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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 27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 Banh mi WIN 

大阪市都島区 Buddy 

大阪市都島区 cafe MYCE 

大阪市都島区 IzumI Bar 

大阪市都島区 J's Bar 

大阪市都島区 Monチッち 

大阪市都島区 お好み鉄板焼きとんぼ 

大阪市都島区 カラオケ喫茶 佳延 

大阪市都島区 スナック キャピタル 

大阪市都島区 スナック newハイハイ 

大阪市都島区 スナックジェラシー 

大阪市都島区 テラス 

大阪市都島区 トリコミート京橋 

大阪市都島区 とんまる 

大阪市都島区 ペパーミント 

大阪市都島区 わかば 

大阪市都島区 飲み処 美々 

大阪市都島区 花 

大阪市都島区 丸一屋 

大阪市都島区 紀の国屋くっすー 

大阪市都島区 喫茶ヴィンザー 

大阪市都島区 居酒屋 クエ 

大阪市都島区 京橋 京すし 

大阪市都島区 串かつキャメルクラッチ京橋らくだや 

大阪市都島区 旨いもんや つかさ 
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市町村名 施設名称 

大阪市都島区 七津屋 

大阪市都島区 浅い月会い 

大阪市都島区 全力少女 

大阪市都島区 大阪王将都島店 

大阪市都島区 大番 

大阪市都島区 炭火焼肉じゅじゅ庵 京橋店 

大阪市都島区 鉄板福山 

大阪市都島区 燈舎 

大阪市都島区 呑み処京 

大阪市都島区 立呑専科力雅 

大阪市福島区 Bar di  Bonita(無国籍バル Bonita) 

大阪市福島区 BonRepas 

大阪市福島区 Cafe & Bar Sabaidee 

大阪市福島区 Cafe&Bar TREE BAR 

大阪市福島区 DAIDOKORO 

大阪市福島区 kamechi 

大阪市福島区 Mirow 

大阪市福島区 moo 

大阪市福島区 Night Space Q 

大阪市福島区 sakuya 

大阪市福島区 YAKITORI PLANET 

大阪市福島区 あっぱの休日 

大阪市福島区 いやさか 

大阪市福島区 ごはん処 源平桃 

大阪市福島区 さくら肉と旬のよかもん KURAMA 

大阪市福島区 しゃかりきばーる ほしぼし 

大阪市福島区 スタンド酒場 まはろ 

大阪市福島区 スナックふみ 

大阪市福島区 なにわ料理ごとく 

大阪市福島区 ひろや 

大阪市福島区 ベルシャレード 

大阪市福島区 まじっくぽいんと 

大阪市福島区 まる市寿司 

大阪市福島区 ワイズ 

大阪市福島区 屋台風かすうどんかすまる福島店 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 海鮮焼鳥 美食家きらり 

大阪市福島区 居酒屋旬花 

大阪市福島区 串焼 TSU-TAN 

大阪市福島区 鍬焼きと日本酒内山田 

大阪市福島区 旬の魚と四季の日本酒 福島 鈴庵 

大阪市福島区 旬菜ひとり鍋かりん 

大阪市福島区 進 Nobu 

大阪市福島区 炭火焼鳥 政 

大阪市福島区 中国料理みわ亭 

大阪市福島区 鉄板焼 ねぎ吉 

大阪市福島区 鉄板焼とワイン COCOLO本店 

大阪市福島区 二軒目 

大阪市福島区 晩酌食堂 Hanaco＋ 

大阪市福島区 麺屋玄武 

大阪市福島区 力餅食堂 

大阪市福島区 鮨ダイニング龍 

大阪市此花区 KIBOSHI part 3 

大阪市此花区 Miracle 

大阪市此花区 PuPuPu Petit a Petit  

大阪市此花区 おいどんのよか豚 

大阪市此花区 お好み焼 び豚 

大阪市此花区 カフェツヴェルク 

大阪市此花区 カラオケ スナック Ｋ＆Ｋ 

大阪市此花区 ざっぴん家 

大阪市此花区 スナックミキ 

大阪市此花区 一力 

大阪市此花区 牛元 

大阪市此花区 魚半 

大阪市此花区 克政 

大阪市此花区 酒楽だんだん 

大阪市此花区 酒菜三昧実乃里 

大阪市此花区 天天菜館 

大阪市西区 ASIAN RAD AFTERS 

大阪市西区 BAR MINSUNG 

大阪市西区 Bar TSUBAME 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 BarBeccan 

大阪市西区 cabotte 

大阪市西区 cafe  rest  RITZ 

大阪市西区 calla 

大阪市西区 dai!! 

大阪市西区 EL CAMINO 

大阪市西区 HurlyBurly 

大阪市西区 La Cantinetta 

大阪市西区 motoraum 

大阪市西区 orange 

大阪市西区 Osakasalon 

大阪市西区 TAMANEGI 

大阪市西区 Taril 

大阪市西区 T-BLACK 

大阪市西区 VADE MECVM. Showroom #2 Gallery Shop + Cafe 

大阪市西区 yae 

大阪市西区 You&U's Club 

大阪市西区 イタリア料理ヴェントゥーノ 

大阪市西区 うち呑み屋 新町店 

大阪市西区 えどぼり 和じ庵 

大阪市西区 おでん○ 

大阪市西区 おばんざい ゆかや 

大阪市西区 お好み焼き ちろりん村 

大阪市西区 カドヤ食堂 総本店 

大阪市西区 カフェ・ボン・セジュール 

大阪市西区 カフェレストランウーピー 

大阪市西区 くうたろう京町堀店 

大阪市西区 げんてん 

大阪市西区 さサ華林 

大阪市西区 ジュークトゥエンティー  

大阪市西区 しらさわ 

大阪市西区 ちー坊のタンタン麺 

大阪市西区 つばき 

大阪市西区 とりっこ 

大阪市西区 なにわ創彩 百虎 



5 

市町村名 施設名称 

大阪市西区 ピース・ラビング 

大阪市西区 ブンダブン 

大阪市西区 ミキフルーツカフェ 

大阪市西区 やよい軒 新町店 

大阪市西区 ゆう 

大阪市西区 愛・優 

大阪市西区 安土 

大阪市西区 家庭料理ひまわり 

大阪市西区 花水木 

大阪市西区 吉林菜館 

大阪市西区 居酒屋 勝 

大阪市西区 居酒屋ここ助 

大阪市西区 居酒屋やいと 

大阪市西区 九条トリコ 

大阪市西区 串・なべ処 慶祐 

大阪市西区 江戸堀 BEEF 

大阪市西区 四ツ橋カフェ 

大阪市西区 寺カフェ茶庭 

大阪市西区 煮炊き屋みとん 

大阪市西区 徐園 

大阪市西区 食いきり武いち 

大阪市西区 大衆鉄板焼テコ屋 

大阪市西区 中国家常菜楽活 

大阪市西区 鶴野屋 

大阪市西区 桃屋 

大阪市西区 日本料理梅堂 

大阪市西区 美き 

大阪市西区 福州小吃 

大阪市西区 堀江明治軒 

大阪市西区 和菓 北堀江 

大阪市西区 和食 いし津 

大阪市西区 珈琲の駱駝屋 

大阪市西区 餃子ダイニング Mi-chuca 

大阪市港区 DOG GUILD 

大阪市港区 ISTANBUL TABLE 
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市町村名 施設名称 

大阪市港区 mondouxvie 

大阪市港区 SAM 

大阪市港区 SHE, SIDE DINER 

大阪市港区 World Union  

大阪市港区 ゴン太 

大阪市港区 スリーターキー 

大阪市港区 たこやきゆかり 

大阪市港区 やきとり居酒屋みなみ 

大阪市港区 越智 

大阪市港区 歌おう屋 藤 

大阪市港区 貴美 

大阪市港区 給仕當田 

大阪市港区 空庭温泉 居酒屋 縄のれん 

大阪市港区 昆北 

大阪市港区 仔犬 

大阪市港区 七輪屋 kitchen 

大阪市港区 大輪 

大阪市港区 炭火焼め組 

大阪市港区 中華料理 興隆閣 

大阪市港区 中華料理泰県 

大阪市港区 福屋 

大阪市大正区 BAR69 

大阪市大正区 egg 

大阪市大正区 お好み安ちゃん 

大阪市大正区 こいさん 

大阪市大正区 コートダジュール 

大阪市大正区 こはち 

大阪市大正区 こゆき 

大阪市大正区 じゅりあ 

大阪市大正区 スナック BooZER 

大阪市大正区 スナック伴佳 

大阪市大正区 そーすや 鶴町店 

大阪市大正区 パンジャブ 

大阪市大正区 めん処 森膳 

大阪市大正区 もじょか 



7 

市町村名 施設名称 

大阪市大正区 ラ・エミーカフェ 

大阪市大正区 沖縄酒場きじむなーの森 

大阪市大正区 魚庭 

大阪市大正区 古都 

大阪市大正区 好麺たまらん 

大阪市大正区 誠ｓｅｉ 

大阪市大正区 大正酒場なかの 

大阪市大正区 中華屋りゅう 

大阪市大正区 舞台付ラウンジ 碁点 

大阪市大正区 立呑処きよしや 

大阪市天王寺区 １９ ジューク 

大阪市天王寺区 BOMBORINO  

大阪市天王寺区 DEEZ Bar&Restaurant 

大阪市天王寺区 e cafe 

大阪市天王寺区 IL Motto 

大阪市天王寺区 monochrome 

大阪市天王寺区 Piattini Micio  

大阪市天王寺区 with cafe bar K 

大阪市天王寺区 アットイース 

大阪市天王寺区 おねだり酒場マルフク 

大阪市天王寺区 お好み焼き 初幸 

大阪市天王寺区 じゅうじゅう亭 

大阪市天王寺区 ジョニーのからあげ 上本町店 

大阪市天王寺区 すし丈 

大阪市天王寺区 ぢどり亭 寺田町店 

大阪市天王寺区 バール・ダイゴー 

大阪市天王寺区 ハイハイ横丁 

大阪市天王寺区 ピエールモンターニュ 

大阪市天王寺区 びふぁいん 

大阪市天王寺区 ひまわり亭 

大阪市天王寺区 まんまごよみ とみや 

大阪市天王寺区 れんげラーメン 

大阪市天王寺区 ろばた焼 いそ六 

大阪市天王寺区 家庭料理桂 

大阪市天王寺区 楽菜わさびや 
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市町村名 施設名称 

大阪市天王寺区 叶 

大阪市天王寺区 鑑真ノ郷 

大阪市天王寺区 喜多方食堂 ハイハイタウン店 

大阪市天王寺区 居酒屋きやす亭 

大阪市天王寺区 鶏家 利 

大阪市天王寺区 旬草弥ひろ 

大阪市天王寺区 焼ふぐ夢鉄砲上本町本店 

大阪市天王寺区 焼肉 ガッツ 

大阪市天王寺区 焼肉 喜久安 

大阪市天王寺区 大人のたまり BARフルカウント 

大阪市天王寺区 中華レストラン 味一 

大阪市天王寺区 野武士 

大阪市天王寺区 柳屋 

大阪市天王寺区 料亭 天王殿 

大阪市天王寺区 螢 中華居酒屋 

大阪市浪速区 Anna Colors COFFEE 

大阪市浪速区 Area3439 

大阪市浪速区 GALLERY 

大阪市浪速区 ReichoL 

大阪市浪速区 うち呑み屋 湊町店 

大阪市浪速区 うどんコーちゃん 

大阪市浪速区 お好み焼 かえで 

大阪市浪速区 お料理 お惣菜 お酒 にしむら 

大阪市浪速区 カフェディエスプレッソ珈琲館日本橋店 

大阪市浪速区 カラオケ居酒屋ひなた りゅうちゃん 

大阪市浪速区 サケとスミビとロシュタン 

大阪市浪速区 チャンダニー 

大阪市浪速区 つるまる難波中 

大阪市浪速区 のんきや 

大阪市浪速区 ラーメン峰味 

大阪市浪速区 韓国料理 ナジミキンパ 

大阪市浪速区 居酒屋なかよし大国町店 

大阪市浪速区 魚耕商店 

大阪市浪速区 近江そば 

大阪市浪速区 周記 蘭州牛肉面 難波本店 
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市町村名 施設名称 

大阪市浪速区 春日亭日本橋オタロード店 

大阪市浪速区 旬香ダイニング 

大阪市浪速区 粋花亭 

大阪市浪速区 美寿々 

大阪市浪速区 福助 

大阪市浪速区 龍旗信 ＲＡＩＺ 

大阪市西淀川区 nanairo 

大阪市西淀川区 かっぱ鮨 

大阪市西淀川区 すし正 

大阪市西淀川区 喫茶 TwinS 

大阪市西淀川区 三国志 

大阪市西淀川区 創作ダイニングなごみ 

大阪市西淀川区 大旺寿司 

大阪市西淀川区 呑み所 まつ元 

大阪市西淀川区 呑処 ひなた 

大阪市西淀川区 有限会社 壺屋 

大阪市西淀川区 有限会社デキヤル 歌島店 

大阪市東淀川区 Amore 

大阪市東淀川区 Bomber 

大阪市東淀川区 Ｈａｐｓ 

大阪市東淀川区 うどん処 松 

大阪市東淀川区 ぎんなん 

大阪市東淀川区 たまたま 

大阪市東淀川区 とり小屋 

大阪市東淀川区 もりえん 

大阪市東淀川区 リカーショップかすがやちょっと一杯 

大阪市東淀川区 花まる 

大阪市東淀川区 割烹たかせ 

大阪市東淀川区 居酒屋 酔って候 

大阪市東淀川区 居酒屋ケンちゃん 

大阪市東淀川区 串焼きと串揚げのお店せん貴 

大阪市東淀川区 谷川商店 

大阪市東淀川区 炭焼キッチン つかみ鶏 

大阪市東淀川区 都寿し 

大阪市東淀川区 豚たん 上新庄店 
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市町村名 施設名称 

大阪市東淀川区 二代目ぼん太 

大阪市東成区 arcobaleno 

大阪市東成区 AYA 

大阪市東成区 cafe shade tree 

大阪市東成区 sabotenya 

大阪市東成区 Trattoria K-9 

大阪市東成区 あん 

大阪市東成区 カジュアルダイニングちゃあむ 

大阪市東成区 カラオケわかめちゃん 

大阪市東成区 グラシアス（GRACIAS) 

大阪市東成区 シャトウ 

大阪市東成区 ちょい呑み のすけ 

大阪市東成区 つけ鴨うどん鴨錦地下鉄今里店 

大阪市東成区 ビーバー 

大阪市東成区 ぶらり亭 

大阪市東成区 ブルーシャトウ 

大阪市東成区 やきとり こうちゃん 

大阪市東成区 らぁめんしゅき 

大阪市東成区 ラウンジうづ貴 

大阪市東成区 ラビット 

大阪市東成区 一き 

大阪市東成区 茄子美 

大阪市東成区 喫茶 果林 

大阪市東成区 居酒屋だんらん 

大阪市東成区 串焼きかぶと 

大阪市東成区 串焼肉 串焼きホルモン てが利 

大阪市東成区 旬菜肴房宮もと 

大阪市東成区 戦国大統領 

大阪市東成区 中華料理華龍 

大阪市東成区 揚子江ラーメン 緑橋店 

大阪市生野区 Home Bar Zinc 

大阪市生野区 アオイ 

大阪市生野区 あさひ家 

大阪市生野区 アリとリス 

大阪市生野区 イマザト クアン 
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市町村名 施設名称 

大阪市生野区 うまいもんや 一休 

大阪市生野区 カーニバルチキン 巽店 

大阪市生野区 カラオケ喫茶ローマ 

大阪市生野区 ぎんのいえ 

大阪市生野区 しまや  彩香 

大阪市生野区 スナック南実 

大阪市生野区 ぢどり亭北巽店 

大阪市生野区 とりやい亭 

大阪市生野区 ドレミ 

大阪市生野区 はらんべ 

大阪市生野区 ブルボン 

大阪市生野区 ヘルシーメルシー 

大阪市生野区 まごころ 

大阪市生野区 まるはん 

大阪市生野区 まんぷく園 

大阪市生野区 よっし 

大阪市生野区 りりココ 

大阪市生野区 わがまま 

大阪市生野区 安ちゃん 

大阪市生野区 壱 

大阪市生野区 割烹 本郷 

大阪市生野区 韓国料理 三味 

大阪市生野区 喫茶アポロ 

大阪市生野区 喫茶イーストふらふら 

大阪市生野区 居酒屋かぼちゃ 

大阪市生野区 居食亭 笑房 

大阪市生野区 串かつ うおてる桃谷店 

大阪市生野区 三日月 

大阪市生野区 紫金城 

大阪市生野区 七山 

大阪市生野区 旬彩居酒屋 吉季 

大阪市生野区 大池橋 松寿司 

大阪市生野区 茶々 

大阪市生野区 福々堂 

大阪市生野区 立ち呑み 桃谷きよはら treeeAct.3 
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市町村名 施設名称 

大阪市旭区 キッチン MUM 

大阪市旭区 さくら 

大阪市旭区 パブふぁに～ 

大阪市旭区 らーめん MARCO 

大阪市旭区 吉鳥千林店 

大阪市旭区 悟空 

大阪市旭区 春日 

大阪市旭区 深夜食堂夜会 

大阪市旭区 瑞祥苑 

大阪市旭区 千林駅前カフェ 

大阪市旭区 炭火焼 玉屋 

大阪市旭区 粉もん屋八 森小路店 

大阪市旭区 鳳来 

大阪市城東区 barあんさんぶる 

大阪市城東区 お好み焼き 千笑の輪 

大阪市城東区 スナックのんのん 

大阪市城東区 ダーツバーLiNCUE 

大阪市城東区 やきやき厨房 

大阪市城東区 よし寿し 

大阪市城東区 ラーメンごんべえ 

大阪市城東区 海鮮酒家まつ 

大阪市城東区 街の洋食屋さんおかもと 

大阪市城東区 京橋いなすい 

大阪市城東区 孝千代 福すし 

大阪市城東区 旬の味わだつみ 

大阪市城東区 焼とん 京橋 バビアン 

大阪市城東区 焼鳥トト屋 

大阪市城東区 焼鳥羽二羽 

大阪市城東区 中華料理とんとん 

大阪市城東区 桃太郎 

大阪市城東区 風来坊 

大阪市阿倍野区 BAR Call me Tell me 

大阪市阿倍野区 BAR Mr.TANAKA（バーミスタータナカ） 

大阪市阿倍野区 BODEGA 

大阪市阿倍野区 DADGAD 
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市町村名 施設名称 

大阪市阿倍野区 KITCHENまるしん 

大阪市阿倍野区 Lezzet Craftbeer & Food Experience Bar 

大阪市阿倍野区 LOUNGE 真 

大阪市阿倍野区 Luana 

大阪市阿倍野区 ＴＲＡＩＬ 

大阪市阿倍野区 カラオケ喫茶・スナックサーモン 

大阪市阿倍野区 グラムアラート 

大阪市阿倍野区 ころけアポロビル店 

大阪市阿倍野区 しょうせいあん 

大阪市阿倍野区 パーティーパーティー 

大阪市阿倍野区 ファミリーＰＡＲＴ１ 

大阪市阿倍野区 ふぐ天神 

大阪市阿倍野区 ブラッスリージュール 

大阪市阿倍野区 みそ吟長居公園店 

大阪市阿倍野区 みなみ酒店 

大阪市阿倍野区 もりたこ 

大阪市阿倍野区 らーめん style JUNK STORY あべの味店...時々 麺と心 7 

大阪市阿倍野区 りん 

大阪市阿倍野区 レストラン THE ROSY 

大阪市阿倍野区 海 

大阪市阿倍野区 祇園寿司阿倍野店 

大阪市阿倍野区 喫茶 亜珈 

大阪市阿倍野区 喫茶いこい 

大阪市阿倍野区 駒川ホルモンあべの店 

大阪市阿倍野区 軽食喫茶 ユートピア 

大阪市阿倍野区 阪南更科 

大阪市阿倍野区 三幸 

大阪市阿倍野区 酒と炭とタイ料理 オッソ 

大阪市阿倍野区 酒笑人 

大阪市阿倍野区 酒場ふらっと 

大阪市阿倍野区 寿司二八 

大阪市阿倍野区 十六夜二丁目 

大阪市阿倍野区 十枡 

大阪市阿倍野区 昭和 

大阪市阿倍野区 松寿司 
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市町村名 施設名称 

大阪市阿倍野区 焼鳥夜空に輝く光 

大阪市阿倍野区 焼肉どら 

大阪市阿倍野区 双葉 

大阪市阿倍野区 呑んべぇのあな蔵 じゃいン家 

大阪市阿倍野区 葡萄家まはり 

大阪市阿倍野区 母や 

大阪市阿倍野区 蓬珉軒 

大阪市阿倍野区 麺工房 北の 

大阪市阿倍野区 林庄左衛門 

大阪市住吉区 Ｇｉｒａｓｏｌ 

大阪市住吉区 J-kitchen 

大阪市住吉区 LAIVEBARDepo 

大阪市住吉区 LOCUS 

大阪市住吉区 OSAKA酒場あじひと 

大阪市住吉区 Teco Bar 

大阪市住吉区 いずみ 

大阪市住吉区 うまいもん家 大久 

大阪市住吉区 おふくろの味 旬 

大阪市住吉区 お好み焼き てこ 

大阪市住吉区 お好み焼き てこ 

大阪市住吉区 スナック m 

大阪市住吉区 たんぽぽ 

大阪市住吉区 ちりとりダイニングさかもと 

大阪市住吉区 つるまる南住吉店 

大阪市住吉区 パインローズ 

大阪市住吉区 ひさこ 

大阪市住吉区 フランス料理 イギス ラヴァンコントワ 

大阪市住吉区 やよい軒長居店 

大阪市住吉区 ラーメン五味八珍長居店 

大阪市住吉区 リトルキャット 

大阪市住吉区 ローカル 

大阪市住吉区 回転寿司とら 

大阪市住吉区 喫茶 ブルーメ 

大阪市住吉区 喫茶グルマン 

大阪市住吉区 居酒屋ゆかり 
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市町村名 施設名称 

大阪市住吉区 居酒屋泉 

大阪市住吉区 黒船屋 

大阪市住吉区 手打ちうどん讃州 

大阪市住吉区 酒食家 るぅぷ 

大阪市住吉区 創作うどん ほしの 

大阪市住吉区 倉敷 

大阪市住吉区 蛸味 

大阪市住吉区 炭火酒場 まんてんや 

大阪市住吉区 中国料理イシダ 

大阪市住吉区 鳥義 

大阪市住吉区 鳥竹 

大阪市住吉区 天笑 

大阪市住吉区 得正あびこ店 

大阪市住吉区 呑み処めしや大仙 

大阪市住吉区 八八 

大阪市住吉区 夢屋 

大阪市住吉区 和酒菜彩ゆらり 

大阪市住吉区 餃子王（杜家） 

大阪市東住吉区 Cafe & Bar Sakuraholic 

大阪市東住吉区 CafeBest  

大阪市東住吉区 Madame J 

大阪市東住吉区 SANGO 

大阪市東住吉区 あじあ 

大阪市東住吉区 カラオケスタジオよし 

大阪市東住吉区 カラオケ喫茶フラワー 

大阪市東住吉区 くいしんぼう 

大阪市東住吉区 くろーばー 

大阪市東住吉区 ごはんや くろしお 

大阪市東住吉区 しばた 

大阪市東住吉区 ぴかいち 

大阪市東住吉区 ロンドン塔 

大阪市東住吉区 鴨嘴 

大阪市東住吉区 駒川ホルモン 

大阪市東住吉区 駒蛸 

大阪市東住吉区 串勝 たぬき 
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市町村名 施設名称 

大阪市東住吉区 焼鳥専門店ぺぇ 

大阪市東住吉区 台湾タンパオ駒川店 

大阪市東住吉区 北田辺ほろよい酒場いつも 

大阪市東住吉区 和風お食事 和 

大阪市西成区 Cafe de ランス 

大阪市西成区 Miyu Miyo 

大阪市西成区 OSAKA TACOS 

大阪市西成区 おばんざい居酒屋 あかね 

大阪市西成区 お好み焼き 彩 

大阪市西成区 シルクロード 

大阪市西成区 スタンド華子 

大阪市西成区 スナック ミルキー 

大阪市西成区 スパシーボ 

大阪市西成区 たから亭 

大阪市西成区 ちゃんぽん 盛 

大阪市西成区 ヒロ 

大阪市西成区 ほどほど 

大阪市西成区 みら乃 

大阪市西成区 ん、 

大阪市西成区 運命 

大阪市西成区 家庭料理あーちゃん 

大阪市西成区 華 

大阪市西成区 居酒屋 花花 

大阪市西成区 居酒屋クローバー 

大阪市西成区 居酒屋ソウルカラオケ 

大阪市西成区 居酒屋どん 

大阪市西成区 居酒屋まいちゃん izakaya mai chang  

大阪市西成区 串や 羽 

大阪市西成区 焼肉うのうはなれ かつら亭 

大阪市西成区 焼肉やまもと 

大阪市西成区 焼肉友園  

大阪市西成区 新フレッシュ 

大阪市西成区 成田屋 

大阪市西成区 大城園 

大阪市西成区 炭火焼肉 牛萬 
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市町村名 施設名称 

大阪市西成区 中田家 

大阪市西成区 鳥々家 

大阪市西成区 奴茶屋株式会社 

大阪市西成区 東インドカリー 

大阪市西成区 動物園前もつ鍋屋 

大阪市西成区 難波屋 

大阪市西成区 名前はまだない 

大阪市西成区 琉球ダイニング琉 KEN 

大阪市西成区 和来屋 

大阪市淀川区 A もんや 

大阪市淀川区 BarFake 

大阪市淀川区 FLY OVER 

大阪市淀川区 HEAVEN'S CAFE 

大阪市淀川区 Livehouse GABU 

大阪市淀川区 M2 

大阪市淀川区 members1972 

大阪市淀川区 oneji 

大阪市淀川区 Pork kitchen おきとん 

大阪市淀川区 Queen 

大阪市淀川区 SHOTBAR タイニーバブルス TINY BABBLES 

大阪市淀川区 Snack&Bar203 

大阪市淀川区 THEBAR新大阪 

大阪市淀川区 Tiburon 

大阪市淀川区 Trattoria Sotto Lalbero 

大阪市淀川区 ＶＩＲＧＯ Ｓｎａｃｋ Ｂａｒ 

大阪市淀川区 エレバティ awaiya books 

大阪市淀川区 おかげ家 

大阪市淀川区 お食事処祭り茶屋 

大阪市淀川区 カラオケステージきらら 

大阪市淀川区 カラオケ居酒屋さくら 

大阪市淀川区 キウイゲームズ新大阪南方店 

大阪市淀川区 ケーキ＆カフェダイニング ボナボン 

大阪市淀川区 ここから１００ 

大阪市淀川区 ご縁 

大阪市淀川区 ステーキばっかなーれ 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 スナック R 

大阪市淀川区 スナックなおみ 

大阪市淀川区 スナックまゆみ 

大阪市淀川区 スペース 

大阪市淀川区 つどい小屋おから亭～ocara..tey～ 

大阪市淀川区 トラットリアチェーロ 

大阪市淀川区 どりーむばる 

大阪市淀川区 にしのみや宮っ子ラーメン十三店 

大阪市淀川区 ニュー大統領 

大阪市淀川区 にんにくラーメン幸ちゃん 東三国店 

大阪市淀川区 ぼぉーん 

大阪市淀川区 ゆうすずみ 

大阪市淀川区 ラウンジ・サンマルコ 

大阪市淀川区 ラウンジ梓 

大阪市淀川区 ラウンジ恋人 

大阪市淀川区 りぼん 

大阪市淀川区 沖縄料理 八 

大阪市淀川区 割烹 花貴 

大阪市淀川区 韓ごはん サランチェ 

大阪市淀川区 韓国料理まんてん 

大阪市淀川区 韓菜宮膳 HANA 

大阪市淀川区 韓流食彩 瑞英 

大阪市淀川区 吉鳥 

大阪市淀川区 喫茶さち 

大阪市淀川区 喫茶チャチャ 

大阪市淀川区 喫茶プリメロ 

大阪市淀川区 喫茶ゆたか 

大阪市淀川区 居酒屋 三 

大阪市淀川区 居酒屋かんかん 

大阪市淀川区 居酒屋はな花 

大阪市淀川区 魚菜処ほりばた 

大阪市淀川区 蕎麦・料理 あたり屋 

大阪市淀川区 串焼き 狄 

大阪市淀川区 光南 

大阪市淀川区 紅衣 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 酒菜家ペッシェロッソ 

大阪市淀川区 旬の味処珍平 

大阪市淀川区 旬創菜 じんや 

大阪市淀川区 松ちゃん 

大阪市淀川区 松葉エキマルシェ新大阪店 

大阪市淀川区 焼肉 一新家 

大阪市淀川区 焼肉大阪 

大阪市淀川区 常夜亭 徳 

大阪市淀川区 神無月 

大阪市淀川区 創作アジアン酒場 SSS十三東口店 

大阪市淀川区 大陸まんま 新大阪店 

大阪市淀川区 炭火焼鶏と釜飯の izakaya CoCo 

大阪市淀川区 炭火焼肉じゅじゅ庵 十三店 

大阪市淀川区 炭火焼肉ホルモンこてつ塚本店 

大阪市淀川区 炭繁 

大阪市淀川区 茶太 

大阪市淀川区 中華料理 満天 

大阪市淀川区 中華料理若水 

大阪市淀川区 町家 DINING Hanako 

大阪市淀川区 天ぷらはせ川 

大阪市淀川区 肉 あじ蔵 

大阪市淀川区 福寿庵 

大阪市淀川区 堀江酒店 

大阪市淀川区 万長 

大阪市淀川区 満月西中島店 

大阪市淀川区 味噌之達人三国店 

大阪市淀川区 麺処飯田家 

大阪市淀川区 洋食カーネリアン 

大阪市淀川区 嵐坊 

大阪市淀川区 龍旗信 ＬＥＯ 

大阪市淀川区 和伊和伊酒場きくぞう 

大阪市淀川区 和食雄 

大阪市淀川区 燻バールでく 

大阪市淀川区 珈琲の泉 

大阪市鶴見区 エビス食堂 
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市町村名 施設名称 

大阪市鶴見区 かあちゃん 

大阪市鶴見区 カラオケスナック桜 

大阪市鶴見区 カラオケスナック草 

大阪市鶴見区 チャコール神戸今津店 

大阪市鶴見区 パティスリー カフェ フルーロン 

大阪市鶴見区 ピッツェリアリサータ 

大阪市鶴見区 ふぐ好 

大阪市鶴見区 フルパレス 

大阪市鶴見区 飲食店 喫茶 蛮珈 

大阪市鶴見区 喫茶幸 2号館 

大阪市鶴見区 牛〇亭 

大阪市住之江区 CAFE いっぷく 

大阪市住之江区 cafe&dining  goo-note 

大阪市住之江区 chaya 一久 

大阪市住之江区 Dolphin 

大阪市住之江区 RIBBON 

大阪市住之江区 SPIN 

大阪市住之江区 カフェウッドロード 

大阪市住之江区 ショットバー アンプラグド 

大阪市住之江区 とんかつ一番 

大阪市住之江区 ナチュラル Cafe＆Bar うりぼう 

大阪市住之江区 にしまる 

大阪市住之江区 はんぶんこ 

大阪市住之江区 フランセ 

大阪市住之江区 へっぷばーん 

大阪市住之江区 レストランワールドビュッフェ 

大阪市住之江区 杵屋南港ポートタウン店 

大阪市住之江区 紙箱 

大阪市住之江区 酒肴屋 翔の介 

大阪市住之江区 旬彩工房その田 

大阪市住之江区 勝よし 

大阪市住之江区 聖月寿司 

大阪市住之江区 創作バル BaFIT 

大阪市住之江区 呑み喰い処えん 

大阪市住之江区 麻雀ぼくがんばる 
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市町村名 施設名称 

大阪市住之江区 餃子の王将 南港ポートタウン店 

大阪市平野区 Challenge 

大阪市平野区 Mypace 

大阪市平野区 zacc zacc 

大阪市平野区 うどん処 まこやん亭 

大阪市平野区 カラオケ BAR じゅんじゅん 

大阪市平野区 コーヒーアンドドインクスイノウエ 

大阪市平野区 こぶくろ 

大阪市平野区 ソレイユ 

大阪市平野区 にぎやか Dining雄 

大阪市平野区 ひらの兆治 

大阪市平野区 ふうせんまる 

大阪市平野区 レギャン 

大阪市平野区 雅（餃子のみやび）、カラオケ夜来香 

大阪市平野区 割烹しもじ 

大阪市平野区 喫茶パンジー 

大阪市平野区 居魚や 

大阪市平野区 居酒屋 せんりゅう 

大阪市平野区 串えもん 

大阪市平野区 串カツ名代 

大阪市平野区 酒菜工房しんくま 

大阪市平野区 酒肴 味吉 

大阪市平野区 松寿司 

大阪市平野区 焼肉 松濤園 

大阪市平野区 大人の隠れ家立呑み Betty 

大阪市平野区 炭火焼鳥あじと 

大阪市平野区 天下一品 喜連瓜破店 

大阪市平野区 癒酒屋てんほう 

大阪市平野区 立ち呑み屋 梅の隠れ家 

大阪市北区 ALFRED TEA ROOM梅田蔦屋書店 

大阪市北区 Amapola アマポーラ 

大阪市北区 Bacchus 

大阪市北区 Bar 34 

大阪市北区 BAR BLACK 

大阪市北区 Bar E ・ L  
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 bar kyle 

大阪市北区 BAR LOUNGE 1818 

大阪市北区 Bar MaLLow 

大阪市北区 Ｂａｒ ｎｉｇｈｔ ｓｐｏｔ 小椋 

大阪市北区 BAR&MAGIC くすめっと 

大阪市北区 BARVIOLIN 

大阪市北区 BAR とらぴかる 

大阪市北区 Bar石田 

大阪市北区 BAR道成 

大阪市北区 Beans 

大阪市北区 Blue Daisy 

大阪市北区 CAFE BAR TRINI 

大阪市北区 Cafe Destine 

大阪市北区 Cafe＆Dining Sugarcube 

大阪市北区 Cafetin de BuenosAires 

大阪市北区 CANNATUREL KITCHEN 

大阪市北区 CLUBSHELLY 

大阪市北区 Club田村 

大阪市北区 cocona 

大阪市北区 Ｃｏｌ 

大阪市北区 derpulsbar OBSCURE  

大阪市北区 Dining Bar Gold 

大阪市北区 elicafe  

大阪市北区 Gacha2 

大阪市北区 GARDEN 

大阪市北区 g-bless 

大阪市北区 Grand champs 

大阪市北区 H u g 

大阪市北区 hanahana 

大阪市北区 HERRADURA 

大阪市北区 isshin nouveau  

大阪市北区 JAZZ CLUB&BAR CRESCENT 

大阪市北区 JUNE 

大阪市北区 La Terre 

大阪市北区 Laugh 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 Le quai 

大阪市北区 LE VINBIEN 

大阪市北区 Legame 

大阪市北区 LinkBar金城 

大阪市北区 Live Bar 303 

大阪市北区 Manizer J.M 

大阪市北区 MIDIAN 

大阪市北区 ＮＡＮＡ 

大阪市北区 ＮＣＢ会館 

大阪市北区 No.20 

大阪市北区 Nooopy 

大阪市北区 Orange Fields Tea Garden 

大阪市北区 patisserie  Leger 

大阪市北区 Peony 

大阪市北区 Pierrot de Pierrot Le Cafe 

大阪市北区 PIZZERIA ACCENTO 

大阪市北区 PoPoki 

大阪市北区 POPO北新地店 

大阪市北区 PUMPUPBAR 

大阪市北区 Rudelicious 

大阪市北区 Saloon de JOY 

大阪市北区 SANWA COFFEE WORKS ルクアイーレ店 

大阪市北区 shangri-la-cafe 

大阪市北区 Share 

大阪市北区 SNACK ZEN 

大阪市北区 ＴｅｅＴａ 

大阪市北区 Ten 

大阪市北区 ＴＨＡＩ ＹＡ ＴＡＩ （タイ－ヤ－タイ） 

大阪市北区 THE MILESTONE BeAR 

大阪市北区 TOM Curiosa 

大阪市北区 Ｔｕｓｕｓｉ 

大阪市北区 ｕｎｏｂａｒ． 

大阪市北区 U's inn 

大阪市北区 ＶＩＰ 

大阪市北区 WINE&BAR Cachette deux 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 wine-ya kawasumi 

大阪市北区 あ・じゃり。 

大阪市北区 アッソダヤマグチ 

大阪市北区 あんふぁん 

大阪市北区 いもの蔵 

大阪市北区 うさぎ 

大阪市北区 うさぎカフェ 

大阪市北区 エジプシャンカフェレストラン MeyaMeya メヤメヤ 

大阪市北区 エスポワール 

大阪市北区 エル 

大阪市北区 オーガスタクラブ 

大阪市北区 おもてなし茶屋 咲扇 

大阪市北区 オリエンタルスプーン西天満店 

大阪市北区 ぉ田 

大阪市北区 お料理宮本 

大阪市北区 カピルス 

大阪市北区 カフェアンドミールムジグランフロント大阪 

大阪市北区 カラオケパブ 夕 

大阪市北区 カラクリ Lab. 

大阪市北区 かんさいだき常夜燈豊崎本家 

大阪市北区 きち屋 

大阪市北区 キュッヒェ ニューミュンヘン店 

大阪市北区 キルフェボングランフロント大阪店 

大阪市北区 くいもんやたいへい 

大阪市北区 クッチーナ GakKi 

大阪市北区 グリル梵 堂島店 

大阪市北区 ゲームバー236 

大阪市北区 コモンカフェ 

大阪市北区 さぁるーむ 

大阪市北区 サダクロ 

大阪市北区 サロン・ド・パンテール 

大阪市北区 サロンド舞 

大阪市北区 しゃぶしゃぶ newKOBE堂島店 

大阪市北区 すし たま田 

大阪市北区 ステーキ蔵文 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 すみか 

大阪市北区 スワン 

大阪市北区 セブンシーズ 

大阪市北区 セブンスヘブン 

大阪市北区 そば切り荒凡夫 

大阪市北区 ダイニングバーボギー 

大阪市北区 たこ焼きと海鮮海団治 

大阪市北区 ちなみ 

大阪市北区 つきみ 

大阪市北区 とんかつ花柳 梅田本店 

大阪市北区 なにわ酒房 

大阪市北区 ニューヤチヨ 

大阪市北区 ね音 

大阪市北区 バー ハイライト 

大阪市北区 バール ガルゴッタ 

大阪市北区 バーロッチィ 

大阪市北区 はまぐりラーメンしえる 

大阪市北区 バンビ－ 

大阪市北区 ピアニシモ 

大阪市北区 ぴあの 

大阪市北区 ビストロ ド ヨシモト 

大阪市北区 ひろすし 

大阪市北区 ふぁにーと 

大阪市北区 ぷっちんぷりん 

大阪市北区 プリン専門兎の杜 

大阪市北区 フルーツパーラー キムラ 

大阪市北区 へぶんりーろまんす 

大阪市北区 ポテトキッド 

大阪市北区 ポムドール 

大阪市北区 ぼんたぼんた LINKS UMEDA店 

大阪市北区 マキ 

大阪市北区 ミスターパピー 

大阪市北区 みつ葉 

大阪市北区 メンバーズサロン大小路 

大阪市北区 メンバーズ和 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 めん次郎 

大阪市北区 モヒート７バー 

大阪市北区 やき鳥 とり友 

大阪市北区 やんちゃ姫 

大阪市北区 ユイゴコロククル 

大阪市北区 ユカイロ。。 

大阪市北区 ラ・スール 

大阪市北区 ラ・ボーテ 

大阪市北区 らぁ麺きくはん 

大阪市北区 ライラ 

大阪市北区 りょうりや しるべえ 

大阪市北区 レストラン グランプリモ 

大阪市北区 ワインバー北條 

大阪市北区 愛志蔵 

大阪市北区 一天 

大阪市北区 一富士 

大阪市北区 壱番鶏 

大阪市北区 稲田屋 

大阪市北区 奄美島料理てぃだ 

大阪市北区 屋根裏バーエルパジャッソ 

大阪市北区 加賀料理 佐助 

大阪市北区 加津 

大阪市北区 家庭料理 華 

大阪市北区 果実 BAR山本 

大阪市北区 花ごころ 

大阪市北区 花みずき 

大阪市北区 海都 

大阪市北区 割烹いとう 

大阪市北区 割烹堂島 

大阪市北区 釜山屋 

大阪市北区 丸万寿司 本店 

大阪市北区 岩さき 

大阪市北区 稀凡 

大阪市北区 牛匠 Matsu 

大阪市北区 魚瀬 



27 

市町村名 施設名称 

大阪市北区 京都 麺屋たけ井 阪急梅田店 

大阪市北区 吟座えにし 

大阪市北区 倶楽部ラ・ムー 

大阪市北区 倶蘇(タ)麗 

大阪市北区 串かつだるま ホワイティうめだ店 

大阪市北区 熊の焼鳥 

大阪市北区 鶏と〇〇、時々 魚。 

大阪市北区 鶏人 

大阪市北区 厳選タン焼肉 縁 

大阪市北区 虎龍 浪漫亭 

大阪市北区 吾味吾感 

大阪市北区 幸梅めがねや 

大阪市北区 三喜 

大阪市北区 四季彩粋柴田 

大阪市北区 旨んまーいステーキ大阪駅前第 3ビル店 

大阪市北区 七つ家 

大阪市北区 寿司一心 

大阪市北区 寿司常 

大阪市北区 寿司惣彩えんた 

大阪市北区 出入橋助六 

大阪市北区 小料理 和 

大阪市北区 上海 

大阪市北区 心たけ KoKoRotake 

大阪市北区 新ちゃん 

大阪市北区 新橋へそ南森町店 

大阪市北区 是しん 

大阪市北区 西天満いがらし 

大阪市北区 石鍋料理 健 

大阪市北区 千鈴 

大阪市北区 曾根崎鉄板食堂はなたれ 

大阪市北区 曽根崎松浦商店 

大阪市北区 創彩空 

大阪市北区 総作居酒屋 大和 

大阪市北区 駄菓子 cafe&Bar エンス 

大阪市北区 大嘉味 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 大阪聘珍樓 

大阪市北区 大美 

大阪市北区 大分からあげと鉄板焼勝男第３ビル応援団 

大阪市北区 大來軒 

大阪市北区 炭火焼とり えんや 梅田店 

大阪市北区 炭火焼肉一兆 

大阪市北区 炭火焼肉牛角梅田お初天神店 

大阪市北区 智屋 

大阪市北区 中華ダイニング ザイロン 

大阪市北区 中華料理 錦厨 

大阪市北区 中国郷菜館 大陸風 

大阪市北区 鉄板焼 誉 

大阪市北区 鉄板焼鳥 ニワ 

大阪市北区 天神橋 ijii 

大阪市北区 豚たん 天満本店 

大阪市北区 呑助 

大阪市北区 二階のはま田 

大阪市北区 肉料理 Vin de Kitchen 

大阪市北区 日本酒紫 

大阪市北区 日本料理大坂ばさら 

大阪市北区 博多女 

大阪市北区 八重 

大阪市北区 浮き世 

大阪市北区 楓 

大阪市北区 文 おかざき 

大阪市北区 弁けぇ 

大阪市北区 穂々恵み 

大阪市北区 北新地 居酒屋 宿 

大阪市北区 北新地 桃や 

大阪市北区 北新地さらさ 

大阪市北区 堀内果実園グランフロント大阪店 

大阪市北区 本 安兵衛 

大阪市北区 本とん平 

大阪市北区 本の喫茶室イーゲル 

大阪市北区 鮪達人天神店 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 味吉屋 

大阪市北区 味道楽いわね 

大阪市北区 弥七 

大阪市北区 有限会社樽正 

大阪市北区 遊食劇場 まめ福 

大阪市北区 揚子江ラーメン 神山店 

大阪市北区 葉四季 

大阪市北区 立ち飲み処 りょうたの手羽先 

大阪市北区 立ち呑み くにし 

大阪市北区 麗花 

大阪市北区 炉禅・まきんしゃい 

大阪市北区 浪花奴寿し天五店 

大阪市北区 和伊バル たなかキカク 

大阪市北区 和洋食かぶら 

大阪市北区 栫山 

大阪市北区 餃子鍋 A-chan 

大阪市北区 鮨と肴 蔵 

大阪市中央区 39 

大阪市中央区 238 

大阪市中央区 4TH STREET BAGEL 

大阪市中央区 7e 

大阪市中央区 8G Shinsaibashi 

大阪市中央区 Aimyou Ribbon 

大阪市中央区 Anamune 

大阪市中央区 Ａｎｇｅ 

大阪市中央区 AnimeShotBarC-Part 

大阪市中央区 arashi 

大阪市中央区 Architect 

大阪市中央区 ＡＳＯＢＩ ＢＡＲ 

大阪市中央区 AVOCADOS MEXICAN CAFE  

大阪市中央区 B 

大阪市中央区 BAGAWAAN CURRY 

大阪市中央区 Bar Baroque 

大阪市中央区 Bar campus 

大阪市中央区 Bar CLOUD BLANK 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 Bar Growing 

大阪市中央区 BAR OSAKA TULIP 

大阪市中央区 BAR RARITY 

大阪市中央区 BAR ROUTE 

大阪市中央区 bar Secret Chamber 

大阪市中央区 Bar TRAIL 

大阪市中央区 BAR YUUKI 

大阪市中央区 BARBonds 

大阪市中央区 BarChill 

大阪市中央区 barsoleilluna 

大阪市中央区 Barむろ 

大阪市中央区 ＢＡＳＥ 

大阪市中央区 Beer dining マヤジカ 

大阪市中央区 BISTORO YOSHINO 

大阪市中央区 Booze 

大阪市中央区 Bright Moon 

大阪市中央区 cafe 黒岩伽哩 

大阪市中央区 CAOFF DISCOVERY 

大阪市中央区 Caress 

大阪市中央区 Club Seasons 

大阪市中央区 COFFEE  BOX   BAROQUE 

大阪市中央区 CONPASS 

大阪市中央区 Conteur 

大阪市中央区 DiningcafeDAN 

大阪市中央区 domus 

大阪市中央区 ＥＬ ＲＩＮＣＯＮ ＬＡＴＩＮ 

大阪市中央区 Fairy. 

大阪市中央区 fanfan 

大阪市中央区 felice2000 

大阪市中央区 Fitness Cafe TOOLE 

大阪市中央区 Flyway 

大阪市中央区 GAMEBAR LOTUS 

大阪市中央区 G-mona 

大阪市中央区 GOEN 

大阪市中央区 GOLD 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 GOLDLINE. 

大阪市中央区 hope and anchor 

大阪市中央区 IDeYA 

大阪市中央区 INDEX,,X nanba 

大阪市中央区 JOULE 

大阪市中央区 K2 

大阪市中央区 KIYOSsan 

大阪市中央区 La Oliva 

大阪市中央区 LAS ROCAS 

大阪市中央区 Live Cafe&Bar AMASTAGE 

大阪市中央区 Loft PlusOne West 

大阪市中央区 Madame Marie 

大阪市中央区 maruku 

大阪市中央区 Maybee  

大阪市中央区 member's永遠 

大阪市中央区 MILULARI 

大阪市中央区 MINA 

大阪市中央区 moejoe 

大阪市中央区 mouton valcitta 

大阪市中央区 mu 

大阪市中央区 Music Bar Funky town 

大阪市中央区 NICO 

大阪市中央区 ONE CION BAR HINA 

大阪市中央区 Pasta! Pasta!! Pasta!!!  di Tanimachi6 まずはカルボナーラかボロネーゼ 

大阪市中央区 raccoon 

大阪市中央区 Roji 

大阪市中央区 Saki 

大阪市中央区 SALOON高嶋 

大阪市中央区 SALTARE 

大阪市中央区 sandwiches 

大阪市中央区 shotbar PAN 

大阪市中央区 Slack Tisa 

大阪市中央区 SMALL LIGHT 

大阪市中央区 tank top 

大阪市中央区 TAROー 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 The Drunken Clam  

大阪市中央区 TOMO'S  BAR 

大阪市中央区 toyou 

大阪市中央区 TRAP BAR 

大阪市中央区 ＴＲＥＳＯＲ 

大阪市中央区 un rocher 

大阪市中央区 VICTORIA 

大阪市中央区 VINTNER 

大阪市中央区 wapiti 

大阪市中央区 Wine Dining Quatre 

大阪市中央区 YAICHIRO 

大阪市中央区 アプリーテ 

大阪市中央区 アメリカ村スネークカフェ 

大阪市中央区 アンチエイジングカフェ age 

大阪市中央区 インドレストラン アカース 

大阪市中央区 うお熊 

大阪市中央区 うさぎごや 

大阪市中央区 うな茂 

大阪市中央区 ウブドスチ 

大阪市中央区 エンゼル 

大阪市中央区 オーパスワン 

大阪市中央区 オールウェイズ 

大阪市中央区 おかる 

大阪市中央区 おでんと和み料理こすもす 

大阪市中央区 おばんざいスナック菜の香 

大阪市中央区 お好み焼 みふ 

大阪市中央区 お好み焼き・鉄板 バール ちえ 

大阪市中央区 お好み焼き門 

大阪市中央区 お食事処こんご 

大阪市中央区 カウント 2.99 

大阪市中央区 かてい料理居酒屋まつ井 

大阪市中央区 カフェ・アマンド 

大阪市中央区 カフェアンドカレー ボタ 

大阪市中央区 カフェバーSoledeMare 

大阪市中央区 カラオケスペース ITO-YAN 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 カラオケ喫茶お達者くらぶ 

大阪市中央区 カレー専門店ポッシュデリー 

大阪市中央区 きたかた食堂 南久宝寺店 

大阪市中央区 キタハーマン 

大阪市中央区 きっちんすなっくみっちゃん 

大阪市中央区 きらら 

大阪市中央区 ケンズクラブドットジェーピー 

大阪市中央区 ココナッツ クラッシュ 

大阪市中央区 こころ 

大阪市中央区 ゴンチャなんばマルイ店 

大阪市中央区 ご馳走家ＧＯＴＴＩ 

大阪市中央区 サ・エ・ラ 

大阪市中央区 サザンスター 

大阪市中央区 さろん群芳 

大阪市中央区 サンルージュ PARTlll 

大阪市中央区 ジーエム(昔の読み方の為右から読みます) 

大阪市中央区 ショットバー カムズ 

大阪市中央区 しんの助 

大阪市中央区 すずや 

大阪市中央区 スタンド佐藤 

大阪市中央区 ステーキハウスキューブ 

大阪市中央区 ストレートプール 

大阪市中央区 スナックガンガン 

大阪市中央区 スナックてる 

大阪市中央区 スナックてんぐ 

大阪市中央区 すなつくりょう 

大阪市中央区 スナック灯台 

大阪市中央区 スペインバル谷町クジラ 

大阪市中央区 せんば自由軒 

大阪市中央区 ダイアモンドロックス BAR 

大阪市中央区 ダイニング酒場とまり木 

大阪市中央区 たに川 

大阪市中央区 ちゃんこ酒場 若貴 

大阪市中央区 てっちり ほてい 

大阪市中央区 てんぷらシュワッチ 
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大阪市中央区 ドゥ 

大阪市中央区 ときすしはなれ 

大阪市中央区 とっとっと 

大阪市中央区 とみ多 

大阪市中央区 とんかつ大将 

大阪市中央区 ニューコンコルド 

大阪市中央区 ニュー上海 

大阪市中央区 バランス食堂＆カフェ アスショク 

大阪市中央区 バルバラ 

大阪市中央区 ピザバルフルハウス 

大阪市中央区 ひろせ 

大阪市中央区 ふくろう 

大阪市中央区 ふく壱 

大阪市中央区 ブラン ドゥ ブラン 

大阪市中央区 フレンドシップ 

大阪市中央区 プロント東本町店 

大阪市中央区 まぐろ小屋別邸 

大阪市中央区 マルキン酒店 

大阪市中央区 マンティコア 

大阪市中央区 メンバーズ ARI 

大阪市中央区 モスバーガーなんばウォーク店 

大阪市中央区 もつマニア 旧かしら屋 

大阪市中央区 もりたや酒店 

大阪市中央区 モン・レーヴ 

大阪市中央区 やきとり 庭 

大阪市中央区 やさい串巻き なるとや 

大阪市中央区 ユーラシア料理福縁 

大阪市中央区 ラーメンマン 

大阪市中央区 ラヴァンス 

大阪市中央区 らきせぶ 

大阪市中央区 ラグビー部マーラー 

大阪市中央区 れすとらん 源ちゃん 

大阪市中央区 レストランリール 

大阪市中央区 一利 

大阪市中央区 一力 
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大阪市中央区 横堀船場 

大阪市中央区 屋台風かすうどんかすまる東心斎橋店 

大阪市中央区 俺たちの漁師小屋 

大阪市中央区 可笑的花 

大阪市中央区 花・華 

大阪市中央区 海 umi 

大阪市中央区 海月 

大阪市中央区 海鮮旬菜うお佐 

大阪市中央区 割烹家 一本松 

大阪市中央区 株式会社ホテル Wマネジメントイビススタイルズ大阪難波 Osaka Kitchen 

大阪市中央区 釜上げうどん二葉 

大阪市中央区 吉しや 

大阪市中央区 喫茶カトレア 

大阪市中央区 喫茶ふくだ 

大阪市中央区 旧ヤム邸 

大阪市中央区 居酒屋 七輪 本町本店 

大阪市中央区 居酒屋きのこ 

大阪市中央区 居酒屋はい、がってん 

大阪市中央区 居酒屋和ねしあ 

大阪市中央区 九州八豊やせうまだんご汁 

大阪市中央区 九郎兵衛 

大阪市中央区 串串 

大阪市中央区 古都家 

大阪市中央区 五郎寿し心斎橋店 

大阪市中央区 五條家 

大阪市中央区 口福家ＨＡＮＡＲＥ 

大阪市中央区 幸や 

大阪市中央区 香港華記茶餐廳 大阪心斎橋支店 

大阪市中央区 黒毛和牛焼肉処一（いち） 

大阪市中央区 黒門 京 

大阪市中央区 黒門酒場 

大阪市中央区 四川料理真味 

大阪市中央区 自家製麺 杵屋天満橋京阪パナンテ店 

大阪市中央区 雫 

大阪市中央区 酒肴紀乃 
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大阪市中央区 酒膳 弥生 

大阪市中央区 酒房しん 

大阪市中央区 祝 

大阪市中央区 女王のキッチン 

大阪市中央区 小雀弥黒門店 

大阪市中央区 食事処 萩 

大阪市中央区 心斎橋サンボウル 

大阪市中央区 心斎橋でりしゃす 

大阪市中央区 新夜 

大阪市中央区 酔い処ちゃとみん 

大阪市中央区 雛 

大阪市中央区 杉谷商店 

大阪市中央区 川上商店 

大阪市中央区 浅野サカナ日本酒店 

大阪市中央区 船場虎島 

大阪市中央区 鮮魚寿司 一心 

大阪市中央区 蔵 タンバリン 

大阪市中央区 多氣 

大阪市中央区 大阪 ruido 

大阪市中央区 大阪ガス備後町クラブ 

大阪市中央区 大和屋本店 

大阪市中央区 炭火焼とり えんや 難波３号店 

大阪市中央区 炭火焼とり えんや 難波千日前店 

大阪市中央区 炭火焼とり えんや 難波店 

大阪市中央区 炭火焼肉大歓 

大阪市中央区 炭焼鳥 miya 

大阪市中央区 中華食堂 

大阪市中央区 中国料理 福華酒家 

大阪市中央区 中国料理大徳 

大阪市中央区 長堀橋 WAXX 

大阪市中央区 鳥酒力 

大阪市中央区 鳥焼ののや 

大阪市中央区 椿 

大阪市中央区 釣船茶屋ざうお 難波本店 

大阪市中央区 鉄板焼 食彩きど 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 鉄板焼き つくし 

大阪市中央区 鉄板焼きとお酒 sAtori家 

大阪市中央区 鉄板料理嵯助 

大阪市中央区 天満橋バル Hut 

大阪市中央区 東みはら大梅 

大阪市中央区 東心斎橋 宙 

大阪市中央区 道しるべ 

大阪市中央区 得正北浜店 

大阪市中央区 豚汁酒場 ぷりんけぷす 

大阪市中央区 南一園 

大阪市中央区 難波 焼肉一丁 

大阪市中央区 肉食饗竜 

大阪市中央区 肉食饗竜ミナミ心斎橋店 

大阪市中央区 日乃屋カレーなんばウォーク店 

大阪市中央区 日本料理 華き 

大阪市中央区 白い虹 

大阪市中央区 飛翔 

大阪市中央区 風切 

大阪市中央区 風流 

大阪市中央区 法善寺 久佐久 

大阪市中央区 北海道十勝豚丼 喜福 

大阪市中央区 北浜いしころ 

大阪市中央区 味ごよみ宗田 

大阪市中央区 味千拉麺 OMM店 

大阪市中央区 味千拉麺船場店 

大阪市中央区 夢ぼうず 

大阪市中央区 夢燕 

大阪市中央区 遊華夢 

大阪市中央区 洋風酒肆 手乱蛾 

大阪市中央区 立呑酒場かけだし 

大阪市中央区 冷麺館 谷町店 

大阪市中央区 炉端や炭寅 

大阪市中央区 路地うら酒場 とんぼ 

大阪市中央区 和みのカフェ一蓮 

大阪市中央区 和牛専門店ぐるり 
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大阪市中央区 和彩そあら 

大阪市中央区 聚香園 

大阪市中央区 餃子のだんちゃん三国亭八幡筋店 

大阪市中央区 鮓木村建介 

大阪市中央区 鮨 きよ原 

大阪市中央区 鮨三心 

堺市堺区 Azikan ながた 

堺市堺区 Bogey 

堺市堺区 Co.FUN カフェ 

堺市堺区 Dear 

堺市堺区 GashiCoun 

堺市堺区 LADYBuG 

堺市堺区 Ｍ－１ 

堺市堺区 moon stone 

堺市堺区 NoReturn 

堺市堺区 OpaL 

堺市堺区 Seven Gods ７ゴッド 居酒屋 

堺市堺区 Sports CLUB Bar Spo Spo 

堺市堺区 you 

堺市堺区 ＺＥＲＯ零 

堺市堺区 あいの風 こころふわり 

堺市堺区 アニメバーたまりば 

堺市堺区 カフェ umami 

堺市堺区 カラオケ はる 

堺市堺区 カラオケ 歌蓮 

堺市堺区 かるだもん 

堺市堺区 ゴーゴーカレー堺東店/油そばきりん寺堺東店 

堺市堺区 スナックアリス 

堺市堺区 ダイニングバーバニヤン 

堺市堺区 たこ焼き卓味 

堺市堺区 テムジン 

堺市堺区 トレティオバル 

堺市堺区 ナンバーワンユーケーワイルドキャッツ 堺店 

堺市堺区 にんにくラーメン一力 

堺市堺区 ぱぱ酒場 
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堺市堺区 ホテルイルグランディ 

堺市堺区 よい波 

堺市堺区 割烹はんなん 

堺市堺区 割烹秀 

堺市堺区 割烹優勝 

堺市堺区 韓国料理みいん 

堺市堺区 喫茶 Ｋａｒｉｏｍｏｎ 

堺市堺区 喫茶アポロ 

堺市堺区 喫茶モナミ 

堺市堺区 喫茶館 たいにいはうす 

堺市堺区 牛角堺東店 

堺市堺区 居酒屋まるえ 

堺市堺区 居酒屋無花果 

堺市堺区 魚勝寿司 

堺市堺区 黒毛和牛いち輪 

堺市堺区 座 庄八 

堺市堺区 仔牛亭 

堺市堺区 自鶏焼とりきち 

堺市堺区 旬魚 ざこば 

堺市堺区 松島家 

堺市堺区 焼きやき ぼん凡 

堺市堺区 食楽キッチンリトロボ 

堺市堺区 新中国料理 王園 

堺市堺区 蔵屋敷 

堺市堺区 大阪ベイプラザホテル 

堺市堺区 中華そば ムタヒロ(堺東店) 

堺市堺区 中華料理 ふぐ料理 東明飯店 

堺市堺区 天笑 

堺市堺区 灯 

堺市堺区 肉呑処 平野屋精肉店 

堺市堺区 日本料理わくら 

堺市堺区 武蔵 

堺市堺区 味処もりもと 

堺市堺区 麺工房ゆでっち 

堺市堺区 麺座ぎん 
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堺市堺区 料理酒家 伴昇 

堺市堺区 炉端たけちゃん 

堺市中区 Lounge Miare 

堺市中区 おるおる company 

堺市中区 かすうどん一 0八 

堺市中区 カフェドランベール 

堺市中区 カラオケ 鈴の音 

堺市中区 カラオケ WORLD 

堺市中区 カラオケ喫茶うたげ 

堺市中区 ごちそう酒屋くま 

堺市中区 たこ焼き居酒屋虎様 

堺市中区 つけめんラーメン純情屋 

堺市中区 でん 

堺市中区 ラウンジ ジュエリー 

堺市中区 喫茶おかん 

堺市中区 京風かじゅある懐石 大谷 

堺市中区 焼肉 由兵衛 

堺市中区 食の喜 たに垣 

堺市中区 台湾料理 金陵 

堺市中区 炭火焼鳥ダイニング晴レル屋 

堺市中区 中華料理えびす亭 

堺市中区 肉バルＪＡＷＳ 

堺市中区 虹夢弦 

堺市中区 氷 ing 

堺市中区 和風酒家なお家 

堺市東区 Ann 

堺市東区 BAR MATSUMURA 

堺市東区 Hello World 

堺市東区 Sekiya 

堺市東区 THE ORIGIN 

堺市東区 カラオケ喫茶こすもす 

堺市東区 たこ坊主 

堺市東区 ハイボールＢＡＲ Ｌａｐａｎ 

堺市東区 レストラン あんぽるたん 

堺市東区 関 
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堺市東区 創作ダイニングキッチン PePe 

堺市東区 大阪王将北野田駅前店 

堺市東区 味んぼ 

堺市東区 遊食ダイニング粋楽 

堺市東区 洋食ひかり亭 

堺市西区 Aulait 

堺市西区 いんなーとみやびの 

堺市西区 カラオケ喫茶＆スナック ノン 

堺市西区 喫茶ひまわり 

堺市西区 居酒屋りん 

堺市西区 串活料理にしむら 

堺市西区 山海料理仁志乃 

堺市西区 寿司廣 

堺市西区 創作中華山哲 

堺市西区 中華料理 宝来 

堺市西区 八剣伝鳳駅前店 

堺市西区 比内地鶏と旬菜炉端うるとらや 

堺市西区 竜起 

堺市西区 龍旗信 総本店 

堺市西区 炙り屋北海道 

堺市南区 Aran 

堺市南区 キノシタキッチンスタジオ 

堺市南区 サロンアム 

堺市南区 フルベジカフェ バルーン 

堺市南区 フロレスタ泉ヶ丘駅前店 宮口雅之 

堺市南区 まつや 

堺市南区 ラーメン七福じん泉北店 

堺市南区 家庭料理心 

堺市南区 韓国料理マダン 

堺市南区 旬彩料理彩 

堺市南区 焼肉ナンバーワン 

堺市北区 Farmer'sCafe MOZU 

堺市北区 gourmet&galleryTARU 

堺市北区 KOA 

堺市北区 ＯＮＥＷＡＹ 
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堺市北区 お好み焼・焼そば なおさか 

堺市北区 お好み焼・鉄板焼 楓 

堺市北区 お好み焼き鉄板焼き羽衣 

堺市北区 すし半堺店 

堺市北区 やきとり笑家（長尾店） 

堺市北区 喫茶道 

堺市北区 居酒屋のぼる 

堺市北区 焼肉 丸福金岡 

堺市北区 炭火焼鳥よし 

堺市北区 炭焼居酒屋ふんじん 

堺市北区 天ぷら旬菜 由庵 

堺市北区 福よし寿司 

堺市北区 麺家八兵衛 

堺市北区 和牛処けーちゃん 

堺市美原区 カフェドラペ 

堺市美原区 カラオケ喫茶 りぼん 

堺市美原区 縁家 

岸和田市 Aries 

岸和田市 Bar dude 

岸和田市 BOCCOCURRY 

岸和田市 CULUB JAMROCK 

岸和田市 GO GO BAR HAMACHU 

岸和田市 ｈｕａ ｈｕｏ 

岸和田市 MUUTOS COFFEE 

岸和田市 nagaya 

岸和田市 Patio 

岸和田市 PICESE 

岸和田市 toitoitoi.cafe&surf 

岸和田市 アイラブチキン 

岸和田市 アベニール 

岸和田市 うお寿 

岸和田市 お好み焼き あいうえお 

岸和田市 カジュアル割烹花梨 

岸和田市 カラオケニューなかよし 

岸和田市 カラオケライブ 岸和田店 
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岸和田市 カラオケ喫茶二千賀 

岸和田市 きまぐれ厨房 

岸和田市 コーヒーハウス和蘭豆 

岸和田市 すいか 

岸和田市 ステーキハウスボンヌール 

岸和田市 とと仁 

岸和田市 バッカス 

岸和田市 やまよし 

岸和田市 ラウンジ Ｆｒａｎｃ.ｆｒａｎｃ 

岸和田市 レストラン日本 

岸和田市 ろばた焼き 味一 

岸和田市 家庭料理の店和楽 

岸和田市 花鮨 

岸和田市 雅味 

岸和田市 海鮮処椿 

岸和田市 楽酒家 

岸和田市 岸田亭 

岸和田市 希望軒岸和田店 

岸和田市 居酒屋よりみち 

岸和田市 居酒屋寄合 

岸和田市 串焼き我流 

岸和田市 串茶家 

岸和田市 笑縁 

岸和田市 酔ーたん坊 

岸和田市 晴れる家 

岸和田市 創作おでん千 

岸和田市 台所家 

岸和田市 大吉久米田店 

岸和田市 大衆酒場 純 

岸和田市 蛸よし 

岸和田市 炭火もも焼きとり彦 

岸和田市 瓢箪寿司 

岸和田市 浜茂 

岸和田市 洋食焼 きゃべつ 

岸和田市 龍華 
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豊中市 AT THE 21 

豊中市 BABOO 

豊中市 bar + music home 

豊中市 BAR DOGGYPOND 

豊中市 Basic珈琲 

豊中市 BEARD&GLAMOUR 

豊中市 cafe ＆ bar kirie 

豊中市 CindiBendi DAY UP 

豊中市 elam maman 

豊中市 KAZU 

豊中市 KOJIBAR 

豊中市 Little Pine 

豊中市 Live Cafe ARETHA 

豊中市 Oyster house Kai 

豊中市 PING PONG 

豊中市 ＲＥＡＬＩＺＥ 

豊中市 SHIBATO 

豊中市 shotbar 4out 

豊中市 Uma Uma Cafe 

豊中市 アンドアエレ 

豊中市 イツミ食堂 

豊中市 ヴィジェイジャムナ 

豊中市 うどん屋山善 

豊中市 エフラットカフェー (エフラットカフェープラス１６８) 

豊中市 お好み焼きハウス アジジ 

豊中市 お茶処吉田 

豊中市 カーリーカリー 

豊中市 かしわ舎服部店 

豊中市 カラオケ スナック ブランカ 

豊中市 カラオケ喫茶スナック亜樹 

豊中市 グリルいけだ 

豊中市 スタンドバル amanozyaku 

豊中市 スナック ユサ 

豊中市 スナック Cecile 

豊中市 たがりや 
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豊中市 ティアラ 

豊中市 とりまる 

豊中市 バースケ 

豊中市 パブリック 

豊中市 ビストランテ サ・ルーチェ 

豊中市 へべれけ 

豊中市 ポレポレ 

豊中市 マイハウス 

豊中市 まほろばてい 

豊中市 マルコポーロ 

豊中市 麵家五大力 

豊中市 もつ鍋宝来 

豊中市 ゆう 

豊中市 ワン・ペニー 

豊中市 一栄 

豊中市 越後そば 良青 

豊中市 喫茶 ココティー 

豊中市 喫茶 なんてん 

豊中市 居酒屋ごがつなのか 

豊中市 居酒屋ひょっとこ 

豊中市 居酒屋ほりさん 

豊中市 居酒屋やすらぎ 

豊中市 居酒屋繁 

豊中市 串かつ山本 

豊中市 五色うどん 

豊中市 広東料理ハマムラ 

豊中市 彩鶏 

豊中市 三幸 

豊中市 自家焙煎珈琲 のんびり 

豊中市 酒歌楽歌 

豊中市 秀吉 

豊中市 旬に居酒屋心芽 

豊中市 旬魚釜めし輝 

豊中市 小豆 

豊中市 焼肉宝来 
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豊中市 鮮魚 鮨処 かまや 

豊中市 中国鮮家 響鈴 

豊中市 鳥焼肉専門店けむり屋 

豊中市 天プラらっきー 

豊中市 呑み処 はぎ 

豊中市 肉バル２９ヤネン 

豊中市 日本茶カフェ＆ショップ 茶ら咲 sa-la-sa 

豊中市 服部一貫楼 

豊中市 本格炭火焼鳥楽笑 

豊中市 本陣 

豊中市 夢 

豊中市 麺屋ほぃ 

豊中市 裕寿司 

池田市 １１０７ 

池田市 nobana 

池田市 Ｒｏｕｔｅ１７８ｓｕｎ 

池田市 カフェアタ 

池田市 カラオケ喫茶なかよし 

池田市 クジャクカリー 

池田市 ごん兵衛 石橋店 

池田市 チカバル   Arriba! 

池田市 フェリース 

池田市 マドンナ 

池田市 マンジャーレくれは 

池田市 飲食歌チャ子 

池田市 屋台風かすうどんかすまる池田店 

池田市 岩田航空 

池田市 喫茶&BARたひみよん 

池田市 喫茶マルコ 

池田市 創作料理 ルノールラモンターニュ 広瀬 

池田市 炭火焼鳥 英 

池田市 炭火焼肉みつる 

池田市 池田屋 

池田市 池田屋 HANARE 

池田市 町家料理 結月 
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池田市 珍多楽 

池田市 福助 

池田市 柳庵 池田店 

池田市 洋食ダイニング Hiro's Kitchen 

池田市 洋風ダイニングてつ 

池田市 珈琲館ペチカ 

吹田市 Bocci de Birra  

吹田市 BRASSERIE MOJA 

吹田市 FOXY 

吹田市 ＩＣＨＩＲＩＫＩ 

吹田市 Panetteria VIVO 

吹田市 Pine Village 

吹田市 Shanti 

吹田市 アールストーン 

吹田市 あびる寿司 

吹田市 イタリア酒場バールジーニョ 

吹田市 カフェゲリラ 

吹田市 ごはん屋 ま～るい心 

吹田市 スナック まり 

吹田市 たこっ娘 

吹田市 たこ春 

吹田市 まざあぐうす 

吹田市 やまと蔵人 

吹田市 ラーメン工藤 

吹田市 花菱 

吹田市 器酒亭 

吹田市 季節一品料理 すぎむら 

吹田市 喫酒まつむら 

吹田市 居酒屋かもん 

吹田市 広島お好み焼き・鉄板焼き かん吉 

吹田市 黒日果 

吹田市 寿屋  

吹田市 秋吉 江坂店 

吹田市 焼肉 味園 

吹田市 焼味尽本舗 江坂店 
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吹田市 食彩酒家びーわん 

吹田市 石庵 江坂店 

吹田市 炭火焼き鳥一鶏 

吹田市 中国料理聚楽 

吹田市 鳥べえ 

吹田市 鳥水木 

吹田市 鉄板居酒屋 「もへじ」 

吹田市 日本料理レストラン RAKU 

吹田市 宝来食堂 

吹田市 北摂バル 

吹田市 味園 

吹田市 立ち呑み わいわい 

吹田市 和洋膳処「間」 

吹田市 珈琲＆キッチン ほのか 

泉大津市 Dining居酒屋あいかつ 

泉大津市 Rainbow 

泉大津市 RAKU HAKATA MOTSU-NABE 

泉大津市 SHOT BAR BUNBUN 

泉大津市 あげもんや 

泉大津市 いずみ寿司 

泉大津市 うたネット 

泉大津市 からあげ いし井 

泉大津市 カラオケあむりる 

泉大津市 カラオケ喫茶 ニューメッセージ 

泉大津市 きっさてん なんくる 

泉大津市 スナックラタン 

泉大津市 てぃえむ 

泉大津市 ネギ焼き かっぱ 

泉大津市 もつ鍋 永楽 

泉大津市 楽食酒場 わはは。 

泉大津市 炭焼鳥料理 鳥プル A 

泉大津市 和食 うお健 

高槻市 CAFE Good Luck. 

高槻市 Cafe&Bar 8 

高槻市 diningbar Aria 
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高槻市 Fu-min 

高槻市 Makis 

高槻市 nowacafe 

高槻市 Park-o-cafe 

高槻市 Pelcola 高槻阪急店 

高槻市 primal 

高槻市 Sakura's  Cafe 

高槻市 ＳＵＮＴＯＲＹ・ＳＨＯＴ・ＢＡＲ 

高槻市 あじとみ 

高槻市 うまいもんや大之介 

高槻市 おつまみ酒場 七丸 

高槻市 オムココワ 

高槻市 カラオケスタジオ ビクター 

高槻市 カラオケスナック さよ 

高槻市 カラオケ喫茶すみ 

高槻市 くし太 

高槻市 さんなんぼう 

高槻市 そば処まさ吉 

高槻市 たつ福 

高槻市 つきの井 

高槻市 どろんじょ 

高槻市 ひでとら 

高槻市 ラウンジむくむく 

高槻市 沖寿し 

高槻市 沖縄料理 島酒 たろんち 

高槻市 喫茶オリーブ 

高槻市 居酒屋桃太郎 

高槻市 串かつ専門店 案山子 

高槻市 源氣屋 

高槻市 寿し圭 

高槻市 焼肉よしおか 

高槻市 焼肉三島 

高槻市 心根 

高槻市 新生飯店（富田店） 

高槻市 粋 
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高槻市 荘田商店 

高槻市 大阪王将阪急高槻店 

高槻市 炭火焼おかげ 

高槻市 炭火焼き鳥とん 

高槻市 中村笑店 

高槻市 鳥ばやし 

高槻市 哲学カレー 

高槻市 福喜多 

高槻市 粉もん屋八 高槻店 

高槻市 睦月 

高槻市 味好 

貝塚市 Precious 

貝塚市 コーヒーカルム 

貝塚市 たこやき貝塚 

貝塚市 とら吉 

貝塚市 ふる里 

貝塚市 鰻や竹うち 

貝塚市 居酒屋いっすい   

貝塚市 欣とと 

貝塚市 手打ち蕎麦仙太郎 

貝塚市 旬彩 あじと 

貝塚市 焼肉屋 味乃里 

守口市 BEER-STAND YAORA 

守口市 SANAI 

守口市 Top 

守口市 アンアン 

守口市 いっぷく亭 

守口市 ウェスタンバーガー 守口店 

守口市 おいでませ 

守口市 カラオケステージ 扇楽 

守口市 カラオケチャンピオン 

守口市 カラオケ喫茶店 であい君子 

守口市 かるがも 

守口市 すし吉 

守口市 スナック みなよ 
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守口市 スナック颯 

守口市 セニョールジョージ 

守口市 ニコルクラブ 

守口市 バー皐月 

守口市 レストラン三養 

守口市 旭 

守口市 羽屋 

守口市 園 

守口市 吉野家ＦＣ大日店 

守口市 喫茶美香 

守口市 居酒屋 うえおか 

守口市 四季彩 

守口市 新福菜館 守口店 

守口市 中国料理 赤坂飯店 

守口市 鳥右衛門 

守口市 鳥料理専門店 萬領 

守口市 味肴房田 

守口市 和 Bistro いのせんす！！ 

守口市 樂食イタリアン マジョリカ 

枚方市 10's CAFE 津田 

枚方市 Barwith 

枚方市 Cafe Le Pont 

枚方市 Cafe LuAna 

枚方市 CARAMELODIA 

枚方市 felice 

枚方市 Ｇｒｅｅｎ Ｌｅａｖｅｓ 

枚方市 Hamac de Paradis ICC 

枚方市 HARUBIN 

枚方市 MEAL TOGETHER ROOF TERRACE 

枚方市 Pandeシャンボール 

枚方市 petit-ferme 

枚方市 puppy's bar 

枚方市 アミューズメントスペース Ring 

枚方市 うどん＆BAR にじの木 

枚方市 カラオケ喫茶なかよし 
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枚方市 カラオケ喫茶絆 

枚方市 カラオケ三昧 

枚方市 きらら 

枚方市 スイーツ工房 れんげそう 

枚方市 ステーキ＆欧風料理 シェ モリウチ 

枚方市 スナック凛 

枚方市 なんじゃもんじゃ 

枚方市 はっぴーcafe 

枚方市 パティスリーRAO 

枚方市 はな 

枚方市 ハレノヒ 

枚方市 ひらかたもより市 ｍａｒｋｅｔ 

枚方市 リザキッチン 

枚方市 レストラン西本 

枚方市 磯っ子 

枚方市 延寿 

枚方市 海鮮居酒屋味人 

枚方市 海賊 

枚方市 割烹一の谷 

枚方市 季庵 

枚方市 起世 

枚方市 喫茶エリート 

枚方市 喫茶エルボン 

枚方市 居酒屋英 

枚方市 三代目鳥メロ枚方市駅前店 

枚方市 旬肴旬菜 兼蔵 

枚方市 創作料理仁 

枚方市 創作和食ダイニング暦 

枚方市 辰巳寿司 

枚方市 炭火焼鳥 八金亭 

枚方市 中華そば まえ田 

枚方市 中国料理朱鷺 

枚方市 都飯店田口店 

枚方市 北京 

枚方市 味ごころたていし 
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枚方市 和カフェ・ごはん ことの葉 

枚方市 和笑 

枚方市 餃子の名前考え中 

茨木市 American karaoke cafe Natalie 

茨木市 GOLD 

茨木市 G－やん 

茨木市 Loose 

茨木市 Lounge Fiore 

茨木市 Loungeがれ 

茨木市 ZERO 

茨木市 イタリア料理 LamiasalaCalma 

茨木市 うまうま 

茨木市 おでん専門店花車 

茨木市 お好み焼き食事処よっちゃん 

茨木市 かつ処 季の屋 イオンタウン茨木太田店 

茨木市 かつ丼・とんかつ あかつき 

茨木市 カラオケカフェ サライ 

茨木市 カレーハウス CoCo壱番屋 茨木インター店 

茨木市 グランファブリック cafe百花 moka 

茨木市 サカバー 

茨木市 ジョニーのからあげ茨木神社前店 

茨木市 とら家 

茨木市 ふんわり家 

茨木市 マクドナルド 中環茨木店 

茨木市 みのや 

茨木市 みよし寿司 

茨木市 もつ鍋 まつり 

茨木市 リバーケープ 

茨木市 リブキッチン 

茨木市 岡べろべっろ 

茨木市 海鮮料理と酒 いくひさ 

茨木市 雁飯店 

茨木市 喫茶・らうんじ 窓 

茨木市 鐘-BELL- 

茨木市 炭火焼肉じゅじゅ庵 阪急茨木店 
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茨木市 福楽都 

茨木市 北斗 

茨木市 和 

茨木市 餃猫虎龍 

八尾市 BAR SENSE 

八尾市 BRAND NEW ZONE 

八尾市 cafe KUKURU 

八尾市 FRANCY JEFFERS CAFE 

八尾市 ＩＲＩＳ 

八尾市 KOKOPELLI 

八尾市 ONLY 

八尾市 アロマージュ 

八尾市 エシャロット 

八尾市 お好み焼笑 

八尾市 カサブランカ 

八尾市 カフェドバリアン 

八尾市 カラオケ みます 

八尾市 カラオケスタジオ銀河 

八尾市 カラオケ喫茶千の風 

八尾市 くう貴 

八尾市 さくら 

八尾市 スナックじゅん 

八尾市 すなっくすず 

八尾市 スナック昴 

八尾市 とりやき Kitchen喜喜 

八尾市 ファミリエ 

八尾市 フォークインナッシュビル 

八尾市 ベトナム料理店 いっちゃん 

八尾市 ベリー 

八尾市 まるつね鮨 

八尾市 やきにく牛楽 

八尾市 ラウンジ 夕子 

八尾市 ラブメルシィ 

八尾市 愛 

八尾市 懐石料理佑和 
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八尾市 楽天 

八尾市 韓国料理テバク 

八尾市 魚輝すし 八尾店 

八尾市 今日亭本店 

八尾市 讃岐屋 

八尾市 酒きっさくろ 

八尾市 酒惣菜 味楽 

八尾市 寿し処美よ志 

八尾市 寿華 

八尾市 旬亭 わかな 

八尾市 焼肉ふじや 

八尾市 食堂 ripple 

八尾市 晴子 

八尾市 炭火焼とり えんや 青獅子店 

八尾市 炭火焼とり えんや 赤獅子店 

八尾市 地酒と旬彩処もりた 

八尾市 肉いち 

八尾市 梅本 

八尾市 麦秋 

八尾市 浜料理かつらぎ 

八尾市 粉もん屋八高安駅前店 

八尾市 有丸 

泉佐野市 Bar Shanty 

泉佐野市 Bar夜桜 

泉佐野市 Deep 

泉佐野市 LALALA珈琲 

泉佐野市 Oasis 

泉佐野市 Tres 

泉佐野市 カラオケ喫茶 ジョウデン 

泉佐野市 スナック羅蘭 

泉佐野市 たまる 

泉佐野市 フルフル 

泉佐野市 まかない料理 はやて 

泉佐野市 レストラン離宮 

泉佐野市 喫茶 イルカ 
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泉佐野市 居酒屋おぶりがーど 

泉佐野市 居酒屋太ちゃん 

泉佐野市 串揚げ・一品うしじま 

泉佐野市 酒菜 こむらさき 

泉佐野市 焼肉ひねちゃん 

泉佐野市 大和食堂 泉佐野店 

泉佐野市 炭炭 泉佐野駅前店 

泉佐野市 中華料理 台菜館 

泉佐野市 鳥屋鶏人 

泉佐野市 美秀膳 

泉佐野市 美味彩菜十色 

泉佐野市 味ごのみひな 

富田林市 Dardos 

富田林市 Lamp亭 

富田林市 tokimeki-life ナカリン 

富田林市 うちごはんももたん 

富田林市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 富田林外環状線店 

富田林市 ピットインオモヤズプレイス 

富田林市 ラウンジ千扇 

富田林市 悦来閣 

富田林市 宜候 

富田林市 居酒屋ひょうたん 

富田林市 寿司懐石内海 

寝屋川市 bar snack じゃっかる 

寝屋川市 BON 

寝屋川市 Italian Bar PIOGGIA 

寝屋川市 K 

寝屋川市 Kitchen bar chiki-chiki 

寝屋川市 Lounge M 

寝屋川市 Piatto 

寝屋川市 イタリア料理店 cocomero 

寝屋川市 エムアンドエムカンパニー（PatisserieAmie） 

寝屋川市 カラオケ ハッピー 

寝屋川市 カラオケ喫茶和み 

寝屋川市 カラオケ居酒屋なな 
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寝屋川市 カラオケ力 

寝屋川市 きよし寿司 

寝屋川市 ここ家 

寝屋川市 すし宇羅 

寝屋川市 スナック アキコ(AKIKO) 

寝屋川市 スナック＆カラオケメルシー 

寝屋川市 ダイニング WASABI 

寝屋川市 チャッティー 

寝屋川市 つしま 

寝屋川市 ハッピー 

寝屋川市 ホルモンコプチャン 

寝屋川市 ラウンジＫ 

寝屋川市 俺ん家 

寝屋川市 亀すし 

寝屋川市 喫茶 帆遥 

寝屋川市 居酒屋  酔処 

寝屋川市 居酒屋あほうどり 

寝屋川市 香里園大衆バル 志むらや 

寝屋川市 香里園珈琲館 

寝屋川市 志摩 

寝屋川市 七福神 

寝屋川市 寿司・幸っちゃん 

寝屋川市 千とせ 

寝屋川市 村さ来寝屋川駅前店 

寝屋川市 炭焼 立ち飲み えがお 

寝屋川市 地鶏屋 

寝屋川市 呑み処こまり 

寝屋川市 忍肉屋 

寝屋川市 麺道服部 

寝屋川市 麺丼 備前屋 

寝屋川市 遊 

河内長野市 ohana1964 

河内長野市 お食事処 中なか 

河内長野市 カラオケチカちゃん 

河内長野市 カラオケ喫茶 きまぐれ 
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河内長野市 スナックルテシイア 

河内長野市 スナック志津 

河内長野市 たこ焼きやきや 

河内長野市 ティールームアントルーシー 

河内長野市 トパーズ 

河内長野市 ライオンガーデン 

河内長野市 音 CAFE HENOHENO 

河内長野市 喫茶カラオケ プッチェル 

河内長野市 居酒屋なんちゃん 

河内長野市 寿司屋 鮨喜  

河内長野市 南喜久 

河内長野市 南天苑 

河内長野市 日本料理 喜一 

河内長野市 福人 

河内長野市 和食洋食キッチンさくら 

松原市 ONEWAY 

松原市 オリバ 

松原市 カラオケキッサ ヴィーナス 

松原市 カラオケ喫茶すみれ 

松原市 シュークリーム工房・ちょい飲みウーナン 

松原市 すなっく ひよこ 

松原市 タイ料理サバーイ 

松原市 ハローエイト 

松原市 ミニラズ ｆａｃｔｏｒｙ 

松原市 ミルキーウェイ 

松原市 関辰 

松原市 居酒屋音将 

松原市 串カツたけのや 

松原市 焼肉 泰明 

松原市 神山飯店 

松原市 龍香 

大東市 Barバー 

大東市 CAFE&BAR chotto 

大東市 HAPPY 

大東市 LANKUN 
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大東市 アラプスン 

大東市 カッコ 

大東市 サガワ 

大東市 さくらや 

大東市 ジョイント 

大東市 スナックはつよ 

大東市 ドン・マルキーノ 

大東市 ひこちゃんのキャベツ焼 

大東市 やきとり鳥喰 

大東市 やきにく にし山 

大東市 ワイワイランド 

大東市 活魚創作料理無法松 

大東市 居酒屋 藤 

大東市 酒房 群青 

大東市 蔵 

大東市 中国創作料理熊猫 

大東市 南修軒 

大東市 肉匠さく竜 R 

大東市 珈琲亭 

大東市 鮓石松 

和泉市 BAR LOL 進化第八ビル 

和泉市 CAFE MANO 

和泉市 Dining Cafe Bar anemone 

和泉市 HARRY 

和泉市 LIBRA 

和泉市 Oggi 

和泉市 OSAIN DEL MONTE 

和泉市 あかとんぼ 

和泉市 オリーブ 

和泉市 かすが 

和泉市 カラオケ いずみ 

和泉市 カラオケダイニング LILY 

和泉市 スナック珊瑚礁 

和泉市 とんかつの店 翔心 

和泉市 ナマステルンビニ 
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和泉市 まさるちゃん 

和泉市 マッコ食堂 

和泉市 やきとり家 三十六 

和泉市 ワイン＆バーヌフ 

和泉市 喫茶カラオケ イロハ 

和泉市 喫茶ブリッジ 

和泉市 居酒屋かさやん 

和泉市 酒処 たまちゃん 

和泉市 旬彩まどんな亭 

和泉市 笑店 

和泉市 粉もん屋八 北信太駅前店 

和泉市 魔嬢 

和泉市 味未軒 

和泉市 珈琲所コメダ珈琲店和泉中央店 

箕面市 Indian Nepali Restaurant Dilkhus 

箕面市 SNACK ウェル 

箕面市 あさひ 

箕面市 ぶぁるとはいむ 

箕面市 フクロウカフェクルー 

箕面市 プラスモンジュ 

箕面市 もくもく亭箕面店 

箕面市 やきもん亭 

箕面市 ラーメン魁力屋 箕面店 

箕面市 海鮮処 魚魚魚 ぎょぎょぎょ 

箕面市 喫茶サンセット 

箕面市 喫茶るうぷ ライフプラザ店 

箕面市 魚精寿司 

箕面市 佐用 

箕面市 焼酎の店 高千穂神楽 

箕面市 中華屋ＫＵＲＵＭＡ 

箕面市 桃花 

箕面市 味噌之達人 

箕面市 夢藏 

柏原市 カラオケ喫茶 ビオラ 

柏原市 コーヒーショップ カムス 
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柏原市 すし善 

柏原市 スタンド しえん 

柏原市 スナックパート 2 

柏原市 へのへのもへじ 

柏原市 魚 ｆｏｏｄ ＵＲＯＫＯ 

柏原市 焼肉＆ラー麺酒場 満福わっしょい 

柏原市 知 

羽曳野市 うお久 

羽曳野市 カラオケシャルマン 

羽曳野市 カラオケルームりぼん 

羽曳野市 スナックエリカ 

羽曳野市 ダイニングバー串の咲 

羽曳野市 ちょっくら 

羽曳野市 まりこの餃子 

羽曳野市 ラウンジ乙桜 

羽曳野市 居酒屋 杏 

羽曳野市 旬菜喰ふじもと 

羽曳野市 呑み処食べ処てんてん 

門真市 groove 

門真市 Poleiro 

門真市 Spiceバル Stupid Wise 

門真市 Ｔies 農縁 

門真市 あべんたどうる 

門真市 カフェ イリイリ 

門真市 カラオケ 凛 

門真市 ギャザーモン 

門真市 クアドリフォリオ 

門真市 すみや大和田宮野店 

門真市 たんぽぽ 

門真市 のんちゃん 

門真市 卯月 

門真市 演歌スタジオ 花道 

門真市 海鮮寿司ダイニング雅 

門真市 居酒屋 絆 

門真市 居酒屋人喜和 
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門真市 串カツふぇろ 

門真市 肴や ごくう 

門真市 山田屋 

門真市 酒場うらら 

門真市 順ちゃん 

門真市 焼肉店 たっちゃん 

門真市 呑み喰い処 笑店 

門真市 美乃利パート２ 

門真市 風の街 古川橋店 

門真市 粉もん屋 萱島駅前店 

摂津市 ＣｈｉｈｏｎＫｉｔｃｈｅｎ 

摂津市 loungesale 

摂津市 あじらく 

摂津市 おにやんま 

摂津市 お好み焼きゆらぎ 

摂津市 カラオケ喫茶 うたくらべ 

摂津市 カラオケ喫茶ハッピースマイル和 

摂津市 ジャズカフェきょん 

摂津市 それいゆ 

摂津市 となり 

摂津市 はや 

摂津市 ヒットスタジオ たこ焼リフレ― 

摂津市 ラウンジ洋子 

摂津市 我楽遊人 

摂津市 喫茶スナック ピーターパン 

摂津市 喫茶ベリー 

摂津市 居酒屋 蓮 

摂津市 古都 

摂津市 寿し吉 

摂津市 躍起 

高石市 ASA INDIAN REST&BAR 

高石市 Family Bal Rhyme 

高石市 Member's  Bar  Lana 

高石市 pasticceria hirochissimo 

高石市 SANTASAN 
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高石市 ティアラ 

高石市 喫茶 フロイライン 

高石市 喫茶 荻野目 

高石市 居酒屋ダイニングくろかわ 

高石市 京乃地ざけ 

高石市 金香楼 

高石市 自然食カフェ アキアのふる里ごはん 

高石市 中国料理 八海 

高石市 無愛想 

藤井寺市 Buono 

藤井寺市 Eight5 

藤井寺市 Mamma ドーナツ 

藤井寺市 private Members Bar R指定 

藤井寺市 Resort Bar S 

藤井寺市 Whats Michael？ 

藤井寺市 お好み焼き みっちゃん 

藤井寺市 すなっく楓 

藤井寺市 なんぽこ 

藤井寺市 まいどおおきに藤井寺食堂 

藤井寺市 異食彩々まことや 

藤井寺市 串カツくらちゃん 

藤井寺市 串揚げ美好亭 

藤井寺市 五味八珍 藤井寺店 

藤井寺市 焼鳥 BLACK 

藤井寺市 焼肉一世 

藤井寺市 千和 

藤井寺市 炭火焼肉福ざき 

藤井寺市 中華料理陸華 

藤井寺市 肉料理さかもと藤井寺店 

藤井寺市 餃子屋本舗 

東大阪市 Bar&Dining LiNCUE 

東大阪市 BAR縁 

東大阪市 cafepasto 

東大阪市 Campus life + more  

東大阪市 ＣｉｎｑＰａｉｎ 
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東大阪市 Coccolo 

東大阪市 COLOR 

東大阪市 EASY 

東大阪市 ｅｎＢＡＲアベニュー 

東大阪市 intime 

東大阪市 Irie 

東大阪市 La・Vie・en・Rose 

東大阪市 SAI GON BAKERY 

東大阪市 ShotBarAdvance布施 

東大阪市 SOZAIBAR トンボ 

東大阪市 Sushi Dining 澄家 

東大阪市 Vivogue 

東大阪市 あじわいきっちん 

東大阪市 あっとらんだむ亭 

東大阪市 イコッチ 

東大阪市 うな花 

東大阪市 エルジョ 

東大阪市 エレファントコーヒー 

東大阪市 おいやん 

東大阪市 お好みきよ 

東大阪市 お好み焼きはせどん 

東大阪市 お食事処みつぼし 

東大阪市 カーネーション 

東大阪市 カラオケスタジオ とも 

東大阪市 カラオケスタジオ歌夢 

東大阪市 カラオケライブ 河内小阪店 

東大阪市 カラオケ喫茶 ゆう 

東大阪市 カラオケ喫茶 リッチモンド 

東大阪市 がらっぱち家 

東大阪市 キャプテン 

東大阪市 サッポロラーメン 

東大阪市 シーアンドスカイ 

東大阪市 すし秀 

東大阪市 スナック M 

東大阪市 すなっく スマイル 
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東大阪市 スナックさくら 

東大阪市 スナックヒット 

東大阪市 スナック希 

東大阪市 スポーツバー月猫 

東大阪市 すみれ 

東大阪市 そば芯 

東大阪市 たぁ～んと 

東大阪市 たこ焼きバル FLOW 

東大阪市 てっぱん処・ん 

東大阪市 はなきりん 

東大阪市 ハ起鳥 

東大阪市 ぴっぴ八 

東大阪市 ぷらっと 

東大阪市 ペコちゃん 

東大阪市 ほがらか俊徳店 

東大阪市 まごころ喫茶ペリカンの家 

東大阪市 ます味 

東大阪市 メリッサ 

東大阪市 やきとり居酒屋ふく家 

東大阪市 ラウンジぷれじーる 

東大阪市 ラン 

東大阪市 レジーナ 

東大阪市 レストランキングスポート 

東大阪市 レストラン華栄 

東大阪市 わかば食堂 

東大阪市 栄味 

東大阪市 楽膳 

東大阪市 釜揚うどん一心 

東大阪市 丸福 

東大阪市 喫茶るーじゅ 

東大阪市 居酒屋 鮎河 

東大阪市 居酒屋 旅籠 

東大阪市 居酒屋からし 

東大阪市 居酒屋き楽や 

東大阪市 居酒屋屋台 
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東大阪市 居酒屋小町 

東大阪市 居酒屋丹波屋 

東大阪市 居酒屋土佐 

東大阪市 御食事処まんぷくてい 

東大阪市 山海屋 

東大阪市 鹿児島屋ムッチャン 

東大阪市 寿しまつもと 

東大阪市 春夏秋冬料理 山ぎし 

東大阪市 焼肉・新鮮ホルモン肉丸 

東大阪市 焼肉ソウル 

東大阪市 焼肉食水苑 

東大阪市 焼肉千博本店 

東大阪市 焼物屋善 

東大阪市 伸のよこ 

東大阪市 生田屋 

東大阪市 西光園太平寺店 

東大阪市 石切つけもの茶屋 

東大阪市 鯛ラーメン銀次ぷるっと 

東大阪市 鯛吉 

東大阪市 大海庵 

東大阪市 大和屋 

東大阪市 炭火バル sakura 

東大阪市 炭火焼きとり あだち 

東大阪市 炭焼地鶏 あぶり家 

東大阪市 中華珍龍 

東大阪市 中華料理 天宝 

東大阪市 中国飯店昇龍 

東大阪市 昼顔 

東大阪市 奴寿司 

東大阪市 東華園 

東大阪市 湯あそびひろば ぽんぽこ温泉 

東大阪市 二星らーめん ららら 

東大阪市 馬鈴薯 

東大阪市 梅の木大衆酒蔵 

東大阪市 八方 
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東大阪市 瓢箪山焙煎所 

東大阪市 布施バル オルモ 

東大阪市 本場のさぬきうどん徹麺 

東大阪市 麺や清流 

東大阪市 麺八 

東大阪市 遊食屋 わらべえ 

東大阪市 洋食やまかわ 

東大阪市 立ち呑み なに和 

東大阪市 立呑み処 なごみ 

東大阪市 立呑結翔 

東大阪市 龍鳳 

東大阪市 料亭 若葉 

東大阪市 和顔施 

東大阪市 和風ダイニングはん蔵 

東大阪市 曼珠沙華 

泉南市 cafe＆kitchenてらす 

泉南市 CLUB ALICE 

泉南市 ウドン・ソバダイニング たにと 

泉南市 お食事処みき 

泉南市 カラオケ ラピス 

泉南市 カラオケスタジオブルートパーズ 

泉南市 カラオケスタジオメロディ 

泉南市 スナック タッチ 

泉南市 マイルド 

泉南市 居食処なまけもの 

泉南市 門木居 

四條畷市 ANG 

四條畷市 soul kitchen 

四條畷市 酒 Bar仁人 

四條畷市 清流庵 

四條畷市 炭火居酒屋仁々 

四條畷市 中華料理 天星 

四條畷市 八剣伝忍ヶ丘店 

交野市 909食堂 

交野市 cafe mina 
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交野市 cafe スタッキー 

交野市 cafe&bar sucre 

交野市 カラオケ喫茶 マリ 

交野市 なごみ酒場みぃん家 

交野市 昆虫食堂 イズミヤ交野店 

交野市 手打そば乃田 

交野市 焼き鳥大鳥 藤が尾店 

交野市 農園レストラン DEN蔵 

交野市 粉もん屋八 河内磐船駅前店 

大阪狭山市 Bar mahalo 

大阪狭山市 Le Soleil WAGURI 

大阪狭山市 カラオケ喫茶寿々 

大阪狭山市 ぎょうざ屋実は...29 

大阪狭山市 クラウン 

大阪狭山市 たこ焼き curucuru 

大阪狭山市 一軒目 

大阪狭山市 金剛酒場フリースタイル 

大阪狭山市 時空間くりや 

大阪狭山市 翠陽 

大阪狭山市 炭火焼鳥ときわや 

大阪狭山市 和食居酒屋おか田家 

阪南市 だいにんぐきっちんみこと 

阪南市 手造りパンの店マノン 

阪南市 台湾料理鴻福 

阪南市 中華料理 清華園 

阪南市 中国料理やぐら 

島本町 リストランテコンテ 

島本町 居酒屋たけやん 

豊能町 かめたに ときわ台店 

豊能町 ギャラリー喫茶トネリコ 

豊能町 にしうら 

能勢町 タツヒロ・能勢 

能勢町 新橋亭 

忠岡町 ここぽん 東一番街 

忠岡町 スナック いつ 
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忠岡町 乙姫 

熊取町 Bar hana87 

熊取町 えるぶぃす 

熊取町 お好み焼 愛ちゃん 

熊取町 スナックホワイト 

熊取町 海鮮酒場 季楽 

熊取町 鶏焼気まま 

熊取町 鉄板バルじゅじゅ 

岬町 かどや食堂 

岬町 居酒屋心 

太子町 フィッシングセンター竹の内 

 


