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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 13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 601 Cafe ... and Bar 

大阪市都島区 BAR MUDDYWATER 

大阪市都島区 Ｃａｆｅ Ｓａｉｋａｉ 

大阪市都島区 DIAMOND DUST 

大阪市都島区 HEAVENSKITCHEN Boost 

大阪市都島区 JUN 

大阪市都島区 SecretBase 

大阪市都島区 エレッセ 

大阪市都島区 おざわ商店  

大阪市都島区 おでん居酒屋パドッ区 

大阪市都島区 お好み焼き 団楽 

大阪市都島区 カラオケステージ ダイアナ 

大阪市都島区 カラオケ喫茶ルージュ 

大阪市都島区 くずし肉割烹とろにく 

大阪市都島区 スナック茜 

大阪市都島区 チャンピオン 都島店 

大阪市都島区 とっつぁん京橋店 

大阪市都島区 どら猫ロック 

大阪市都島区 ナイトスポット じゅんこ 

大阪市都島区 なな菜 

大阪市都島区 ニューマディーウォーター 

大阪市都島区 バーヘブンズキッチン 

大阪市都島区 らーめん久味 

大阪市都島区 ラブ 

大阪市都島区 ラブアンドピーチインターナショナルバー 
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市町村名 施設名称 

大阪市都島区 飲喰処 直 

大阪市都島区 海鮮処 とも吉 京橋店 

大阪市都島区 喫茶・軽食ファミリー 

大阪市都島区 喫茶まりん 

大阪市都島区 銀座いち五 

大阪市都島区 串酒場チチカブ 

大阪市都島区 御馳走よし春 

大阪市都島区 旬魚旬彩げんき 

大阪市都島区 焼鳥二度 

大阪市都島区 食事飲処菜 

大阪市都島区 中華料理店 鳳園 

大阪市都島区 鳥せい京橋店 

大阪市都島区 二升五合 

大阪市都島区 梅すし 

大阪市都島区 梅の花京橋店 

大阪市福島区 BOOK&BAR書斎 

大阪市福島区 Ｆ'ｓｓｔｏｎｅｓ 

大阪市福島区 IMOKO 

大阪市福島区 NAYUTAKO 

大阪市福島区 PROSCIUTTERIA Y 

大阪市福島区 Waioli 

大阪市福島区 あやぐ 

大阪市福島区 かつアンドかつ 福島大開店 

大阪市福島区 かどや 

大阪市福島区 ジビエ割烹 おり坂 

大阪市福島区 すし屋 蓮太郎 

大阪市福島区 スナック Asuka 

大阪市福島区 てん☆てん 

大阪市福島区 ときわ 

大阪市福島区 とっつぁん 福島店 

大阪市福島区 とらの穴 

大阪市福島区 ほんだ 

大阪市福島区 メゾンチャイナウメモト 

大阪市福島区 ヤキニクホルモン山田 

大阪市福島区 リエゾン 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 リッチ３番館 

大阪市福島区 釜飯と割烹料理のお店 KIRAKU 

大阪市福島区 居酒屋えべっさん 

大阪市福島区 串 すえひろ 

大阪市福島区 鶏と魚 かしわ木 

大阪市福島区 焼肉 冷麺 黄金 

大阪市福島区 新鮮丸 

大阪市福島区 炭火割烹いしい 

大阪市福島区 鳥貴族 福島店 

大阪市福島区 日本盛 

大阪市福島区 泡ギョウザファンホリック 

大阪市福島区 北京飯店 

大阪市福島区 和魂 

大阪市福島区 和風やすらぎカルモ 

大阪市福島区 餃子 さんかく 

大阪市福島区 鮨 まつやま 

大阪市此花区 Heart Break Cafe 

大阪市此花区 エッグスシングス ザ パークフロントホテル 

大阪市此花区 ハードロックカフェ・ユニバーサル・シティウォーク大阪 

大阪市此花区 ババガンプシュリンプ大阪 

大阪市此花区 株式会社 田辺商店 

大阪市此花区 喫茶リーフ 

大阪市此花区 焼肉 微吟 

大阪市此花区 焼肉の金海 

大阪市此花区 食堂 藤川 

大阪市此花区 豚まん HARU 

大阪市此花区 舞洲キッチン 

大阪市西区 6TH 

大阪市西区 Alakashi 

大阪市西区 And you 

大阪市西区 Bar MALOWD 

大阪市西区 Bar Mattina肥後橋 

大阪市西区 Bar Perro 

大阪市西区 Bonsowa ShiyokuD 

大阪市西区 Cafe Dodam 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 Cafe Sketch 

大阪市西区 GARASYA 

大阪市西区 Mandarin 

大阪市西区 OKAKI 

大阪市西区 Peep-bo CLUB 

大阪市西区 Sant Josep 

大阪市西区 TAKO-SHOW 

大阪市西区 WINE PLANET 

大阪市西区 いかれた noodle fishtons  

大阪市西区 エニグマ 

大阪市西区 エル ソカロ・ブリトー 

大阪市西区 オショクジカフェ asahi 

大阪市西区 おばん菜料理 ふるた 

大阪市西区 カラオケライブ 境川店 

大阪市西区 カルチェラタン ティーサロンアンドバー 

大阪市西区 カロ ブックショップ アンド カフェ 

大阪市西区 キッチンタツトミ 

大阪市西区 キャビン 

大阪市西区 グリルキムラ 

大阪市西区 クロイマジョ 

大阪市西区 さむらい万次郎 

大阪市西区 ステーキハウス上田 

大阪市西区 ちどり 

大阪市西区 ちょい呑み×CAFE幸右衛門 

大阪市西区 ツェット 

大阪市西区 にらめっ子 

大阪市西区 パルク 

大阪市西区 バレンシア 

大阪市西区 ボデガディーゴ 

大阪市西区 マンモスカフェ 

大阪市西区 ミッドウェイ 

大阪市西区 ゆかり 

大阪市西区 ゆめしまい 

大阪市西区 ラーメン 一轍 

大阪市西区 ワインバー グラスハウス 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 ワイン食堂いとうや 

大阪市西区 旭 

大阪市西区 魚料理みやじ 

大阪市西区 鶏心 

大阪市西区 江戸堀 

大阪市西区 札幌スープカレーJACK 

大阪市西区 実溜 

大阪市西区 手打ちうどん こばやし 

大阪市西区 酒房 とまり木 

大阪市西区 女留姿 

大阪市西区 昇六 

大阪市西区 焼き肉店 飛鳥 

大阪市西区 焼肉 R29 

大阪市西区 狸狸亭南堀江店 

大阪市西区 呑みどころ卯 

大阪市西区 肉バル brother 

大阪市西区 日本酒のめるとこ肥後橋店 

大阪市西区 八光 

大阪市西区 遊食工房旬 

大阪市港区 AKARENGA STEAK HOUSE 

大阪市港区 LA VIE 1923 

大阪市港区 インドネパール料理アグリム 

大阪市港区 カラオケライブ 

大阪市港区 クリア 

大阪市港区 スナック暖々 

大阪市港区 ほっ TOすれ Bar 

大阪市港区 焼き鳥こっこや 

大阪市港区 正宗屋太田酒店 

大阪市港区 炭火焼櫻坊 

大阪市港区 中華そば 埜邑 弁天町店 

大阪市港区 鳥貴族 弁天町店 

大阪市港区 天光軒 

大阪市港区 満マル 弁天町店 

大阪市港区 麺屋鶏之助 

大阪市港区 木村酒店 
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市町村名 施設名称 

大阪市港区 和イタリアン SAKABAいちえ 

大阪市港区 壽らく 

大阪市大正区 (株)泉尾東燃料大慶酒店 立ち飲処 大慶酒店 

大阪市大正区 あす香 

大阪市大正区 しぃさぁー 

大阪市大正区 スナック杏 

大阪市大正区 スナック千龍 

大阪市大正区 ピアノフォルテ 

大阪市大正区 まるしん食堂 

大阪市大正区 やぐら寿し 

大阪市大正区 喜多八 

大阪市大正区 喫茶ちくりん 

大阪市大正区 居酒屋じゅん平 

大阪市大正区 串焼ぴよぴよ泉尾店 

大阪市大正区 香港飯店 

大阪市大正区 大正庵 

大阪市大正区 鳥貴族 大正駅前店 

大阪市大正区 立ち飲み大川 

大阪市大正区 和んでや 

大阪市天王寺区 au soleil couchant 

大阪市天王寺区 OZ家 

大阪市天王寺区 ＳＰＯＯＮＳ ＣＡＦＥ 

大阪市天王寺区 ＹＡＲＤ 

大阪市天王寺区 お好み焼 あじくらや 

大阪市天王寺区 グリルこがね 

大阪市天王寺区 つけ麺雀 夕陽丘店 

大阪市天王寺区 なかたに亭 

大阪市天王寺区 株式会社 うの花すし 

大阪市天王寺区 酒処つかさ 

大阪市天王寺区 食道園 上本町店 

大阪市天王寺区 大阪とらふぐの会 

大阪市天王寺区 中華そば福笑門 

大阪市天王寺区 八光園 

大阪市天王寺区 美味ひでき 

大阪市天王寺区 平和 
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市町村名 施設名称 

大阪市天王寺区 友福中華料理 

大阪市天王寺区 龍神丸 天王寺 MIO店 

大阪市天王寺区 鮨 まごのて 

大阪市浪速区 BAR GOODHOPE 

大阪市浪速区 BAR LINQ 

大阪市浪速区 Funtoco Bar Namba 

大阪市浪速区 Greedy 

大阪市浪速区 HACOPLUS 

大阪市浪速区 Haraly 

大阪市浪速区 Il Povero  Diavolo 

大阪市浪速区 Magic Cafe&Bar SHINSEKAI 

大阪市浪速区 tavolacalda gioiamia 

大阪市浪速区 アニプラカフェ工房 

大阪市浪速区 お好み焼鉄板焼き瀬川 

大阪市浪速区 カルマ カリー＆カフェ 

大阪市浪速区 クリームキッチン新世界店 

大阪市浪速区 こなななんばパークス店 

大阪市浪速区 ジョイホテル新世界堺筋通 CONA 

大阪市浪速区 スナック富士 

大阪市浪速区 そばや 創庵 

大阪市浪速区 そばよし 元町 本店 

大阪市浪速区 たこ焼き酒場こておちゃん 

大阪市浪速区 とくさん 

大阪市浪速区 フランス料理店 草月 

大阪市浪速区 マドリガル 

大阪市浪速区 まるき 

大阪市浪速区 ミナミ 

大阪市浪速区 一平 

大阪市浪速区 芥川珈琲 僕のバインミー 

大阪市浪速区 居酒屋縁 

大阪市浪速区 玉家 

大阪市浪速区 鶏笑新世界店 

大阪市浪速区 今日しかない 難波店 

大阪市浪速区 寿司割烹しきの花 

大阪市浪速区 焼肉 39ごりら 
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市町村名 施設名称 

大阪市浪速区 新世界串かつ福笑家 

大阪市浪速区 全包 

大阪市浪速区 総本家 更科 

大阪市浪速区 淡路島バーガー 大阪難波店 

大阪市浪速区 鉄板  kitchen  DAI 

大阪市浪速区 難波なかや 

大阪市浪速区 二尺七輪 鳥玖 

大阪市浪速区 猫カフェ ＷＩＬＬ 

大阪市浪速区 立飲み処 絆（きずな）本店 

大阪市浪速区 冷麺館大国町店 

大阪市浪速区 爬虫類ＣＡＦＥ ＲＯＣＫ ＳＴＡＲ 

大阪市西淀川区 おうちごはんとおでんの店 125 

大阪市西淀川区 カラオケハウスまーちゃん 

大阪市西淀川区 カラオケ喫茶＆スナックラウンジ難波船 

大阪市西淀川区 たこ焼きたによし 

大阪市西淀川区 つきあかり 

大阪市西淀川区 ふかがわ 

大阪市西淀川区 株式会社香蓑酒販直売所 

大阪市西淀川区 志ぶや 

大阪市西淀川区 手作り料理えい八 

大阪市西淀川区 麺屋雀 

大阪市東淀川区 Sefety zone 

大阪市東淀川区 SnacK風雅 1(前 和風スナック風雅) 

大阪市東淀川区 いざかやかつべー 

大阪市東淀川区 いっぷくや 

大阪市東淀川区 お好み焼ゆき 

大阪市東淀川区 かざん 

大阪市東淀川区 ガンガマハル淡路店 

大阪市東淀川区 スナック ん 

大阪市東淀川区 スナックオレンジ 

大阪市東淀川区 スナックみこ 

大阪市東淀川区 べにばな 

大阪市東淀川区 みのる製麺 

大阪市東淀川区 むっちゃん 

大阪市東淀川区 レストランカフェ エイトテールズ 
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市町村名 施設名称 

大阪市東淀川区 海鮮ダイニング 元 

大阪市東淀川区 居酒屋夜(ナイト) 

大阪市東淀川区 彩食料理遊膳 

大阪市東淀川区 手打うどん 喜楽苑 

大阪市東淀川区 寿司哲 

大阪市東淀川区 上方ビール 

大阪市東淀川区 創作鉄板ダイニング 大 

大阪市東淀川区 炭火焼鳥 心 

大阪市東淀川区 日野屋竹村酒店 立呑処たけむら 

大阪市東淀川区 播州 

大阪市東淀川区 百々花 

大阪市東淀川区 野菜ダイニング 松 

大阪市東成区 Ｒバーガー 

大阪市東成区 カフェレスト FUJIWARA 

大阪市東成区 きらく 

大阪市東成区 こつぶ 

大阪市東成区 スタンド緑橋 

大阪市東成区 つくも 

大阪市東成区 フリーバル橋もと 

大阪市東成区 ポプラ 

大阪市東成区 海鮮物語カフェフリーズ 

大阪市東成区 楽酒たまるば 

大阪市東成区 居酒屋きよ 

大阪市東成区 金杏奈の手作りキムチ 

大阪市東成区 集来 

大阪市東成区 旬彩炭火 ほんぐん 

大阪市東成区 新深江礁 

大阪市東成区 中華料理明洋軒 

大阪市東成区 鉄板ダイニング だらけ 

大阪市東成区 宝夢蘭 

大阪市東成区 本格焼肉八勝園 

大阪市東成区 鈴屋 

大阪市東成区 餃子専門店 味力亭 鶴橋店 

大阪市東成区 餃子専門店 味力亭 緑橋 

大阪市東成区 麵屋 7.5Hz東成店 
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市町村名 施設名称 

大阪市生野区 1104 

大阪市生野区 CAFE TEA TIME 

大阪市生野区 cafeギャルソン 

大阪市生野区 CENTURY 

大阪市生野区 HIPPO Hosel&Cafe Bar 

大阪市生野区 KAYUMANGGI LIVEHOUSE PHIL.REST 

大阪市生野区 Restaurantcafe orb 

大阪市生野区 ＴＨＥ ＬＡＩＤ－ＢＡＣＫ 

大阪市生野区 カフェ マーガレット 

大阪市生野区 カラオケ&バーDon9 

大阪市生野区 グリルキッチンイストワール 

大阪市生野区 すしおやじ巻平 

大阪市生野区 すし武 

大阪市生野区 スナック ニューらんぶる 

大阪市生野区 スナックよし坊 

大阪市生野区 ダイニングキッチンみなみ 

大阪市生野区 たこ焼き サボテン 

大阪市生野区 テバギ 

大阪市生野区 ビタミン 

大阪市生野区 マニムラ 

大阪市生野区 やきとり 又丸 

大阪市生野区 やきにく れいめん 龍 

大阪市生野区 ラウンジ BB 

大阪市生野区 韓国料理 チング 

大阪市生野区 丸太屋 

大阪市生野区 居酒屋えびす 

大阪市生野区 居酒屋ぐっちゃん 

大阪市生野区 室蘭焼鳥たつ家 

大阪市生野区 酒処丸松 

大阪市生野区 出世湯 

大阪市生野区 焼肉ホルモン かわはら 

大阪市生野区 鉄板酒家 縁 

大阪市生野区 鉄板焼き MUDDY 

大阪市生野区 来来亭生野巽店 

大阪市生野区 鮨えびす 
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市町村名 施設名称 

大阪市旭区 お好み焼きまき 

大阪市旭区 コーヒーショップ ABC地下西店 

大阪市旭区 さこ家道なり 

大阪市旭区 すずや 

大阪市旭区 ダイヤ 

大阪市旭区 たじまや庵 

大阪市旭区 とりだん千林店 

大阪市旭区 栄華飯店 

大阪市旭区 元 

大阪市旭区 元祖いか柳赤川 

大阪市旭区 夢家 

大阪市城東区 ５１０ 

大阪市城東区 2 second 

大阪市城東区 La Pentola 

大阪市城東区 SUPJAPANESE TEA CAFE 

大阪市城東区 TOP 

大阪市城東区 いちず諏訪店 

大阪市城東区 お好み焼 せっちゃん 

大阪市城東区 お好み焼まぁーる 

大阪市城東区 かつアンドかつ 関目店 

大阪市城東区 カフェ・ド・エトワール 

大阪市城東区 カフェ花 

大阪市城東区 カラオケ new F・A 

大阪市城東区 ごはんやうらら 

大阪市城東区 コメダ珈琲店 深江橋店 

大阪市城東区 ダイニングきらり 

大阪市城東区 たなカフェ akegokoro 

大阪市城東区 パープル 

大阪市城東区 バルボン 

大阪市城東区 ハンプィ・ダンプティ 

大阪市城東区 ワッフルカフェプルミエ 

大阪市城東区 韓 non 

大阪市城東区 韓吉 

大阪市城東区 喫茶 かりん 

大阪市城東区 居酒屋もりちゃん 
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市町村名 施設名称 

大阪市城東区 御食処 恵風盧 

大阪市城東区 焼肉亀や 

大阪市城東区 焼肉双基 

大阪市城東区 満マル 蒲生四丁目店 

大阪市城東区 味力亭 

大阪市城東区 洋食 marco 

大阪市阿倍野区 ＢＡＲＣＨＥＴＴＡ 

大阪市阿倍野区 ＦＬＯＱＳ Ｔｏｋｙｏ あべのキューズモール店 

大阪市阿倍野区 Live Bar DUTCH 

大阪市阿倍野区 OhaBar 

大阪市阿倍野区 SPICE STAND 556  

大阪市阿倍野区 SunPublicHouse 

大阪市阿倍野区 インド・ネパール料理 Jun 

大阪市阿倍野区 インド料理レストラン SURAJ 西田辺店 

大阪市阿倍野区 スタンド富 

大阪市阿倍野区 スナック A stage １０４ 

大阪市阿倍野区 ニコフラワーガーデン 

大阪市阿倍野区 ハワイ 

大阪市阿倍野区 モスバーガー昭和町店 

大阪市阿倍野区 ゆき 

大阪市阿倍野区 阿倍野バル MUSUBIME 

大阪市阿倍野区 居酒屋冨貴 

大阪市阿倍野区 黒門小雀弥阿倍野店 

大阪市阿倍野区 昭和町ボストン ハルカスダイニング店 

大阪市阿倍野区 森のオーブンカフェ ponfy 

大阪市阿倍野区 石焼地鳥 石庵 

大阪市阿倍野区 優勝酒場 ノーユーノーミー 

大阪市阿倍野区 鈴若 

大阪市阿倍野区 鮨処こに志 

大阪市住吉区 ONLYGYU 

大阪市住吉区 Y'z BAR 

大阪市住吉区 インド料理レストラン SURAJ 長居店 

大阪市住吉区 えにし 

大阪市住吉区 カフェ・ド・くすの樹 

大阪市住吉区 カラオケスナック和 
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市町村名 施設名称 

大阪市住吉区 カラオケスポット 早﨑 

大阪市住吉区 カレーうどんたちばな 

大阪市住吉区 カレー家中川家 

大阪市住吉区 くいもんや温 

大阪市住吉区 とまり木 

大阪市住吉区 らーめん 3738(みなみや) 

大阪市住吉区 一 

大阪市住吉区 広島焼き ののすけ 

大阪市住吉区 酒肴屋つき乃 

大阪市住吉区 辰丸 

大阪市住吉区 担々麺専門店まるたん 

大阪市住吉区 炭匠 薫 

大阪市住吉区 百十あびこ筋店 

大阪市住吉区 満心 

大阪市住吉区 廣田家 

大阪市東住吉区 BamBoo 

大阪市東住吉区 Kitchen anello 

大阪市東住吉区 TIARA 

大阪市東住吉区 アスタマニヤーナ 

大阪市東住吉区 こけし 

大阪市東住吉区 ふくろくじゅう 

大阪市東住吉区 ボン ハンバーガー 湯里店 

大阪市東住吉区 めん塾 

大阪市東住吉区 安さん 

大阪市東住吉区 河隅酒店 

大阪市東住吉区 牛王 杭全店 

大阪市東住吉区 居酒屋まさや 

大阪市東住吉区 寿し秀 

大阪市東住吉区 焼肉ハウスカウボーイ 

大阪市東住吉区 中華料理 孫悟空 

大阪市東住吉区 中華料理 天天 

大阪市東住吉区 中華料理 龍 

大阪市東住吉区 美味求真 幸 

大阪市西成区 Amethyst 

大阪市西成区 Ｍｅｌｌｏｗ 
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市町村名 施設名称 

大阪市西成区 Ravitaillement 

大阪市西成区 THE OLDEST1 

大阪市西成区 インド料理レストラン SURAJ 岸里店 

大阪市西成区 カラオケダイニング百合 

大阪市西成区 カラオケ居酒屋フローリア 

大阪市西成区 カラオケ居酒屋春 

大阪市西成区 コーヒー＆グリルむさし 

大阪市西成区 サンルーム 

大阪市西成区 なごみ 

大阪市西成区 ホルモン専科 李 

大阪市西成区 よってって 

大阪市西成区 火の鳥 花園本店 

大阪市西成区 丸一屋 

大阪市西成区 喫茶ゆたか 

大阪市西成区 居酒屋 香港之夜 

大阪市西成区 居酒屋彩 

大阪市西成区 月華 

大阪市西成区 寿司季節料理あまつ 

大阪市西成区 焼肉 いっとう 

大阪市西成区 焼肉 大寅 

大阪市西成区 食堂 やまかわ 

大阪市西成区 親子すし 

大阪市西成区 中華料理 上海家 

大阪市西成区 日松亭 

大阪市西成区 霧島の豚鳥店 

大阪市西成区 夜空の星 

大阪市西成区 予想図 

大阪市西成区 連れん坊 

大阪市西成区 珈琲専科エフォール 

大阪市西成区 萬来寿司 

大阪市淀川区 BAR-BOA十三店 

大阪市淀川区 Snack Kana 

大阪市淀川区 あおのくにちゃん亭 

大阪市淀川区 いざかやゆり 

大阪市淀川区 イタリアンバル虹 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 お好み焼き えっちゃん 

大阪市淀川区 お好み焼き ふくや 

大阪市淀川区 お好み焼玉 

大阪市淀川区 カラオケすなっく ほの香 

大阪市淀川区 カラオケスナック麗子 

大阪市淀川区 カラオケ喫茶 

大阪市淀川区 カルカロドン・カルカリィス  

大阪市淀川区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 淀川区三国本町店 

大阪市淀川区 カレーハウス CoCo壱番屋 淀川区西中島店 

大阪市淀川区 グリルサシャ 

大阪市淀川区 じゅん 

大阪市淀川区 スター 

大阪市淀川区 スナック 智恵 

大阪市淀川区 スナック 奈加乃 

大阪市淀川区 スナック美咲 

大阪市淀川区 たこ一 

大阪市淀川区 とうりゃんせ 

大阪市淀川区 ベラドンナ 

大阪市淀川区 ムマ インビテーション 

大阪市淀川区 ローソン塚本駅前店 

大阪市淀川区 一番どり ニッセイ新大阪ビル店 

大阪市淀川区 飲み処 かれん 

大阪市淀川区 家(ウチ)バルあ zimi 

大阪市淀川区 海鮮処 とも吉 十三店 

大阪市淀川区 喫茶あんぽんたん 

大阪市淀川区 喫茶くるみ 

大阪市淀川区 喫茶ラ．シャンブル 

大阪市淀川区 牛傳 ニッセイ新大阪ビル店 

大阪市淀川区 居酒屋たけうま 

大阪市淀川区 居酒屋ひらの 

大阪市淀川区 居酒屋縄手 

大阪市淀川区 京もつ鍋ホルモン朱々 東三国店 

大阪市淀川区 旬彩 つむぎ 

大阪市淀川区 焼肉店安来 

大阪市淀川区 新鮮漁港 明石 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 晴れる家 

大阪市淀川区 創作焼肉かしま 

大阪市淀川区 大丸屋 

大阪市淀川区 大富士 

大阪市淀川区 炭火焼 くまがや 

大阪市淀川区 知里登里 

大阪市淀川区 肉ビストロ mdnext 

大阪市淀川区 万里音 

大阪市淀川区 味雅軒 

大阪市淀川区 麺やマルショウ地下鉄新大阪店 

大阪市淀川区 和牛焼肉一 

大阪市鶴見区 Dogcafe PU 

大阪市鶴見区 どんや 

大阪市鶴見区 むすかり 

大阪市鶴見区 喫茶マミー 

大阪市鶴見区 居酒屋翔 

大阪市鶴見区 定食喫茶あき 

大阪市鶴見区 蓬莱飯店 

大阪市住之江区 restaurant KOBO 

大阪市住之江区 ROKO 

大阪市住之江区 お家ごはんどんちっち 

大阪市住之江区 カラオケ喫茶愛花夢 

大阪市住之江区 そば処 善作家 

大阪市住之江区 はるな 

大阪市住之江区 ミスタードーナツ玉出ショップ 

大阪市住之江区 向日葵 

大阪市住之江区 紅葉亭 

大阪市住之江区 手打ちうどん みやこ 

大阪市住之江区 旬の実り 稲穂 

大阪市住之江区 食事処 串かつ力 

大阪市住之江区 善 

大阪市住之江区 大丸屋 

大阪市住之江区 淡路島 

大阪市住之江区 中華厨房 齊房 

大阪市住之江区 養老乃瀧玉出店 
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市町村名 施設名称 

大阪市住之江区 鮨処よし田 

大阪市平野区 A2 

大阪市平野区 ＢＡＲ ＴＫＴ 

大阪市平野区 HANA 

大阪市平野区 あっぱっぱ 

大阪市平野区 かもまさ 

大阪市平野区 カラオケ喫茶 和 

大阪市平野区 きまま 

大阪市平野区 くしや SUN詩 

大阪市平野区 スナック舞 

大阪市平野区 ボン ハンバーガー 喜連店 

大阪市平野区 みずな 

大阪市平野区 やすべぇ 

大阪市平野区 隠れてっちりなべ処一粋 

大阪市平野区 栄鮓 

大阪市平野区 街の肉屋の焼肉店ばんどう亭長吉長原店 

大阪市平野区 喫茶まどか 

大阪市平野区 居酒屋あさ吉 

大阪市平野区 居酒屋さびき 

大阪市平野区 居酒屋ふくちゃん 

大阪市平野区 勝栄鮨 

大阪市平野区 松乃家給食 

大阪市平野区 食べ処呑み処えん 

大阪市平野区 大衆酒場 酒の大丸 平野店 

大阪市平野区 摘旬くま厨 

大阪市平野区 唐草屋 

大阪市平野区 桃乃彩 

大阪市平野区 葱や木曽 

大阪市平野区 風流味道そば仙人 

大阪市平野区 片岡国酒店 

大阪市平野区 立呑み笹栄 

大阪市平野区 和 

大阪市平野区 餃子の王将 出戸店 

大阪市平野区 餃子の王将 中環長原店 

大阪市北区 1080(数字の後に角度の度） 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 aR. 

大阪市北区 Bar Canon 

大阪市北区 BAR REHAB 

大阪市北区 Bar Room 

大阪市北区 Bar Sasha 

大阪市北区 ＢＡＲ ステアー 

大阪市北区 Bar,K 

大阪市北区 BA-RU ONE 

大阪市北区 BENE 

大阪市北区 Cafe Terrace Pia 

大阪市北区 cafe&books bibliotheque 

大阪市北区 cafebravematsunami 

大阪市北区 Canni sienne 

大阪市北区 CHAKRA 

大阪市北区 CIAO NATURE 

大阪市北区 ＣＩＮＱ 

大阪市北区 club 月兎 

大阪市北区 Dining Bar face 

大阪市北区 EARTH DIVER 

大阪市北区 Fairy 

大阪市北区 French Hana 

大阪市北区 GARA KITCHEN  

大阪市北区 Green 

大阪市北区 HAYAMA DINING ドンルクール大阪梅田店 

大阪市北区 HIYOMORi 

大阪市北区 io's bar 25 

大阪市北区 J.B.CHOPPER 

大阪市北区 Jail 

大阪市北区 L I N D A B A R 

大阪市北区 ＬＩＭＯＮＡＤＡ Ｅｓｐｒｅｓｓｏ＆Ｂａｒ 

大阪市北区 LOUNGEまり 

大阪市北区 mimizuku easy bar 

大阪市北区 ＭＯＮＴＥ ＢＲＡＮＣＯ（モンテブランコ）ホワイティうめだ店 

大阪市北区 MOOG 

大阪市北区 NEO大坂 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 PANCAKE&books bibliotheque 

大阪市北区 PIZZERIA L.F.C 

大阪市北区 QUINTOCANTO 

大阪市北区 R 

大阪市北区 racconto 

大阪市北区 Requin 

大阪市北区 RESTAURANT LES SOUVENIRS 

大阪市北区 Ｒｉｃｈｅ 

大阪市北区 SAKE DINING FUJI 

大阪市北区 SALAMANCA 

大阪市北区 Seven Wave 

大阪市北区 Shaka shaka 

大阪市北区 Shi an 

大阪市北区 SHOT BAR Ｔｉｄｅ 

大阪市北区 Style 

大阪市北区 Teasalon夢織 帝国ホテルプラザ大阪店 

大阪市北区 tenma街の灯り 

大阪市北区 Ｔｈｅ ｓｅｃｏｎｄｒｏｏｍｃａｆｅ 

大阪市北区 TONTON 

大阪市北区 Venus（ヴィーナス） 

大阪市北区 ＶＩＮ ｄｅ ＶＩＮ 

大阪市北区 Wellness Club 

大阪市北区 ＷＨＩＴＥ・ＣＲＯＷ 

大阪市北区 WINE SPACE CORK 

大阪市北区 あじわい酒房あづま天満宮店 

大阪市北区 あぶせん 

大阪市北区 アプレシオ梅田店 

大阪市北区 あらえびす 

大阪市北区 インディアンレストランアンチャル 

大阪市北区 ウエダ商店 

大阪市北区 うお徳 

大阪市北区 うた吉 

大阪市北区 うどん 兎麦 umugi 

大阪市北区 うどん・そば若水 

大阪市北区 うどん老松 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 ウメダ クダン 

大阪市北区 えび三郎 

大阪市北区 おおぼけこぼけ 

大阪市北区 おごっち sou 

大阪市北区 お好み・鉄板焼き堀川 

大阪市北区 お食事処 はじめ（一） 

大阪市北区 カプリチョーザ リンクスウメダ店 

大阪市北区 カラオケステージ 

大阪市北区 かりん 

大阪市北区 カルネ 

大阪市北区 かわ原 

大阪市北区 かん菜 

大阪市北区 クリームキッチン天三店 

大阪市北区 コスモス 

大阪市北区 こなな阪急三番街店 

大阪市北区 サーモンベーネ鮭寮 

大阪市北区 サクラビルヂング 

大阪市北区 サッカーバーシェイクハンズ 

大阪市北区 サンドリオン 

大阪市北区 サンマルコ大阪ステーションシティ店 

大阪市北区 しまこカフェ 

大阪市北区 しゃぶしゃぶぐるまん 

大阪市北区 ジュエル 

大阪市北区 ジョニーのからあげ大阪駅ビル店 

大阪市北区 シルクレーム 

大阪市北区 シンガポール・シーフード・リパブリック 

大阪市北区 すし割烹さかぐち 

大阪市北区 スナック OZ 

大阪市北区 スナックチャボ 

大阪市北区 すまいる研究所 

大阪市北区 スリランカ料理コロンボ 

大阪市北区 セイム 

大阪市北区 たじまや輝西天満 

大阪市北区 たよし曽根崎店 

大阪市北区 たよし第２ビル店 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 ちーふの店なかじま 

大阪市北区 とっつぁん 天満店 

大阪市北区 ドトールコーヒーショップ 天神橋２丁目店 

大阪市北区 トラットリア eバールＭＡＲＩＡ 

大阪市北区 バー ヤマグチ 

大阪市北区 ハイボール小路 

大阪市北区 ぱいらんど 

大阪市北区 パティスリーアンドカフェデリーモ梅田店 

大阪市北区 ハライソ 

大阪市北区 ぴあの 

大阪市北区 ひさご酒店 

大阪市北区 ピンポンバー天五バス停前 

大阪市北区 ぼうず 

大阪市北区 ボストン 中津店 

大阪市北区 まぁじゃんくら部 パオ 

大阪市北区 まるせ 

大阪市北区 みやび亭 

大阪市北区 み紀や 

大阪市北区 むさし乃 ホワィティ梅田店 

大阪市北区 メンバーズ Yasuyo 

大阪市北区 メンバーズシャン 

大阪市北区 モスバーガー扇町関西テレビ前店 

大阪市北区 モリ商店 

大阪市北区 モンブラン 

大阪市北区 やきとり大吉天神橋店 

大阪市北区 ゆうがお 

大阪市北区 ユニコーン 

大阪市北区 よし留 

大阪市北区 ラウンジなでしこ 

大阪市北区 ラウンジ新井 

大阪市北区 ラ笑門 

大阪市北区 リスペクト 

大阪市北区 リゾートイン・ディパーチャ 

大阪市北区 ルームラビット room rabbit 

大阪市北区 レストラン OKINAWA 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 レストランバーローレンス 

大阪市北区 れんげ亭 

大阪市北区 ろあん大阪堂島 

大阪市北区 ろうす亭 

大阪市北区 ロンドン・ティールーム 阪急メンズ館店 

大阪市北区 わすれな草 

大阪市北区 衣笠 

大阪市北区 一番どり 梅田店 

大阪市北区 横浜家系ラーメン光来家 

大阪市北区 花らっきょう 

大阪市北区 懐食清水 

大阪市北区 海鮮・鉄板焼やまちゃん 

大阪市北区 割鮮吉在門 

大阪市北区 割烹加門 

大阪市北区 葛宝 GEBAO 

大阪市北区 株式会社プルニエ 新梅田食道街 プルニエ カラオケ店 

大阪市北区 株式会社プルニエ 新梅田食道街 プルニエ ショットバー店 

大阪市北区 喫茶 ガーデン 

大阪市北区 喫茶ケルン 

大阪市北区 旧桜宮公会堂 

大阪市北区 居酒屋さん ゆめしずく 

大阪市北区 居酒屋でん 

大阪市北区 魚屋スタンドふじ子 

大阪市北区 魚場 春夏秋冬 

大阪市北区 倶楽部うえだ 

大阪市北区 鶏匠 暁 

大阪市北区 鶏皮鶏飯 

大阪市北区 玄風館 

大阪市北区 紅谷 

大阪市北区 紅茶美人 Tea Beauty 

大阪市北区 国産牛焼肉 ふうふう亭 JAPAN 茶屋町店 

大阪市北区 肴菜や はなさく 

大阪市北区 三喜 

大阪市北区 三丁目の珈琲店 

大阪市北区 七津屋 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 車家ジョニー東梅田店 

大阪市北区 酒喰 ぽーと 

大阪市北区 酒志 さだ家 

大阪市北区 酒場やまと 

大阪市北区 寿し あや瀬 

大阪市北区 旬穀旬菜 

大阪市北区 焼酎 BAR多幸 

大阪市北区 焼鳥バール torico358 

大阪市北区 焼肉 万福 

大阪市北区 焼肉ダイニングＴａｋｅＳｈｙｏｋｕ 

大阪市北区 焼肉輝北新地 

大阪市北区 食道園 北新地店 

大阪市北区 心斎橋 にし家 

大阪市北区 新地 鮓 ゆうじろう 

大阪市北区 千佳 

大阪市北区 前田 

大阪市北区 大阪中華サワダ飯店 

大阪市北区 大衆酒場 天神大ホール 

大阪市北区 大衆焼肉ホルモン大松 芝田店 

大阪市北区 大和屋さんげん 大阪梅田店 

大阪市北区 炭火焼きとりあいだ 

大阪市北区 炭火焼グリルカキヤス大丸梅田店 

大阪市北区 地どり焼でんえん 

大阪市北区 地魚屋台 とっつぁん 天六店 

大阪市北区 地魚屋台とっつぁん 天三店 

大阪市北区 地魚屋台とっつぁん 南森町店 

大阪市北区 地鶏焼もあい 

大阪市北区 中国料理 龍華楼 

大阪市北区 鳥匠いし井 

大阪市北区 鳥傳囲 

大阪市北区 天ぷらとワイン大塩 天満市場店 

大阪市北区 天獄 

大阪市北区 天神寿司 

大阪市北区 天満たこ焼き酒場 GOBUGOBU 

大阪市北区 天満ビストロワイン酒場 Gobu+ 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 天満駅前西洋酒場ゴブトレス 

大阪市北区 奴すし 

大阪市北区 得一扇町店 

大阪市北区 奈良 十三屋 

大阪市北区 日本料理 なかむら 

大阪市北区 入山 

大阪市北区 梅の花梅田店 

大阪市北区 麦とろ自然生物語 

大阪市北区 美貴 

大阪市北区 仏食堂 Ronronner 

大阪市北区 北新地 すし まつむら 

大阪市北区 北新地 眞海 

大阪市北区 北新地ぎょうざ家バル 芝田店 

大阪市北区 北新地ぎょうざ家バル 大阪駅前第３ビル店 

大阪市北区 北新地しゃぶ亭 

大阪市北区 北新地すがはら 

大阪市北区 北新地たなか 

大阪市北区 北新地桔梗 

大阪市北区 麺やマルショウ梅田 EST店 

大阪市北区 油そば きりん寺  

大阪市北区 悠 you 

大阪市北区 由多嘉 

大阪市北区 料理酒房しょうち 

大阪市北区 浪花ろばた頂鯛 ルクア大阪店 

大阪市北区 和皆屋 

大阪市北区 和食 個室 北新地 暁 

大阪市北区 和創食彩旬げつ 

大阪市北区 蕾夢 

大阪市北区 餃子イェスタデイ 

大阪市北区 餃子食堂大阪亭 

大阪市中央区 AIKANA BAR 

大阪市中央区 aladdin oriental shisha lisa 

大阪市中央区 Ariel 

大阪市中央区 ASAKARA GOOD STORE 

大阪市中央区 ＡＵＣＫＳ ＣＯＦＦＥＥ 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 Aバール 

大阪市中央区 Bar Gracias 

大阪市中央区 Bar Novel 

大阪市中央区 BAR Orbit 

大阪市中央区 bar Peace 

大阪市中央区 Bar Rubato 

大阪市中央区 ＢＡＲ うーちゃん 

大阪市中央区 BAR.manyo manyo 

大阪市中央区 Ｂｅｅ 

大阪市中央区 Beer Hop 

大阪市中央区 BLACKPEARL-MOVIE-TOY-SHOP 

大阪市中央区 CAFE COLOMBIA 

大阪市中央区 Cafe Yu 

大阪市中央区 CALME 

大阪市中央区 CELL 

大阪市中央区 Club Pallas 

大阪市中央区 club Tiara 

大阪市中央区 Dining bar RIANA 

大阪市中央区 Diva 

大阪市中央区 FOOD＋DARTS BAR BULL 

大阪市中央区 FUYU 

大阪市中央区 High Jinks 2 

大阪市中央区 ＫＩＮＧＤＯＭ 

大阪市中央区 la terza casa Calma 

大阪市中央区 Le日本食堂 

大阪市中央区 LUXURY ok 

大阪市中央区 MELROSE 

大阪市中央区 members snack T 

大阪市中央区 miee bakery 

大阪市中央区 ｍｉｘ 

大阪市中央区 MODERN 

大阪市中央区 MrHONDA 

大阪市中央区 MUSIC BAR DJ SAVE MY LIFE 

大阪市中央区 ＮＡＴＳＵ 

大阪市中央区 NULL 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 OTIS 

大阪市中央区 Puteca La Lanterna 

大阪市中央区 Regal リゴレット 

大阪市中央区 sakuma 

大阪市中央区 Seeadler~海鷲~ 

大阪市中央区 Ｓｈｏｔ Ｂａｒ ＡＤＥＬＡＮＴＥ 

大阪市中央区 Singing Bar diva 

大阪市中央区 Sweets&Bar White Bunny 

大阪市中央区 Tiara Roman 

大阪市中央区 un-Seizeアンセーズ 

大阪市中央区 ZONOZONO 

大阪市中央区 アジア多国籍料理 マルコポーロ 

大阪市中央区 イタリアン魚酒場 ＡＬＢＥＲＴＡ ＮＡＭＢＡ 

大阪市中央区 うさぎ 

大阪市中央区 うどんちり本家 にし家 

大阪市中央区 えい吉 

大阪市中央区 エウレカ 

大阪市中央区 エスケイ・インターナショナル株式会社 

大阪市中央区 えっぐつりー 

大阪市中央区 おーぷんはうす 

大阪市中央区 おこのみやき三平 

大阪市中央区 おでん 千々石 

大阪市中央区 ガーデンバール＆コーヒージャパン 

大阪市中央区 カフェシュール 

大阪市中央区 カフェレストラン凛 

大阪市中央区 カラオケ BAR とまと 

大阪市中央区 きたはち 

大阪市中央区 ぎょうざ処だいきち 

大阪市中央区 キリンシティプラスなんばシティ店 

大阪市中央区 クラブ エス 

大阪市中央区 クラブ エスポワール 

大阪市中央区 クラブよし田 

大阪市中央区 グリルニューライト 

大阪市中央区 くろぶた 

大阪市中央区 こつぼ 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 コナイト 

大阪市中央区 コンセントカフェ 

大阪市中央区 さくや谷町 

大阪市中央区 サンバード 

大阪市中央区 ジッキン 

大阪市中央区 ジャスト ア リトル ビット東店 

大阪市中央区 シャンブル 

大阪市中央区 ジョイテルホテルなんば道頓堀 ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ ＴＥＲＲＡＣＥ 

大阪市中央区 ショットバーTHE Argo.ARGUS 

大阪市中央区 ジョニーのからあげ堺筋本町酒場 

大阪市中央区 スイスホテル南海大阪 ７F 主厨房 

大阪市中央区 スイスホテル南海大阪 ８F 宴会厨房 

大阪市中央区 スイスホテル南海大阪 ８階 パントリー 

大阪市中央区 スイスホテル南海大阪 9階 パントリー 

大阪市中央区 スイスホテル南海大阪 ザ・ラウンジ 

大阪市中央区 スイスホテル南海大阪 シュン 

大阪市中央区 スイスホテル南海大阪 スカイバンケット厨房 

大阪市中央区 スイスホテル南海大阪 タボラ３６ 

大阪市中央区 スイスホテル南海大阪 みなみ 

大阪市中央区 スイスホテル南海大阪 花暦 

大阪市中央区 スイスホテル南海大阪 帝皇后（エンプレス） 

大阪市中央区 すし処だいみょう南船場店 

大阪市中央区 すし処ひでまる 

大阪市中央区 すだちの花 

大阪市中央区 スタンド 

大阪市中央区 スタンドあいだ 

大阪市中央区 スタンドうみねこ 

大阪市中央区 スタンドうみねこはなれ 

大阪市中央区 ステーキ＆ワインオクソン 

大阪市中央区 ステーキ食堂 Ｌａｍｐ 

大阪市中央区 ストリーム 

大阪市中央区 スナック シゲ 

大阪市中央区 スナックさやねぇ 

大阪市中央区 スナック三木 

大阪市中央区 スペシャル 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 スワン 

大阪市中央区 セラバーケント 

大阪市中央区 たこ焼き たこ Q 

大阪市中央区 たこ焼きバー 

大阪市中央区 たよし南海店 

大阪市中央区 たよし北浜店 

大阪市中央区 たよし本店 

大阪市中央区 チェリー 

大阪市中央区 チヂミのやすす 

大阪市中央区 チョコレートハウス エクチュア からほり「蔵」本店 

大阪市中央区 つけ麺雀 本店 

大阪市中央区 つづみ 

大阪市中央区 てん 

大阪市中央区 ドアーズインヘブン 

大阪市中央区 ドラゴンパンチ 

大阪市中央区 とんかつＫＹＫ南海店 

大阪市中央区 ノーブレス 

大阪市中央区 バー コンセプト  BARCONCEPT 

大阪市中央区 はるみ家 

大阪市中央区 ハンバーグレストラン ボストン 天満橋店 

大阪市中央区 フェアリー 

大阪市中央区 ふぐ料理 太政 

大阪市中央区 プラネットサード心斎橋 

大阪市中央区 フルアヘッド 

大阪市中央区 ベティのマヨネーズ 

大阪市中央区 マジックバーフレンチドロップ 

大阪市中央区 ませんか 

大阪市中央区 マダム麗子１７８ 

大阪市中央区 みんなのリビング 

大阪市中央区 メリーメーカーズ 

大阪市中央区 メンバーズみさ 

大阪市中央区 メンバーズ舞 

大阪市中央区 モナコ 

大阪市中央区 もも 

大阪市中央区 ヤキニク ヒコイチ 
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大阪市中央区 よねくら 

大阪市中央区 ラウンジ en 

大阪市中央区 レモン 

大阪市中央区 ローザロッチェ 

大阪市中央区 ワイン食堂アレコレ 

大阪市中央区 愛らんど（スナック） 

大阪市中央区 縁家 

大阪市中央区 花小梅難波高島屋店 

大阪市中央区 華の閣 

大阪市中央区 華蓮 大阪心斎橋店 

大阪市中央区 海の幸りき 

大阪市中央区 楽家 

大阪市中央区 楽家となり 

大阪市中央区 割烹艮 

大阪市中央区 活ふく料理かみいし 

大阪市中央区 活魚料理 割烹けい馬 

大阪市中央区 釜めし御嵩 

大阪市中央区 瓦町仔鹿 

大阪市中央区 季節を楽しむ Cafe もがな-mogana- 

大阪市中央区 騎文屋 

大阪市中央区 居酒屋ふ 

大阪市中央区 居酒屋奴 

大阪市中央区 魚や 旬平 

大阪市中央区 蕎麦しゃぶ総本家 浪花そば ダイニングメゾン７F店 

大阪市中央区 串もん酒場 ひびき屋 谷町四丁目店 

大阪市中央区 串揚げ ばらんざっく 

大阪市中央区 慧 

大阪市中央区 元祖 味穂 

大阪市中央区 御食事処 あさひ（朝日食堂） 

大阪市中央区 向津具がん祐 

大阪市中央区 幸酔 

大阪市中央区 黒門すし酒場 花神総本店 

大阪市中央区 肴谷 

大阪市中央区 志げ 

大阪市中央区 若さ美 カラダに優しいごはん家 
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大阪市中央区 酒菜屋なないろ 

大阪市中央区 酒処さつき 

大阪市中央区 寿司 藤やま 

大阪市中央区 寿司 弁天 

大阪市中央区 旬彩 かどかぜ 

大阪市中央区 旬菜魚 おかもと 

大阪市中央区 旬鮮和楽さな井 

大阪市中央区 小動物カフェ ＲＯＣＫ ＳＴＡＲ 

大阪市中央区 小洞天 

大阪市中央区 小判屋 

大阪市中央区 小料理 咲 

大阪市中央区 焼とりはま田 

大阪市中央区 焼塩美屋 

大阪市中央区 焼肉ふうふう亭 なんば道頓堀店 

大阪市中央区 焼肉屋 盛楽 船場店 

大阪市中央区 焼肉福家 

大阪市中央区 食道園 なんばウォ－ク店 

大阪市中央区 食道園 宗右衛門町本店 

大阪市中央区 食道園 千日前店 

大阪市中央区 心斎橋 浪花そば 

大阪市中央区 心斎橋 鮨 おか﨑 

大阪市中央区 心斎橋酒場叶えや 

大阪市中央区 心斎橋東焼とり porc  

大阪市中央区 聖良 

大阪市中央区 船場 ひさ家 

大阪市中央区 船場 大吉 

大阪市中央区 創作居酒屋雄 

大阪市中央区 創作和食居酒屋 彩祭 

大阪市中央区 総本家 浪花そば 

大阪市中央区 大衆食堂ヒザコシ 

大阪市中央区 谷町二丁目 鯛めしや はなび 

大阪市中央区 炭火焼肉 弁慶 

大阪市中央区 蓄音堂 

大阪市中央区 中国料理上海朱峰 

大阪市中央区 長嶋 
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大阪市中央区 鳥一番 

大阪市中央区 天ぷら 大天 

大阪市中央区 天満橋吉安 

大阪市中央区 燈門 

大阪市中央区 道頓堀てらす 

大阪市中央区 呑み処やおたみ 

大阪市中央区 二刀流武蔵 

大阪市中央区 日本酒 BAR 四季 

大阪市中央区 梅の花本町店 

大阪市中央区 板野家 

大阪市中央区 浜の香 

大阪市中央区 福助屋お好み焼き福助 

大阪市中央区 文目堂 

大阪市中央区 法善寺京子 

大阪市中央区 鳳玲軒 

大阪市中央区 北浜くくり 

大阪市中央区 北浜ルンバ 

大阪市中央区 本町 和たなべや 

大阪市中央区 味の処 城 

大阪市中央区 名代そば処 柳庵 

大阪市中央区 麺のようじ 

大阪市中央区 麺やマルショウなんばウォーク店 

大阪市中央区 麺や佑 

大阪市中央区 夜あけ寿司 

大阪市中央区 有限会社ぼん繁 

大阪市中央区 雄 

大阪市中央区 蓮華 

大阪市中央区 浪花そば北浜店 

大阪市中央区 六明閣 

大阪市中央区 和囲炉 

大阪市中央区 辣鍋坊 

大阪市中央区 鮨 たくま 

大阪市中央区 鮨 山桜 

大阪市中央区 鮨 慎之介 

大阪市中央区 珉龍長堀店 
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大阪市中央区 繫蔵本店 

堺市堺区 （シティホテル青雲荘本館内） Ｃｏｆｆｅ＆Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ青い雲 

堺市堺区 BAR HIKARI 

堺市堺区 SAKURA STYLE 

堺市堺区 SCOT 

堺市堺区 うまい屋 お食べ安 

堺市堺区 エンゼル堺 

堺市堺区 オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ 

堺市堺区 お好み焼き 一福 

堺市堺区 お好み焼きふくや 

堺市堺区 カジュアルキッチン 315 

堺市堺区 カラオケ おもてなし 

堺市堺区 カラオケ遊歌 

堺市堺区 からから 

堺市堺区 カレーうろん 晴一 

堺市堺区 カレー倶楽部ルウ堺東店 

堺市堺区 シェルブール 

堺市堺区 シティホテル青雲荘東館 

堺市堺区 スナック Remi 

堺市堺区 スナックすずらん 

堺市堺区 スナック人来鳳 

堺市堺区 たこ焼き 角 

堺市堺区 タリーズコーヒー イオンモール堺鉄砲町 

堺市堺区 デキシーチキン（Dixie Chicken) 

堺市堺区 とっつぁんのおかぁちゃん 堺東店 

堺市堺区 なご海 

堺市堺区 ハウスオブジャズ 

堺市堺区 ふくふく家 

堺市堺区 マインマイン 

堺市堺区 もんじゃ焼徳房 

堺市堺区 ワインノ和 

堺市堺区 華りん 

堺市堺区 喫茶マタリ 

堺市堺区 居酒屋おやじ 

堺市堺区 溝畑酒店（溝畑商店） 
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堺市堺区 薩摩うどん 

堺市堺区 旬菜酒処 喜八 

堺市堺区 昭和町ボストン 堺店 

堺市堺区 焼肉家すみび 

堺市堺区 台湾酒家 人来鳳 

堺市堺区 中国料理 龍鳳 

堺市堺区 鳥貴族 堺宿院店 

堺市堺区 鳥貴族 堺東２号店 

堺市堺区 鉄板焼 なにわ 

堺市堺区 日本料理 なにわ 

堺市堺区 日本料理もち月一味庵 

堺市堺区 梅の花さかい利晶の杜店 

堺市堺区 北京料理てんてん 

堺市堺区 遊食旬菜 きのした 

堺市堺区 立呑み まる美 

堺市堺区 浪花亭 

堺市中区 snack Blue moon 

堺市中区 インド料理レストラン スラジュ 深井店 

堺市中区 お好み焼き いろり 

堺市中区 お好み焼のりちゃん 

堺市中区 お食事処えん 

堺市中区 カラオケいこち 

堺市中区 カラオケきっさマスカレード 

堺市中区 カレーレストラン コリアンダ 

堺市中区 たこ焼・お好み焼・焼そばの店みまつ 

堺市中区 ひなみ 

堺市中区 ぶんぶく寿司 

堺市中区 歌うスタジオうぐいす 

堺市中区 華 

堺市中区 喰酒屋ぼく 

堺市中区 酒彩藍 

堺市中区 旬菜遊膳たけ蔵 

堺市中区 壮虹 

堺市中区 炭火焼鳥あーちゃん 

堺市中区 福茂寿司 
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堺市中区 和食心根 

堺市中区 福美鮨 

堺市東区 OUGA 

堺市東区 インド ネパール料理 ナマステサガル 

堺市東区 カフェテラス noA 

堺市東区 カラオケ・ザ・トレイン 

堺市東区 ダイニングキッチン UOTOYO 

堺市東区 とっとこ家 白鷺店 

堺市東区 なんば一番堺北野田店 

堺市東区 のんびり空間和ダイニングキッチン克 

堺市東区 喫茶 スナック サン 

堺市東区 居酒屋 増田 

堺市東区 今日和 

堺市東区 肴と御馳走 夢屋 

堺市西区 エンジェル 

堺市西区 カラオケ喫茶 ひろ 

堺市西区 カラオケ喫茶 唄夢 

堺市西区 のまのま 

堺市西区 まねきねこ 

堺市西区 らーめん醤 

堺市西区 喫茶槍 

堺市西区 居酒屋レストラン OKAIRINa菜 

堺市西区 魚々匠 

堺市西区 中華酒家 宝来 

堺市西区 鳥貴族 鳳店 

堺市西区 肉料理玉屋本店 

堺市西区 雷寿司 

堺市西区 立ち飲みトラ寅 

堺市西区 和風ダイニング華 

堺市西区 鮨炭焼き楠 

堺市南区 Summer k 

堺市南区 あっちゃん 

堺市南区 ほど酔ぃ 

堺市南区 花咲く さくらうどん 

堺市南区 喫茶 サンビオラ 
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堺市南区 喫茶いちごみるく 

堺市南区 泉北堂 本店 

堺市南区 鳥貴族 光明池店 

堺市南区 鳥貴族 泉ヶ丘店 

堺市南区 梅の花パンジョ泉北店 

堺市北区 Glanz 

堺市北区 インドレストラン スラジュ 中百舌鳥店 

堺市北区 かせぜん 

堺市北区 カフェ&ビストロ Vous－ぶぅ－ 

堺市北区 カラオケライブ 中百舌鳥店 

堺市北区 カラオケライブ 百舌鳥八幡店 

堺市北区 カラオケ喫茶 小麦 

堺市北区 カラオケ喫茶銀 

堺市北区 コメダ珈琲店 堺なかもず店 

堺市北区 パブカレス 

堺市北区 ひとやすみ 

堺市北区 栄助寿司 

堺市北区 喫茶ねね＆飲みやさん 

堺市北区 居酒屋 ａｊｉｔｏ 

堺市北区 山彩海鮮酒場 心和童 

堺市北区 深夜プラス 1 

堺市北区 和洋空間居食屋いさりび 

堺市美原区 ちゃんこ 小力 

堺市美原区 居酒屋ダイニングだるま 

堺市美原区 志乃家 

岸和田市 BALIHAN BAR 

岸和田市 BAR Orang-Orang 

岸和田市 Floor 

岸和田市 Ｊ・Ｔ・Ｎ 

岸和田市 raha 

岸和田市 うどん 炫 

岸和田市 お好み焼きてっぱん焼き Gutto 

岸和田市 お好み焼きみなみ 

岸和田市 お母ちゃんの味 彩 

岸和田市 カラオケ喫茶ともだち 
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岸和田市 このみ家 

岸和田市 こふじ 

岸和田市 さらし食堂 

岸和田市 すし処しげ里 

岸和田市 スナックｎｉｋｅ 

岸和田市 ディープラウンジ 

岸和田市 花うち田 

岸和田市 活魚寿司 岸和田店 

岸和田市 気心 

岸和田市 居酒屋しん 

岸和田市 居酒屋三徳 

岸和田市 串処 呑処 みっちゃん 

岸和田市 五軒屋 

岸和田市 彩鳥屋てっちゃん 

岸和田市 三徳 

岸和田市 三番館（コーヒー専門店） 

岸和田市 焼肉 食道園 

岸和田市 大衆酒場 桂 

岸和田市 炭焼やきとり一番小松里店 

岸和田市 鳥貴族 ラパーク岸和田店 

岸和田市 鳥貴族 岸和田店 

岸和田市 鉄板焼きどんちち 

岸和田市 日本料理うおり 

岸和田市 萬三酒場 

豊中市 BAR  M 

豊中市 BAR HARIJYU 

豊中市 bonny crown 

豊中市 DIALOGO Kitchen&Cafe  

豊中市 HACCI 

豊中市 IL CONCERTO 

豊中市 LA PIZZERIA DA NINO 

豊中市 plug 

豊中市 pretty 

豊中市 STEAK HOUSE １８ 

豊中市 アプリコティカフェ桜塚 
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豊中市 インド・アジア料理ハリパリワール 

豊中市 エゴカフェ 

豊中市 おでん屋 ひなちゃん 

豊中市 お好み焼 味幸 

豊中市 かつアンドかつ 二ノ切公園店 

豊中市 クイーン 

豊中市 くしかつ専門店オリオ 

豊中市 たよし千里店 

豊中市 ノースショア 伊丹空港店 

豊中市 ひふみキッチン 

豊中市 ベーカリーカフェ&ワインバル リタ&エム 

豊中市 ミシャ 

豊中市 ミツバチ 

豊中市 モスバーガー服部店 

豊中市 モスバーガー豊中名神口店 

豊中市 よまわり 

豊中市 ラ・メゾン ブランシュ 

豊中市 ローソン内環豊中服部寿町店 

豊中市 壱番館 

豊中市 丸十寿司 

豊中市 丸十和鮮 

豊中市 喫茶 MON 

豊中市 居酒屋ごぢゃ亭 

豊中市 居酒屋だるま 

豊中市 居酒屋はちはち 

豊中市 三田屋本店豊中店 

豊中市 獅子道らーめん 

豊中市 酒菜 穂のか 

豊中市 焼肉ホルモンかっぱ 

豊中市 食道園 千里中央店 

豊中市 食道園 曽根店 

豊中市 大旺寿し 

豊中市 大阪王将豊中熊野店 

豊中市 中華居酒屋福 

豊中市 中華料理菊水 



38 

市町村名 施設名称 

豊中市 天神酒場 木もと 

豊中市 天麩羅くろさわ 

豊中市 梅の花千里中央店 

豊中市 風 

豊中市 北のしゃぶしゃぶ 豊中店 

豊中市 麻雀クラブ大成 

豊中市 麺やマルショウ本店 

豊中市 麺や小とり 

豊中市 麺処まつ本 

豊中市 六源 豊中店 

池田市 Ambiente 

池田市 BUTASAN 

池田市 Night Cafe 渚難済 

池田市 poco a poco （ぽこあぽこ） 

池田市 TANTO 

池田市 ガッツうまい米橋本池田駅前店 

池田市 カラオケ ドリーム 

池田市 カラオケスナックカナリア 

池田市 ガンガマハル石橋店 

池田市 くれは亭 

池田市 さすらいのカンテキ石橋酒場 

池田市 てっぱんや 一 HAJIME 

池田市 トラットリア ステヴァーレ 

池田市 ミンミン池田駅前店 

池田市 ラーメンおくや 

池田市 レストランセンカ大阪空港前店 

池田市 沖縄居小屋 

池田市 居酒屋 花 

池田市 酒菜房おためしや 

池田市 酒処備前屋 

池田市 秋吉 石橋店 

池田市 焼き鳥さとり 

池田市 照の家 

池田市 蛸家石橋店 

池田市 呑み処２９３ 
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吹田市 el Bau Decoration 

吹田市 Music Pub Q 

吹田市 Tiger Cocco 

吹田市 えん 

吹田市 お好み焼き良平 

吹田市 かつアンドかつ 紫金山公園店 

吹田市 カラオケライブ 正雀店 

吹田市 カラオケ喫茶ひばり 

吹田市 コトブキカレー 

吹田市 サラダプランゾ 

吹田市 スナック桜 

吹田市 パインズハート 

吹田市 ふじ咲 

吹田市 フランス料理レストラン ＬａＢａｌａｎｃｅ 

吹田市 プルポ 

吹田市 ポポラマーマ JR吹田店 

吹田市 ミスタードーナツ JR吹田店 

吹田市 モスバーガー江坂店 

吹田市 やきとり一心 

吹田市 らーめん彩哲~isato~ 

吹田市 花車 

吹田市 韓食レストラン ペゴッパ 

吹田市 居酒屋 再会 

吹田市 居酒屋まさ 

吹田市 魚と地酒元屋 

吹田市 魚座沖のや 

吹田市 蕎麦とお酒とおばんざい 鹿しま 

吹田市 七海 

吹田市 食道園 江坂店 

吹田市 地酒・家庭一品料理 ふく 

吹田市 鳥貴族 北千里店 

吹田市 天ぷら食堂 魚徳 

吹田市 麺やマルショウ江坂店 

吹田市 啜処三斗総本店 

吹田市 蜀王府 
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吹田市 饂飩とお酒金爾 

泉大津市 Labelleequipe  

泉大津市 カラオケスタジオロザン 

泉大津市 スナック kiss 

泉大津市 ぢどり亭和泉府中店 

泉大津市 ほっこり酒場 らん 

泉大津市 やきとり大吉 松之浜駅店 

泉大津市 やよい軒泉大津店 

泉大津市 花いち 

泉大津市 居酒屋福ちゃん 

泉大津市 憩 703 

泉大津市 酒菜処まとや 

泉大津市 焼鳥 いそ喜 

泉大津市 焼肉 伽耶 

泉大津市 創作新中華料理 紅梅園 

泉大津市 大津屋 

泉大津市 鳥貴族 泉大津店 

高槻市 Bicchiere 

高槻市 BONOS 

高槻市 Jause 

高槻市 Lelait 

高槻市 Lua 

高槻市 Luana 

高槻市 TETSU庵 

高槻市 T's★Diner  

高槻市 T's★LAB 

高槻市 アロマ＆カフェ Hooo 

高槻市 イマソラ珈琲 

高槻市 お好み焼鉄板焼 味咲 

高槻市 カプリチョーザ ミューズ高槻店 

高槻市 カラオケ喫茶ゼット  

高槻市 ジーラソーレ 

高槻市 スタジオ R 

高槻市 スナックピエロ 

高槻市 といだ寿司 
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高槻市 なんとか 

高槻市 ファニー 

高槻市 ベトコン新京 

高槻市 ライオンカレー高槻店 

高槻市 レ・コパン 

高槻市 海鮮処 とも吉 高槻店 

高槻市 久志屋 

高槻市 串家物語アル・プラザ高槻店 

高槻市 高槻食堂 

高槻市 彩々 

高槻市 山城 

高槻市 山水館 

高槻市 炭火焼き鳥居酒屋中本家 

高槻市 中華料理 天平 

高槻市 鳥貴族 摂津富田店 

高槻市 梅の花高槻店 

高槻市 麻友 

貝塚市 うつ輪 

貝塚市 お食事処 集 

貝塚市 カラオケコアラ 

貝塚市 カラオケ喫茶 かずちゃん 

貝塚市 はまゆう 

貝塚市 ますだ屋 

貝塚市 喫茶 リフレイン 

貝塚市 焼肉ふじ 

貝塚市 鳥貴族 貝塚店 

貝塚市 有限会社深川 

守口市 Ace 

守口市 Hard Rock Bar VAMPIRE 

守口市 R ラウンジ 

守口市 カラオケ喫茶 和（なごみ） 

守口市 カラオケ喫茶キャブ 

守口市 げんてん 

守口市 スナックバージュン 

守口市 ダイニングカフェロイドライト 
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守口市 メリディアン 

守口市 モスバーガー京阪守口店 

守口市 ラウンジ LINK'S 

守口市 海鮮処 とも吉 守口店 

守口市 街の肉屋の焼肉店ばんどう亭西郷通店 

守口市 韓味 kitchenかい 

守口市 喜よ志 

守口市 居酒屋凛 

守口市 恵夢 

守口市 沙来羅 

守口市 手打ちうどん 紅屋 

守口市 焼肉 ちゃん 

守口市 中華料理岬 

守口市 中国料亭凛追立 

守口市 長崎ちゃんぽんとまと 

守口市 鉄板焼酒場 力 

守口市 文禄堤茶味 

守口市 麺匠 どいや 

守口市 麺匠やしま 

守口市 両替屋 

守口市 和風居酒屋やすべえ 

守口市 和風居酒屋在所 

守口市 燻製居酒屋うづら 

枚方市 Bene 

枚方市 Bistro Quote Feuilles 

枚方市 Cavatappi30 

枚方市 CHA  CHA 

枚方市 Ｊａｐａｎ Ｉｃｈｉｇｏ 

枚方市 la colline 

枚方市 La tilleul 

枚方市 moonlight 

枚方市 Restaurant 鎌倉 

枚方市 あじ吉食堂 

枚方市 いちごや ねこ部 

枚方市 オールドルーキー 
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枚方市 オールドルーキー ハナレ 

枚方市 かじや 

枚方市 かつアンドかつ 松井山手店 

枚方市 カフェこころ旅 

枚方市 カラオケ喫茶 絵梨花 

枚方市 カラオケ喫茶つるっと 

枚方市 カラオケ倶楽部月うさぎ 

枚方市 げんた 

枚方市 コメアン 

枚方市 コンフェクトナカジマ 

枚方市 スイス菓子バーゼル 

枚方市 すし一 

枚方市 スナック SERA 

枚方市 スナック双織 

枚方市 のみ処 月 

枚方市 マジカルラグーンキッチン 

枚方市 ラウンジ R.e.x 

枚方市 ランチと洋菜の店 RORO 

枚方市 下町のイタリアンバール BUONO 

枚方市 喜えん 

枚方市 吉祥庵 

枚方市 喫茶エル・パティオ 

枚方市 喫茶居酒屋ジョイフル 

枚方市 居酒屋 一揆 枚方店 

枚方市 三代目たくちゃん牧野店 

枚方市 七輪焼肉 炭香 

枚方市 鯛めし やまずみ 

枚方市 炭火焼肉 えん 

枚方市 摩楼 

枚方市 枚方焼肉 冷麺館 新羅 

枚方市 味万 

枚方市 麗華 

茨木市 3TREE BREWERY 

茨木市 B.S 鮎川 

茨木市 cafe cactus 
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市町村名 施設名称 

茨木市 cafe りょく 

茨木市 CAFE&BAR f 

茨木市 L＆M CHANCE 

茨木市 la rosiers 

茨木市 PARCO 

茨木市 Woo's 

茨木市 あすか亭 JR茨木店 

茨木市 イバラキ洋食酒場 grand 

茨木市 いろどり中華たけ 

茨木市 かつアンドかつ 若園公園店 

茨木市 かつ工房しの家 

茨木市 カフェなかちよ 

茨木市 カプリチョーザ イオン茨木店 

茨木市 カラオケ愛 

茨木市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 茨木豊川店 

茨木市 さすらいのカンテキ JR茨木まる酒場 

茨木市 スナックテルキャット 

茨木市 スナック千扇 

茨木市 とりとっとー 

茨木市 とり馬 

茨木市 なかむらや 

茨木市 ラウンジ ａｇｅｈａ 

茨木市 ワインバー ダルセーニョ 

茨木市 横浜家系ラーメン光来家飯店 

茨木市 株式会社成田家 

茨木市 居酒屋 有頂天 

茨木市 居酒屋繁ちゃん 

茨木市 彩食厨房あどあ 

茨木市 七輪旬菜かがり 

茨木市 焼鳥ばーでぃー 

茨木市 焼肉匠 

茨木市 焼肉大将 

茨木市 上吉 

茨木市 創作呑喰癒空間 まる 

茨木市 大阪王将南茨木店 
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市町村名 施設名称 

茨木市 炭火串焼 まるこや 

茨木市 八方寿司 

茨木市 富屋食堂 

茨木市 福ちゃん 

茨木市 和牛鉄板焼き喜泉 

茨木市 燻製ビストロ中 

八尾市 ＦＬＯＱＳ Ｔｏｋｙｏ アリオ八尾店 

八尾市 Hanayaka Cafe 

八尾市 SAKON 沙昏 

八尾市 あげいん 

八尾市 あした 

八尾市 カフェ&バル To-to Ganashi 

八尾市 カフェセッテベッロ 

八尾市 カラオケ喫茶 Ｈｅａｒｔ 

八尾市 くろねこ 

八尾市 けとばし屋チャンピオン八尾店 

八尾市 すず庵 

八尾市 スナック メナム 

八尾市 フェリーチェ 

八尾市 ブレンダ 

八尾市 やんちゃ坊＇ｓ 

八尾市 ラウンジジェラード 

八尾市 沖縄そば心 

八尾市 海鮮れすとらん魚輝水産八尾南店 

八尾市 季節料理 久詩 

八尾市 居酒屋 じんべい 

八尾市 魚菜屋 幸太 

八尾市 魚小屋よしき 

八尾市 三笠寿司 

八尾市 手打ち蕎麦さとたけ 

八尾市 寿々 

八尾市 旬菜料理 季の味 

八尾市 小料理ゆるり 

八尾市 焼肉 肉ちゃん 

八尾市 焼肉トラットリア西山 
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市町村名 施設名称 

八尾市 焼肉ふじき 

八尾市 真 macoto 

八尾市 政ごろう 

八尾市 炭火串焼きよってきぃ家 

八尾市 炭火焼鳥翔矢 

八尾市 中華料理こうれん 

八尾市 味彩 

八尾市 遊食空間 晴ればれ 

八尾市 珈琲フチ 

八尾市 珈琲専門店 MUC 山本店 

八尾市 餃子の王将 八尾沼店 

泉佐野市 カフェ、エルガ 

泉佐野市 カラオケスタジオ フレンド 

泉佐野市 カラオケ澪 

泉佐野市 スナックかほる 

泉佐野市 タコ烈 

泉佐野市 チャイナキッチン まんち 

泉佐野市 ちゃんこ井原 

泉佐野市 マミー 

泉佐野市 らーめん醤 泉佐野店 

泉佐野市 杏 

泉佐野市 活魚寿司 

泉佐野市 師匠 

泉佐野市 焼肉 かめやま 

泉佐野市 笑美酒 道 

泉佐野市 中国名菜 秀平 

泉佐野市 鳥貴族 泉佐野店 

泉佐野市 日本料理 貴船 

泉佐野市 亮乱 

泉佐野市 和助 

富田林市 Book&Spa uguisu 

富田林市 CAFFE&BAR AKARI  

富田林市 お好み焼き鉄板焼ここ 

富田林市 カラオケライブ 富田林駅前店 

富田林市 かんぽの宿富田林 
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市町村名 施設名称 

富田林市 コンドル 

富田林市 ぢどり亭藤沢台店 

富田林市 居酒屋あかね 

富田林市 居酒屋照 

富田林市 鳥貴族 富田林店 

富田林市 来来亭富田林店 

寝屋川市 Bar jewel 

寝屋川市 Darts&Sports Bar Chou-Chou 

寝屋川市 Live Bar ACORDE 

寝屋川市 ｓａｋｕｒａ・ｓａｋｕ 

寝屋川市 soup Cafe MON 

寝屋川市 おだはら亭 

寝屋川市 お好み焼き らっきい 

寝屋川市 お食事処 加賀屋 

寝屋川市 カラオケ喫茶 ケイ 

寝屋川市 カラオケ喫茶ピノキオ 

寝屋川市 カラオケ明日香 

寝屋川市 こめや 

寝屋川市 すし 清 

寝屋川市 スナック eyes 

寝屋川市 つるべ 

寝屋川市 つる宗 

寝屋川市 どんさい（ＤＯＮＳＡＩ） 

寝屋川市 にじいろぱいん 

寝屋川市 ぱてぃお 

寝屋川市 フリージア香里園店 

寝屋川市 ほまれ 

寝屋川市 みそんちょ 

寝屋川市 もーやん 

寝屋川市 喫茶カラオケ 香 

寝屋川市 居酒屋いっちゃん 

寝屋川市 魚輝水産 鮪船 仁和寺店 

寝屋川市 寿しひろ 

寝屋川市 創作串焼 詩穏 

寝屋川市 太閤寿し 
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市町村名 施設名称 

寝屋川市 太田屋 角打ち 

寝屋川市 炭火焼肉炎 KICHI 

寝屋川市 中華ビストロうちだ 

寝屋川市 天久 

寝屋川市 呑処 きまぐれ 

寝屋川市 美食楽酒ひかるちゃんのお店 

寝屋川市 美食楽酒ひかるちゃんのお店ランチカラオケ 

寝屋川市 瓢箪 

寝屋川市 遊食屋 かくれんぼ 

河内長野市 406 

河内長野市 おかんの料理 おばんざい咲佑 

河内長野市 つけ麺ダイニング麺一 HAJIME 

河内長野市 丸昌 

河内長野市 旬の幸かつら川 

河内長野市 鳥貴族 河内長野店 

河内長野市 鳥貴族 千代田店 

河内長野市 麺工房夢 

河内長野市 和洋スモークダイニング優 

松原市 cafevivo 

松原市 coffee house 春水 

松原市 お好み焼き鉄板焼き福 

松原市 サッポロラーメン 花くま 

松原市 スナック JUNKO 

松原市 スナック淀 

松原市 たけちゃん 

松原市 タニシのこむらがえり 

松原市 ひさ家松原店 

松原市 フレンド 

松原市 居酒屋ダイニングふぁいみぃる 

松原市 焼鳥酒家浪花友あれ 

松原市 鳥貴族 河内松原店 

松原市 餃子の王将 河内松原店 

大東市 ON THE ROAD 

大東市 SHOTA 

大東市 アルカディアカフェ 
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市町村名 施設名称 

大東市 おせんのだいどころ 

大東市 居酒屋 あいちゃん 

大東市 居酒屋わか 

大東市 元禄園 

大東市 酒彩由楽梨 

大東市 創作料理満天 

大東市 炭火焼 鳥誇 

大東市 呑み処展 

大東市 立ち飲みバー客恋慕 

和泉市 Bar Nixx 

和泉市 Green room  

和泉市 インドレストラン スラジュ 和泉店 

和泉市 お好み焼き 元 

和泉市 カフェ・ル・ヴァンベール 

和泉市 カプリチョーザ ららぽーと和泉店 

和泉市 カラオケ さくら 

和泉市 カラオケベニ 

和泉市 カラオケ居酒屋 祀 

和泉市 コーヒーレストラン ガジュマル 

和泉市 こゆき 

和泉市 ちっち 

和泉市 なごみ料理 夢風景 YUMEKESIKI 

和泉市 もりたや 

和泉市 隠れ家キッチン 

和泉市 甘甘堂 

和泉市 喫茶レストランピエロ 

和泉市 月花美人 

和泉市 出世街道 

和泉市 食事とうどんの味緒吉 

和泉市 炭焼彩菜 KAMADO 

和泉市 日本料理みやこ 

和泉市 本格中華料理 稲香村 

箕面市 Bstand+ 

箕面市 cafe & bar K's Square 

箕面市 Dining PLUS 358 
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市町村名 施設名称 

箕面市 かつアンドかつ 小野原店 

箕面市 たこ焼き居酒屋絆 

箕面市 芦屋荘 大阪箕面店 

箕面市 炭火やきとり飛鳥 

箕面市 中華料理秀林 

箕面市 茂里鮨 

柏原市 カフェ・ド・まあゆ 

柏原市 かんぱち寿司 

柏原市 スナックＫ 

柏原市 ライブバーパウンド 

柏原市 割烹国弘 

柏原市 喫茶 nico 

柏原市 青谷ゴルフガーデン 

羽曳野市 3Beam warung 

羽曳野市 ふる里 

羽曳野市 より道きよせ 

羽曳野市 鼓月 

羽曳野市 焼肉幸 

羽曳野市 西洋食倶楽部紅茶屋カン月 

羽曳野市 鳥貴族 近鉄古市店 

羽曳野市 天楽 

羽曳野市 八剣伝 羽曳野店 

門真市 Darts Bar アージュ 

門真市 iltempo   

門真市 お好み焼 さち 

門真市 お食事処 しま 門真店 

門真市 カラオケ喫茶 あざみ 

門真市 カラオケ喫茶キング 

門真市 カラオケ酒場多喜ちゃん 

門真市 スタミナ軒 

門真市 スナック アクア 

門真市 スナック さくら 

門真市 スナックワンスモア 

門真市 チョアチョア 

門真市 とりなす 
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市町村名 施設名称 

門真市 ふぁみれど 

門真市 みかみんち 

門真市 ヨシ善 

門真市 杏里 

門真市 串揚げ 繁 おばんざい 

門真市 串揚げ・旬彩 いかるが 

門真市 創作バル Leon 

門真市 創作和食料理やわらぎ 

門真市 天海 

門真市 呑喜 

門真市 満月 

摂津市 インドネパール料理アグリム正雀店 

摂津市 おてもやん 

摂津市 カラオケライブ 摂津鳥飼店 

摂津市 キャティ 

摂津市 まるたかうどん 

摂津市 炭火焼鳥 Dining縁 

摂津市 鳥貴族 正雀店 

摂津市 鳥貴族 千里丘店 

高石市 BAR OLIOLI 

高石市 Cafe ら・さぼうる 

高石市 izakayaざわわ 

高石市 カラオケ喫茶花水木 

高石市 サーティワンアイスクリーム高石ロードサイド店 

高石市 スナック New Yumi 

高石市 メンバーズ有希子 

高石市 歌演 

高石市 居酒屋 藤 

高石市 旨いもん屋 漁火 

高石市 酒楽亭 楽しや 

高石市 焼肉味楽 

高石市 千代田庵 

高石市 鳥貴族 高石店 

高石市 令和 

高石市 和洋バルえびす 
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市町村名 施設名称 

藤井寺市 イタリア料理 チプリアーニ 

藤井寺市 カフェスタジオレゲエ（藤井寺 JAMJAM) 

藤井寺市 カラオケ Gaku 

藤井寺市 海眞 

藤井寺市 気まぐれ道中 ちょる 

藤井寺市 居酒屋とんぺい 

藤井寺市 焼鳥せんけ 

藤井寺市 鳥貴族 藤井寺店 

藤井寺市 美き寿司 

藤井寺市 末廣寿司 

藤井寺市 蓮 

東大阪市 7COLORS 

東大阪市 CHAPTER COFFEE 

東大阪市 DEAR 

東大阪市 K.ハーモニー 

東大阪市 KENTBAR 

東大阪市 konomi 

東大阪市 Peace 

東大阪市 Snack Liber 

東大阪市 Ｓｗｉｎｇ 

東大阪市 いこい 

東大阪市 エンジェル トランペット 

東大阪市 お好み焼 サボテン 

東大阪市 お好み焼き 焼きそば ひろまつ 

東大阪市 お食事処 魚竹 

東大阪市 お食事処 大坂屋 

東大阪市 お食事処 大八 

東大阪市 お料理とお酒 たまる 

東大阪市 かっぱ寿司 

東大阪市 カフェＢＵＬＬ 

東大阪市 かみありづき 

東大阪市 カラオケ スマイル 

東大阪市 カラオケライブ 南上小阪店 

東大阪市 カラオケ喫茶チャーミ 

東大阪市 ぐるめ旬菜居酒屋てっちん 
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市町村名 施設名称 

東大阪市 クロム 

東大阪市 パイプライン 

東大阪市 ひさご食堂 

東大阪市 ホルモン焼 慶ちゃん 

東大阪市 モスバーガーニトリモール東大阪店 

東大阪市 モスバーガー八戸ノ里店 

東大阪市 ゆう 

東大阪市 海鮮れすとらん魚輝水産 東鴻池店 

東大阪市 楽しい酒と味の店中津江 

東大阪市 樫の木 

東大阪市 韓料理 李 

東大阪市 季節一品料理 大 

東大阪市 喫茶エル 

東大阪市 喫茶カップアイ 

東大阪市 喫茶スナック 我路 

東大阪市 居酒屋 Sugar Salt 

東大阪市 居酒屋かんぱい 

東大阪市 居酒屋ダイニングごくう荒本店 

東大阪市 居酒屋華福 

東大阪市 錦泉堂 

東大阪市 串もん酒家 じげん 

東大阪市 月うさぎ 

東大阪市 月下美人 

東大阪市 五成家 

東大阪市 酒菓家 NAKAGAWAみ 

東大阪市 春夏冬 

東大阪市 小阪 浪花そば 

東大阪市 小雀弥 東大阪店 

東大阪市 焼き鳥とりひげ 

東大阪市 焼肉 一山 

東大阪市 焼肉ことぶき屋 

東大阪市 真心亭 

東大阪市 扇 

東大阪市 扇すし 

東大阪市 大寿庵 
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東大阪市 炭火焼肉牧場サカエ屋 

東大阪市 中華そばさるぱぱ 

東大阪市 中華料理 鶴宴 

東大阪市 中華料理 宝宝 

東大阪市 天下第一ラーメン 

東大阪市 天理スタミナラーメン東花園店 

東大阪市 日本料理山ぶき 

東大阪市 福来閣 

東大阪市 福聚軒 

東大阪市 味地歩心 

東大阪市 有限会社小西酒店 

東大阪市 来来 

東大阪市 利兵衛すし 

東大阪市 和食の店 どこへ 

東大阪市 餃子専門店 味力亭 森河内 

泉南市 カプリチョーザ イオン泉南店 

泉南市 カレーハウス CoCo壱番屋 泉南男里店 

泉南市 廻鮮鮨  喜十郎 

泉南市 焼肉 仁家 泉南店 

泉南市 焼肉ホルモン豪 

泉南市 大桝 

泉南市 有限会社 大元 中華そば 大元 

四條畷市 Piccolo Canforo 

四條畷市 お好み焼 とんちゃん 

四條畷市 畷の里食堂 

交野市 カラオケ喫茶二番星 

交野市 やきとり居酒屋 鳥藤 

交野市 星の森 

交野市 馳どり屋 津田店 

交野市 美香飯店 

大阪狭山市 アーセンウェア 

大阪狭山市 イル・ディスティーノ 

大阪狭山市 お食事処 一休西店 

大阪狭山市 カジュアルフレンチ ダルシ 

大阪狭山市 グランブルー 
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大阪狭山市 ハスノハナ 

大阪狭山市 はりまや 

大阪狭山市 懐石 和艸庵 

大阪狭山市 大吉狭山店 

大阪狭山市 鳥貴族 金剛店 

大阪狭山市 鮨和菜の心横山 

阪南市 ここ家 

阪南市 ご馳走や鮨でん 

阪南市 酒菜工房 想 

阪南市 焼肉 炭屋 阪南店 

阪南市 有限会社まるはち 

阪南市 緑の館 

島本町 ．．．Cafe  Puku。Puku。 

島本町 チャイナダイニング彩菜 

島本町 再会 

島本町 藤寿司 

忠岡町 Happy☆Rabbit 

忠岡町 コーヒーハウスふくろう 

忠岡町 文月 

忠岡町 吞喰むらおか 

熊取町 スナック エン 

熊取町 はなみずき亭 

田尻町 CAFE＆BAR Amaryllis 

田尻町 活魚寿司 田尻店 

岬町 カラオケ船守 

岬町 わたぼうし 

岬町 淡輪ハウス 

河南町 いこいの場かえる 

 

 


