

大阪市中央区 上々 

大阪市中央区 新勝太郎 

大阪市中央区 新新品味居 

大阪市中央区 新鮮ホルモンこいろり千日前店 

大阪市中央区 人夢叶思 

大阪市中央区 世界の山ちゃん 千日前店 

大阪市中央区 世界の山ちゃん 本町店 

大阪市中央区 西心斎橋ゆうの 

大阪市中央区 西成二代目にしかわやアメリカ村店 

大阪市中央区 大衆餃子酒場今ちゃん 

大阪市中央区 炭火やきとり なごみや 

大阪市中央区 炭火焼き三平 

大阪市中央区 炭火焼と創作料理やっさん 

大阪市中央区 炭火焼鳥いこか 

大阪市中央区 炭火焼肉 但馬屋 心斎橋 

大阪市中央区 炭旬 谷町四丁目店 

大阪市中央区 炭焼きキッチン tenten 

大阪市中央区 炭焼きジョニー 

大阪市中央区 炭焼割烹 歩 

大阪市中央区 炭焼水七輪焼肉匠たじま 

大阪市中央区 男組釣天狗本町店 

大阪市中央区 知留久 法善寺店 

大阪市中央区 中央軒なんばウォーク西店 

大阪市中央区 中央軒なんばウォーク東店 

大阪市中央区 中央軒京阪天満橋店 

大阪市中央区 中央軒心斎橋店 

大阪市中央区 中央軒千日前店 

大阪市中央区 中央軒本店 

大阪市中央区 中華ダイニングバルぱんだ 

大阪市中央区 中華料理 麺飯亭 

大阪市中央区 中国酒家 明元 

大阪市中央区 中国料理 溢香園 谷四店 

大阪市中央区 中納言 大阪千日前味楽館 

大阪市中央区 忠弥 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 鳥光 

大阪市中央区 定食堂金剛石 

大阪市中央区 鉄板焼 もんじゃ焼 ひいろ 堺筋本町店 

大阪市中央区 鉄板食房かぶんす 

大阪市中央区 天天酒家 なんば西店 

大阪市中央区 天天酒家 谷町店 

大阪市中央区 土佐武&難波のあぶさん 

大阪市中央区 島之内フジマル醸造所 

大阪市中央区 道頓堀酒処喜多蔵 

大阪市中央区 豚ピョラク 

大阪市中央区 肉炭火酒場 力虎 

大阪市中央区 日本酒餐昧うつつよ 

大阪市中央区 博多もつ鍋 やまや 心斎橋筋店 

大阪市中央区 博多もつ鍋 やまや 大阪北浜店 

大阪市中央区 美津富 

大阪市中央区 百薫香辛食堂 

大阪市中央区 百萬馬力 

大阪市中央区 浜久 

大阪市中央区 舞台袖 

大阪市中央区 粉味屋 

大阪市中央区 北むら 

大阪市中央区 北極星 北浜店 

大阪市中央区 本町製麺所中華そば工房 

大阪市中央区 味庵 やわらぎの郷 

大阪市中央区 夢二 

大阪市中央区 麺屋 のスた 

大阪市中央区 麺匠慶次 

大阪市中央区 網元別館 

大阪市中央区 網元本館 

大阪市中央区 有機茶寮 なんば店 

大阪市中央区 洋酒はせ 

大阪市中央区 立ち呑み ほたる 

大阪市中央区 立ち呑み処小粋 

大阪市中央区 立呑的 満々気 

大阪市中央区 旅館くら本 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 蓮 

大阪市中央区 浪花の焼き鳥屋 藤三 

大阪市中央区 和 

大阪市中央区 和ごころ まる 

大阪市中央区 和ダイニング Hatakenaka 

大阪市中央区 和ダイニング恭道 

大阪市中央区 和楽 

大阪市中央区 和食フレンチと日本酒専門店 TABI 

大阪市中央区 和鮮酒庵やなぎ 

大阪市中央区 萬が壱 

大阪市中央区 鮨源兵衛 

堺市堺区 bar CLASSICAL 

堺市堺区 KK168 

堺市堺区 Le Grand Chariot 

堺市堺区 multi zunzun 

堺市堺区 ONEF 

堺市堺区 ア・ミ・コート 

堺市堺区 オブジェ 

堺市堺区 お食事処 かたなや 

堺市堺区 かに道楽堺店 

堺市堺区 かみなり 広島お好み焼き 炭焼やきとり 

堺市堺区 カラオケわんえふ 

堺市堺区 カラオケ酒場 ももじり 

堺市堺区 ごちそう屋四季 

堺市堺区 スタミナラーメン神楽 

堺市堺区 スナックウィル 

堺市堺区 スナックよこはま 

堺市堺区 ソネット 

堺市堺区 ダイニング Y&M 

堺市堺区 たかくら 

堺市堺区 ちりとり鍋ふじ田 

堺市堺区 トラットリア Tibi 

堺市堺区 ニュー松坂 

堺市堺区 ひろすし 

堺市堺区 みくに庵 
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市町村名 施設名称 

堺市堺区 めしや食堂堺出島店 

堺市堺区 やきとり大吉上野芝店 

堺市堺区 ラウンジ Sparkle 

堺市堺区 ラウンジ プラウド 

堺市堺区 ラウンジ水希 

堺市堺区 一石二鳥 

堺市堺区 栄屋 

堺市堺区 魁 

堺市堺区 海鮮屋台おくまん 三国ヶ丘店 

堺市堺区 柿のたね 

堺市堺区 割烹一休庵 

堺市堺区 希舟 

堺市堺区 気楽 

堺市堺区 喫茶 ワンツー 

堺市堺区 喫茶 豆の木 

堺市堺区 杵屋堺東高島屋アップル店 

堺市堺区 慶尚園 

堺市堺区 鶏屋 Wakame 

堺市堺区 幸せのパンケーキ 堺東店 

堺市堺区 堺浜楽天温泉祥福 １Fレストラン 

堺市堺区 堺浜楽天温泉祥福 2F和食ビュッフェ 

堺市堺区 三代目わっしょい 

堺市堺区 酒肴ゆうご 

堺市堺区 寿司割烹牧山 

堺市堺区 焼肉ライク 堺東店 

堺市堺区 多聞 

堺市堺区 大仙寿司 

堺市堺区 中国料理 好天 

堺市堺区 日本料理たけむら 

堺市堺区 北野 

堺市堺区 有限会社サクセスフーズ 日本マクドナルド堺一条店 

堺市堺区 有限会社サクセスフーズ 日本マクドナルド堺東駅前店 

堺市堺区 有限会社サクセスフーズ 日本マクドナルド大仙店 

堺市堺区 立ち呑処ゆう 

堺市堺区 炉端さんちゃん 
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市町村名 施設名称 

堺市堺区 和彩弥 嶋川 

堺市堺区 鮨 榮 

堺市中区 TO-MA 

堺市中区 あぶっ太郎 

堺市中区 カラオケ 歌暦 

堺市中区 カラオケなな 

堺市中区 かわせ 

堺市中区 ザめしや堺小阪店 

堺市中区 スナック Nao 

堺市中区 スナック 心愛 

堺市中区 なだ彦 

堺市中区 旭寿司 

堺市中区 幸せのパンケーキ 堺店 

堺市中区 高麗ガーデン 

堺市中区 麹庵 

堺市中区 尺八 

堺市中区 酒菜の肴遊食家 

堺市中区 寿司雅 

堺市中区 食事処・居酒屋｢わっちゃん｣ 

堺市中区 天下一品堺深井店 

堺市中区 登龍軒 

堺市中区 夢楽里 

堺市中区 和風スナック夕月 

堺市東区  焼鳥ダイニング花鳥庵初芝店 

堺市東区 カフェテラス蘭館 北野田店 

堺市東区 わいわい居酒屋関西魂 

堺市東区 一作鮨 

堺市東区 家庭料理 杉ちゃん 

堺市東区 創作和食楓 

堺市東区 肉料理 魚料理 ひぐち 

堺市西区 24 

堺市西区 あかり 

堺市西区 からあげ縁 アリオ鳳店 

堺市西区 スナック 花 

堺市西区 タコベルアリオ鳳店 
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市町村名 施設名称 

堺市西区 フレンチレストランＭＯＲＩ（旧ガーデングリル森） 

堺市西区 もつ鍋と餃子 永楽 

堺市西区 ラーメン大勝 

堺市西区 ラクエンダイニング 浜寺店 

堺市西区 海鮮屋台おくまん 鳳駅前店 

堺市西区 菊水 

堺市西区 居酒屋 百万両 

堺市西区 鶏屋 Wakame鳳店 

堺市西区 高麗ガーデン浜寺店 

堺市西区 祥福の湯 

堺市西区 大丸 おおまる 

堺市西区 天の御座 

堺市西区 豚竹林 

堺市西区 末広寿司 

堺市西区 和 

堺市南区 Restaurant Ma vie レストラン マヴィ 

堺市南区 うどんの専門店です四国 パンジョ店 

堺市南区 おばんざい居酒屋心しん 

堺市南区 お好み焼きゆず 

堺市南区 ハーベストの丘キッチンハウス 

堺市南区 マクドナルド 光明池店 

堺市南区 手打ちうどんダイキチ 泉北和田店 

堺市南区 焼鳥さぶちゃん 

堺市南区 食のホール軽食コーナー 

堺市南区 神吉 

堺市南区 南條食堂 

堺市北区 Bar MOCHA 

堺市北区 Darts Bar End 

堺市北区 dry flower cafe CoCo 

堺市北区 Ms forisエムズフォリス 

堺市北区 カフェ ミント 

堺市北区 カラオケライブ JR堺市駅前店 

堺市北区 カラオケ居酒屋よし乃 

堺市北区 ほっと BBステーション堺北花田店 

堺市北区 マック 80号 
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市町村名 施設名称 

堺市北区 音乃家 

堺市北区 街かど屋新金岡店 

堺市北区 輝月 

堺市北区 中華料理福亭 

堺市北区 豆心 

堺市北区 豚麺 

堺市北区 麺屋もず 

堺市北区 有限会社サクセスフーズ 日本マクドナルドイオンモール堺北花田店 

堺市北区 有限会社サクセスフーズ 日本マクドナルド北花田店 

堺市美原区 カフェレストラン MACHIII 

堺市美原区 会席料理花清水 

岸和田市  串どころ 串芳 

岸和田市 29Kitchen masuda 

岸和田市 Dining kitchen BIRIKEN 

岸和田市 en 

岸和田市 LocaBran～ロカブラン～ 

岸和田市 Ribbon 

岸和田市 いずみ 

岸和田市 おと 

岸和田市 お好み焼き味美亭 

岸和田市 かに道楽 岸和田店 

岸和田市 カフェピュアタイム 

岸和田市 かまのや 

岸和田市 カラオケ あんちゃん 

岸和田市 カラオケスタジオ ＫＳＴ 

岸和田市 カラオケスタジオサンバ２ 

岸和田市 カラオケホール集 

岸和田市 すしん坊 

岸和田市 たこ焼き たかし 

岸和田市 ぢどり亭東岸和田店 

岸和田市 てっぱん Ｓｅｓａｍｅ 

岸和田市 とりひめ岸和田 

岸和田市 マクドナルド 岸和田インターエネオス店 

岸和田市 ムーンライト 

岸和田市 ルーラル 
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岸和田市 一予 

岸和田市 岸和田塩元帥 

岸和田市 牛ハラミ亭 

岸和田市 居酒屋うねり 

岸和田市 幸家有楽 

岸和田市 酒房かんと 

岸和田市 旬菜や いなせ 

岸和田市 地どり炭火焼翔鳥 

岸和田市 中国料理 敦煌 

岸和田市 八重子、 

岸和田市 福龍 FUKUROU 

岸和田市 和歌山ケータリング 岸和田店 

岸和田市 和歌山ケータリング 土生店 

豊中市 2nd HOME たまご 

豊中市 BAROFF 

豊中市 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ ＭＯＭＯ 

豊中市 EQUES  

豊中市 karaoke bar 杏 An's 

豊中市 Lian 

豊中市 LIVE KARAOKE ミューズ AI 

豊中市 Music Barぼいす 

豊中市 SALVATORE CUOMO & BAR 千里中央 

豊中市 SMOKE&SUMIBI 102 

豊中市 ＳＯＬＶＩＶＡ＆ＴＡＪＩＭＡＹＡ 

豊中市 あっちこっち 

豊中市 イタンクリップ 

豊中市 かに道楽 豊中店 

豊中市 カフェノワール 

豊中市 カラオケたもん 

豊中市 カラオケ喫茶やや 

豊中市 とんかつチャ－ルスとん 

豊中市 ナガサキの鐘豊中店 

豊中市 はみんぐばーど 

豊中市 ビストロ×バル Marcy 

豊中市 めしや食堂豊中名神口店 
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豊中市 らーめん喜凛 

豊中市 ラウンジリッチ 

豊中市 ラファミーユ 

豊中市 わがまま 

豊中市 塩らーめんの旨い店 しおゑもん豊中店 

豊中市 喫茶アンドカラオケシルク 

豊中市 久保田 

豊中市 牛肉商牛旬三郎曽根店 

豊中市 居酒屋 寿 

豊中市 居酒屋つばめ 

豊中市 串もんやりょうちゃん 

豊中市 讃岐製麺豊中夕日丘店 

豊中市 旨酒処榮右衛門 

豊中市 樹林 

豊中市 旬菜処 あやめ 

豊中市 焼酎楽膳だんだん 

豊中市 焼肉ハウス たかみ 

豊中市 焼肉ホルモンとくちゃん庄内店 

豊中市 焼肉薩摩 

豊中市 炭火焼地鶏料理きたろう 

豊中市 炭火焼鳥専門店あみや 蛍池店 

豊中市 炭火焼肉 但馬屋 

豊中市 炭火焼肉七輪緑地店 

豊中市 鳥貴族岡町店 

豊中市 鉄板焼・お好み焼 カマカ 

豊中市 田んぼのあぜ道 

豊中市 二葉寿司 

豊中市 美由起鮨 

豊中市 有限会社ほたるや酒店 

豊中市 和のごちそう 岳獅 

豊中市 和み料理処てっちゃん 

豊中市 和味処 美濃田 

池田市 BAR LALA 

池田市 Cry Baby 

池田市 Dining SHU 
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池田市 Lotta cafe 

池田市 ＲＵＰＥＲＴ 

池田市 Ryu'sBar 

池田市 お食事処えだまめ 

池田市 カドヤ飯店 

池田市 ドーリッシュ 

池田市 らーめんと餃子の店尊鉢 

池田市 ライオンカレー石橋店 

池田市 ラウンジまどか 

池田市 リィール 

池田市 居酒屋 万 

池田市 串かつ最善 

池田市 吾妻 

池田市 酒房がんがら 

池田市 旬家 

池田市 焼肉ホルモン大もん字 

池田市 新撰組 

池田市 創作居酒屋ＭＡｈｉｒｏ 

池田市 創作居酒屋ＭＡｈｉｒｏ はなれ 

池田市 創作居酒屋ＭＡｈｉｒｏ 別館 

池田市 炭火焼肉七輪池田店 

吹田市 ALFIES BAR 

吹田市 BAR RUSKA 

吹田市 Hang Out 

吹田市 intime 

吹田市 LeVertFrais 

吹田市 Maiido Due B 

吹田市 SNACKNao 

吹田市 TWIN REVERB 

吹田市 あい鶏 

吹田市 インターナショナルカフェ 

吹田市 ウインドベル 

吹田市 かに道楽 江坂店 

吹田市 カフェレストランアリエッタ 

吹田市 カラオケライブ 北千里駅前店 
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吹田市 ことぶき 

吹田市 コメダ珈琲店江坂駅前店 

吹田市 ザめしや吹田穂波店 

吹田市 すずらん 

吹田市 スナックみさこ 

吹田市 スナフキン 

吹田市 ななまる食堂 

吹田市 ヤマネコ軒 

吹田市 ラウンジ シエル 

吹田市 ラスティネイル 

吹田市 奄人 

吹田市 王道居酒屋 のりを江坂店 

吹田市 海鮮屋台まいこ関大前店 

吹田市 街かど屋江坂店 

吹田市 楽楽 豊津店 

吹田市 季節料理あらい 

吹田市 丘の上のカフェ 吹田徳洲会病院店 

吹田市 居酒屋 石竹亭 

吹田市 居酒屋 GORO 

吹田市 居酒屋たこっちさん 

吹田市 江坂豊丸 

吹田市 旬菜神その 

吹田市 松屋 

吹田市 焼鶏誠 

吹田市 大衆うどん酒場 どん 

吹田市 炭.style 

吹田市 炭火焼き鳥 吉鳥関大前店 

吹田市 炭火焼肉七輪吹田店 

吹田市 竹見台の食卓 Cafe 光之助 

吹田市 藤屋 

吹田市 呑み食い処 鉄ちゃん 

吹田市 日本のいいもの食堂ハレとケ 

吹田市 富山ろくちょう 

吹田市 味ごころ 僖楽 
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市町村名 施設名称 

吹田市 麺屋 泉平  （※営業許可申請時には「泉平」で申請のため、営業許可

証の名称は「泉平」となっています） 

吹田市 遊食中華 吃飯 

吹田市 裏通りなじみ屋 

泉大津市 ＥＪ牧場 

泉大津市 Snack KAYA place 

泉大津市 あい 

泉大津市 おし鳥 

泉大津市 お好み焼き居酒や園 

泉大津市 ちどり食堂 

泉大津市 居酒屋あぃりぃ 

泉大津市 酒房 枡 

泉大津市 寿司りょう 

泉大津市 小門商店 

泉大津市 和食工房 水しま 

高槻市 BAR ISLAY 

高槻市 LEONE 

高槻市 あおいや 

高槻市 うさぎや 

高槻市 かつ乃 高槻阪急店 

高槻市 キッチンスヌーグ 

高槻市 くしや 鳥時々 

高槻市 サン・セバスチャン 

高槻市 スタンド B 

高槻市 スナック VENUS 

高槻市 スパゲティレストラン マダム アンスイ 

高槻市 ダイニングバーオールズ 

高槻市 たかつきレバー 

高槻市 トロたん 

高槻市 はな彦 

高槻市 マブール 

高槻市 めしや食堂高槻店 

高槻市 やきとり大吉高槻病院前店 

高槻市 岡六 

高槻市 喫茶 バンブー 
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市町村名 施設名称 

高槻市 居酒屋 大好き 

高槻市 居酒屋きらく 

高槻市 居酒屋つるや 

高槻市 居酒屋ぼちぼち 

高槻市 串カツ田中 高槻店 

高槻市 高槻豊丸 

高槻市 実演手打うどん杵屋イオン高槻店 

高槻市 旬彩魚庵美蔵 

高槻市 旬菜旬魚きくの 

高槻市 焼き肉木屋 

高槻市 焼鳥 丹波路 

高槻市 焼肉しがらき 

高槻市 焼肉たかつきレバー富田店 

高槻市 焼肉やまかわ 

高槻市 水車 

高槻市 酔っ払い めぐちゃん 

高槻市 創作酒菜もりたま YA 

高槻市 台湾甜商店 阪急高槻市駅店 

高槻市 炭火焼肉七輪高槻真上店 

高槻市 炭火焼肉七輪高槻店 

高槻市 呑み処 隆盛 

高槻市 美酒居酒屋ひだまり 

高槻市 味希亭 

高槻市 味香坊 

高槻市 和風酒処 K 

貝塚市 DA ZERO 

貝塚市 カレーハウス CoCo壱番屋貝塚小瀬店 

貝塚市 そらＬａｂｏ 

貝塚市 ふみや 

貝塚市 居酒屋あん 

貝塚市 古民家そらＣａｆｅ 

貝塚市 湖水 

貝塚市 好乃 

貝塚市 四季食彩 ichi's 

貝塚市 焼肉松ちゃん 
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貝塚市 呑み処 郁ちゃん 

貝塚市 遊心 

貝塚市 和歌山ケータリング 貝塚店 

守口市 Bar&Lounge 絆 

守口市 Glanz 

守口市 アリラン 

守口市 ウラモリ BASE cooper 

守口市 おばんざい さんかく 

守口市 コーヒーガーデン 守口店 

守口市 さくらや ろかせず 

守口市 なはまだない 

守口市 はしゅりん 

守口市 ビリヤニの家 

守口市 欧風料理アリスの夢 

守口市 喫茶スナック 彩 

守口市 居酒屋ぼっけもん 

守口市 瀬戸鮨 

守口市 清修庵イオンモール大日店 

守口市 創 

守口市 鯛のたい 

守口市 鉄板鍋 魂 

守口市 豚美味囲家・串かつとん亭 

守口市 櫻家 

守口市 餃子の王将 守口店 

枚方市 3.cafe 

枚方市 amoretto 

枚方市 Bar O-BBA 

枚方市 Cafe Talk  

枚方市 CafeArbre 

枚方市 DERMATOGRAPH 

枚方市 HINA-PAIN 

枚方市 worlds end 

枚方市 いつき 

枚方市 おやじの味 もっちゃん 

枚方市 お食事処宴うたげ 
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枚方市 かに道楽枚方店 

枚方市 カメリア 

枚方市 カラオケ喫茶フロール 

枚方市 カラオケ喫茶りおん 

枚方市 カラオケ喫茶白樺 

枚方市 くつろぎ居酒屋 ひげキッチン 

枚方市 そば重 

枚方市 ダイニングバービボビビ 

枚方市 どっこいしょ 

枚方市 トラットリア ダ ナオシ 

枚方市 ドリームホース 

枚方市 とり華 

枚方市 ピッツェリアラックエドット 

枚方市 フジマル醸造所京阪くずは店 

枚方市 ポマト２ 

枚方市 みちのく庵 

枚方市 ラウンジ うれしの 

枚方市 ラウンジ北新地 

枚方市 レストランイーグル 

枚方市 阿久根 

枚方市 株式会社丸天酒店 

枚方市 輝夜 

枚方市 居酒屋まつ 

枚方市 居酒屋一（kazu） 

枚方市 金峰地どり 

枚方市 串虎枚方店 

枚方市 四季酒菜 まんだら 

枚方市 自家製麺 杵屋枚方駅エル枚方店 

枚方市 手打ちうどん団平 

枚方市 酒楽つばさ 

枚方市 食べ処呑み処 ひだまり 

枚方市 台湾甜商店 枚方 T-SITE店 

枚方市 天然酵母ひねもすぱん 

枚方市 日本料理大屋 

枚方市 窯焼ピッツァ食堂 ラ・ポンタ 
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枚方市 来来亭枚方高田店 

枚方市 立ち呑み いくる屋 

枚方市 露庵 

茨木市 Allegro le mariage 

茨木市 Bar R 

茨木市 Bar勿忘 

茨木市 CRAMSBANANA 

茨木市 PointBreak 

茨木市 Twice 

茨木市 un.castle 

茨木市 おっげ 

茨木市 カツの店 きたはま 

茨木市 かに道楽 茨木店 

茨木市 カラオケ喫茶 気まま 

茨木市 カラオケ喫茶 洋子 

茨木市 カラオケ喫茶朝比奈 

茨木市 かんざし イオンモール茨木店 

茨木市 グレイスガーデン イオンモール茨木店 

茨木市 すがなみ 

茨木市 すし割烹桂 

茨木市 セルベセリア ハポロコ 

茨木市 ちょこ呑み処 奥ちゃん家 

茨木市 ナイトスポットパームス 

茨木市 るみえーる 

茨木市 茨木金魚 

茨木市 茨木豊丸 

茨木市 屋台居酒屋 大阪満マル 阪急茨木店 

茨木市 回転寿司うわじ丸茨木西店 

茨木市 海鮮丼鈴華 

茨木市 魚庵すし若 

茨木市 熊本ラーメンひごっこ 

茨木市 鶏炭焼らーめん専門店 田村家 

茨木市 山崎屋 

茨木市 手作り果実酒のお店 時優区 

茨木市 酒菜屋あかまる 
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茨木市 旬彩 すずらん 

茨木市 炭火焼肉七輪茨木店 

茨木市 炭火焼肉長寿苑 

茨木市 天下一品 茨木けいさつ前店 

茨木市 福原商店 

茨木市 壁の穴 茨木ロサヴィア店 

茨木市 萌え黄 

茨木市 満マル JR茨木駅前店 

茨木市 遊食工房しゃんぷ 

八尾市 369 ミルク 

八尾市 AQUA 

八尾市 HOPS 八尾店 

八尾市 Lis cafe 

八尾市 sandwich cafe line 

八尾市 あじ処 なる 

八尾市 うどん処加門 

八尾市 お酒とおばんざい 三日月 

八尾市 カラオケもも 

八尾市 カラオケ喫茶ナイトフライト 

八尾市 けんちゃんち 

八尾市 じゃんや 

八尾市 じゅうじゅう本舗 焼きんしゃい 近鉄八尾駅前店 

八尾市 スナックとんぼ 

八尾市 スナックより道 

八尾市 ダイニングなごみ 

八尾市 はっしゃん 

八尾市 ぱんちゃん 

八尾市 ひなた 

八尾市 めーぷる 

八尾市 ラ、フォンテーヌ 

八尾市 王道居酒屋 のりを JR八尾駅前店 

八尾市 回転寿司新竹 

八尾市 海鮮酒菜げんげ 

八尾市 街かど屋八尾青山町店 

八尾市 割烹新竹 
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八尾市 串カツ田中 近鉄八尾店 

八尾市 四季 

八尾市 鶴橋風月アリオ八尾店 

八尾市 鉄板焼きダイニングたろうず 

八尾市 桃 

八尾市 美味魚菜いとう 

泉佐野市 ＣａｆｅＨｏｔ＆ＨｏｔＤｉｎｉｎｇ 

泉佐野市 kichi kichi 

泉佐野市 orange hall 

泉佐野市 アイネスヴィラノッツェオーシャンポートサイド 

泉佐野市 おちゃわん 

泉佐野市 カラオケ桜島 

泉佐野市 スナック フェリス 

泉佐野市 ピッツェリア・エッセ・ディ・ピュ 

泉佐野市 ベビーフェイス泉佐野店 

泉佐野市 ホテルサンプラスユタカ 

泉佐野市 ホテルニューユタカエクレール 

泉佐野市 ホテルニューユタカパティオ 

泉佐野市 まるや食堂 

泉佐野市 ミスタードーナツ イオンモール日根野ショップ  

泉佐野市 ヨッシャ食堂  泉佐野本店 

泉佐野市 ヨッシャ食堂 泉佐野りんくう店 

泉佐野市 らぁめん天風軒 本店 

泉佐野市 リストランテ アパパーチョ 

泉佐野市 りんくうの湯内 りんくう茶屋 

泉佐野市 私のステージ恋歌 

泉佐野市 泉佐野塩元帥 

泉佐野市 炭火焼肉炭味 

泉佐野市 中国酒菜 成龍 

泉佐野市 和歌山ケータリング りんくう店 

泉佐野市 和歌山ケータリング 泉佐野店 

富田林市 （株）光丘 食品事業部 錬成会館内 モンバン 

富田林市 KitchenBulldog 

富田林市 TEAGRILL亜瑠瑠 

富田林市 うっでぃ 



53 
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富田林市 お食事処ときわ 

富田林市 かつらぎ 

富田林市 カフェテラス蘭館 富田林店 

富田林市 カレー＆ジンショップＢ ｅ 屋 ｎ 

富田林市 ビッグジョー 富田林店 

富田林市 ふぐ政 富田林店 

富田林市 開屋本舗 ココベジ キッチン 

富田林市 喫茶キャビン 

富田林市 光丘カントリー倶楽部 レストラン 

富田林市 光丘パブリックゴルフ場 レストラン 

富田林市 手打ちうどん初太 

富田林市 初代富田林珈琲ホンマルラジオ南大阪局 

富田林市 聖丘カントリー レストラン 

富田林市 茶房 和(なごみ) 

寝屋川市 BAR Liner Notes 

寝屋川市 glam 

寝屋川市 おいすかった 

寝屋川市 お酒とお料理 galarie灯家 

寝屋川市 カラオケ＆パブ いむら 

寝屋川市 カラオケ喫茶 エトワール 

寝屋川市 カラオケ喫茶 Pooh 

寝屋川市 クラブバツカス 

寝屋川市 グリルヤマモト 

寝屋川市 シャムスン 

寝屋川市 じゅうさんや 

寝屋川市 ショコラ 

寝屋川市 ちゃんこ部屋 香里本店 

寝屋川市 ぶーやん 

寝屋川市 ポタポタ cafe 

寝屋川市 ボトル BAR フルール 

寝屋川市 マクドナルド香里園アルプラザ店 

寝屋川市 マクドナルド香里園店 

寝屋川市 やまとや 

寝屋川市 一品料理かず 

寝屋川市 家庭料理心 
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寝屋川市 海鮮和酒 川上家 

寝屋川市 楽園 

寝屋川市 串カツ屋台まいこ香里園店 

寝屋川市 串カツ田中香里園店 

寝屋川市 串たつ 

寝屋川市 串焼き酒場 笑いおん 

寝屋川市 薩摩 

寝屋川市 寿司一品たつ美 

寝屋川市 松 寿司 

寝屋川市 水春亭 

寝屋川市 中華 平成 

寝屋川市 中華料理 東峰軒 

寝屋川市 都そばうどん 

寝屋川市 濃厚煮干とんこつラーメン寝屋川石田てっぺい 

寝屋川市 福寿亭 

寝屋川市 豊満十分 

寝屋川市 末廣寿司 

寝屋川市 麺舎つる×２ 

河内長野市 カラオケ izu 

河内長野市 カラオケステージラン 

河内長野市 かんべ食堂 

河内長野市 コーヒールームガボット 

河内長野市 ダイニングバーシュクレべべ 

河内長野市 やを角 

河内長野市 炭火焼肉やまごろ河内長野店 

河内長野市 茶房郷 

河内長野市 麺坊 蕎麦博 

松原市 MJCAFE 

松原市 かに道楽 松原店 

松原市 カレーハウス COCO壱番屋 松原インター店 

松原市 ホルモン焼きてん 

松原市 花むすび 

松原市 吉兆酒店 

松原市 喫茶セントラル 

松原市 居酒屋はりそんの家 
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松原市 魚周 

松原市 彩味鶏 

松原市 焼肉処はりそんの家 

松原市 天下一品 松原三宅店 

松原市 網焼きと釜飯 いその 松原店 

松原市 有限会社サクセスフーズ 日本マクドナルド河内天美店 

松原市 有限会社サクセスフーズ 日本マクドナルド高見の里店 

松原市 有限会社サクセスフーズ 日本マクドナルド中環松原店 

松原市 櫓寿司 

松原市 和味 

大東市 K ＢＡＲ ＴＲＹＩＴ 

大東市 toto kitchen 

大東市 お好み焼き 偶 住道北口店 

大東市 お好み焼き桂 

大東市 キングス阪奈山頂店 

大東市 スイートカフェ 

大東市 タチノミスタイルハチマルズ 

大東市 居酒屋 龍起 

大東市 菜色膳 あら平 

大東市 寿し梅 

大東市 旬らく楽 

大東市 旬菜やぶ野 

大東市 焼肉西光園住道店 

大東市 創作旬肴 田 

大東市 中華料理 長安 

大東市 味の店 すみちゃん 

大東市 夢屋's Deli 

和泉市 FORNO ITALICO 

和泉市 loungeRAGA 

和泉市 mamma pappa 

和泉市 mint歌 cafe 

和泉市 えふぶんのいち 

和泉市 カフェむりくり 

和泉市 カラオケ喫茶 ピース 

和泉市 スナックＭＡ２ 
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和泉市 そば繁 

和泉市 ぢどり亭 

和泉市 ちょいす 

和泉市 パン工房ペペとと 

和泉市 ベビーフェイス和泉店 

和泉市 マクドナルド エコールいずみ店 

和泉市 マクドナルド 光明池エムズコート店 

和泉市 マクドナルド 和泉中央店 

和泉市 やきとり大吉青葉台店 

和泉市 居酒屋ぶらんきぃ 

和泉市 幸せのパンケーキ 和泉中央店 

和泉市 紫瑠美亜 

和泉市 自由本舗はなひこ 

和泉市 酒菜家みやび 

和泉市 酒場じぇっと 

和泉市 鶴橋風月ららぽーと和泉店 

和泉市 天下一品和泉国道 26号線店 

和泉市 桃牛苑 

和泉市 南州軒 小田店 

和泉市 僕とうどんとカツオだし 

和泉市 和歌山ケータリング 和泉店 

箕面市 CAZI Home food cafe 

箕面市 GEORGE BAGEL 

箕面市 あしや 

箕面市 お好み焼鶴橋風月箕面船場店 

箕面市 カフェ ド モナムール 

箕面市 たこ焼 ひなた 

箕面市 ととろみ亭 

箕面市 ピガール 

箕面市 ホットクロス箕面店 

箕面市 伊右衛門ラーメン 

箕面市 讃岐製麺箕面半町店 

箕面市 手造りハンバーグの店 

箕面市 水春御食事処 

箕面市 炭火焼肉七輪小野原店 
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箕面市 炭火焼肉七輪箕面店 

箕面市 天下一品 千里小野原店 

箕面市 明石倶楽部 

箕面市 珈集 箕面店 

箕面市 萬ま屋 

柏原市 お食事処河太郎 

柏原市 カラオケ 希 

柏原市 カラオケシアターえっちゃん 

柏原市 カラオケ喫茶 じょんのび 

柏原市 すきや雲心 

柏原市 ラウンジ華蓮 

柏原市 居酒屋こまち 

柏原市 焼鳥のあじもり 

柏原市 創作中華ダイニングバーKoto-na 

柏原市 大阪王将 柏原駅前店 

柏原市 中国料理レストラン橘屋柏原店 

柏原市 八剣伝 国分駅前店 

柏原市 粉もん ひまわり 

羽曳野市 ヴィディヤカフェ 古市店 

羽曳野市 ごん太 

羽曳野市 ハピバール 

羽曳野市 ひまわり 

羽曳野市 屋台居酒屋 満マル 羽曳野古市店 

羽曳野市 居酒屋 はりそんの家 

羽曳野市 旬彩割鮮 きむら 

羽曳野市 焼き鳥鷄家きとり 

羽曳野市 創作天ぷら山家 

羽曳野市 味喰笑 羽曳野店 

羽曳野市 立ち呑み処 満月 

門真市 BAR KOYUKARI 

門真市 PALMYRA 

門真市 Tea Room喜心 

門真市 あや鶏 

門真市 コーヒーガーデン  

門真市 すたんど ジョー 
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門真市 スライフォックス 

門真市 てんほう 

門真市 ふぐ料理ぼて 門真店 

門真市 ベティ 

門真市 めしや食堂 大日店 

門真市 レストランバー ベビーブレス 

門真市 ロッテリア 京阪古川橋駅店 

門真市 鶏と鯨専門店 あぶり家 

門真市 五味焼 

門真市 産直魚貝センター 

門真市 焼肉かなざわ（黒毛和牛 金澤） 

門真市 呑み処 穏 

門真市 木村酒類販売株式会社 

摂津市 EMER 

摂津市 THE VINTAGE DINER 

摂津市 カラオケ BAR Monkey 

摂津市 カラオケ喫茶みよみよ 

摂津市 カラオケ瞳 

摂津市 グラス 

摂津市 コミックバスター千里丘駅前店 

摂津市 スナック柴折 

摂津市 喜楽園 

摂津市 喫茶カラオケ パインヒルズ 

摂津市 志のや 

摂津市 炭火焼肉七輪摂津店 

摂津市 天下一品南摂津店 

高石市 エターナルムーン 

高石市 カラオケ喫茶 ZERO 

高石市 くるみ屋 

高石市 スタンドバイミー 

高石市 スナック暁 

高石市 ホテルステージ(インド料理レストラン RAM) 

高石市 花朋 

高石市 炭火やきとり風見鶏 

高石市 和食・中華 daining 彩 
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藤井寺市 753 NAGOMI 

藤井寺市 うどん・そば処 重市 

藤井寺市 スナック眠れる森 

藤井寺市 そばうどん 山ふじ 

藤井寺市 どさん子大将 古室店 

藤井寺市 ビッグジョー 藤井寺店 

藤井寺市 ゆめ家 

藤井寺市 居酒屋いずみ 

藤井寺市 味喰笑 ちゃんこ場 

東大阪市 BERINDA 

東大阪市 Bochi Bochi 

東大阪市 Emblem 

東大阪市 Mix 

東大阪市 Mystique 

東大阪市 THE FAERIE PATH TEA ROOM  

東大阪市 アルバトロス 

東大阪市 おしゃれ木永和店 

東大阪市 おぼこ飯店 

東大阪市 お好み焼き 偶 吉田駅前店 

東大阪市 かに道楽 東大阪店 

東大阪市 カフェ フレンド 

東大阪市 カフェアンブロジア 

東大阪市 カフェド・ルワンジュ布施店 

東大阪市 カフェハウス ティファニー 

東大阪市 カフェレスト サンフラワー 

東大阪市 カラオケサウンドキューブ布施店 

東大阪市 カラオケスナックドリーム 

東大阪市 カラオケハウス美和 

東大阪市 カラオケライブ 東大阪店 

東大阪市 カラオケライブ 徳庵駅前店 

東大阪市 カラオケ純 

東大阪市 ギャン 

東大阪市 くいしん坊 

東大阪市 こなもん処匠 

東大阪市 ザめしや荒本店 
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東大阪市 ザめしや高井田店 

東大阪市 じとっこ組合 大阪布施店 

東大阪市 ジュリアン 

東大阪市 すし居酒屋わかば 

東大阪市 ステラ 

東大阪市 スナツクカプリコーン 

東大阪市 スナックスゥイートテン 

東大阪市 スナックふみ 

東大阪市 ドミナス 

東大阪市 なんくる 

東大阪市 ニュー松坂布施店 

東大阪市 バー トリニティー 

東大阪市 ひぐちン家 

東大阪市 ぴっころ 

東大阪市 ファミリア 

東大阪市 ぽろとこたん 

東大阪市 まーちゃん 

東大阪市 メンバーズ 伴 

東大阪市 りーぶるらぱん 

東大阪市 岡島食堂 

東大阪市 海席与志乃 

東大阪市 海鮮丼 朱屋 

東大阪市 街かど屋近大前店 

東大阪市 街かど屋若江南店 

東大阪市 株式会社 泉屋商店 

東大阪市 株式会社金盃屋 

東大阪市 喫茶みのる 

東大阪市 喫茶モア 

東大阪市 喫茶モア 

東大阪市 居酒屋わらい 

東大阪市 串カツ田中 鴻池新田店 

東大阪市 串カツ浪漫亭 

東大阪市 恵比寿家玉串店 

東大阪市 鶏飛人 河内永和店 

東大阪市 鶏飛人 瓢箪山店 
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東大阪市 香楽 

東大阪市 若竹  

東大阪市 手作り料理 みなみ 

東大阪市 手打麺処美和 

東大阪市 旬彩料理 民美八 

東大阪市 焼肉千博てっぺん 

東大阪市 焼肉丼  テンテン 

東大阪市 城みゆきカラオケスタジオ 

東大阪市 心 八剣伝 東花園駅前店 

東大阪市 杉心 

東大阪市 創作天ぷら一 

東大阪市 鯛はな 

東大阪市 大阪王将荒本店 

東大阪市 蛸レンジャー高井田店 

東大阪市 炭火焼鳥もんじ 

東大阪市 炭火焼肉我流 

東大阪市 中華料理 鳳凰 

東大阪市 徳次郎 

東大阪市 豚串居酒屋 とんかしら 

東大阪市 浜焼太郎瓢箪山店 

東大阪市 万福食堂 

東大阪市 満マル 八戸ノ里店 

東大阪市 満作 

東大阪市 味工房まんま別館 

東大阪市 和食かふぇ幸 

泉南市 むら瀬 イオンモールりんくう泉南店 

泉南市 鶴橋風月りんくう泉南店 

泉南市 和歌山ケータリング 泉南信達店 

泉南市 和歌山ケータリング 泉南店 

四條畷市 うなぎ処 暁 

四條畷市 グランブルー 

四條畷市 スナック蓮 

四條畷市 ラブリーＪＯ 

四條畷市 串かつぼたん 

四條畷市 焼肉 カルビ亭 
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四條畷市 清修庵イオンモール四條畷店 

四條畷市 創作バル ザッキー 

四條畷市 天下一品四条畷店 

四條畷市 立ち呑み酒場 みなと 

交野市 カリンカ珈琲ハウス 

交野市 ドリアンチョップ 

交野市 ふるさと 

交野市 丸助寿し 

交野市 和酒の店 雫 

大阪狭山市 gufo(グウフォ) 

大阪狭山市 のみ処くい処琴彩狭山西店 

大阪狭山市 御座礼 

大阪狭山市 潤 

大阪狭山市 炭火焼鳥 千鳥 

大阪狭山市 炭火焼肉やまごろ 

大阪狭山市 肉マル水産 

大阪狭山市 鮨処一心 

阪南市 346 ファミリー 

阪南市 お好み焼 G E N JＩ 

阪南市 クロンボ 

阪南市 コンシェルジュ阪南店 

阪南市 居酒屋 りん 

阪南市 和歌山ケータリング 阪南店 

島本町 いろりの郷息 

島本町 とんかつ きのした 

島本町 新大阪ゴルフクラブ店 

豊能町 ダイニング旬 

能勢町 農家 Cafe門家 

忠岡町 居酒屋 遥 

忠岡町 御食事処太平のゆ 

忠岡町 若松食堂 

熊取町 SOCIO 

熊取町 うまいもんや とも 

熊取町 パティスリーワタナベ 

熊取町 みなみかわ 
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熊取町 居酒屋てまり 

熊取町 四川火鍋 辣王 

田尻町 らぁめん天風軒 りんくう店 

岬町 お好み焼き 伴 

岬町 ハレルヤ 

岬町 魚てつ 

河南町 旬彩三谷 

河南町 朝日屋河南店 

千早赤阪村 (有）ダイニング河内屋 グロワールゴルフ場内 赤阪売店 

千早赤阪村 (有）ダイニング河内屋 グロワールゴルフ場内 千早売店 

千早赤阪村 ガーデンカフェレモン 

千早赤阪村 カラオケ＆cafeなごみ 

 

 

 

 

 

 


