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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 20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 AGGRE cafe the terrace 

大阪市都島区 Chill out 

大阪市都島区 KEI 

大阪市都島区 LiveHouse Arc 

大阪市都島区 RICHMAN 

大阪市都島区 いざ酒屋おきや 

大阪市都島区 おでん吉峰 

大阪市都島区 すし駒 

大阪市都島区 そば処 なだ市 

大阪市都島区 ティールーム パネル 

大阪市都島区 ビストロ・ミショーレ 

大阪市都島区 モンテプリモ 

大阪市都島区 ゆっくりほっくり 

大阪市都島区 ラウンジ忍 

大阪市都島区 岡室酒店直売所 

大阪市都島区 丸藤（まるふじ） 

大阪市都島区 居酒屋ふぅ 

大阪市都島区 光龍益 

大阪市都島区 宗ゆき 

大阪市都島区 旬菜酒房 くにこし 

大阪市都島区 焼鳥懐石 秀吉 

大阪市都島区 焼鳥凡僧 都島店 

大阪市都島区 焼肉レストラン松井 

大阪市都島区 星空居酒屋 

大阪市都島区 石窯和ピザ covo 
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市町村名 施設名称 

大阪市都島区 鉄板焼かわち 

大阪市都島区 東大美 

大阪市都島区 日本酒とお食事 はちどり 

大阪市都島区 福すし 

大阪市都島区 明月館京橋店 

大阪市都島区 立呑処 おかの 

大阪市都島区 和 Diningたちばな 

大阪市福島区 BAR ca ALE 

大阪市福島区 kabato 

大阪市福島区 Kimagure French黒猫 

大阪市福島区 NightMarket 

大阪市福島区 Nuage Japon  

大阪市福島区 SaKuRa 

大阪市福島区 いなせ 

大阪市福島区 おいし家 宮もと 

大阪市福島区 おかめ 

大阪市福島区 コルドバ 

大阪市福島区 さぬきや 

大阪市福島区 すきやきダイニング Hiro 

大阪市福島区 スナック MIMI 

大阪市福島区 スナック愛 

大阪市福島区 ダイガク 

大阪市福島区 つけそば ムタヒロ 

大阪市福島区 とよ 

大阪市福島区 はつえダイニング 

大阪市福島区 ミスタードーナツ福島大開ショップ 

大阪市福島区 めんふくろう 

大阪市福島区 やきとりひろ 

大阪市福島区 やきとり大吉 新福島店 

大阪市福島区 らーめん小僧 

大阪市福島区 屋台ラーメンまる徳 

大阪市福島区 花閲茶 

大阪市福島区 喫茶ポワソンルージュ 

大阪市福島区 居酒屋 ENO 

大阪市福島区 彩苑 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 手打ちそば谷谷 

大阪市福島区 小雀弥 福島店 

大阪市福島区 赤禿酒店 

大阪市福島区 台湾料理故郷 

大阪市福島区 大阪王将野田店 

大阪市福島区 炭火焼鳥鉄カブト 

大阪市福島区 竹内酒店 

大阪市福島区 茶屋てんごく 

大阪市福島区 中国菜オイル 

大阪市福島区 朝な夕な 

大阪市福島区 髭政 

大阪市福島区 和食ふくみ 

大阪市此花区 Cafe&Bar LIBER 

大阪市此花区 REST CAFE  Lue 

大阪市此花区 カフェホソウヤ 

大阪市此花区 カラオケホールシャルマン 

大阪市此花区 そば処美松 

大阪市此花区 やきとん角 

大阪市此花区 銀杏 

大阪市此花区 焼肉つるや 

大阪市此花区 食事処 つし里 

大阪市此花区 大和家 

大阪市西区 ART＆WINE 

大阪市西区 BAR  KALAPANA 

大阪市西区 barpiko（バルピコ） 

大阪市西区 cafe Room 

大阪市西区 Charcoal Dining エンヤ 

大阪市西区 Ciucate 

大阪市西区 flower & bar Relier ルリエ 

大阪市西区 GRILL&BAR SUNTRAP 

大阪市西区 maZE 

大阪市西区 organic cafe47  

大阪市西区 PASSE 

大阪市西区 Ｐｏｒｔｅ 

大阪市西区 TEPPANDACiucate 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 THE TAVERN  

大阪市西区 アラルデ 

大阪市西区 イタリア食堂ニジイロアルコバレーノ 

大阪市西区 イル・クアドリフォーリオ 

大阪市西区 インドレストランカフェ＆バーBINDU 

大阪市西区 うどん家あぶく 

大阪市西区 お食事処 居酒屋 ととろ 

大阪市西区 カラオケルーム ON&ON 

大阪市西区 ケンちゃん食堂 

大阪市西区 コーヒーハウスモカ 

大阪市西区 スナイパー 

大阪市西区 スナックみさと 

大阪市西区 ダルバート 

大阪市西区 パブリックダイナーkakashi 

大阪市西区 まーじゃんハウスチップ本町四ツ橋通り店 

大阪市西区 マホラバキッチン 

大阪市西区 モスバーガー靱本町店 

大阪市西区 やきやき晴の花 

大阪市西区 ルジャルダン 

大阪市西区 楽々ーtano tanoー 

大阪市西区 桜原精肉店 

大阪市西区 酒盛りあいなる 

大阪市西区 小雀弥 堀江店 

大阪市西区 新町海鮮酒場うおのや 

大阪市西区 丹波地鶏とビオワイン 六賢 

大阪市西区 中華菜館 會賓楼 

大阪市西区 美肴＆美酒 むらさき 

大阪市西区 浜焼太郎 西本町店 

大阪市西区 朋 

大阪市西区 立ち飲み キッチンスタジアム 

大阪市西区 旅路 Kitchen 

大阪市西区 輪だち 

大阪市西区 怡苑 本格四川料理 

大阪市西区 珈琲倶楽部おおもり 

大阪市港区 My 
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市町村名 施設名称 

大阪市港区 RainmakeR 

大阪市港区 お好み焼き・カラアゲ 桂 

大阪市港区 カラオケ居酒屋 万亜ー呂  

大阪市港区 コーヒーショップ ビクトリー 

大阪市港区 たんぽぽ 弁天町店 

大阪市港区 はな saka 

大阪市港区 ビーハイブ 

大阪市港区 一番亭 

大阪市港区 横田酒店 

大阪市港区 居酒屋 菜花野 

大阪市港区 西村酒店 

大阪市港区 中華料理喜楽園 

大阪市港区 立ち呑み BALMAMASandPAPAS 

大阪市大正区  恵み屋 

大阪市大正区 ALWAYS 

大阪市大正区 CASUBAR 

大阪市大正区 CoffeeHouse アンダンテ 

大阪市大正区 Maju 

大阪市大正区 お好み焼き アン 

大阪市大正区 すし処おお乃 

大阪市大正区 せぶん 7COLORS 

大阪市大正区 だるま 

大阪市大正区 チェリー 

大阪市大正区 のみ処 ＫＵＲＡ 

大阪市大正区 ベッセ・ヴォワール 

大阪市大正区 ヘバラギ 

大阪市大正区 やきとり味よし 

大阪市大正区 春夏冬 

大阪市大正区 赤字屋 

大阪市大正区 丹後屋酒店 

大阪市大正区 炭焼茶屋 やけぼっくい 

大阪市大正区 田中屋酒店 

大阪市大正区 藤本酒店 

大阪市大正区 味処やまもと 

大阪市天王寺区 baila 
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市町村名 施設名称 

大阪市天王寺区 cafe de サン 

大阪市天王寺区 cafe こころひかる 

大阪市天王寺区 EXP ROOFTOP 

大阪市天王寺区 MOGA 

大阪市天王寺区 あんにょん 

大阪市天王寺区 カフェ・クラムボン Cafe CLAMBON 

大阪市天王寺区 カフェレストラン夕陽ヶ丘 

大阪市天王寺区 カラオケ酒場 WAO 

大阪市天王寺区 デッカ 

大阪市天王寺区 ハノイフォー333 

大阪市天王寺区 ペトリス 

大阪市天王寺区 みたらし小餅茶屋天王寺ミオ店 

大阪市天王寺区 居酒屋がんば 

大阪市天王寺区 居酒屋鮮道こんび 

大阪市天王寺区 鶏太郎上本町駅店  

大阪市天王寺区 元祖熟成細麺香来 天王寺ミオ店 

大阪市天王寺区 市村酒店 

大阪市天王寺区 種よし 

大阪市天王寺区 樹恵理 

大阪市天王寺区 十割そば喜らく 

大阪市天王寺区 焼肉・韓国料理 韓國館 

大阪市天王寺区 食堂酒場 BUDDHAEATZ 

大阪市天王寺区 鶴橋焼肉金太郎 

大阪市天王寺区 八剣伝 天王寺店 

大阪市天王寺区 味来亭 

大阪市天王寺区 彭家 タッカンマリ 

大阪市浪速区 Cafe＆Barちいさなおみせ オタロード 

大阪市浪速区 INARI GLEAN 

大阪市浪速区 TSUMIKI COFFEE SAIWAICHO 

大阪市浪速区 W@VE 

大阪市浪速区 イタリアンバールハナキン 

大阪市浪速区 カイノ珈琲工房（喫茶カイノ） 

大阪市浪速区 カレーショップ英登 

大阪市浪速区 しゃかりき４３２難波元町店 

大阪市浪速区 バナイル 
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市町村名 施設名称 

大阪市浪速区 ベビー 

大阪市浪速区 らーめん砦大国町店 

大阪市浪速区 ラウンジ奈々 

大阪市浪速区 一楽 

大阪市浪速区 居酒屋ゼゼヒヒ 

大阪市浪速区 居酒屋春 

大阪市浪速区 上方うどん 

大阪市浪速区 食よし川 

大阪市浪速区 酔歌 

大阪市浪速区 炭火焼肉 3丁目 

大阪市浪速区 中華料理大福 

大阪市浪速区 哲剣 

大阪市浪速区 堂島グラッチェ なんば店 

大阪市浪速区 百十 なんばこめじるし店 

大阪市浪速区 有限会社川上商店 

大阪市浪速区 浪花ひとくち餃子チャオチャオなんば湊町店 

大阪市西淀川区 いったんも麺 

大阪市西淀川区 きまぐれ海鮮居酒屋おやじ 

大阪市西淀川区 ここあみや 

大阪市西淀川区 すなっく りかちゃん 

大阪市西淀川区 はま 

大阪市西淀川区 ほうみん 

大阪市西淀川区 喜久一 

大阪市西淀川区 居酒屋 みなつき 

大阪市西淀川区 焼肉 玄風 

大阪市西淀川区 大阪ハラールレストラン 

大阪市西淀川区 津野 

大阪市東淀川区 Cafe  Loop  

大阪市東淀川区 Chinese Dining 杏花楼 

大阪市東淀川区 カラオケ喫茶ＥＲＩ 

大阪市東淀川区 カラオケ喫茶ＲＩＮＡ 

大阪市東淀川区 こう鮨 

大阪市東淀川区 スナックあん 

大阪市東淀川区 ひでよし 

大阪市東淀川区 ひの屋 
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市町村名 施設名称 

大阪市東淀川区 ぼなぺてぃ（ボナペティ） 

大阪市東淀川区 モスバーガー豊里店 

大阪市東淀川区 ゆのや 

大阪市東淀川区 割旬つつ井 

大阪市東淀川区 喜楽 

大阪市東淀川区 居酒屋あかひげ 

大阪市東淀川区 居酒屋こづち 

大阪市東淀川区 居酒屋嵯峨野 

大阪市東淀川区 魚山 

大阪市東淀川区 共栄飯店 

大阪市東淀川区 慶尚苑 

大阪市東淀川区 健康豚焼肉 豚元 

大阪市東淀川区 小味処吉野 

大阪市東淀川区 焼肉永洞 

大阪市東淀川区 焼肉福寿園 

大阪市東淀川区 辻倶楽部 

大阪市東淀川区 田舎娘 

大阪市東淀川区 珈琲ロマン上新庄店 

大阪市東淀川区 鮨 よね田 

大阪市東成区 P.T.美 

大阪市東成区 THE DOGHOUSE INN 

大阪市東成区 お好み焼き千寿 

大阪市東成区 カオの屋 

大阪市東成区 カフェドソレイユ 

大阪市東成区 カラオケ ぴあの 

大阪市東成区 コメダ珈琲店大阪メトロ今里北口店 

大阪市東成区 スマイルカフェ 

大阪市東成区 ひらの 

大阪市東成区 やよい軒鶴橋店 

大阪市東成区 ゆうゆう 深江橋本店 

大阪市東成区 居酒屋 石松 

大阪市東成区 今里や 

大阪市東成区 彩七 誠家 

大阪市東成区 旨い料理 旨い酒 じょうじ 

大阪市東成区 旬菜酒房 遊や 
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市町村名 施設名称 

大阪市東成区 中華料理 宝来亭 今里店 

大阪市東成区 中国酒家 燈 ～AKARI～ 

大阪市東成区 鉄板串焼専門店 天竺 

大阪市東成区 唐揚げ専門店とりの玉造店 

大阪市東成区 麺将軍 

大阪市東成区 門堂  

大阪市東成区 和・韓創作料理  大花 

大阪市生野区 BAR DJ KOBA 

大阪市生野区 Kitchen圭 

大阪市生野区 one 

大阪市生野区 POPOBE 

大阪市生野区 WORLD 

大阪市生野区 おばんざい塩崎 

大阪市生野区 きずな 

大阪市生野区 クラブミアリ 

大阪市生野区 げんや 

大阪市生野区 しいたけ。 

大阪市生野区 スナック ジュリアン 

大阪市生野区 スナックアモーレ 

大阪市生野区 そば処 若竹 

大阪市生野区 なかつか 

大阪市生野区 ニュータンポポ 

大阪市生野区 まことや誠寿司 

大阪市生野区 ミツコの部屋 

大阪市生野区 一石二鳥 

大阪市生野区 韓国風鉄板焼 串焼き ひまわり 

大阪市生野区 喜多家 

大阪市生野区 焼肉とらじ 

大阪市生野区 焼肉ひふみ 

大阪市生野区 千草 

大阪市生野区 淡路屋直売所 

大阪市生野区 味はらプチ食堂 

大阪市生野区 龍王苑 

大阪市旭区 ビリヤード Learn 

大阪市旭区 喫茶チャボ 
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市町村名 施設名称 

大阪市旭区 居酒屋 おーでる 

大阪市旭区 居酒屋 美はち 

大阪市旭区 居酒屋こきんた千林店 

大阪市旭区 居酒屋まるや 

大阪市旭区 山田製麺所 

大阪市旭区 食の古民家サロン 

大阪市旭区 千鶴 

大阪市旭区 待夢 

大阪市旭区 炭火焼鳥ニワトリスター 

大阪市旭区 淀ヤ食堂 

大阪市旭区 珈琲館ロシャール 

大阪市城東区 Cafe&Diningきまぐれ 

大阪市城東区 cafe&food LDK 

大阪市城東区 coffee Kei 

大阪市城東区 オトギソウスタジオ 

大阪市城東区 カラオケ喫茶約束 

大阪市城東区 カラオケ蓮華 

大阪市城東区 しきしま 

大阪市城東区 しのぶ 

大阪市城東区 ドルフィン 

大阪市城東区 フォルテ 

大阪市城東区 ゆがきたてうどん ぺこぺこ 

大阪市城東区 旬菜酒房 宝隆丸 

大阪市城東区 代志美 

大阪市城東区 大阪焼鳥 鳥力 

大阪市城東区 中華飯店ひのくに 

大阪市城東区 奈良屋商店 

大阪市城東区 飛龍 

大阪市城東区 福田酒店 立乃味くん 

大阪市阿倍野区 ARUSON FUKUME 

大阪市阿倍野区 BAR MILK&COCOA 

大阪市阿倍野区 Bleu 

大阪市阿倍野区 CLIP 

大阪市阿倍野区 kitchenまめ 

大阪市阿倍野区 Ｎ's  Tasty Lab 
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市町村名 施設名称 

大阪市阿倍野区 アジアンビストロスパイス 

大阪市阿倍野区 カラオケ喫茶 ハーモニー 

大阪市阿倍野区 コモレビア。 

大阪市阿倍野区 ちりめん亭西田邊店 

大阪市阿倍野区 とちの木 

大阪市阿倍野区 ハピネス 

大阪市阿倍野区 ホルモン喜心 

大阪市阿倍野区 モクモク直営農場レストランお日さまのえがお 

大阪市阿倍野区 ラーメン而今阿倍野元町店 

大阪市阿倍野区 河島寿司 

大阪市阿倍野区 楽居 

大阪市阿倍野区 喫茶 ジャルダン  

大阪市阿倍野区 居酒屋寛 

大阪市阿倍野区 居酒屋穂高 

大阪市阿倍野区 寿し割烹 魚市 

大阪市阿倍野区 小鍋キッチン 

大阪市阿倍野区 西商店直売場 平蔵 

大阪市阿倍野区 大一楼 

大阪市阿倍野区 炭火焼鳥心 

大阪市阿倍野区 炭火焼肉高麗屋 

大阪市阿倍野区 炭匠きしもと 

大阪市阿倍野区 地中海バール Shimpatico 

大阪市阿倍野区 仲哉(なかや) 

大阪市阿倍野区 鉄板万 

大阪市阿倍野区 二葉園 

大阪市阿倍野区 肉料理よし富 

大阪市阿倍野区 明るい農村 

大阪市阿倍野区 陽気 

大阪市阿倍野区 和彩美酒喜心 

大阪市住吉区 3.5coffee 

大阪市住吉区 Bali bong 

大阪市住吉区 ＫＡＳＵＹＡ 長居店 

大阪市住吉区 key 

大阪市住吉区 お好み焼きくる 

大阪市住吉区 カフェバー アンシャンテ 
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市町村名 施設名称 

大阪市住吉区 カラオケ RATAN 

大阪市住吉区 カラオケスナック ちびくろ 

大阪市住吉区 きりん寺 長居店 

大阪市住吉区 コーヒーハウスケニア 

大阪市住吉区 すぎ寿司 

大阪市住吉区 スナック パピヨン 

大阪市住吉区 てっぱん食堂小松家 

大阪市住吉区 メモリー 

大阪市住吉区 安くて「すみ」ません 

大阪市住吉区 燕ちゃんラーメン 

大阪市住吉区 河島寿司 

大阪市住吉区 寒ざらしそば 芦生 

大阪市住吉区 韓国料理ソウル 

大阪市住吉区 吉鳥 あびこ店 

大阪市住吉区 居酒屋 ROOKIES 

大阪市住吉区 居酒屋大志 

大阪市住吉区 串カツ工房海鮮酒場のんのこ 

大阪市住吉区 串かつ味彩 

大阪市住吉区 桂 

大阪市住吉区 炭のあかり 松本 玉出・帝塚山店 

大阪市住吉区 炭火焼鳥 hanna花 

大阪市住吉区 中国飯店 

大阪市住吉区 中国料理味澤 

大阪市東住吉区 cafeゆとり 

大阪市東住吉区 fudan 

大阪市東住吉区 Lien 

大阪市東住吉区 nimo alcamo 

大阪市東住吉区 ReGARD 

大阪市東住吉区 あおてん 

大阪市東住吉区 うさぎ 

大阪市東住吉区 カラオケ喫茶 きずな 

大阪市東住吉区 スナック 八千代 

大阪市東住吉区 たこ焼き西山道場 

大阪市東住吉区 ひらの兆治 桑津店 

大阪市東住吉区 ビリヤード BIG SHOT 
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市町村名 施設名称 

大阪市東住吉区 ぽちこ 

大阪市東住吉区 居酒屋えんむすび 

大阪市東住吉区 居酒屋まるさか 

大阪市東住吉区 桜八番 

大阪市東住吉区 三津屋 

大阪市東住吉区 焼肉やす田 

大阪市東住吉区 焼肉味旨店まかから森田屋 

大阪市東住吉区 食事処 寄り道 

大阪市東住吉区 大國屋酒店 おおくに屋 

大阪市東住吉区 二代目串かつ ゑびす 

大阪市東住吉区 龍の卵 

大阪市西成区 BAR RED CORNER! 

大阪市西成区 Casual Bar ゆず 

大阪市西成区 Pizzeria Casa 

大阪市西成区 Revo 

大阪市西成区 お好み焼き ぐう 

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 楽園 

大阪市西成区 たまや 

大阪市西成区 ニュー喜心 

大阪市西成区 ひかみ 

大阪市西成区 フードデリバリーk 

大阪市西成区 ブラック 

大阪市西成区 やなや 

大阪市西成区 縁 

大阪市西成区 角屋 

大阪市西成区 割烹やす江 

大阪市西成区 株式会社黒松直売所 

大阪市西成区 韓味家 

大阪市西成区 居酒屋 八重 

大阪市西成区 居酒屋スタイル ねこ侍 

大阪市西成区 居酒屋ひまわり 

大阪市西成区 居酒屋金魚 

大阪市西成区 空 

大阪市西成区 焼きとりのながひろ 

大阪市西成区 笑顔 
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市町村名 施設名称 

大阪市西成区 千成寿司 

大阪市西成区 暖 

大阪市西成区 本鳥久 

大阪市西成区 麺屋木田 

大阪市西成区 友 

大阪市西成区 立ち飲みやなや 

大阪市西成区 林林ｓDining 

大阪市西成区 蓮 

大阪市西成区 和 

大阪市西成区 餃子ノ酒場マイケル 

大阪市淀川区 Cafe Hi! 

大阪市淀川区 LIEN 

大阪市淀川区 Oursblanc. 

大阪市淀川区 RememBar PANDORA 

大阪市淀川区 Shot Bar es 

大阪市淀川区 ZERO４ 

大阪市淀川区 アスペルジュ 

大阪市淀川区 お好み焼き いづつ 

大阪市淀川区 カリーランテ金銀妖瞳 

大阪市淀川区 シューティングバーポイントドッグス 

大阪市淀川区 スナック ジョワ 

大阪市淀川区 たんぽぽ 十三店 

大阪市淀川区 たんぽぽ 塚本店 

大阪市淀川区 ちゃっぴー亭 

大阪市淀川区 とろろん 

大阪市淀川区 ナイトインラブリーズ 

大阪市淀川区 ベジカフェ＋アルファー 

大阪市淀川区 まんてん 

大阪市淀川区 わいわい 

大阪市淀川区 一番どり 西中島店 

大阪市淀川区 喜多呂 

大阪市淀川区 喫茶Ｍ 

大阪市淀川区 吟味屋長山亭 

大阪市淀川区 高崎流クリエイティフキッチン道場西中島店 

大阪市淀川区 旬鮮 銀 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 昌順庵 

大阪市淀川区 焼きとんおはな 

大阪市淀川区 焼肉ライク十三店 

大阪市淀川区 深川 

大阪市淀川区 村さ来新大阪店 

大阪市淀川区 炭焼やきとり鳥屋 

大阪市淀川区 町家 焼きとり 

大阪市淀川区 塚本バル 

大阪市淀川区 釣船生駒 

大阪市淀川区 八十八亭 

大阪市淀川区 宝楽 

大阪市淀川区 無限大 

大阪市淀川区 立呑み処 寿 

大阪市淀川区 櫻や 

大阪市鶴見区 cafe-cafe ばらんす食堂 

大阪市鶴見区 CHICKSCAFE 

大阪市鶴見区 mercury&reri. 

大阪市鶴見区 チャーシューのうまいラーメン屋 富士 

大阪市鶴見区 ミスタードーナツ今福鶴見ショップ 

大阪市鶴見区 丸十ラーメン 

大阪市鶴見区 丸正酒店 

大阪市鶴見区 銀寿司 

大阪市鶴見区 呑処なんの 

大阪市鶴見区 味菜 

大阪市鶴見区 陽だまり 

大阪市住之江区 Karaoke B-side 

大阪市住之江区 le vent ル・ヴァン 

大阪市住之江区 うまいもん処 好近 

大阪市住之江区 ゴールド 

大阪市住之江区 サンライトエコー 

大阪市住之江区 たんぽぽ北加賀屋店 

大阪市住之江区 プレジャー 

大阪市住之江区 マッスルキッチン 

大阪市住之江区 ミシェルダイニング・カラオケバー 

大阪市住之江区 活魚料理 広海 
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市町村名 施設名称 

大阪市住之江区 焼肉ハウス由 

大阪市住之江区 信州そば 

大阪市住之江区 大阪ジョイテルホテル さざんか 

大阪市住之江区 呑み処めーぐわーさー 

大阪市住之江区 霧生 

大阪市住之江区 溶岩焼肉 とのさま 

大阪市平野区 Ｂａｌｉ 勝 

大阪市平野区 Bar Happiness 

大阪市平野区 Bar＆カラオケ Legend 

大阪市平野区 loungesmiley 

大阪市平野区 Luana 

大阪市平野区 いざかやびすとろやすだ 

大阪市平野区 ウエストリバー 

大阪市平野区 えんまん 

大阪市平野区 カラオケ喫茶 

大阪市平野区 くらしき亭 

大阪市平野区 こい希 

大阪市平野区 たのし家 

大阪市平野区 ほろ酔い J 

大阪市平野区 株式会社加藤マンション （喫茶プランタン） 

大阪市平野区 居酒屋 笑顔家 

大阪市平野区 居酒屋ごくう 

大阪市平野区 居酒屋まるいち 

大阪市平野区 居酒屋丸ちゃん 

大阪市平野区 魚谷食堂 

大阪市平野区 京 

大阪市平野区 桐本酒店 

大阪市平野区 三ツ星シノハラ 

大阪市平野区 芝剛 

大阪市平野区 新武酒店 

大阪市平野区 立呑森酒店 

大阪市平野区 和風創作料理 雪月花 

大阪市平野区 和侖 

大阪市北区  BeBe倶楽部 

大阪市北区 Alloro 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 Ａｒｉａ 

大阪市北区 ＢＡＮＡＮＡＹＡ 

大阪市北区 Banquet 

大阪市北区 Bar AO 

大阪市北区 BAR ちいさなおみせ 北新地 

大阪市北区 BAR 宗 

大阪市北区 Bar 秀 おかげさんで 

大阪市北区 BARBluewood 

大阪市北区 BarIslet 

大阪市北区 Barかすみ 

大阪市北区 BAR花野 

大阪市北区 Bar宵待 

大阪市北区 Be1 

大阪市北区 Bicerin HANKYU UMEDA 

大阪市北区 bills大阪 

大阪市北区 Cafe&BarLUNA 

大阪市北区 cafe&bar華美 

大阪市北区 CARRERA (カレラ) 

大阪市北区 CHEESE HOLIC BAR 

大阪市北区 Dining Bar JiNnO 

大阪市北区 Dining Bar M's 

大阪市北区 Felice 

大阪市北区 fish 

大阪市北区 Gallery&Cafe  Tina Lente (ギャラリー＆カフェ ティナレンテ） 

大阪市北区 Gezellig 

大阪市北区 GRACE 

大阪市北区 Grande 

大阪市北区 HOME 

大阪市北区 Home bar chocolat 

大阪市北区 IL GHIOTTONE di piu 

大阪市北区 Jasmine 

大阪市北区 Jazz Bar Indigo Blue (ジャズバーインディゴブルー） 

大阪市北区 ＪＡＺＺ・ＯＮ ＴＯＰ 

大阪市北区 JOY 

大阪市北区 ＬＡＰＩＳ 
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大阪市北区 Ｌｅ Ｖｅｒｒｅ 

大阪市北区 Le・lien 

大阪市北区 Lily-リリィ- 

大阪市北区 Live Bar B-flat 

大阪市北区 Lounge Chirp 

大阪市北区 MEAT BOY N.Y 

大阪市北区 min_na_ba 

大阪市北区 N 

大阪市北区 NATURALFOODSBAR Karip 

大阪市北区 ParPunteパルプンテ 

大阪市北区 Petite Soleil 

大阪市北区 Piece (ピエス) 

大阪市北区 porte bonheur 

大阪市北区 Quiet Storm Cafe 

大阪市北区 ray 

大阪市北区 ＳＮＡＣＫえんどう 

大阪市北区 sourire 

大阪市北区 stand bar Chiaki 

大阪市北区 STRETCH 

大阪市北区 Tea House茶摩 

大阪市北区 THE PARTY 

大阪市北区 THEBANZAI 

大阪市北区 tsuru 

大阪市北区 Wine&Cheese Se Reposer 

大阪市北区 y et vin,sourire 

大阪市北区 yaesu海老タリアンバル 

大阪市北区 yamatobi 

大阪市北区 アクティ 2 

大阪市北区 アトム食堂 

大阪市北区 インタープレイ８ 

大阪市北区 ウーニーポンポンカウカウ 

大阪市北区 うきみ 

大阪市北区 うたり亭 

大阪市北区 オステリア コモド・ヒロ 

大阪市北区 おでん 八重福 
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大阪市北区 おばぁの味 てぃーあんだ扇町本店 

大阪市北区 おらが蕎麦天満ＫＹビル 

大阪市北区 お酒とご飯 たく 

大阪市北区 お酒の美術館 お初天神店 

大阪市北区 カオヤム堂 

大阪市北区 カサブランカ 

大阪市北区 カチャトーレヤマガミ 

大阪市北区 カルロ 

大阪市北区 カンティーナリマ 

大阪市北区 キャナル 

大阪市北区 キングオブキングス 

大阪市北区 クラブ なかむら 

大阪市北区 クラベリト 

大阪市北区 クリスタルエー 

大阪市北区 クリスマス 

大阪市北区 グリルアイ（グリルＩ） 

大阪市北区 コーヒーショップ グリンピース 

大阪市北区 コーヒーハウス イフ 

大阪市北区 サントロペ 

大阪市北区 ショットバーペコ 

大阪市北区 すずらん 

大阪市北区 すたんど 太雅 

大阪市北区 スタンドさかば。 

大阪市北区 スタンドまい 

大阪市北区 ステーキつじ 

大阪市北区 スナック いっちゃんの店 

大阪市北区 スナックのんべえ 

大阪市北区 スナックバーBoogie 

大阪市北区 スナック夢 

大阪市北区 スリーピース 

大阪市北区 ダイナー空亀 

大阪市北区 ダイニングバー ルジュ 

大阪市北区 たこ茶屋 

大阪市北区 だし居酒屋 青てん上 

大阪市北区 ぢょか 
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大阪市北区 ツキアカリ 

大阪市北区 つけ麺一兆 天六店 

大阪市北区 ともえ 

大阪市北区 どん呑 

大阪市北区 なかい山 

大阪市北区 のんのん。 

大阪市北区 ひら井 

大阪市北区 ポムの樹 リンクス梅田店 

大阪市北区 ポムの樹ＨＥＰファイブ店 

大阪市北区 マイアミ兎我野町店 

大阪市北区 マギー 

大阪市北区 まんとく 

大阪市北区 マンハッタンロールアイスクリーム LINKSUMEDA店 

大阪市北区 ミスターケリーズ 

大阪市北区 ミスターケリーズ サイドバー 

大阪市北区 ミュージックインま都お 

大阪市北区 みんなのバル アジアン天国 

大阪市北区 メンバーズ bien 

大阪市北区 もんきーぱんち 

大阪市北区 やさしいスイーツ工房 Douceur 

大阪市北区 ゆるりや まどか 

大阪市北区 よし家 

大阪市北区 よろこび 

大阪市北区 レストコーナー史 

大阪市北区 れもんや 

大阪市北区 わいんばる Mandou 

大阪市北区 亜茶羅 

大阪市北区 伊たこ焼 

大阪市北区 一芯 大阪店 

大阪市北区 一富士 

大阪市北区 沖縄料理 遊食屋じゅまる 

大阪市北区 花狩人かとう 

大阪市北区 花水木 

大阪市北区 賀茂ん 

大阪市北区 割烹がはは 
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大阪市北区 活きな男の酒処 くぼ田 

大阪市北区 活魚専門 隆勢丸 

大阪市北区 鬼やんま 

大阪市北区 喫茶 ＣＢ 

大阪市北区 喫茶オリオン 

大阪市北区 喫茶コバヤシ 

大阪市北区 喫茶サンシャイン 

大阪市北区 宮崎地鶏みやかん 

大阪市北区 魚屋魚菜 春雨 

大阪市北区 蕎麦たかま 

大阪市北区 鶏 stヤードバード 

大阪市北区 玄武 

大阪市北区 語り場スナック４U 

大阪市北区 三河べいす 

大阪市北区 紙なべ蘆月 

大阪市北区 篠原 

大阪市北区 寿し処黒杉 

大阪市北区 小施哥哥 

大阪市北区 小料理よねむら 

大阪市北区 松屋 

大阪市北区 焼きとり居酒家りときや カラオケボックスリトカラ 

大阪市北区 上月 

大阪市北区 新多聞酒蔵 

大阪市北区 神戸元町別館牡丹園 

大阪市北区 星野デザートアート 梅田店 

大阪市北区 川口 

大阪市北区 大阪うどん・そば てんま 

大阪市北区 大阪ステーションシティ バール・デルソーレ 

大阪市北区 大阪とらふぐの会 PREMIUM 

大阪市北区 大峰 

大阪市北区 大葉屋 

大阪市北区 炭火イタリアン CARBO 

大阪市北区 暖 

大阪市北区 中華料理 新京 

大阪市北区 梯梧家 
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大阪市北区 天ぷら こまつ 

大阪市北区 天神ラーメン 

大阪市北区 天六まんじ酒店 

大阪市北区 天麩羅いづも 

大阪市北区 堂島グラッチェ 本店 

大阪市北区 豚まに 

大阪市北区 肉炭馨和衷 

大阪市北区 日本料理うかむ瀬 

大阪市北区 白兎 

大阪市北区 反欠 

大阪市北区 北新地 十き 

大阪市北区 北新地 koutaro 

大阪市北区 北新地新明石鮓 

大阪市北区 北新地鳥羽 

大阪市北区 北新地冷麺館 

大阪市北区 茂楽樹 

大阪市北区 野球酒場 酔勝家 

大阪市北区 野乃鳥天参亭 

大阪市北区 癒酒屋お花 

大阪市北区 有諏川 

大阪市北区 遊遊 中之島フェスティバルプラザ 

大阪市北区 揚子江ラーメン名門 

大阪市北区 洋食おくむら 

大阪市北区 洋食キッチン al.baum 

大阪市北区 立呑処おぎの 

大阪市北区 竜馬 

大阪市北区 浪速割烹昇 

大阪市北区 和 

大阪市北区 和音 

大阪市北区 和食・酒 五條 

大阪市北区 和食コーヒーよしむら 

大阪市北区 圓石本店 

大阪市北区 壽（kotoho） 

大阪市北区 絆 

大阪市北区 鮨しお津 



23 

市町村名 施設名称 

大阪市北区 鮨処 一宴 

大阪市北区 鮨処ひかり 

大阪市中央区 BAR Agreable 

大阪市中央区 Bar Amami 

大阪市中央区 Bar Freeman 

大阪市中央区 Bar jida 

大阪市中央区 BAR LAYLA 

大阪市中央区 bar mask 

大阪市中央区 ＢＡＲ ＰＥＰＰＥＲ 

大阪市中央区 Bar Seven 

大阪市中央区 Bar SORRA 

大阪市中央区 ＢＡＲ ＴＡＫＥＮ 

大阪市中央区 ＢＡＲ 和音 

大阪市中央区 Bar&Dinner U2S 

大阪市中央区 BARGOLD 

大阪市中央区 barZERO 

大阪市中央区 Bar宙 

大阪市中央区 Bistro bar 真琴 

大阪市中央区 Ca marche 

大阪市中央区 CafeAZ 

大阪市中央区 Ｃａｒｎｅｔ 

大阪市中央区 Club Next 

大阪市中央区 clubhouse 

大阪市中央区 Cocktail&Dining auns 

大阪市中央区 ｃｏｃｏ・ルージュ 

大阪市中央区 COOL 

大阪市中央区 CRYDDERI CAFE 

大阪市中央区 DION 

大阪市中央区 free bar NBT 

大阪市中央区 Ｇ・ＢＬＵＥ 

大阪市中央区 GaneshCAFE 

大阪市中央区 GOLFLINE 

大阪市中央区 IRoHa dining 

大阪市中央区 Japanese Craft Whisky Bar Common 

大阪市中央区 K2CLUB 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 KENT 

大阪市中央区 KOBUTA 

大阪市中央区 KOKOCHI 

大阪市中央区 Lacavallo 

大阪市中央区 Lala 

大阪市中央区 LAUGHING 

大阪市中央区 LaVerite 

大阪市中央区 Merry Hop 

大阪市中央区 ＭＵＳＥＵＭ 

大阪市中央区 MWG 

大阪市中央区 nAve 

大阪市中央区 NOLA 

大阪市中央区 OCEAN 

大阪市中央区 Over Seas 

大阪市中央区 Ｒｏｓａ 

大阪市中央区 ROSSO 

大阪市中央区 Ｓ．Ｓｅｎｂａ マヨネーズ本舗 

大阪市中央区 Salute 

大阪市中央区 Serena 

大阪市中央区 SHOT BAR もも 

大阪市中央区 sixpack 

大阪市中央区 Snack bar 城 

大阪市中央区 Sound Bar Liw 

大阪市中央区 STAZIA 

大阪市中央区 SUNS 

大阪市中央区 The Australian Publichouse 

大阪市中央区 TRAPQUEEN 

大阪市中央区 TSUBAKI 

大阪市中央区 Untitled 

大阪市中央区 VINO TECA 

大阪市中央区 ｗｈｉｔｅ 

大阪市中央区 Zerro 

大阪市中央区 アイランド 

大阪市中央区 アステリア 

大阪市中央区 アックジョンロデオ 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 アルバ 

大阪市中央区 いい田屋 

大阪市中央区 イタリアンバーピッコリーナ 

大阪市中央区 いっぷう 

大阪市中央区 イブロン 

大阪市中央区 うろこ屋 

大阪市中央区 うを卯 

大阪市中央区 オ・セイリュウダイニングルームレブロンアズゥ２F・３F 

大阪市中央区 オーサカバインミー  

大阪市中央区 おこしやす 

大阪市中央区 おの冨久 

大阪市中央区 お好み焼き ARAKA北浜本店 

大阪市中央区 お好み焼き ARAKA淀屋橋店 

大阪市中央区 お好み焼き鉄板焼き生地 

大阪市中央区 お好み焼場やっさん 

大阪市中央区 お茶漬け処ひよとこ 

大阪市中央区 カーニバル 

大阪市中央区 かず伸 

大阪市中央区 カトゥール 

大阪市中央区 がブリチキン。難波四丁目店 

大阪市中央区 カムヒア商店 こっちこっちー 

大阪市中央区 カラオケ さんかく 

大阪市中央区 からおけ Barてるや 

大阪市中央区 カラオケスナックナンバーワン 

大阪市中央区 カラオケスナック真子 

大阪市中央区 からほり きぬ川 

大阪市中央区 かるぼなぁど 

大阪市中央区 キャラントキャトル または Quarant  Quatre 

大阪市中央区 き笑 

大阪市中央区 くみ 

大阪市中央区 クラブミスティ 

大阪市中央区 コーヒーハウスケニア 

大阪市中央区 このは 

大阪市中央区 こりん 

大阪市中央区 サラスバティ 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 しちりん焼肉 さんかく 

大阪市中央区 しっぽく庵 

大阪市中央区 ショットバーチャチャレイン 

大阪市中央区 すし季節料理鼓太郎 

大阪市中央区 すし処 智 

大阪市中央区 スナック サンユ 

大阪市中央区 スナックしるびあ 

大阪市中央区 スナック梅村 

大阪市中央区 そば月山 

大阪市中央区 ダイニングゼン 

大阪市中央区 だしが命の塩らーめん ぎょぎょぎょ 

大阪市中央区 たんぽぽ本町店 

大阪市中央区 チアリ 

大阪市中央区 チョイス 

大阪市中央区 づけや 

大阪市中央区 つじもとパスタ店 

大阪市中央区 つるまる饂飩淡路町店 

大阪市中央区 デーバク 

大阪市中央区 てんぐ屋 

大阪市中央区 トレ・ビアンド空堀 

大阪市中央区 とんかつのとん正 

大阪市中央区 なんば百番 

大阪市中央区 のと楽西店 

大阪市中央区 ハーティネス上町カフェ 

大阪市中央区 バーナカムラ 

大阪市中央区 バーブルーローズ 

大阪市中央区 バグース心斎橋店 

大阪市中央区 ビーハイブホステル大阪 

大阪市中央区 ビストロカランコロン 

大阪市中央区 ぴょん吉 

大阪市中央区 ヒルマン 

大阪市中央区 ファイブ 

大阪市中央区 プチ・ラセール 

大阪市中央区 ベッセルイン心斎橋 

大阪市中央区 ポムズファーム クリスタ長堀店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 ポムの樹カフェ ナンバなんなん店 

大阪市中央区 まかない処 もっちゃん 

大阪市中央区 まごころ料理 庖丁一本 

大阪市中央区 マジックバートライアンフ！ 

大阪市中央区 マボカリ 

大阪市中央区 ミュージックスポット SATONE 聰音 

大阪市中央区 もつ彦 なんば アメ村店 

大阪市中央区 もつ無双ゆまる 

大阪市中央区 やきとりの名門秋吉日本橋店 

大阪市中央区 ラビアンローズ 

大阪市中央区 レストラン乃呂 

大阪市中央区 ろばた焼 フジノエン 

大阪市中央区 わいん家 

大阪市中央区 阿鳥千日前店 

大阪市中央区 伊酒屋  雄 

大阪市中央区 囲茂庵 

大阪市中央区 一八 

大阪市中央区 栄鮓千日前店 

大阪市中央区 伽琉駝門カフェ 

大阪市中央区 河内鴨てっちり橙 

大阪市中央区 花道 

大阪市中央区 海源丸 

大阪市中央区 割烹里味 

大阪市中央区 祇園金光 

大阪市中央区 牛小屋 

大阪市中央区 居酒屋 191ざっか屋 

大阪市中央区 居酒屋匠 

大阪市中央区 魚の郷こにし 

大阪市中央区 蕎麦処みやび 

大阪市中央区 琴 

大阪市中央区 金輝 

大阪市中央区 金久右衛門 道頓堀店 

大阪市中央区 九州干物市場わだち 

大阪市中央区 串かつ屋台ふくろう 

大阪市中央区 串揚げ かしむら 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 串揚げ居酒屋 ZEN 

大阪市中央区 健美宴 

大阪市中央区 幸福餃子館 

大阪市中央区 香港楼 

大阪市中央区 彩希 

大阪市中央区 札幌らーめん獅子王大阪店 

大阪市中央区 三つ子のバー 

大阪市中央区 三代目鳥メロ難波道頓堀店 

大阪市中央区 山のしずく旬菜家 

大阪市中央区 四季彩 一成 

大阪市中央区 煮干しらーめん 玉五郎 黒門店 

大阪市中央区 杓子屋 

大阪市中央区 酒楽座山三（店舗名）ミナミ山三（屋号） 

大阪市中央区 酒菜 穂 

大阪市中央区 旬肴料理人裕 

大阪市中央区 女が階段を上がる時 

大阪市中央区 小島屋 

大阪市中央区 焼肉屋 大牧場 淀屋橋店 

大阪市中央区 焼肉新恵 

大阪市中央区 食や鶴喜 

大阪市中央区 食彩酒房ごいちや 

大阪市中央区 粋膳ダイニングあにゅー 

大阪市中央区 清月 

大阪市中央区 誠 cuisine 

大阪市中央区 請来（ちんらい） 

大阪市中央区 待合 夕顔 

大阪市中央区 大熊酒家 

大阪市中央区 大阪迎賓館 

大阪市中央区 大阪男塾 

大阪市中央区 大衆酒場いろは 

大阪市中央区 大東北私房菜 

大阪市中央区 谷町バル Regale 

大阪市中央区 炭火家焼肉 盛楽 谷町４丁目店 

大阪市中央区 炭焼き鶏とつくねの店 空音 

大阪市中央区 地どり茶屋 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 地鶏焼肉熔岩屋西道頓堀店 

大阪市中央区 中華料理 白鳳 

大阪市中央区 中華料理ちゃおずさんじゅう 

大阪市中央区 中国菜火ノ鳥 

大阪市中央区 中国酒楼 TONO 

大阪市中央区 中国東北料理 月縁春 

大阪市中央区 超豚骨濃度８ 

大阪市中央区 鳥料理大番 

大阪市中央区 定食呑み処いけだ家 

大阪市中央区 鉄板焼 ぐりる 海 

大阪市中央区 鉄板焼お好み焼き蓮 

大阪市中央区 土鍋麻婆浜やん 

大阪市中央区 南船場へちんもや 

大阪市中央区 日本料理 翠 

大阪市中央区 濃厚中華そばよし田 

大阪市中央区 白玉屋 

大阪市中央区 分福茶釜 

大阪市中央区 味庵茶坊 

大阪市中央区 有限会社酒・飯場さかもと 

大阪市中央区 遊遊 本町駅前店 

大阪市中央区 来鈴亭 

大阪市中央区 莱莱 

大阪市中央区 立ち呑み さんかく 

大阪市中央区 立呑みわいわい 

大阪市中央区 冷麺館心斎橋店 

大阪市中央区 廉 

大阪市中央区 浪花そば 

大阪市中央区 和風料理いほり 

大阪市中央区 廣長 

大阪市中央区 犇之屋 

堺市堺区 ARAWAK 

堺市堺区 BAR BLUE 

堺市堺区 BEYOND episode II 

堺市堺区 Duterte 

堺市堺区 Member's SALON'DE 真弓 
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市町村名 施設名称 

堺市堺区 OPUST 

堺市堺区 pineapple express 

堺市堺区 PLEASE 

堺市堺区 Salon de Lien 

堺市堺区 Taberoux 

堺市堺区 TEH SHISHA SACAY 

堺市堺区 TERRORIST 

堺市堺区 WINEHOUSE K＆K 

堺市堺区 ヴィベール 

堺市堺区 えん 

堺市堺区 カラオケオアシス 

堺市堺区 カラオケステージ はなぐるま 

堺市堺区 キッサスナック舞 

堺市堺区 コロナ対策無人焼肉製作所 

堺市堺区 じゅりあーの 

堺市堺区 シンデレラストーリー 

堺市堺区 すし富 

堺市堺区 スナック裕 

堺市堺区 とり秀 

堺市堺区 ナイトインバーシャトラン 

堺市堺区 ひだまり庵 

堺市堺区 まるはかつ丼 

堺市堺区 メンバ－ズ 江梨 

堺市堺区 ヨンス 

堺市堺区 ラウンジ美穂 

堺市堺区 鰻やさか宇 

堺市堺区 割烹なか井 

堺市堺区 魚がし鮨 

堺市堺区 愚羅巣（グラス） 

堺市堺区 玄品 堺天神 

堺市堺区 実咲庵 

堺市堺区 酒肴逸品大笑 

堺市堺区 旬のさかな総 

堺市堺区 旬彩 心陣 

堺市堺区 旬菜グリルつみき 
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市町村名 施設名称 

堺市堺区 焼鳥 聖 

堺市堺区 焼肉 達蔵 

堺市堺区 焼肉彩 

堺市堺区 食堂ニーナ 

堺市堺区 食堂よこやま 

堺市堺区 信州本場 杵つきそば 

堺市堺区 大衆割烹 味富 

堺市堺区 逐夜 

堺市堺区 鳥処しん 

堺市堺区 鉄板バル ＨＩＬＯ 宗友 

堺市堺区 鉄板バル JYU 

堺市堺区 鉄板居酒屋高見 

堺市堺区 天ぷら 大吉 堺本店 

堺市堺区 土佐料理海 

堺市堺区 日本酒肆やよや 

堺市堺区 美食空間 今摩志ん 

堺市堺区 百福 

堺市堺区 和歌波鮨 

堺市中区 Bar key 

堺市中区 ＰＡＰＩＬＬＯＮ 

堺市中区 アクティー 

堺市中区 あじと 

堺市中区 いずみ食堂 

堺市中区 お好み焼き みつや 

堺市中区 カジュアルフレンチ  アッシュ 

堺市中区 カラオケクラブダム スマイル深井店 

堺市中区 コリアンナチュラルキッチン IMU 

堺市中区 せんべろのんたん 

堺市中区 まるこ 

堺市中区 メンバーズエ・アロール 

堺市中区 王々亭 

堺市中区 居酒屋 なごみ 

堺市中区 四季彩ＩＫＥ家 

堺市中区 旬豊作 米家 kome-ya 

堺市中区 美食酒屋 今摩志ん 
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市町村名 施設名称 

堺市東区 シェフの赤ちょうちん庵 

堺市東区 プラスチック 

堺市東区 焼鳥ダイニング花鳥庵 北野田店 

堺市東区 創作焼そうるめいと堺店 

堺市東区 炭火やきとりとりのすけ中百舌鳥店 

堺市西区 cafe YumeNami-ユメナミ- 

堺市西区 Ｒｅｌｉｃ Ｇａｌｌｅｒｙ＆Ｃａｆｅｂｅｒ 

堺市西区 カラオケ 川 

堺市西区 たち花 

堺市西区 割烹一 

堺市西区 宮崎地鶏ひなた 

堺市西区 居酒屋 松坂 

堺市西区 居酒屋合歓 

堺市西区 漁すけ鳳駅前店鳳オレンジ(肉バル) 

堺市西区 炭火焼鳥瑞 

堺市西区 中国料理 登仙 

堺市西区 鼎 伊藤商店 

堺市西区 竜太 

堺市南区 kino-COCOCHI 

堺市南区 カラオケライブ 堺岩室店 

堺市南区 沖縄料理 はは 

堺市南区 喫茶＆レンタルスペースみんなのひろばはっぴいえんど 

堺市南区 公園のカフェみわ 

堺市南区 鶴橋風月アクロスモール店 

堺市北区 Cafe SATO 

堺市北区 TAKOZO北花田 

堺市北区 アクティー 

堺市北区 いちらく 

堺市北区 お好み焼 よしだ 

堺市北区 かおる 

堺市北区 カラオケスタジオ さくら 

堺市北区 カラオケ青湖 

堺市北区 じょうもん 

堺市北区 チャボ 

堺市北区 ぬま田や 
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市町村名 施設名称 

堺市北区 まさ家 

堺市北区 隠れ家 

堺市北区 花うさぎ 

堺市北区 食べ処・飲み処与太郎 

堺市北区 豆の香 

堺市北区 麺屋第五十三大橋丸 

堺市北区 餃子の王将堺市駅前店 

岸和田市 ALLURE 

岸和田市 BAR CLOSET(店名) STRIPE BALLOON(屋号) 

岸和田市 BLUESTAR CAFE 

岸和田市 ciao 

岸和田市 jewel 

岸和田市 あつまり処享 

岸和田市 いろ菜 

岸和田市 うを吉 

岸和田市 エンドレス 

岸和田市 お好み焼きみえちゃん 

岸和田市 カラオケ喫茶美々(ミミ) 

岸和田市 しゃぶしゃぶ正 

岸和田市 スナック eye 

岸和田市 ちょっと不思議な創作料理おぼえてね 

岸和田市 トラットリア ソグノ 

岸和田市 とり焼き 旬鶏 

岸和田市 呑喰処 うすい亭 

岸和田市 ひろ兵衛 

岸和田市 ファミリー居酒屋 花小路 

岸和田市 ホルモン屋きんちゃん 

岸和田市 むじゃき 

岸和田市 メンバーズラコンテ 

岸和田市 音時間 

岸和田市 海坊主 八阪店 

岸和田市 楽食楽酒 貴 

岸和田市 季節料理 安曇野 

岸和田市 居酒屋 時代屋 

岸和田市 居酒屋まっちゃん 
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岸和田市 根来酒店 

岸和田市 薩摩地鶏炭火焼あすか 

岸和田市 酒の肴 あがりや膳 

岸和田市 秀蘭 

岸和田市 旬彩 dining sushi なかの 

岸和田市 焼肉ホルモン正 

岸和田市 千亀利寿司 

岸和田市 千鳥寿司 

岸和田市 炭炙屋どいちゃん 

岸和田市 天ぷらいなほ 

岸和田市 浜力 

岸和田市 和み 

岸和田市 和酌和酌ひのきや 

豊中市 BAR OFF 

豊中市 Bar Quon tity 

豊中市 Bar Reset 

豊中市 Ｊｏｙ＇ｓ ｃａｆｅ  

豊中市 Natural Wine Shop&Bar Histoi 

豊中市 OKONOMIYAKI SHAKU 

豊中市 Ｏｒｉｅｎｔａｌ Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｔａｒｔａｎ Ｎａｄｙ 

豊中市 アモーレ 

豊中市 イタリア酒 Bar ドロップイン 

豊中市 えん 

豊中市 おちば屋 HANARE 

豊中市 カラオケ スナック るんるん 

豊中市 からおけ 虹 

豊中市 カラオケぽち 

豊中市 キッチン聖子 

豊中市 ごはんやぐぅ 

豊中市 さくらんぼ 

豊中市 ジョニーのからあげ 服部天神店 

豊中市 セントローリエ 

豊中市 たつみ 

豊中市 ちょっとよろう家千里中央店 

豊中市 とり長 
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市町村名 施設名称 

豊中市 ふれあい酒場 恋 

豊中市 ベルウッド 

豊中市 もぐら 

豊中市 ヤマビコホルモン 

豊中市 らうんじ星乃（おばんざいばー星乃） 

豊中市 ロックス 

豊中市 ロベルトカレラ 

豊中市 沖縄そば かじまやー 

豊中市 海鮮れすとらん魚輝水産豊中庄内店 

豊中市 韓国料理アリの家 

豊中市 亀萬 

豊中市 居酒屋 K3  

豊中市 鶏幸 

豊中市 寿司たく 

豊中市 焼き肉 きむ 

豊中市 盛飯店 

豊中市 創作串焼き AKANBEE 

豊中市 創作和食とよ吉 

豊中市 大蔵 

豊中市 中華菜房古谷 

豊中市 鉄板焼・お好み焼 ぱる 

豊中市 島田のラーメン 庄二郎 

豊中市 島田製麺食堂 

豊中市 北川水産海風 

豊中市 末廣 

豊中市 味彩清川 

豊中市 鮨 春之助 

豊中市 鱻  寅次郎 

池田市 BARオルガン 

池田市 COFFEE & GOODS P.S. 

池田市 Dejavu-deux- 

池田市 Holy Holy Familiar Tree Cafe 

池田市 osteria  giada オステリア  ジヤダ 

池田市 ROMANECO 

池田市 SAKURA2 
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池田市 おきらくペンギン 

池田市 お好み焼なが山 

池田市 お食事処ふじた 

池田市 カラオケ いつものところ 

池田市 しろくま 

池田市 どんぐり 

池田市 プリモス 

池田市 ホルモンブルズ 

池田市 むげん 

池田市 モアザン 

池田市 やすらぎ 

池田市 やまざき屋 

池田市 らーめん日本 阪急池田店 

池田市 ラウンジ アーバン 

池田市 ランタン 

池田市 一品料理えんや 

池田市 馬肉料理ばにっくん 

池田市 福寿司 

池田市 民芸そば処一花 

池田市 洋・鳥ダイニングみつを 

池田市 立呑み処 六本木 

吹田市 Bar M 

吹田市 Cafe Eight 

吹田市 LONGA DESEO 2018 

吹田市 うどん司 

吹田市 うを常 

吹田市 サニーストンホテル レストランサニー 

吹田市 ステーキ.com 

吹田市 スナック星南 

吹田市 スナック千里の駅 

吹田市 ビストログールマン 

吹田市 プリシア 

吹田市 やまや 

吹田市 ラウンジ K 

吹田市 レコンフォルテ 
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吹田市 レストラン シュバル 

吹田市 レストラン 洋風居酒屋 ラ・ブランシェ 

吹田市 越後秘蔵麺 無尽蔵 カリーノ江坂家 

吹田市 欧和食・鉄板焼 Nakagawa 

吹田市 開運丸 

吹田市 喫茶 Audrey 

吹田市 居酒屋てつ 

吹田市 魚バル眞 

吹田市 讃岐うどん四八 

吹田市 自家製うどん纏 

吹田市 酒処ふれんど 

吹田市 焼鳥とり Q 

吹田市 上海点心菜館桃苑 

吹田市 中国料理 純華楼 江坂店 

吹田市 豚人関大前店 

吹田市 南国飯店ぬまやー 

吹田市 熱く勢ろ 

吹田市 凡庫 

吹田市 味の味料理 COやんて 

吹田市 有限会社 フィッシュカンパニー 

泉大津市 ＢisＹuままごとや 

泉大津市 Cafe+PIZZA Felice 

泉大津市 Chinese dining 真 

泉大津市 Ocean 

泉大津市 Re:Noa 

泉大津市 えにし縁 

泉大津市 ごもん 

泉大津市 まる徳ラーメン泉大津店 

泉大津市 やきとり大吉泉大津アルザ通り店 

泉大津市 逢礼惟楽居 

泉大津市 割烹 味どころ 吉野 

泉大津市 創作おでん ごよう 

泉大津市 大衆食堂 きくよし 

泉大津市 炭火焼きイタリアン&ワインバーボスコリサイア 

泉大津市 立ち飲みバル タッタシーテ 
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高槻市 BAR BACCHUS 

高槻市 Bar Build 

高槻市 BAR UTUTU 

高槻市 be with you 

高槻市 ＢiＢi 

高槻市 Cafe Zelkova 

高槻市 hermit green cafe 高槻店 

高槻市 IZAKA-YA たご作 JR高槻店 

高槻市 UNUBOREYA 

高槻市 アモーレ 

高槻市 インフィ，リヴェロ 

高槻市 カフェソラーレ高槻アクトアモーレ店 

高槻市 キリンシティ高槻 

高槻市 スタジオオカモト 

高槻市 スナック アキラ 

高槻市 ぜに沖 

高槻市 たかつき酒販 

高槻市 とっとい 

高槻市 にわ・とりのすけ富田店 

高槻市 ふるさと食堂 

高槻市 フロマジェリー&チーズバルカゼウス 

高槻市 まつむら 

高槻市 らふ 

高槻市 リラックスダイニング たご作 阪急高槻店 

高槻市 ワイン酒場 Ebisu 

高槻市 家庭料理なおみちゃん 

高槻市 梶平 

高槻市 鶏酒場ちょびっと 

高槻市 山水館 喫茶 

高槻市 寿の里 

高槻市 春駒 

高槻市 旬香酒楽 

高槻市 小柳寿司 

高槻市 上牧店紬季 

高槻市 創作ダイニング TAKE 
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市町村名 施設名称 

高槻市 地酒 蕗の薹 

高槻市 天神の湯 茶の間 

高槻市 洋子 

貝塚市 ウエスタン 2 

貝塚市 お好み焼 ささ木 

貝塚市 カラオケおんぷ 

貝塚市 せんしゅう地魚や 

貝塚市 なにわうどん 

貝塚市 ピカ一 

貝塚市 レストランパーラー水車 

貝塚市 居酒屋 富士見屋 

貝塚市 居酒屋松ちゃん 

貝塚市 酒と肴あべちゃん 

貝塚市 小料理 蝶 

貝塚市 水間ゴルフ食堂 

貝塚市 炭火焼鳥おしどり 

守口市 aimer AHRK 

守口市 Betty 

守口市 HACHI 

守口市 l'purルピア 

守口市 ＮＡＫ 

守口市 One 

守口市 ヴィンテージ 

守口市 お好み焼き ごっこ 

守口市 お好み焼き鉄板焼き大ちゃん 

守口市 花まる亭 

守口市 釜揚げうどんやしま守口本店 

守口市 喫茶スナック エル 

守口市 更科 

守口市 酒肴 炎や 

守口市 焼肉 味庵 

守口市 西郷寿し 

守口市 丹丹亭 

守口市 風和り 

守口市 遊遊 
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守口市 呂仁 

枚方市 Bar  HantVerk 

枚方市 Bistro Fumi 

枚方市 CAFE 117-55 

枚方市 Glitter 

枚方市 NUKU curry&toiro 

枚方市 Pearl...51 

枚方市 Restaurant La Rive gauche 

枚方市 SAFFRON 

枚方市 うどん・和食処釜盛 

枚方市 おひさんカフェ 

枚方市 カフェバー&カラオケ・あん 

枚方市 カラオケ喫茶おりーぶ 

枚方市 けんちゃん店 

枚方市 さだ家 

枚方市 スナック M＆Ｋ 

枚方市 スナックみさ 

枚方市 てっぺん 

枚方市 ブルーローズ 

枚方市 ホワイトヒルズ 

枚方市 まんてん 

枚方市 ラウンジ 喫茶 銀座 

枚方市 ラウンジ Regina 

枚方市 わさび 

枚方市 隠れ酒家風雅 

枚方市 喫茶軽食 風蘭 

枚方市 寿し昌 

枚方市 焼肉黒江 

枚方市 鉄板焼きダイニング うらら 

枚方市 珈琲の店 木馬の館 

茨木市 Casual Dining かのん 

茨木市 nein9 

茨木市 PROCIONE 

茨木市 あじわい茶屋 妙 

茨木市 イタリア料理 trattoria bar prego 
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茨木市 うさぎや 

茨木市 おばんざいや駐輪前 

茨木市 カフェ＆キッチン フレンド 

茨木市 カメちゃんの店 

茨木市 ごきげんキッチン 

茨木市 ステーキ食堂ｇｒａｍ 

茨木市 スナック僚 

茨木市 だるまや 

茨木市 とみや 

茨木市 とんかつ上善 

茨木市 なごみや道 

茨木市 ノーサイド 

茨木市 ホテルクレストディオ内ひまわり 

茨木市 ラウンジ よしみ 

茨木市 茨木セントラルホテル レストラン「ジュ・ルビアン」 

茨木市 家庭料理店 JKC 

茨木市 花筏 

茨木市 割烹 三喜 

茨木市 鴨と鶏 ロココ 

茨木市 咲菜 茨木店  さかな 

茨木市 笹寿司 

茨木市 酒食庵よかろ 

茨木市 集龍軒 

茨木市 焼肉こころ亭 

茨木市 八金 

茨木市 味彩 

茨木市 料理屋はなせ 

茨木市 茉茹莉茄 

八尾市 LA PICCOLA CUCINA 

八尾市 OGAWA GRAND lodge CAFE&RESTAURANT 

八尾市 Sea 

八尾市 Shakee's Bar 

八尾市 Ｔｗｏ－Ｔｈｒｒｅ 

八尾市 うまんま 

八尾市 おおはた 
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八尾市 お好み焼きおとうさん 

八尾市 カフェコスモス 

八尾市 カフェレストラン杏 

八尾市 カラオケスナックうらら 

八尾市 カラオケよっちゃん 

八尾市 ごちそう家屋 たんと 

八尾市 すずらん 

八尾市 スター 

八尾市 とり家族八尾北本町店 

八尾市 フレンズ 

八尾市 ポーのへや 

八尾市 ミスタードーナツ JR八尾駅前ショップ 

八尾市 海鮮れすとらん魚輝水産 八尾新家町店 

八尾市 喫茶グッピー 

八尾市 居酒屋 和楽 

八尾市 居酒屋かずや 

八尾市 荒木酒店 （立呑処） 

八尾市 四季彩々 すえひろ 

八尾市 焼き肉一八 

八尾市 焼肉ホルモン 勝万 

八尾市 日本料理 笠置 

八尾市 福寿司 

八尾市 癒炉とりどり 

八尾市 鮨よし 

泉佐野市 amarsi99 

泉佐野市 BUTCHER'S GRILL × やみいち 

泉佐野市 LA  CUTINA ITALIANA FELICE 

泉佐野市 MEGU 

泉佐野市 Micbarちゃんたろ 

泉佐野市 カラオケスタジオ MAX 

泉佐野市 カラオケ花花 

泉佐野市 カラオケ喫茶ヨット 

泉佐野市 スナック亜異人 

泉佐野市 ちょっと不思議なカラオケうたってね 

泉佐野市 バー ノクターン 
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泉佐野市 ピアノバー岡本 

泉佐野市 ミーティングルームキックオフ 

泉佐野市 ラーメン ASAHI 

泉佐野市 喫茶軽食タブサ 

泉佐野市 居酒屋もも太郎 

泉佐野市 居酒屋一の一 

泉佐野市 仕出し割烹 魚初 

泉佐野市 瑞季 

泉佐野市 炭火焼つくね 

泉佐野市 中国料理 鮮味館 

泉佐野市 美女と野獣 

富田林市 chair&bar hisa 

富田林市 カラオケ パル 

富田林市 カラオケ夏 

富田林市 きしたこ 2008 

富田林市 ステーキレストラン千一夜 

富田林市 レストランオゼルブ 

富田林市 喫茶古里 

富田林市 居酒屋 うどん処 おかえり 

富田林市 焼肉 天佑 

富田林市 大衆割烹たかはし 

富田林市 中華居酒屋蒼河 

富田林市 養老乃瀧 滝谷不動店 

寝屋川市 A 

寝屋川市 BUZZJACKCAFE The Roots 

寝屋川市 CAFE BON VOYAGE 

寝屋川市 FOOD&BAR PLUS 

寝屋川市 Italian Bar Basso 

寝屋川市 Juliet 

寝屋川市 M 

寝屋川市 Ｎ－１ 

寝屋川市 salon de eve  

寝屋川市 アジアンカフェ Xanh 

寝屋川市 お好み焼き鉄花 

寝屋川市 カラオケ喫茶ルビー（スナック） 
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寝屋川市 キッチン＆リカー遊 ya家 

寝屋川市 くわ焼 助角 

寝屋川市 さくら 

寝屋川市 スナック姫香 

寝屋川市 ピースリー 

寝屋川市 ピロン 

寝屋川市 ホルモン居酒屋 友 

寝屋川市 ゆでぞう 香里園店 

寝屋川市 隠れ家メキシカン TacoTacoCafe 

寝屋川市 寄り処あじさい 

寝屋川市 喫茶パブ nonnon 

寝屋川市 昭和ベース 

寝屋川市 炭火焼くっちき 

寝屋川市 炭焼酒菜ダイニングそてつ 

寝屋川市 鉄板焼酒場 はふう 

寝屋川市 豆の木 

寝屋川市 豚肉専門七輪焼肉 豚々坊 

河内長野市 dining cafe sonrisa 

河内長野市 カラオケスタジオ雄峰 

河内長野市 ベビーフェイスプラネッツ河内長野店 

河内長野市 ミュージック・スペース ＴＡＹＯ 

河内長野市 やきとり大吉 南花台店 

河内長野市 居酒屋 介  

河内長野市 山寿司 

河内長野市 焼肉にくまさ 河内長野店 

河内長野市 晴バル 

河内長野市 石仏笑福園 

河内長野市 炭火焼 笑や 

河内長野市 麦とろＨｉＲＯＹＡ 

河内長野市 柚乃香 

河内長野市 和麺 武坊 

松原市 fukuむすめ 

松原市 アミちゃん手作りアジア料理 

松原市 うえのみせ 

松原市 カラオケ つばさ 
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松原市 カラオケ喫茶陽だまり 

松原市 ちゃちゃ丸 

松原市 てつごろう 

松原市 なかの 

松原市 まんまーる 

松原市 喫茶＆パブ ひろ 

松原市 酒肴旬菜  彩 

松原市 大衆酒場 こづち 

松原市 炭火焼肉 ENMAN 

松原市 綿麺 

松原市 洋食コスギ 

大東市 CafeCocomo 

大東市 カラオケ九重 

大東市 すし芳 

大東市 スナック美幸 

大東市 スナック舞夢 

大東市 めん処野瀬 

大東市 やきとり大吉 鴻池北口店 

大東市 卯月 住道店 

大東市 沖縄料理つくし 

大東市 酔水 

大東市 中華食堂せっちゃん 

大東市 鉄板もんじゃ こて家 

大東市 福すし別館 

和泉市 BAR Arbo 

和泉市 snackちょーすけ 

和泉市 イリアンジャ 

和泉市 お好み焼き とんとん 

和泉市 カラオケスタジオ ミュージカル 

和泉市 グリル若 

和泉市 ダイニングカフェバーラーナ 

和泉市 ダイニングルームバード 

和泉市 ぢどり亭和泉中央店 

和泉市 芽太加 

和泉市 笠沙 



46 

市町村名 施設名称 

和泉市 今川 

和泉市 手打ちそば かけはし 

和泉市 焼肉 鬼瓦亭 

和泉市 焼肉ホルモン Meets 

和泉市 静花 

和泉市 奴寿司 

和泉市 桃太郎 

和泉市 夕食 Diningげんべ 

和泉市 利休 

箕面市 BAZZ LIGHT 

箕面市 cafe de10番 箕面市役所前 

箕面市 Cobeni by 久國紅仙堂 

箕面市 HERBAL INDO YOGA 

箕面市 アロホフードホール カウピリ 

箕面市 ごばん 

箕面市 ダンケ箕面 

箕面市 モンキーレンチ 

箕面市 ログマリアカフェ 

箕面市 亀山社中カメチュウ 

箕面市 居酒屋 手まり 

箕面市 銀なべ 

箕面市 手打ちそば処丹波 

箕面市 旬彩倶楽部 かなかな 

箕面市 中華ダイニング馳走 

箕面市 本場インド料理 DiPRASNA 小野原店 

箕面市 樂駄屋 

柏原市 JCAFE 

柏原市 Mai.Mai 

柏原市 しゃるまん 

柏原市 季節一品料理 めい山 

柏原市 酒膳えん 

柏原市 鉄板居酒屋龍大絆 Tacchan no omise 

羽曳野市 カラオケタムタム 

羽曳野市 カラオケたんぽぽ 

羽曳野市 なれそれ 
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市町村名 施設名称 

羽曳野市 温カフェ 

羽曳野市 酒処お酒のくまい 

羽曳野市 焼肉甲子園 

羽曳野市 呑み処ちょっと 

門真市 CAFE LAUGHTE 

門真市 TSUMIKI COFFEE 

門真市 おかん kitchen 

門真市 ガジュマル 

門真市 カラオケ シャン 

門真市 カラオケ マドンナ 

門真市 カラオケ喫茶やすらぎ 

門真市 きてや門真店 

門真市 スナックにしき 

門真市 ぢどり亭古川橋店 

門真市 ちゃんこ来伝 

門真市 ひゃくばん  

門真市 やきとり大吉 門真店 

門真市 ラウンジ you 

門真市 るなぱるく 

門真市 わらい 

門真市 一品料理 島 

門真市 飲食店 じゅん 

門真市 喫茶&カラオケ 撫子 

門真市 居酒屋しょうてん 

門真市 居酒屋たぬき 

門真市 旬の味さくら 

門真市 純情喫茶よしこ 

門真市 扇屋 

門真市 中華菜苑ひびき 

門真市 中国料理 麒麟閣 門真店 

門真市 門真 珉珉 

摂津市 cafe&food may 

摂津市 LOHAS  cafe ロハスカフェ 

摂津市 おいで舞 

摂津市 お好み焼きよ 



48 
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摂津市 らーめん笑家 

摂津市 喫茶 飛騨 

摂津市 居酒屋ひまわり 

摂津市 居酒屋大仙 

摂津市 薩摩 

摂津市 中華料理 上海軒 

摂津市 昊 

高石市 PACE 

高石市 いよや 

高石市 もつ鍋屋かっさん 

高石市 旨肴楽酔るっこら 

高石市 土竜 

高石市 呑み食い処風 

藤井寺市 And.R 

藤井寺市 お好み焼き えんちゃん 

藤井寺市 パスタピアチェーレ 

藤井寺市 ホルモン焼うどん ひーくん 

藤井寺市 胡桃屋 藤井寺店 

藤井寺市 中国料理幸来 

藤井寺市 呑み処奈月 

東大阪市 Ace 

東大阪市 CasaMia 

東大阪市 club GENIC 

東大阪市 FEESISCAFE 

東大阪市 Green field 

東大阪市 K 

東大阪市 kitchen SAWASAWA 

東大阪市 Ｍ 

東大阪市 ＮＢ ＳＯＵＮＤ 長瀬店 

東大阪市 ＯＮＥＰＩＥＣＥ 

東大阪市 Rubino 

東大阪市 ＳＮＡＣＫ  Ｒｉｄｅ 

東大阪市 あじよし 

東大阪市 イワサンカイ 

東大阪市 インド料理 スリヤマハル 
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東大阪市 うまいもんくらぶ ゆたか亭 

東大阪市 おでん酒庵飛鳥 

東大阪市 おむすび Cafe Panino-ni 

東大阪市 お好み焼き やまもと 

東大阪市 かき小屋鳥羽水産 

東大阪市 カラオケまる 

東大阪市 きんぎょ 

東大阪市 こむぎ 

東大阪市 じゅうじゅう亭 

東大阪市 スナック Rose 

東大阪市 すなっく艶 

東大阪市 スナック居酒屋 星 

東大阪市 たこ秀 

東大阪市 たこ焼きＢamboo  

東大阪市 テッチャン鍋 肉料理 よし治 

東大阪市 てっぱん 峯ノ頂 

東大阪市 てまり 

東大阪市 ドーニ 

東大阪市 どて焼 やまと 

東大阪市 とんかつとん丸 

東大阪市 とんがらし 

東大阪市 のみごはんちょこっと 

東大阪市 ふぐタカ 

東大阪市 ふっちゃん 

東大阪市 ぽん太 

東大阪市 まちライブラリーカフェ（ピッツァフォルノカフェ）東大阪市文化創造館 1F店 

東大阪市 みけ猫 

東大阪市 やたがらす 鴻池店 

東大阪市 よし 

東大阪市 りょっそん 

東大阪市 リンガーハット布施店 

東大阪市 一竜 

東大阪市 稲岡広東料理店 

東大阪市 家庭料理ひよこ 

東大阪市 海鮮れすとらん魚輝水産 岸田堂店 
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東大阪市 楽 

東大阪市 喫茶アンコール 

東大阪市 喫茶じゅん 

東大阪市 居酒屋 幸 

東大阪市 居酒屋球太 

東大阪市 御厨飯店 

東大阪市 鴻池銀寿司 

東大阪市 手打うどん 八るき 

東大阪市 酒処食処さか井 

東大阪市 酒場 安仁屋 

東大阪市 旬味人いくちゃん 

東大阪市 勝田や 

東大阪市 焼とり居酒屋 吉鳥 

東大阪市 焼肉 Kirari 

東大阪市 焼肉 元 若江岩田店 

東大阪市 焼肉 畠中 

東大阪市 焼肉 Doya 

東大阪市 成田屋 

東大阪市 石田寿し 

東大阪市 川雅家 

東大阪市 創作串かつ専門店 串仙 

東大阪市 足壱 

東大阪市 大阪王将近畿大学前店 

東大阪市 大衆食堂 クラブ美智子 

東大阪市 大谷 

東大阪市 大龍飯店 

東大阪市 地鶏炭火焼 かしわや 

東大阪市 中華料理 要晋 

東大阪市 肉の森田屋 花園店 焼肉もりた 

東大阪市 福寿 

東大阪市 粉もん屋八 弥刀駅前店 

東大阪市 力吉 

東大阪市 力餅食堂 鴻池店 

東大阪市 和・玄武 

東大阪市 和牛処助春 



51 

市町村名 施設名称 

東大阪市 珈琲工房 

東大阪市 珈琲邸 

泉南市 ボン・ヴィラージュ泉南店 

泉南市 居笹屋 歩 

泉南市 太極船 

四條畷市 花宵 

四條畷市 居酒屋カラオケ明呼 

交野市 カラオケ喫茶ＹＵＲＩ 

交野市 じゅわぢゅわ工房セーラ 

交野市 海鮮酒場おどりや交野 

交野市 気楽中華 TENTEN 

交野市 居酒屋 はんじょう 

交野市 焼き鳥 大鳥 

大阪狭山市 Bar JIN 

大阪狭山市 お好み焼ジャンボ 

大阪狭山市 カレーハウス杏具 

大阪狭山市 とんかつ鶴亀 

大阪狭山市 雁 

大阪狭山市 鶏酒彩匠 

大阪狭山市 創彩食堂 ICHIKA 

大阪狭山市 喃風 大阪狭山店 

阪南市 カラオケ優 

阪南市 ふぇろ~亭 

阪南市 ふるさと （カラオケ喫茶） 

阪南市 やきとり大吉尾崎店 

阪南市 一休 阪南店 

阪南市 居酒屋 次郎長 

阪南市 月のうさぎ 

阪南市 阪南洋風食堂 Cou Cou(クゥクゥ) 

阪南市 炭火焼肉 牛臣 

阪南市 洋食の店 南海 

島本町 Go Star Indian Curry & Bar 

島本町 Goカラオケ 

島本町 K＆K 

島本町 丸智 
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豊能町 手作りパン屋さん Ｔａｒｔｉｎｅ(たるてぃーぬ） 

能勢町 お食事処 あじ彩 

忠岡町 カラオケ喫茶 笑 

熊取町 Acoustic Live Cafe Bar 小春 

熊取町 こんぴら 

熊取町 地鳥茶屋 鳥き 

熊取町 中国亭 

田尻町 カラオケ祐 

岬町 お好み焼 コバヤシ 

岬町 カラオケスタジオ海岬 

岬町 酒ショップますだ 

太子町 カラオケ奏 ちょっと寄ってって 

太子町 布遊び工房咲 

 

 


