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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９月３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 スナック マイドリーム 

大阪市都島区 Eterna 

大阪市都島区 Osaka Osake Dining 鶫 

大阪市都島区 PHO34  

大阪市都島区 ありばば 

大阪市都島区 いちぼちゃん 

大阪市都島区 オーガニック料理とお酒のお店旬彩ダイニング manna 

大阪市都島区 カラオケスタジオハッピー 

大阪市都島区 なかの家 京橋店 

大阪市都島区 フィリピンパブマリン 

大阪市都島区 牡丹江 

大阪市都島区 花殿京橋京阪モール店/花様京橋京阪モール店 

大阪市都島区 楽食居酒屋 このみ 京橋支店 

大阪市都島区 韓国炉端明月 

大阪市都島区 丸安 

大阪市都島区 丸京 

大阪市都島区 吉ひろ 

大阪市都島区 喫茶スワン京橋店 

大阪市都島区 居酒屋こころ 

大阪市都島区 京橋ササラ 

大阪市都島区 京橋ちくも 

大阪市都島区 鶏と豚 マンバ 

大阪市都島区 手作り料理 エスタミネ 

大阪市都島区 集い 

大阪市都島区 焼肉ホルモン にくろう 
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市町村名 施設名称 

大阪市都島区 大同門 京橋店 

大阪市都島区 鳥貴族 京橋南店 

大阪市都島区 鳥貴族 京橋北店 

大阪市都島区 鳥貴族京橋西店 

大阪市都島区 鶴橋風月 京橋店 

大阪市都島区 鉄板ダイニング雅楽 

大阪市都島区 徳田歌店 

大阪市都島区 徳田厨房 

大阪市都島区 呑み喰い処 にしむら 

大阪市都島区 肉バル×イタリアン RIVIO 

大阪市都島区 肉バル×イタリアン RIVIO京橋北店 

大阪市都島区 満月 

大阪市都島区 明ごころ南店 

大阪市都島区 木乃実本店 

大阪市都島区 絆 

大阪市福島区 bar equinoxe 

大阪市福島区 coccorana 

大阪市福島区 THIRD STONE 福島店 

大阪市福島区 あわ鷹 別邸 

大阪市福島区 お好み焼きじゅん 

大阪市福島区 お好み焼きなかの 

大阪市福島区 カラオケまつお 

大阪市福島区 つけ麺 みさわ 

大阪市福島区 ティールーム舞 

大阪市福島区 ハンクラ２８２２ 

大阪市福島区 ほっこりばーる ほしぼし 

大阪市福島区 マルジー餃子 

大阪市福島区 メアリルボーン 

大阪市福島区 亜州食堂チョウク 

大阪市福島区 旭屋 

大阪市福島区 塩々 

大阪市福島区 奥川酒店 

大阪市福島区 屋台居酒屋大阪満マルＪＲ野田店 

大阪市福島区 季節の肴と酒処 大くぼ 

大阪市福島区 喫茶 ウィンブルドン 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 玄品福島 

大阪市福島区 鮭バル SalmonBear 

大阪市福島区 旬彩和央 

大阪市福島区 小皿が主役 oshiri.yes 

大阪市福島区 生姜旨汁薄皮餃子おり乃鶴 

大阪市福島区 大阪モノラル 

大阪市福島区 炭の音あすと 

大阪市福島区 炭や肴や はん蔵 

大阪市福島区 炭火焼肉 野田肉焼屋 

大阪市福島区 竹之内 

大阪市福島区 中村屋 

大阪市福島区 肉バル×がぶ飲みワイン ITARELI 

大阪市福島区 本店 上等カレー 

大阪市福島区 味処ます吉 

大阪市此花区 NEW  案山子 

大阪市此花区 アミティ・ランディング・レストラン 

大阪市此花区 アメリカ村甲賀流 

大阪市此花区 うおしん 

大阪市此花区 オッサンすし酒場 

大阪市此花区 カラオケちょっと居酒屋あさひ 

大阪市此花区 キノピオカフェ 

大阪市此花区 スナック＆カラオケ富士 

大阪市此花区 スヌーピー・バックロット・カフェ 

大阪市此花区 ディスカバリー・レストラン 

大阪市此花区 パークサイド・グリル 

大阪市此花区 フィネガンズ・バー＆グリル 

大阪市此花区 メルズ・ドライブイン 

大阪市此花区 ロストワールド・レストラン 

大阪市此花区 ロンバーズ ランディング 

大阪市此花区 一番どり 

大阪市此花区 居酒屋 大鵬 

大阪市此花区 居酒屋正 

大阪市此花区 蕎麦居酒屋樹楽 

大阪市此花区 高崎流 居酒屋 道場 

大阪市此花区 此花肉焼屋 
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市町村名 施設名称 

大阪市此花区 酒仙房 金生 

大阪市此花区 焼鳥和 

大阪市此花区 湯上り茶屋 一休 此花店 

大阪市此花区 鳴門 

大阪市此花区 立ち飲み鳴門 

大阪市西区 asse+plus肥後橋店 

大阪市西区 BARえんじょい 

大阪市西区 BAR森下 

大阪市西区 cafe Weg 

大阪市西区 ChineseRestaurant 都来 

大阪市西区 EN 

大阪市西区 Little Tree 

大阪市西区 MOTHER POPCORN 

大阪市西区 SALOO 

大阪市西区 Smile Kitchen 

大阪市西区 うっとり酒場 

大阪市西区 カラオケスナックままや 

大阪市西区 クックドゥイケダ 

大阪市西区 スナック 金魚 

大阪市西区 スパイス茂 

大阪市西区 チャイナルーム華 

大阪市西区 ハートンホテル心斎橋長堀通 YoTsuBa 

大阪市西区 パキスタン料理ムガル 

大阪市西区 ベイクブラウン 

大阪市西区 ボリィズコーヒー 

大阪市西区 やまごや 

大阪市西区 懐石宇津房 

大阪市西区 韓国料理＆エンタメ酒場ソメク南堀江店 

大阪市西区 館 

大阪市西区 丸万 

大阪市西区 貴鶏屋 阿波座店 

大阪市西区 居酒屋とりあえず 

大阪市西区 九条おでんあかい 

大阪市西区 紅恋灯 

大阪市西区 山茶花 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 酒楽食遊 とも彩 

大阪市西区 赤い扉 

大阪市西区 素敵家 

大阪市西区 大阪豚しゃぶの会本店 

大阪市西区 炭火焼鳥 とり小僧 

大阪市西区 炭火焼鳥 鳥ちょうちん 

大阪市西区 炭火焼直島 

大阪市西区 地鶏焼肉熔岩屋阿波座店 

大阪市西区 中も津屋西本町店 

大阪市西区 中華菜館 水晶 

大阪市西区 鳥貴族九条店 

大阪市西区 低糖質食専門店ローカーボキッチン然～zen～北堀江店 

大阪市西区 肉匠 紋次郎 北堀江店 

大阪市西区 農家厨房 肥後橋 

大阪市西区 八木餃子九条本店 

大阪市西区 洋食 revo 靭公園店 

大阪市西区 立ち食いうどん大和庵 

大阪市西区 炉端焼き酒場 中々 四ツ橋店 

大阪市西区 炉端焼き酒場 中々 肥後橋店 

大阪市西区 路地裏のボリィズ 

大阪市港区 Bar Boogie Walk  

大阪市港区 BAR志まづ 

大阪市港区 BonneChance 

大阪市港区 KumaKafe 

大阪市港区 MOON 

大阪市港区 StepUpEnglish 

大阪市港区 Sunny Spot 

大阪市港区 えべっさん 

大阪市港区 かつ庵天保山マーケットプレース店 

大阪市港区 カフェイデア 

大阪市港区 かもめ 

大阪市港区 きん太 

大阪市港区 ぢどり亭弁天町店 

大阪市港区 とんテキべっちゃない 

大阪市港区 ひよこ 
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市町村名 施設名称 

大阪市港区 ル・センティフォーリア天保山 

大阪市港区 回転寿司新竹ベイタワー店 

大阪市港区 活 天保山マーケットプレース店 

大阪市港区 岩山海鮮 

大阪市港区 喫茶マルキ 

大阪市港区 居酒屋 源さん 

大阪市港区 居酒屋いざ新 

大阪市港区 串まる 天保山マーケットプレース店 

大阪市港区 三先肉焼屋 

大阪市港区 台湾甜商店天保山マーケットプレース店 

大阪市港区 鳥貴族天保山店 

大阪市港区 天下一品 港店 

大阪市港区 芳家 

大阪市港区 林酒店 

大阪市大正区 KAKITSUBATA 

大阪市大正区 おいしんぼ 

大阪市大正区 お魚食堂かど家 大正駅前店 

大阪市大正区 カラオケレインボー 

大阪市大正区 スナック万寿 

大阪市大正区 つるや 

大阪市大正区 まえ 

大阪市大正区 喫茶 ALMA 

大阪市大正区 喫茶ゆみ 

大阪市大正区 居酒屋たすいち 

大阪市大正区 焼とり居酒屋 遊 

大阪市大正区 焼肉食堂かど家 大正駅前店 

大阪市大正区 大正店 

大阪市大正区 得正 大正店 

大阪市大正区 肉匠 紋次郎 （大正店） 

大阪市大正区 帆っ 

大阪市天王寺区 Cafe･カラオケベリー 

大阪市天王寺区 CHOJIRO上本町 YUFURA店 

大阪市天王寺区 Cuore 

大阪市天王寺区 kobakobar 

大阪市天王寺区 THE OLD BRIDGE 
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市町村名 施設名称 

大阪市天王寺区 オアシス 

大阪市天王寺区 オアシスプラス 

大阪市天王寺区 おでんバル Takehiro 

大阪市天王寺区 お魚食堂かど家天王寺公園前店 

大阪市天王寺区 お好み焼きもみじ 

大阪市天王寺区 お食事処 すゑひろ 

大阪市天王寺区 グリル Gate 玉造店 

大阪市天王寺区 ジャズ・スポット・ポコ 

大阪市天王寺区 ひかり屋 天王寺ミオ 

大阪市天王寺区 マルミヤ食堂 

大阪市天王寺区 もんじゃ焼きもみじ 

大阪市天王寺区 ラウンジビーランド 

大阪市天王寺区 レストランカステロ 

大阪市天王寺区 レストランボナンザ 

大阪市天王寺区 沖縄料理グーニーズ 

大阪市天王寺区 喫茶ペイント・ハウス 

大阪市天王寺区 牛たんと和牛焼き 青葉苑 天王寺ミオプラザ館店 

大阪市天王寺区 京月 天王寺 MIO店 

大阪市天王寺区 銀座アスター 

大阪市天王寺区 串一番上本町店 

大阪市天王寺区 串焼つるや II 

大阪市天王寺区 紅虎軒 天王寺ミオ 

大阪市天王寺区 自家焙煎 蕾珈琲 

大阪市天王寺区 純ソウル料理明月館 

大阪市天王寺区 焼肉空 テント館 

大阪市天王寺区 焼肉空 支店 

大阪市天王寺区 焼肉空 新館 

大阪市天王寺区 焼肉空 本店 

大阪市天王寺区 焼肉食堂かど家 鶴橋本店 

大阪市天王寺区 焼肉力丸上本町店 

大阪市天王寺区 上等カレー×得正 鶴橋店 

大阪市天王寺区 上本町 チエちゃん 

大阪市天王寺区 上六産直市場 

大阪市天王寺区 地鶏焼肉熔岩屋上本町店 

大阪市天王寺区 中国料亭 杯杯天山閣 
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市町村名 施設名称 

大阪市天王寺区 天下一品 上本町店 

大阪市天王寺区 得正 上本町店 

大阪市天王寺区 風林火山 

大阪市天王寺区 和風スナック たか 

大阪市浪速区 Ange:U 

大阪市浪速区 cafe＆bar コネクト 

大阪市浪速区 あづまや 

大阪市浪速区 エルマーズグリーンカフェ インザパーク 

大阪市浪速区 カフェシンズキッチンミニ 

大阪市浪速区 ザ･ バーグ 

大阪市浪速区 つるまるダイニング 

大阪市浪速区 ビストロ 酒井 

大阪市浪速区 メイドカフェ リング 

大阪市浪速区 メイドカフェ リング オタロード店 

大阪市浪速区 メイド喫茶 アイキス 

大阪市浪速区 やっこ 

大阪市浪速区 花木酒店 

大阪市浪速区 花木肉店 

大阪市浪速区 株式会社やまと屋 １号店 

大阪市浪速区 株式会社やまと屋 ３号店 

大阪市浪速区 株式会社やまと屋 ５号店 

大阪市浪速区 株式会社やまと屋 すし本店 

大阪市浪速区 株式会社やまと屋 本店 

大阪市浪速区 嬉々わらまさ 

大阪市浪速区 貴鶏屋 桜川店 

大阪市浪速区 貴鶏屋 本店 

大阪市浪速区 吉鳥大国町店 

大阪市浪速区 居酒屋まさちゃん 

大阪市浪速区 串かつ花道 

大阪市浪速区 元祖 343鮨 

大阪市浪速区 元町中華 

大阪市浪速区 寿し寅 

大阪市浪速区 焼き鳥一番 大国町店 

大阪市浪速区 焼とん屋やまゆう 

大阪市浪速区 焼肉力丸 なんば湊町店 
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市町村名 施設名称 

大阪市浪速区 上等カレー府立体育館前店 

大阪市浪速区 新世界 串カツ いっとく本店 

大阪市浪速区 地鶏焼肉熔岩屋難波店 

大阪市浪速区 中国料理福星楼 

大阪市浪速区 天下一品 松屋町店 

大阪市浪速区 天下一品大国町駅前店 

大阪市浪速区 天下一品難波ウインズ前店 

大阪市浪速区 湯源郷太平のゆなんば店 

大阪市浪速区 灘屋酒店直売所 

大阪市浪速区 白楽天 

大阪市浪速区 鳴門寿司 

大阪市浪速区 麺屋のりお 難波中店 

大阪市浪速区 廣田商店 

大阪市西淀川区 WAHINE  SURF&CAFE 

大阪市西淀川区 コーヒーハウス英国屋 

大阪市西淀川区 丸徳寿司 花川店 

大阪市西淀川区 喫茶蘭 

大阪市西淀川区 鉄板ダイニングぐっち 

大阪市西淀川区 福島上等カレー 塚本店 

大阪市西淀川区 鈴園 

大阪市東淀川区 Bar hibou+plus 

大阪市東淀川区 B-rerax 

大阪市東淀川区 funny 

大阪市東淀川区 Haruharu 

大阪市東淀川区 mini funny 

大阪市東淀川区 ＳＯＳら～めん新大阪 

大阪市東淀川区 カドヤ果実酒商店 

大阪市東淀川区 カラオケスナック キャロット 

大阪市東淀川区 ラーメン家あかぎ 

大阪市東淀川区 居酒屋 道場 

大阪市東淀川区 後藤酒店 

大阪市東淀川区 自家製麺つきよみ 

大阪市東淀川区 酒肴や鯔背 

大阪市東淀川区 清昌館上新庄店 

大阪市東淀川区 淡路バル はちみつ食堂 
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市町村名 施設名称 

大阪市東淀川区 鳥塾 

大阪市東淀川区 天下一品淡路店 

大阪市東淀川区 美鶴 

大阪市東淀川区 麺や輝 淡路店 

大阪市東成区 ２９ダイナー 

大阪市東成区 BAR J'Z 

大阪市東成区 ponteverde  

大阪市東成区 いか玉屋プラスアルファ 

大阪市東成区 イチヂクカフェ 

大阪市東成区 インドレストラン ブッダガヤ 

大阪市東成区 うどん居酒屋麦笑 

大阪市東成区 お好み焼き 鉄板 Liberta 

大阪市東成区 カラオケハウスながさき 

大阪市東成区 スナック 茶居夢 

大阪市東成区 喫茶アーチェリー 

大阪市東成区 喫茶レディース 

大阪市東成区 居酒屋いいち 

大阪市東成区 串ゃ奏 

大阪市東成区 穴場酒家おっち 

大阪市東成区 今里わっしょい 

大阪市東成区 睡蓮 

大阪市東成区 草春庵 

大阪市東成区 田一 

大阪市東成区 肉匠 紋次郎 森之宮店 

大阪市東成区 八剣伝緑橋 2号店 

大阪市東成区 緑食道園 

大阪市東成区 珈琲館森ノ宮店 

大阪市生野区 BAR Edge 

大阪市生野区 BAR G.O.D 

大阪市生野区 Food BAR じゅんちゃん 

大阪市生野区 JOE MAD SPECIAL 

大阪市生野区 OLIVE 

大阪市生野区 TONTON亭 

大阪市生野区 イズミ 

大阪市生野区 インドレストラン ブッダガヤ 今里店 
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市町村名 施設名称 

大阪市生野区 おいそ 

大阪市生野区 カラオケス井ス 

大阪市生野区 じゅんちゃん 

大阪市生野区 スナックカラオケ洋 

大阪市生野区 ダリヤン 

大阪市生野区 つるはしキッチン 

大阪市生野区 とりとり亭 

大阪市生野区 にぎり長次郎北巽店 

大阪市生野区 ニューあじさい 

大阪市生野区 めん処つるつる亭 

大阪市生野区 菊屋酒店 

大阪市生野区 居酒屋ひろっちゃん 

大阪市生野区 居酒屋小梅 

大阪市生野区 荒鮮景 

大阪市生野区 手抜きご飯と酒の店くずや 

大阪市生野区 焼肉昇 

大阪市生野区 焼肉食堂かど家 寺田町店 

大阪市生野区 中華料理 山水 

大阪市生野区 鳥貴族寺田町店 

大阪市生野区 味楽園 

大阪市生野区 麺屋わっしょい 

大阪市生野区 麺屋団長 

大阪市生野区 有限会社 戎湯 

大阪市旭区 kitchen しずく 

大阪市旭区 どんぐりの木 

大阪市旭区 にぎり長次郎千林店 

大阪市旭区 パッパーレ関目店 

大阪市旭区 亜久亜 

大阪市旭区 花 cafe 

大阪市旭区 蒲生庵福井 

大阪市城東区 888 

大阪市城東区 お好み焼きしゃくぞう 

大阪市城東区 カラオケスタジオブランカ 

大阪市城東区 グリーンベリーズコーヒー蒲生四丁目店 

大阪市城東区 にぎり長次郎今福鶴見店 
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市町村名 施設名称 

大阪市城東区 ヒッパラン 

大阪市城東区 よい時 

大阪市城東区 蒲生小屋 

大阪市城東区 関目団長 

大阪市城東区 紅蘭 

大阪市城東区 鴫野わっしょい改 

大阪市城東区 宵な夜な倶楽部 

大阪市城東区 鳥貴族 鴫野店 

大阪市城東区 鉄板焼ダイニング ヴィラージュ 

大阪市城東区 天ぷらさかおか 

大阪市城東区 肉匠 紋次郎 蒲生店 

大阪市城東区 博 

大阪市城東区 富味屋 

大阪市阿倍野区 6年 4組 阿部野天王寺駅前分校 

大阪市阿倍野区 Boa Viagem 

大阪市阿倍野区 PUB&Restaurant Wisteria 

大阪市阿倍野区 Ｓｈｏｔｂａｒ ＬＯＧＯＵＴ 

大阪市阿倍野区 あべのながや六 

大阪市阿倍野区 おっさん寿司 

大阪市阿倍野区 カフェテラス  シュテルン 

大阪市阿倍野区 カラオケ 茶処 わ 

大阪市阿倍野区 グリーンベリーズコーヒーあべのキューズモール店 

大阪市阿倍野区 ステーキ食堂かど家 西田辺店 

大阪市阿倍野区 なかの家 あべのハルカスダイニング店 

大阪市阿倍野区 ニカイノアカリ 

大阪市阿倍野区 ハルカス NeegoCafe 

大阪市阿倍野区 バル屋 Boa Vivo 

大阪市阿倍野区 ファイブスター 

大阪市阿倍野区 モビーディックあべのキューズモール店 

大阪市阿倍野区 やっぱりステーキあべのウォーク店 

大阪市阿倍野区 よりみち喫茶部 

大阪市阿倍野区 わのわカフェ 

大阪市阿倍野区 屋台居酒屋大阪満マル寺田町店 

大阪市阿倍野区 花外楼 あべのハルカスダイニング 

大阪市阿倍野区 海鮮七輪居酒屋くぅ 
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市町村名 施設名称 

大阪市阿倍野区 活魚 土佐市 

大阪市阿倍野区 貴鶏屋 西田辺店 

大阪市阿倍野区 喫茶スワン阿倍野店 

大阪市阿倍野区 銀座アスター麺点庁 あべのハルカス近鉄本店タワー館 

大阪市阿倍野区 吾作どん アポロ店 

大阪市阿倍野区 吾作亭 アベノ店 

大阪市阿倍野区 焼肉食堂かど家 鶴ヶ丘店 

大阪市阿倍野区 大喜 

大阪市阿倍野区 鳥貴族昭和町駅前店 

大阪市阿倍野区 点心工房 九龍 

大阪市阿倍野区 肉匠かど家 

大阪市阿倍野区 羊の家 

大阪市阿倍野区 珈琲専門店チ・ケ 

大阪市阿倍野区 鮨航 

大阪市住吉区 bistro la Mer ビストロラ・メール 

大阪市住吉区 BooBooキッチン 長居店 

大阪市住吉区 ｃａｆｅまる 3.5.8 

大阪市住吉区 COFFEE カーメル 

大阪市住吉区 MANA CAFE 

大阪市住吉区 アジアンバーラマイ アビコ店 

大阪市住吉区 あじひと弁当 

大阪市住吉区 おかんの店 

大阪市住吉区 お好み焼きさっちゃん 

大阪市住吉区 カフェ クリィミー 

大阪市住吉区 カラオケ酒場 おしゃべり 

大阪市住吉区 じゅうじゅう 

大阪市住吉区 パリーネ 長居店 

大阪市住吉区 ビストロ Bar hana 

大阪市住吉区 ボン 

大阪市住吉区 唄えるキッチン笑愛 niko 

大阪市住吉区 韓式割烹 李 

大阪市住吉区 丸萬本家 

大阪市住吉区 居酒屋海酸漿 

大阪市住吉区 串酒場勇家 

大阪市住吉区 山形牛焼肉うし昌 
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市町村名 施設名称 

大阪市住吉区 森森舎 

大阪市住吉区 大安すし 

大阪市住吉区 大阪屋台居酒屋 満マル 長居店 

大阪市住吉区 中国料理ニュー上海 

大阪市住吉区 満マル あびこ店 

大阪市東住吉区 Ｋｉｔｃｈｅｎ ＆ Ｂａｒ ＡＭＥＮＯ 

大阪市東住吉区 お好み焼 鉄板焼 はれ 

大阪市東住吉区 お多ふく 

大阪市東住吉区 カラオケ喫茶純 

大阪市東住吉区 スナック チロル 

大阪市東住吉区 チロル リバーサイド 

大阪市東住吉区 とりんちゅ 

大阪市東住吉区 にぎり長次郎長居公園通り店 

大阪市東住吉区 みたや食堂 

大阪市東住吉区 一寸法師 

大阪市東住吉区 居酒屋かずちゃん 

大阪市東住吉区 居酒屋まめたん 

大阪市東住吉区 笑ごころ すみれ 

大阪市東住吉区 成駒家 

大阪市東住吉区 炭火食堂みのり 

大阪市東住吉区 鉄板焼事 湯里店 

大阪市東住吉区 二台目 のんべえ 

大阪市西成区 KAMA PUB  

大阪市西成区 カラオケ 123 

大阪市西成区 カラオケ居酒屋舞姫 

大阪市西成区 きっしゃん 

大阪市西成区 きっちん談 

大阪市西成区 クレープＳＡＬＡ 

大阪市西成区 さくら 

大阪市西成区 さくらちゃん 

大阪市西成区 すし幸 

大阪市西成区 スタジオＪ 

大阪市西成区 スナック英 

大阪市西成区 セロン 

大阪市西成区 ちゃっぷりん 



 

15 

市町村名 施設名称 

大阪市西成区 ニューマルミ 

大阪市西成区 ホルモン中ちゃん 

大阪市西成区 マルフク 

大阪市西成区 まん月居酒屋 

大阪市西成区 みふく食堂 

大阪市西成区 喫茶&スナック ロイヤル 

大阪市西成区 喫茶・交差点 

大阪市西成区 居酒屋 うさぎ 

大阪市西成区 居酒屋お清 

大阪市西成区 居酒屋泉 

大阪市西成区 咲 

大阪市西成区 純喫茶 コーヒールンバー 

大阪市西成区 焼肉虎や 

大阪市西成区 笑楽 

大阪市西成区 食事処 潮路 

大阪市西成区 心 

大阪市西成区 大衆食堂ちとり家 

大阪市西成区 男鹿 

大阪市西成区 微笑み 

大阪市西成区 蒜山 

大阪市西成区 富和食堂 

大阪市西成区 優華 

大阪市西成区 与助 

大阪市西成区 遥 you 

大阪市西成区 来歌 

大阪市西成区 立ち呑み居酒屋 スタンドあら木 

大阪市西成区 立呑処大丸屋 

大阪市西成区 飩助 

大阪市淀川区 ａｎｄＩ 

大阪市淀川区 BAR  ItoI 

大阪市淀川区 BARboNds. 

大阪市淀川区 BOX bar fRee 

大阪市淀川区 Coco. 

大阪市淀川区 Ｃｏｍｏｄｏ 

大阪市淀川区 JAPANESE ZEN STYLE 一作 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 TwiLight 

大阪市淀川区 アジュ・マハカーラ 

大阪市淀川区 エッセンキタムラ 

大阪市淀川区 カフェドパリ 

大阪市淀川区 カムオンひろ 

大阪市淀川区 カラオケ恋歌 

大阪市淀川区 キッチンバー・エスコート 

大阪市淀川区 キャロル 

大阪市淀川区 くつろぎ庵 

大阪市淀川区 くつろぎ庵 別館 

大阪市淀川区 グランドサロン十三 

大阪市淀川区 げそ 

大阪市淀川区 こちゅ 

大阪市淀川区 ジョニーのから揚げ十三店/天天菜 

大阪市淀川区 すし久 

大阪市淀川区 すし処深廣 

大阪市淀川区 スナック順紅 

大阪市淀川区 セイビア 

大阪市淀川区 チャイナテーブル 

大阪市淀川区 ドトールコーヒーショップアルデ新大阪店 

大阪市淀川区 ととすし 

大阪市淀川区 ナチュール 

大阪市淀川区 なまらぴりか 

大阪市淀川区 ふかどんふぐどん本店 

大阪市淀川区 ぶった三国店 

大阪市淀川区 よしれい 

大阪市淀川区 ラッキー酒場 

大阪市淀川区 ルームカフェ十三 

大阪市淀川区 ルームカフェ新大阪 

大阪市淀川区 ワンショットバーキース 

大阪市淀川区 磯路 

大阪市淀川区 火凛亭 

大阪市淀川区 海鮮ととまる 

大阪市淀川区 海鮮酒房 磯八 

大阪市淀川区 楽 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 喫茶 castlecombe 

大阪市淀川区 魚料理 を組 

大阪市淀川区 銀座 

大阪市淀川区 串しゃぶと一品料理 えみし 

大阪市淀川区 高崎流クリエイティブキッチン道場 

大阪市淀川区 四川辣麺 西中島店 

大阪市淀川区 焼きとん にっしゃん 

大阪市淀川区 焼鳥 壹添 

大阪市淀川区 焼鳥炭心 

大阪市淀川区 新大阪ワシントンホテルプラザ宴会場 

大阪市淀川区 真肉焼屋 

大阪市淀川区 酔処 ポポロ 

大阪市淀川区 創作中華えみし 

大阪市淀川区 蔵人 

大阪市淀川区 大阪ガーデンパレス 

大阪市淀川区 大阪ガーデンパレス レストラン シーズン 

大阪市淀川区 大阪ガーデンパレス和食堂 花綴 

大阪市淀川区 忠寿し 

大阪市淀川区 鳥貴族 西中島店 

大阪市淀川区 天下一品三国店 

大阪市淀川区 豚の貯金箱 

大阪市淀川区 肉匠 紋次郎 東三国店 

大阪市淀川区 妙高亭 

大阪市淀川区 愉快酒場 加島店 

大阪市淀川区 立ち呑み くみ 

大阪市淀川区 六文銭 

大阪市淀川区 和心 山ゆう 

大阪市淀川区 珈琲館阪急三国店 

大阪市鶴見区 Can Bell House 

大阪市鶴見区 キッチン和 

大阪市鶴見区 ミン民 

大阪市鶴見区 居酒屋とも 

大阪市鶴見区 居酒屋善 

大阪市鶴見区 薪窯ピザ ピッチュ 

大阪市住之江区 BAR M 
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市町村名 施設名称 

大阪市住之江区 Viola 

大阪市住之江区 yell117 

大阪市住之江区 あしびなー 

大阪市住之江区 かわぐち 

大阪市住之江区 コーヒーハウス悦 

大阪市住之江区 ジャック 

大阪市住之江区 スナックエーマン 

大阪市住之江区 スナック裕美 

大阪市住之江区 なごみ心 花の園 

大阪市住之江区 にぎり長次郎北加賀屋店 

大阪市住之江区 バイキング左近 ATC店 

大阪市住之江区 花華 

大阪市住之江区 喫茶サンローズ 

大阪市住之江区 住成屋 

大阪市住之江区 焼肉ホルモン進 

大阪市住之江区 紳助バール 

大阪市住之江区 鳥かつ 

大阪市住之江区 湯楽亭 

大阪市住之江区 梅本酒店 

大阪市住之江区 本家さぬきや住之江店 

大阪市住之江区 味平 

大阪市住之江区 炉ばた焼一番 

大阪市平野区 1.2.3...牛 

大阪市平野区 Ange アンジュ 

大阪市平野区 ＡＳＨ 

大阪市平野区 cafe ALICE 

大阪市平野区 cake&cafe AMUU 

大阪市平野区 Cocco del Ucina 

大阪市平野区 アジアンダイニングレストラン＆バーニューサティ 

大阪市平野区 いっこん 

大阪市平野区 うどん居酒屋なべちゃん 

大阪市平野区 お好み焼き にらめっこ 

大阪市平野区 カラオケ あん 

大阪市平野区 カラオケ喫茶 千姫 

大阪市平野区 カラオケ喫茶 Rin 
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市町村名 施設名称 

大阪市平野区 こてつ 

大阪市平野区 ごはんや笑福 

大阪市平野区 すずらん 

大阪市平野区 たこ焼き居酒屋笑顔 長原駅前店 

大阪市平野区 たしまや 

大阪市平野区 パンフォーユー平野東住吉店 

大阪市平野区 ピアジョリー出戸店 

大阪市平野区 ピギーズ 

大阪市平野区 フリージア＆弁当屋出戸店 

大阪市平野区 まいん 

大阪市平野区 みよしや 

大阪市平野区 やまちゃん 

大阪市平野区 花満円出戸店 

大阪市平野区 喜連瓜破の台所いい﨑 

大阪市平野区 喫茶 パルファン（Par fum） 

大阪市平野区 喫茶&軽食八丁目 

大阪市平野区 香リ 中華餃子屋 

大阪市平野区 大地食堂 

大阪市平野区 炭火焼鳥Ｄｉｎｉｎｇ門 

大阪市平野区 美味楽酔 味ろく 

大阪市平野区 味座屋 平野店 

大阪市北区 917 

大阪市北区  うつわ cafe と手作り雑貨の店 ゆう 大阪梅田店 

大阪市北区 ＃SARAN 

大阪市北区 ９４やきＦａｃｔｏｒｙ 

大阪市北区 Ａｄｏｒｅ 

大阪市北区 April 

大阪市北区 ATTA Cafe 

大阪市北区 balmy 

大阪市北区 Bar Alain 

大阪市北区 Bar Royflu 

大阪市北区 Bar sead 

大阪市北区 BENJAMINA 

大阪市北区 Bonilla 

大阪市北区 Bonita 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 Cafe Solala 

大阪市北区 ｃｕｃｉｎａ ｃｕｃｉｎａ 

大阪市北区 Cuisine d' Osaka Ryo 

大阪市北区 de tout Painduce 

大阪市北区 Dining&Cafe mikuri 

大阪市北区 do with cafe 

大阪市北区 Doll Dress 

大阪市北区 DORONJO 

大阪市北区 ef 

大阪市北区 FarD HEP ファイブ店 

大阪市北区 ＧＯＵＴ グー 

大阪市北区 GRILL&BAR SOULWOOD 

大阪市北区 HANETO 

大阪市北区 HERMITS（エルミッツ） 

大阪市北区 Italian new blood UMEZAKI 

大阪市北区 ItalianBarPIENOfesta 

大阪市北区 ｍａｉｓｏｎ 

大阪市北区 MEATRUSH ヨドバシ梅田店 

大阪市北区 Moon Bar 

大阪市北区 ＮＥＷ ラージャスタン 

大阪市北区 NISHIDERIA Falo 

大阪市北区 NY DELI STYLE 

大阪市北区 OPEN SESAME! 

大阪市北区 OWL 

大阪市北区 Pane e Vino 

大阪市北区 patisserie23 

大阪市北区 PUREHGO 

大阪市北区 QUATTRO東通り店 

大阪市北区 RAW TRACKS 

大阪市北区 RUDYS CLUB DELICIOUS 

大阪市北区 SAKI 

大阪市北区 SARAN本店 

大阪市北区 Shot Bar Quar 

大阪市北区 Steak＆Wine Griante Umeda 

大阪市北区 T 



 

21 

市町村名 施設名称 

大阪市北区 T.A.B 

大阪市北区 Teras 

大阪市北区 THE ALLEY NU茶屋町店 

大阪市北区 THE ALLEY 梅田エスト店 

大阪市北区 THIRD STONE 

大阪市北区 TORA鶏 YA 

大阪市北区 TRAD BAR ESPRIT ギャザ阪急 

大阪市北区 ｔｒａｉｎーＴＲＡＩＮ 

大阪市北区 TRATTORIA AL POMPIERE 

大阪市北区 U2 ジユ雲丹ススレ 

大阪市北区 Vin樹亭 

大阪市北区 WA鶏 BAR天満店 

大阪市北区 WHAT・・・？ 

大阪市北区 WINEBAR 飛夢坊偉 

大阪市北区 アイネスヴィラノッツェ大阪 

大阪市北区 アウロラ 

大阪市北区 アムレート 

大阪市北区 いずみカリー 

大阪市北区 いずみカリーグランフロント大阪店 

大阪市北区 インド料理 シュリアルナ 

大阪市北区 インド料理酒場 おしゃん亭 

大阪市北区 ういすたりあ 

大阪市北区 うどん王 ホワイティ梅田店 

大阪市北区 エスカイヤクラブ 駅前第３ビル店 

大阪市北区 エスカイヤクラブＯＳビル店 

大阪市北区 エスプリ北阪急ビル店 

大阪市北区 おでん濱屋 

大阪市北区 おふくろの味宇の木 

大阪市北区 お好み焼 Sakura 

大阪市北区 がたろ 

大阪市北区 カドヤ食堂西梅田店 

大阪市北区 ガネーシャ 

大阪市北区 カムセウル北新地 

大阪市北区 カメリア 

大阪市北区 からあげチャンピオン  
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 カラオケスナック香 

大阪市北区 かんみこより 

大阪市北区 かんみこより NU茶屋町プラス店 

大阪市北区 き・ら・ら・ 

大阪市北区 きたしんち 弓場慎之佑 

大阪市北区 きのえ 

大阪市北区 キャトルラパン北梅田 

大阪市北区 きりん 

大阪市北区 クラブ岩﨑 

大阪市北区 グランカフェ 

大阪市北区 クリスタルハート 

大阪市北区 グリル樹林亭 

大阪市北区 けむり屋 お初天神店 

大阪市北区 ごこん 

大阪市北区 ご馳走ね音 

大阪市北区 さか本 

大阪市北区 サロン君屋 

大阪市北区 サントリーアダルト 

大阪市北区 サントリーオールド・バー 

大阪市北区 シチューに夢中 

大阪市北区 スイッチバー茶屋町店 

大阪市北区 すし通 

大阪市北区 スペースモンキー 

大阪市北区 スリール SOURIRE 

大阪市北区 ターリー屋大阪駅前第３ビル店 

大阪市北区 たこ焼酒場 しん家 

大阪市北区 たこ梅 分店 

大阪市北区 たこ梅 北店 

大阪市北区 だまれ トリ 

大阪市北区 ダル食堂 堂島地下街 

大阪市北区 タンとハラミ。 

大阪市北区 タンとハラミ。はなれ 

大阪市北区 チャイニーズビストロ明翔 

大阪市北区 つる家 リーガロイヤルホテル店 

大阪市北区 テンテンステーキ 大分からあげ わん 天六店 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 とがの屋 

大阪市北区 とりよしふうず 天満店 

大阪市北区 とり甚 

大阪市北区 ナイトイン女女 

大阪市北区 ハーフムーン 

大阪市北区 ハイボールバー梅田１９２３ 

大阪市北区 ハイボールバー梅田楽天地１９２３ 

大阪市北区 パキスタン料理ドージマムガル 

大阪市北区 はちみつ&チーズ house梅田茶屋町店 

大阪市北区 ハッシュタグ 

大阪市北区 ハッシュタグ東通り店 

大阪市北区 パレ有馬 

大阪市北区 ピッツエリア イル ソーレ 

大阪市北区 ひほはの TIRITORI 

大阪市北区 びんちょう焼き 八炭 

大阪市北区 ふくふく 

大阪市北区 ブラウンダービー 

大阪市北区 ブリューパブセンターポイント 

大阪市北区 ベジン 

大阪市北区 ベビードール 

大阪市北区 ホテルビナリオ梅田 

大阪市北区 マカリイ 

大阪市北区 みやこ雫 

大阪市北区 ミンガス 

大阪市北区 むつみ 

大阪市北区 メンバーズ リロ 

大阪市北区 メンバーズラウンジ スピア 

大阪市北区 メンバーズ草野 

大阪市北区 もみの木 

大阪市北区 モリタ屋 ルクア イーレ店 

大阪市北区 やまごや 

大阪市北区 ゆう食家花いちばん長柄店 

大阪市北区 ヨネヤ 

大阪市北区 ラーメン ZIKON 而今 中ノ島フェスティバルプラザ店 

大阪市北区 ラウンジＦａｉｒｙ 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 ラウンジメデリン 

大阪市北区 リバーレ ホワイティ梅田店 

大阪市北区 リュンヌ 

大阪市北区 ル･センティフォーリア大阪 

大阪市北区 維心 

大阪市北区 永えん 

大阪市北区 沖縄料理しーさ 

大阪市北区 沖縄料理と炭焼居酒屋ふぁいみーる 

大阪市北区 加寿屋 北新地 

大阪市北区 家座香家 6年 4組梅田分校 

大阪市北区 家庭料理 穂光 

大阪市北区 果汁屋 Product by sakai 阪急梅田店 

大阪市北区 花殿 阪急梅田店 

大阪市北区 花様 NU茶屋町店 

大阪市北区 花様 西梅田店 

大阪市北区 海仙亀多寿司本店 

大阪市北区 海鮮一番 

大阪市北区 海老プリンス VSサーモンキング梅田茶屋町店 

大阪市北区 絵本 CAFE ペンネンネネム 

大阪市北区 街の肉バル Buff南森町店 

大阪市北区 楽食倶楽部 裏小路牛肉店 

大阪市北区 釜山 

大阪市北区 鴨門 

大阪市北区 観光ビル 大東洋 

大阪市北区 観光ビル 大東洋 

大阪市北区 喜登 

大阪市北区 起世 本店 

大阪市北区 亀多寿司別館 

大阪市北区 喫茶 モンシェリー 

大阪市北区 牛たんと和牛焼き 青葉苑 阪急うめだ本店 

大阪市北区 居酒屋 起世 

大阪市北区 居酒屋あん 

大阪市北区 京月 梅田店 

大阪市北区 喰海 

大阪市北区 串カツと小鉢マジマスタンド梅田 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 串かつ料理活ナビオ阪急店 

大阪市北区 串かつ料理活ホワイティうめだ店 

大阪市北区 串かつ料理活阪急グランドビル店 

大阪市北区 串処最上 

大阪市北区 串焼きと酒かすおでん三炭 

大阪市北区 串揚げ 起世 

大阪市北区 串揚げ和や 

大阪市北区 鶏えん 大阪駅前第三ビル店 

大阪市北区 鶏匠井ぐち 

大阪市北区 権之介 梅田 

大阪市北区 絹の道 

大阪市北区 源吾 

大阪市北区 個室 割烹焼肉 松永牧場 北新地店 

大阪市北区 五番館 

大阪市北区 紅虎餃子房 LINKS梅田 

大阪市北区 紅虎餃子房 大阪梅田店 

大阪市北区 香味味噌拉麺麺と人 

大阪市北区 黒毛和牛焼肉みかく屋 

大阪市北区 黒毛和牛肉匠 別邸 

大阪市北区 黒毛和牛肉匠 本邸 

大阪市北区 肴屋あしか 

大阪市北区 咲 

大阪市北区 四川辣麺 阪急三番街店 

大阪市北区 邪馬村 

大阪市北区 手羽唐自慢うっちー 

大阪市北区 手打ちうどん一 

大阪市北区 酒と味 鶏坊 

大阪市北区 酒処ボチボチ 

大阪市北区 酒場リベリー episode2 

大阪市北区 寿司処喜与丸 大丸梅田店 

大阪市北区 春駒支店 

大阪市北区 春駒本店 

大阪市北区 旬家 和しん 

大阪市北区 旬魚菜採 なかの家 OAP タワー店 

大阪市北区 旬菜はな 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 旬焼き bar灯こ 

大阪市北区 楯 

大阪市北区 匠味 

大阪市北区 小肥羊 大阪本店 

大阪市北区 松阪牛 きし庵 

大阪市北区 焼きふぐ優ふく北新地 

大阪市北区 焼肉 わっちょい大阪本店 

大阪市北区 焼肉 李苑 長柄店 

大阪市北区 焼肉･しゃぶしゃぶ たちばな 

大阪市北区 焼肉力丸 梅田お初天神本館 

大阪市北区 焼肉力丸 梅田堂山店 

大阪市北区 上川南店 

大阪市北区 食房 一帆 

大阪市北区 信州そば 

大阪市北区 信州そば 中崎店 

大阪市北区 新世界 串カツ いっとく阪急梅田東通店 

大阪市北区 吹上庵北新地店 

大阪市北区 水月 

大阪市北区 西梅田ワイン酒場 

大阪市北区 石焼地鳥 石庵 西梅田店 

大阪市北区 石挽き十割蕎麦 玄盛 

大阪市北区 創作膳 感 

大阪市北区 惣菜酒房きままや 

大阪市北区 多英 

大阪市北区 台湾料理 チャン食堂 

大阪市北区 大阪屋 

大阪市北区 大阪焼肉ミナミ 梅田店 

大阪市北区 大衆酒場ニューオオサカ 梅田 

大阪市北区 大同門 阪急三番街店 

大阪市北区 鷹佑 北新地本店 

大阪市北区 蛸や和 

大阪市北区 炭火焼ステーキ岡田 

大阪市北区 中も津屋 

大阪市北区 中も津屋天神橋店 

大阪市北区 中華料理 大東洋 
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大阪市北区 中国名菜 銀座アスター 

大阪市北区 酎ハイ居酒屋すけさん  

大阪市北区 鳥ふく 

大阪市北区 鳥貴族 天神橋３丁目店 

大阪市北区 鳥貴族中崎町店 

大阪市北区 鉄板ステーキ ピュール 

大阪市北区 鉄板串酒場 しん家 

大阪市北区 天ぷら・鉄板焼酒場 しん家 

大阪市北区 天下一品天六店 

大阪市北区 天神ササラ 

大阪市北区 天満食肉センター 

大阪市北区 天満炭火焼鳥わっちょい 

大阪市北区 天麩羅佶祥 

大阪市北区 藤田 

大阪市北区 堂島米酒会所 

大阪市北区 豚匠亢谷利 

大阪市北区 肉バカ研究所 

大阪市北区 日本酒 ひじかた 

大阪市北区 日本酒と和薬膳ソラマメ食堂 

大阪市北区 日本酒まつやま 

大阪市北区 播鳥西梅田店 

大阪市北区 梅田こころ亭 

大阪市北区 梅田ごだいご 

大阪市北区 梅田韓国食堂ポンチョ梅田茶屋町店 

大阪市北区 梅田産直市場 

大阪市北区 梅田北前 佐勘 

大阪市北区 博多鶏ソバ華味鳥 

大阪市北区 麦酒＆洋食スタンド グリル異人館 

大阪市北区 美やわ喜 

大阪市北区 風林火山 

大阪市北区 福吉兆 

大阪市北区 福島・上等カレー・西天満店 

大阪市北区 歩あゆみ 

大阪市北区 宝来 

大阪市北区 北新地 パリ・ヌボー 
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大阪市北区 北新地 丸鶏屋 

大阪市北区 北新地 鮨 葵 

大阪市北区 北前居酒屋 佐勘 

大阪市北区 麻拉麵 揚揚 

大阪市北区 味やまさき 

大阪市北区 味わい心来海 

大阪市北区 味香佐 

大阪市北区 夢幻 

大阪市北区 名桜 

大阪市北区 麺匠 一本道 

大阪市北区 野々村 

大阪市北区 璃泉 

大阪市北区 立ち呑み ３６５日 

大阪市北区 立ち呑み処蜂の家 

大阪市北区 立呑み処 七津屋 

大阪市北区 琉球泡盛酒場とぅるるん 

大阪市北区 櫓鮨 

大阪市北区 炉端焼き酒場 中々 堂島店 

大阪市北区 路地裏イタリアン ミモザ 

大阪市北区 和 Bistro綱 

大阪市北区 和食堂 キッチョウ 

大阪市北区 廣東料理 民生 

大阪市北区 珈琲専門店マック 

大阪市中央区 AB-kitchen 

大阪市中央区 add PAINDUCE 

大阪市中央区 Adustam 

大阪市中央区 Anjel 

大阪市中央区 Arde Un 

大阪市中央区 ＢａｎｄＩ 

大阪市中央区 BAR AKI 

大阪市中央区 BAR IO 

大阪市中央区 BAR Liberta 

大阪市中央区 Bar moon  walk なんば店 

大阪市中央区 Bar moon  walk 西心斎橋店 

大阪市中央区 bar moon  walk 道頓堀西２号店 
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大阪市中央区 Bar moon  walk 道頓堀西店 

大阪市中央区 Bar moon  walk 難波千日前店 

大阪市中央区 bar NEUTRAL 

大阪市中央区 BAR Ohhh！ 

大阪市中央区 barefoot curry 

大阪市中央区 BarLoungeありす 

大阪市中央区 BARZone 

大阪市中央区 BARわん 

大阪市中央区 BAR川名 

大阪市中央区 Beans Cafe & Gallery 片岡 

大阪市中央区 BISTROあじと 

大阪市中央区 boy 

大阪市中央区 buttocks 

大阪市中央区 Cafe Dining Liregalo 

大阪市中央区 Cafe Lueca 

大阪市中央区 Cafe&MealMUJI難波なんぼ 

大阪市中央区 CHOJIRO法善寺店 

大阪市中央区 club WONDER 

大阪市中央区 DartsBarA.P.B 

大阪市中央区 DININGあじと 

大阪市中央区 ELMERS GREEN CAFE 

大阪市中央区 ELMERS GREEN コーヒーカウンター 

大阪市中央区 EMBANKMENT COFFEE 

大阪市中央区 Grazie 

大阪市中央区 Hawaiian Cafe Dining Infinity 

大阪市中央区 ItalianBarPIENO 

大阪市中央区 ItalianBarPIENOvivace 

大阪市中央区 JACKS INN 

大阪市中央区 KAZN 

大阪市中央区 KI-KU 

大阪市中央区 Ｌｉｇｈｔｈｅａｒｔｅｄ ＰＵＢ髙響 

大阪市中央区 LUXURY BAR CHANCE 

大阪市中央区 Member's bar Walhalla 

大阪市中央区 MEMBER'S 酒肆小澤 

大阪市中央区 moitie 



 

30 
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大阪市中央区 MONROE SEVEN 

大阪市中央区 MOUNT 

大阪市中央区 Nishideria 

大阪市中央区 OXYMORON 

大阪市中央区 Palace 

大阪市中央区 pizzeria asse谷町店 

大阪市中央区 SIETE 

大阪市中央区 Sound In 

大阪市中央区 spice curry bar 

大阪市中央区 ＳunＧreenサングリーン 

大阪市中央区 TABLEあじと 

大阪市中央区 TEPPANDINNERGARAGE 

大阪市中央区 THE・COURT 

大阪市中央区 vogue 

大阪市中央区 WALKERS BAR 

大阪市中央区 WA鶏 BAR 

大阪市中央区 アース［as］ 

大阪市中央区 アカデミーカフェ 

大阪市中央区 あけぼの亭 

大阪市中央区 いっちょう 

大阪市中央区 いっちょう 

大阪市中央区 イル ソーレ・ロッソ 

大阪市中央区 うどん王 なんばウォーク店 

大阪市中央区 うどん王 北浜店 

大阪市中央区 エスカイヤクラブ難波店 

大阪市中央区 おいで 

大阪市中央区 おさかなプラス 

大阪市中央区 おでん 田八 

大阪市中央区 かごんま 

大阪市中央区 かねよし旅館 

大阪市中央区 かのん 

大阪市中央区 カフェアンドバーPeg 

大阪市中央区 かみなり亭 

大阪市中央区 カミノザ 

大阪市中央区 カレー屋 ぽじょ 
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大阪市中央区 カレー専門店 嘉哩庵 

大阪市中央区 カンティーヌドゥデリス 

大阪市中央区 キクソティックバー 

大阪市中央区 キムラヤのテッパン料理 

大阪市中央区 きよちゃん 

大阪市中央区 くいしんぼ本店 

大阪市中央区 クラシック 

大阪市中央区 グリーンベリーズコーヒー谷町店 

大阪市中央区 グリル Gate 難波店 

大阪市中央区 クレープ ロリアン 

大阪市中央区 グロッタ デッラモーレ 

大阪市中央区 けむり屋 坂町店 

大阪市中央区 けむり屋 本店 

大阪市中央区 けむり屋難波店 

大阪市中央区 こめとやさい 

大阪市中央区 さらしなや廣田屋（更科） 

大阪市中央区 サロン ド あそう 

大阪市中央区 サロン・ド・モンシェール 本店 （心斎橋店） 

大阪市中央区 サントリースナックＯＰ 

大阪市中央区 しがらき 

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ温野菜 千日前店 

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ温野菜 道頓堀店 

大阪市中央区 シンズキッチン 

大阪市中央区 スイッチバー東心斎橋店 

大阪市中央区 すし処勝也 

大阪市中央区 スタンドあじと 

大阪市中央区 すてーきはうす香西 

大阪市中央区 スマイル キッチン 

大阪市中央区 せき戸 

大阪市中央区 そば処 晋 なんばウォーク店 

大阪市中央区 ターリー屋谷町２丁目店 

大阪市中央区 ダイニングバーよしの 

大阪市中央区 たこ梅 本店 

大阪市中央区 ただいま喫茶カフェ吉 

大阪市中央区 たちより処め組 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 つけ麺 四代目みさわ 

大阪市中央区 つよがり 

大阪市中央区 てんぷら 大乃や 

大阪市中央区 とらやんけ 

大阪市中央区 どん呑 

大阪市中央区 とん平丼池店 

大阪市中央区 ナイトオール Rin 

大阪市中央区 にくまるや 

大阪市中央区 にゃんカンパニー 

大阪市中央区 バッフィ・バルバ 

大阪市中央区 バッフィ・バルバ  ウラ難波店 

大阪市中央区 ハラペコ食堂 GEMSなんば店 

大阪市中央区 ハラペコ食堂 心斎橋店 

大阪市中央区 ハラペコ食堂 難波本店 

大阪市中央区 ピザ＆ドリンク ＳＨＯＴ ＢＡＲ らいふ 

大阪市中央区 びざん 

大阪市中央区 ひなた 

大阪市中央区 ブラッスリールアルジャン 

大阪市中央区 フラミンゴカフェ 

大阪市中央区 ブリューパブテタールヴァレ 

大阪市中央区 プレ ド ポール 

大阪市中央区 プロント平野町店 

大阪市中央区 ホテルモーニングボックス大阪心斎橋 

大阪市中央区 ボニータ 

大阪市中央区 ほんがれや千日前店 

大阪市中央区 マジックバーideal 

大阪市中央区 まま食堂 

大阪市中央区 ミュンヘン淀屋橋店 

大阪市中央区 ムンストラ 

大阪市中央区 メイウィンズ 

大阪市中央区 メンバーズ さくら 

大阪市中央区 メンバーズ森山 

大阪市中央区 ユンユン大丸心斎橋店 

大阪市中央区 ヨネヤ 

大阪市中央区 より道麻生 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 ラミパス 

大阪市中央区 ル・ポール 

大阪市中央区 ル・ポール ラ・ビラ 

大阪市中央区 ルサンク 

大阪市中央区 ワインダイニング夢酒粋亭 

大阪市中央区 ワイン割烹 Et Ce 

大阪市中央区 愛宕屋 大手通 

大阪市中央区 愛宕屋 谷町 

大阪市中央区 一休 

大阪市中央区 一山 

大阪市中央区 花外楼 大坂城店 

大阪市中央区 花外楼本店 

大阪市中央区 花様 南船場店 

大阪市中央区 株式会社一栄珈琲館天満橋店 

大阪市中央区 株式会社甲賀流 

大阪市中央区 感と間 

大阪市中央区 丸元 

大阪市中央区 喜心 

大阪市中央区 魚と肴と酒処 八仙 

大阪市中央区 魚日和 

大阪市中央区 京月 天満橋店 

大阪市中央区 吟酒海楽 和 

大阪市中央区 遇見食光 

大阪市中央区 串かつあそう 

大阪市中央区 串かつ一品 AI あい 

大阪市中央区 串処最上 

大阪市中央区 串乃助 

大阪市中央区 元祖めんたい煮込みつけ麵千日前店 

大阪市中央区 源 

大阪市中央区 吾作どん千日前店 

大阪市中央区 紅虎軒 心斎橋 

大阪市中央区 今橋よし田本店 

大阪市中央区 菜根譚 律 

大阪市中央区 堺筋本町給油所一号店 

大阪市中央区 肴 あわ鷹 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 咲月 

大阪市中央区 鮭バル SalmonBear  

大阪市中央区 山陰浜田港 

大阪市中央区 四川辣麺 心斎橋店 

大阪市中央区 志 en 

大阪市中央区 寿司 bar えびやん 

大阪市中央区 出雲そばマルト 

大阪市中央区 出雲そば炭火やきとりとびた 

大阪市中央区 旬彩甘の井 

大阪市中央区 旬粋だいき 

大阪市中央区 小鉄 難波千日前店 

大阪市中央区 小肥羊 天満橋京阪シティモール店 

大阪市中央区 焼肉 虎にツノ 

大阪市中央区 焼肉つる牛 

大阪市中央区 焼肉ライクなんば御堂筋店 

大阪市中央区 焼肉空 道頓堀店 

大阪市中央区 焼肉食堂かど家うら難波店 

大阪市中央区 焼肉鶴牛三津寺店 

大阪市中央区 焼肉力丸 心斎橋店 

大阪市中央区 焼肉力丸 千日前店 

大阪市中央区 焼肉力丸 南海なんば店 

大阪市中央区 上等カレー なんばｗａｌｋ店 

大阪市中央区 上等カレーＢＲ・堺筋本町店 

大阪市中央区 上等カレー内本町店 

大阪市中央区 心斎橋あまの井 

大阪市中央区 新世界 串カツ いっとく道頓堀店 

大阪市中央区 新世界 串カツ いっとく難波千日前店 

大阪市中央区 新世界 串カツ いっとく法善寺店 

大阪市中央区 世界酒 barセカサケ 

大阪市中央区 星空キッチン nova 

大阪市中央区 生そば 衣笠 

大阪市中央区 前川別邸 

大阪市中央区 創作鉄板 mo-ri  

大阪市中央区 創作料理 鮨 たかひろ 

大阪市中央区 相合餅 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 大乃や 

大阪市中央区 大乃や青竹庵 

大阪市中央区 鷹仁 南船場店 

大阪市中央区 谷町のお母さんのお店焼き焼きまま屋 

大阪市中央区 谷町酒場すん家 

大阪市中央区 炭火焼き鳥 青山商店 

大阪市中央区 炭火焼と笑処まこ家 なんば 2号店 

大阪市中央区 炭火焼まこ家はなれなんば店 

大阪市中央区 炭火焼鳥 鳥ちょうちん淀屋橋店 

大阪市中央区 炭火焼鳥と旨豚まこ家 

大阪市中央区 炭火焼直島 東心斎橋店 

大阪市中央区 炭焼居酒屋けむり 

大阪市中央区 中も津屋北浜店 

大阪市中央区 中国料理 溢香園 谷九店 

大阪市中央区 中国料理 純華楼 

大阪市中央区 鳥貴族 天満橋店 

大阪市中央区 鳥比蕗 

大阪市中央区 天ぷらと小料理白 

大阪市中央区 天下一品法善寺店 

大阪市中央区 天満橋ササラ 

大阪市中央区 得正 堺筋店 

大阪市中央区 得正 農人橋店 

大阪市中央区 徳田酒店 瓦町店 

大阪市中央区 南船場 Nat's食堂 

大阪市中央区 肉匠 紋次郎 上六店 

大阪市中央区 日本酒と和み料理 あ oい 

大阪市中央区 日本料理阿蘇 

大阪市中央区 猫ばＢａｒ 

大阪市中央区 農家厨房 北浜 

大阪市中央区 梅梅 大丸心斎橋 

大阪市中央区 繁寿し 

大阪市中央区 葡萄屋 

大阪市中央区 福島・上等カレー谷５店 

大阪市中央区 文蔵 天満橋店 

大阪市中央区 文蔵 東心斎橋店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 別邸たけ井なんばラーメン一座店 

大阪市中央区 法善寺かもふく 

大阪市中央区 北浜よし田 

大阪市中央区 本町肉倶楽部 たんべえ 

大阪市中央区 味べい 

大阪市中央区 味べい丼池店 

大阪市中央区 味蕾 

大阪市中央区 麺屋のりお 南船場店 

大阪市中央区 夜な夜な夜な 

大阪市中央区 野乃鳥 なんば堂 

大阪市中央区 有限会社 Vish club STOMP 

大阪市中央区 淀屋橋よし田 

大阪市中央区 裏なんば酒場 芯 

大阪市中央区 裏なんば酒場魚伝 

大阪市中央区 立ち寿司ホルモン新鮮や 

大阪市中央区 立ち寿司本町１号店 

大阪市中央区 龍 i龍 

大阪市中央区 龍華軒 

大阪市中央区 冷麺館松屋町店 

大阪市中央区 拉麺飯 八まる和 

大阪市中央区 珈琲館心斎橋店 

大阪市中央区 餃子専門店イチロー 

大阪市中央区 鮨 福萬 

堺市堺区 Bar X 

堺市堺区 Cafe de M 

堺市堺区 Co楽兆 

堺市堺区 FREESTYLE  

堺市堺区 Gelateria R 

堺市堺区 Home made Baru 卓の友 

堺市堺区 LoungeANGIE 

堺市堺区 snackTHREE 

堺市堺区 TOMO 

堺市堺区 オーパス One 

堺市堺区 カフェ・ドゥ （CAFE・DEUX) 

堺市堺区 カラオケＢe 
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市町村名 施設名称 

堺市堺区 からおけとんこカラオケトンコ 

堺市堺区 カラオケルームひろ＆ひろ 

堺市堺区 カラオケ園 

堺市堺区 カラオケ喫茶 フレンド 

堺市堺区 カラオケ喫茶花ことば 

堺市堺区 カラオケ珈琲館 根っ子 

堺市堺区 キッチン 鈴 

堺市堺区 こふん前 cafeIROHA 

堺市堺区 スナック京 

堺市堺区 スナック与志美 

堺市堺区 ぜん屋 

堺市堺区 タイガー軒 イオンモール堺鉄砲町 

堺市堺区 ヒビノビア 

堺市堺区 ラーメン屋 マルゼン 

堺市堺区 ラウンジ藤 

堺市堺区 割烹かつらぎ 

堺市堺区 丸萬本家 

堺市堺区 居酒屋むらやま 

堺市堺区 串カツ 永吉 

堺市堺区 串まるイオンモール堺鉄砲町店 

堺市堺区 向日葵 

堺市堺区 堺市茶室伸庵 

堺市堺区 讃岐うどん美曽乃 

堺市堺区 七福堂 堺店 

堺市堺区 焼きとり居酒屋よさく 

堺市堺区 焼きとん屋くうとん堺店 

堺市堺区 焼肉、大 

堺市堺区 焼肉いちごいちえ堺東店 

堺市堺区 中華料理 三好 

堺市堺区 天下一品堺東店 

堺市堺区 天下第一 堺店 

堺市堺区 豆の花 イオンモール堺鉄砲町店 

堺市堺区 味工房ちか 

堺市堺区 和魂創彩たろやん 

堺市中区 ８９４０屋久島 
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市町村名 施設名称 

堺市中区 エルマーズグリーン コーヒ&ベイクス 

堺市中区 カラオケユミ 

堺市中区 テンダラーズ 

堺市中区 ファミリースナック由加里 

堺市中区 玉茶屋 

堺市中区 鹿児島うどん 

堺市中区 酒と料理と笑顔の酒場 一心一笑 

堺市中区 秋吉 深井店 

堺市中区 深川酒店 

堺市中区 創作フレンチ Noir 

堺市中区 炭火焼鳥杉の屋 深井店 

堺市中区 美酒 

堺市東区 CAFE＆REST味香 

堺市東区 Prego! 

堺市東区 おたふく 

堺市東区 スナック 赤とんぼ 

堺市東区 レストランプルニュエ 

堺市東区 酒場みさき 

堺市東区 焼肉 みどう 

堺市東区 味工房うまうま 

堺市東区 鮨利休 

堺市西区 Bio topos 

堺市西区 COLORS カラーズ 

堺市西区 カラオケ・マーブル 

堺市西区 カラオケローズ 

堺市西区 カラオケ喫茶つなぎ 

堺市西区 カラオケ喫茶ハニー 

堺市西区 グリーンベリーズコーヒーアリオ鳳店 

堺市西区 サロン ド カナエ ラ・スール 

堺市西区 スナックらん 

堺市西区 たからや 

堺市西区 とんりゅうラーメン堺石津本店 

堺市西区 にぎり長次郎上野芝店 

堺市西区 もつ鍋 でん 

堺市西区 やきとり大吉津久野店 
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市町村名 施設名称 

堺市西区 ル・カフェ 

堺市西区 活魚・すっぽん料理円まどか 

堺市西区 居酒屋 串平 

堺市西区 居酒屋おふみ 

堺市西区 居酒屋芳し乃 

堺市西区 響や 浜寺店 

堺市西区 焼肉いってつ菱木店 

堺市西区 大福食堂 

堺市西区 鉄板焼けい 

堺市西区 土欄土欄 

堺市西区 北田商店 

堺市西区 本家さぬきや 堺上野芝店 

堺市西区 洋食焼 悦ちゃん 

堺市南区 kokage cafe 

堺市南区 MAーA－NA 

堺市南区 YAKINIKU BUFFET左近アクロスモール泉北店 

堺市南区 カラオケスタジオコスモス 

堺市南区 どんどん 

堺市南区 にし義 

堺市南区 らんらん 

堺市南区 喫茶 結 

堺市南区 串の井 サンピア店 

堺市南区 串の井 パンジョ店 

堺市南区 讃岐うどん とんがらし 

堺市南区 大珉軒 

堺市南区 豆の花 泉北店 

堺市南区 満腹居酒屋 豊 

堺市南区 浪花ろばた八角 光明池店 

堺市北区 Aet 

堺市北区 SARI倶楽部 

堺市北区 エニブリュ 

堺市北区 お食事処 笹味楽 新金岡店 

堺市北区 てるうさファーム＆キッチン 

堺市北区 てんとう虫 

堺市北区 ナヌム 
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市町村名 施設名称 

堺市北区 ふくでん 

堺市北区 居酒屋てんてん 

堺市北区 魚真 

堺市北区 響あい 北花田店 

堺市北区 三田屋本店 中百舌鳥 

堺市北区 信州そば処そじ坊 

堺市北区 新和風創作料理あん 

堺市北区 孫悟空 

堺市北区 大衆居酒屋 ひろまる 

堺市北区 大泉食堂 

堺市北区 炭火焼鳥ＤＩＮＩＮＧ門 

堺市北区 炭火焼鳥Ｄｉｎｉｎｇ門北花田店 

堺市北区 呑バル hana 

堺市北区 満マル 堺市駅前店 

堺市美原区 重 

岸和田市 CAFE HABU 

岸和田市 Cafe Sweet Basil 

岸和田市 ＣＡＮ ＣＡＦＥ 

岸和田市 Love 

岸和田市 Ｎａｎａ 

岸和田市 NEW COCO 

岸和田市 Slumber Party 

岸和田市 Viange 

岸和田市 お好み焼 ゆっちゃん 

岸和田市 カラオケ喫茶 ヴィーナス 

岸和田市 グリル＆カフェ志紀 

岸和田市 こいさん 

岸和田市 こむさこむさ 

岸和田市 じゃんぼ酒場岸和田駅前店 

岸和田市 すたんどあっぷ 

岸和田市 すっぽん料理メオト 

岸和田市 やざき寿し幸吉 

岸和田市 歌人さるびあ 

岸和田市 海坊主 岸和田駅前店 

岸和田市 釜山道川中井町本店 
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市町村名 施設名称 

岸和田市 釜山道川八阪町別館 

岸和田市 串カツ天ぷらふじたや 

岸和田市 寿し和 

岸和田市 天然温泉だんぢり湯 

岸和田市 得正/福島上等カレー 岸和田店 

岸和田市 麺処 たかみ 

岸和田市 溶岩焼き鷄 KOKKO 

岸和田市 餃子の王将 南海岸和田店 

豊中市 alcove GALA 

豊中市 bar Dear. 

豊中市 chinese restaurant 華や 緑地公園店 

豊中市 Live bar Roots'66   

豊中市 Luna 

豊中市 SENRIガーデンテラス 

豊中市 Va Va 

豊中市 あした葉 

豊中市 エ・プロント モノウェル 千里中央店 

豊中市 おばんざいとお寿司こばやし 

豊中市 カフェマジシャン 

豊中市 きねや亭 

豊中市 くいくい 

豊中市 こだわり料理なおちゃん 

豊中市 ごはん処ねこじた 

豊中市 サウスウッド 

豊中市 さわ藤 

豊中市 サンチョパンサ 

豊中市 シチリア料理 クッカーニャ 

豊中市 じゅじゅ庵服部店 

豊中市 シルバー 

豊中市 スナック ファンタジー 

豊中市 スナック G.G 

豊中市 つる家 千里阪急ホテル店 

豊中市 とりのねぐら 阪急服部駅前店 

豊中市 にぎり長次郎東豊中店 

豊中市 ひまわり 
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市町村名 施設名称 

豊中市 ほたる屋 

豊中市 ホルモン天国 

豊中市 ボン・ヴィヴァン 

豊中市 麵屋 神田 KANDA NOODLE 

豊中市 ロッテリア阪急曽根駅店 

豊中市 ロッテリア千里中央店 

豊中市 ワインバーラボラトワ 

豊中市 割烹 cob 

豊中市 韓国料理 ＫＯＲＥＡ 

豊中市 喫茶 エンジェル 

豊中市 喫茶モントレ― 

豊中市 居酒屋 蔵ノ坊 

豊中市 居酒屋久ちゃん 

豊中市 串かつ市場 

豊中市 四季旬菜かんざき 居酒屋より道 豊中店 

豊中市 七福神 

豊中市 若水 

豊中市 手包み餃子と中華キッチンひげ 

豊中市 酒処 仙人掌 

豊中市 焼肉たか 

豊中市 焼肉仙家 

豊中市 静光園 

豊中市 千里中央チャイナテーブル 

豊中市 想花南(sou-cafe) 

豊中市 炭火焼鳥鳥ふく 

豊中市 炭焼きビストリッシュ Ｎｏｎｏｔｏｒｙ 

豊中市 北海屋 

豊中市 味覚 

豊中市 味平 

豊中市 有限会社 宮田酒店 立ち飲み処 

豊中市 立呑みホルモン天国 

豊中市 立浪一番 

豊中市 浪花ろばた八角 千里中央店 

池田市 janeno 

池田市 Ｋａｒｉｔｅ 
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市町村名 施設名称 

池田市 Marc de Iguchido 

池田市 おふくろの味 れんこん 

池田市 ガジュマル 

池田市 カミナリ酒店 石橋店 

池田市 たこ焼鉄板焼じゃねーの 

池田市 てんきゅう 

池田市 はぐさや珈琲 

池田市 ほそかわ 

池田市 まめや 

池田市 ロッテリア阪急池田駅店 

池田市 季風香 

池田市 江戸川 

池田市 炭火焼鳥 喜のかこい 

池田市 炭火焼鳥 喜のかこい ２階 隠れ家 

池田市 池田麺彩 

池田市 鉄板 将 

池田市 天下一品 石橋店 

池田市 保呂酔 

池田市 麺処葵 

吹田市 Ange 

吹田市 Back Steet CORE 

吹田市 BARBARA EXPO RESTAURANT 

吹田市 Bar三洋 

吹田市 chinese restaurant 華や 江坂店 

吹田市 pizzeria asse吹田片山店 

吹田市 Tina's Cafe 

吹田市 あか瀬 

吹田市 カラオケサウンド アイステージ 

吹田市 キヲテラッタ千里丘店 

吹田市 さんさんカフェ 

吹田市 シャイニングストーン 

吹田市 じゅじゅ庵関大前店 

吹田市 スシダイニングすし智 

吹田市 スナックカトレア 

吹田市 にぎり長次郎吹田上山手店 
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市町村名 施設名称 

吹田市 ハタノ酒店小里 

吹田市 バッコス 

吹田市 バレンタイン 

吹田市 ぶたたまや 

吹田市 マクドナルドいのこ谷店 

吹田市 マクドナルド吹田さんくす店 

吹田市 マクドナルド千里丘イズミヤ店 

吹田市 愛ランド 

吹田市 一芳 関大前店 

吹田市 喫茶アン 

吹田市 喫茶ドルチェ 

吹田市 居酒屋竜串 

吹田市 串カツ作々 

吹田市 江坂クロケッツ 

吹田市 彩雲 

吹田市 酒、満々 

吹田市 樹 

吹田市 春日こまち 

吹田市 松美屋 

吹田市 多幸や 

吹田市 大同門 江坂店 

吹田市 中国料理明陽軒 

吹田市 陶板焼肉てん、てん 

吹田市 晩酌処京 

吹田市 福島上等カレー江坂店 

吹田市 味処 さくら 

吹田市 銘酒居酒屋 酒友 

吹田市 連の小屋 

吹田市 和 

泉大津市 Ｂａｒ Ａ 

泉大津市 Bar DOLUDORU 

泉大津市 Cielo grande 

泉大津市 Sweets Factory Shilo 

泉大津市 お好み焼き むく乃木 

泉大津市 にぎり長次郎泉大津店 
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市町村名 施設名称 

泉大津市 はなはな 

泉大津市 ハルタ屋 

泉大津市 マクドナルド泉大津店 

泉大津市 本家さぬきや 泉大津店 

泉大津市 友楽哩 

高槻市 BAR OZ   BAR O2 

高槻市 Bar 創 

高槻市 ＢＩＲＤ 

高槻市 CHOJIRO高槻阪急店 

高槻市 dining room GOO 

高槻市 ＪＫｓ ＲＵＳＨ 

高槻市 ＪＫカフェ 

高槻市 ＪＫ高槻店 

高槻市 ＪＫ富田店 

高槻市 UCCカフェメルカード高槻店 

高槻市 カフェドクリエ高槻病院店 

高槻市 カラオケ喫茶夕波里 

高槻市 ココ 

高槻市 こむぎこはうす 

高槻市 ゴンパチ高槻 

高槻市 サウンド J阪急富田駅前店 

高槻市 ぢどり亭高槻店 

高槻市 トゥジュール 

高槻市 にぎり長次郎高槻宮が谷店 

高槻市 にぎり長次郎高槻高西店 

高槻市 にく家 牛地蔵 

高槻市 パブラウンジ ローリエ 

高槻市 もりもとゆうちゃん 

高槻市 やきとり家すみれ高槻店 

高槻市 ラウンジリトゥール 

高槻市 ロッテリア高槻アクト・アモーレ店 

高槻市 一休ラブ 

高槻市 一寸法師 

高槻市 宴会場（欅の間・槻の間・松の間） 

高槻市 花菱 
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市町村名 施設名称 

高槻市 花満円高槻店 

高槻市 回転寿司喜楽 岡本店 

高槻市 回転寿司喜楽 大蔵司店 

高槻市 海音 

高槻市 海鮮焼 YA喜楽 

高槻市 喜楽丸 栄町店 

高槻市 喫茶奉行所 

高槻市 居酒屋 割烹 からさき 

高槻市 京月 高槻店 

高槻市 京都肉・鉄板焼 godai 

高槻市 串カツくしひろ 

高槻市 四季馳走あか馬 

高槻市 旬の魚・炭焼き処 しんどふに 

高槻市 小力 

高槻市 笑い処希実子 

高槻市 赤樫鮨 

高槻市 台流屋台 御気樂 

高槻市 蛸源 

高槻市 炭火焼 ぎんすい 

高槻市 低糖質食専門店ローカーボキッチン然～zen～高槻本店 

高槻市 二代目毛利麺五郎 

高槻市 美ね吉 

高槻市 麺屋たけ井高槻店 

高槻市 立ち食い寿司 喜楽 

高槻市 龍鳳 

貝塚市 お好み焼き おかめ 

貝塚市 お食事処 笹旬味 貝塚店 

貝塚市 スナック琥胤（クイーン） 

貝塚市 一品料理 嶺 

貝塚市 喫茶モア 

貝塚市 居酒屋渉人 

貝塚市 中華料理 百華扇 

貝塚市 呑みや Rei 

貝塚市 本家さぬきや 二色の浜店 

貝塚市 料亭 この木 
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市町村名 施設名称 

守口市 HEMP 

守口市 North Dining 神衣 

守口市 RISE 

守口市 カラオケかなかな 

守口市 カラオケ喫茶 あいかね 

守口市 がんてつはなれ 

守口市 コリアン酒場 せじょん 

守口市 さとうきび畑パオフ 

守口市 ナイス 

守口市 パッパーレ守口店 

守口市 牛の助肉之進 

守口市 居酒屋もきち 

守口市 魚ビストロ BACU 

守口市 串かつ粟井 

守口市 紅虎餃子房 イオンモール大日 

守口市 咲 kura 

守口市 焼肉・てっちゃん鍋がんてつ 

守口市 鳥貴族大日店 

守口市 鶴橋風月 京阪守口店 

守口市 肉匠 紋次郎 守口市駅前店 

守口市 有限会社天下第一 守口店 

枚方市 AGES CAFE 

枚方市 BARBIANCO 

枚方市 Ｃａｓｕａｌ割烹たち太 

枚方市 Cheers 

枚方市 Cheers Jr. 

枚方市 KAORU COFFEE ROASTERY 

枚方市 Kiccha Kohi 

枚方市 Ｌａ Ｌｕｍｉｅｒｅ ｄｏｕｃｅ 

枚方市 New M 

枚方市 カラオケカフェこころ 

枚方市 カラオケステージベル 

枚方市 カラオケストーク 

枚方市 カラオケ喫茶＆スナックジアン 

枚方市 カレーハウス CoCo壱番屋枚方宮之阪店 
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市町村名 施設名称 

枚方市 コーヒーハウス Ｌ・トーク 

枚方市 ごはんダイニング shinka511 

枚方市 シビカラ屋ロッキー 

枚方市 じんべい川原店 

枚方市 じんべい枚方本店 

枚方市 ダイニング和 

枚方市 チカラのみせ処宮ノサポ 

枚方市 ドイツ菓子ハイデ 

枚方市 にぎり長次郎楠葉店 

枚方市 バードル 

枚方市 ビストロ ウオマル 

枚方市 フォーユー喫茶 

枚方市 フレンチバル platto 

枚方市 べじらーめんゆにわ 

枚方市 ホルモン八起 

枚方市 牡丹江 

枚方市 海鮮炭火いちごいちえ 枚方店 

枚方市 楽食居酒屋 ３百円このみ くずは店 

枚方市 喫茶と BAR福猫堂 

枚方市 牛の助肉之進 TANJIRO 

枚方市 居酒屋くろせ 

枚方市 居酒屋志希 

枚方市 京正寿司 

枚方市 串やでござる枚方店 

枚方市 憩館エデン 

枚方市 御食事ゆにわ 

枚方市 国際交流カフェ 

枚方市 黒毛和牛田蔵 

枚方市 嵯峨 

枚方市 産直酒場やまと 

枚方市 煮もの家三菜 

枚方市 酒処 瀬戸 

枚方市 春 

枚方市 焼肉彩苑がんてつ 

枚方市 笑門来福 
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市町村名 施設名称 

枚方市 信州そば処そじ坊枚方サンプラザ３号館店 

枚方市 杉・五兵衛 

枚方市 鶴橋風月 くずはモール店 

枚方市 鶴橋風月 枚方店 

枚方市 鉄板鍋づくし 

枚方市 肉の匠大野屋本店須山店 

枚方市 粉もん屋 八 御殿山店 

枚方市 米粉ノンオイルシフォンケーキ alley  

枚方市 味万寿司 

枚方市 明月館 

枚方市 洋食かりん 

枚方市 和楽 

枚方市 和幸亭 

茨木市 BARあちゅ 

茨木市 ＪＫ茨木 

茨木市 Lounge Lian 

茨木市 Mariana CAFE 

茨木市 エトワール 

茨木市 お好み焼き 誉 

茨木市 サンキューカレー 

茨木市 さんさく 

茨木市 にぎり長次郎茨木インター店 

茨木市 にぎり長次郎茨木真砂店 

茨木市 ラーメン喜楽 

茨木市 ラウンジ スター 

茨木市 りん 

茨木市 一作 

茨木市 一平 

茨木市 串やでござる茨木店 

茨木市 幸太樓 

茨木市 紅虎餃子房 イオンモール茨木 

茨木市 骨付バルあちゅ 

茨木市 酒房お食事処 酔笑 

茨木市 小料理播備 

茨木市 招福堂 



 

50 

市町村名 施設名称 

茨木市 焼肉 和幸亭 

茨木市 野乃鳥 茨木椿之本陣 

茨木市 珈琲館イオン茨木店 

茨木市 鮨 いしばし 

八尾市 D B CAFE 

八尾市 KISSA ZEROICHI 

八尾市 Lady Soul 

八尾市 PLUS  ALPHA 

八尾市 ＲＯＯＫ 

八尾市 SunStar 

八尾市 YAKINIKU BUFFET左近リノアス八尾店 

八尾市 うどん山川 八尾店 

八尾市 おかえり処 お結びころりん 

八尾市 お好み焼き．焼きそば このは 

八尾市 かごやま 

八尾市 カラオケ ＪＵＮ 

八尾市 カラオケ いずみ 

八尾市 カラオケ パブ ミラノ 

八尾市 カラオケギャラリー 

八尾市 カラオケスナック 笑 

八尾市 スナックまこ 

八尾市 ぞうさんの夢じかん 

八尾市 たこ焼き居酒屋たこ心 

八尾市 たこ焼き居酒屋笑顔 八尾店 

八尾市 わっちょい 

八尾市 庵逗珈琲 

八尾市 歌ごえスタジオかわぐち 

八尾市 割烹与志の 

八尾市 季節料理 木乃本 

八尾市 串焼酒場あいだ 

八尾市 薩摩っ子ラーメン外環 

八尾市 三田屋本店 八尾 

八尾市 三野郷 

八尾市 讃岐うどんやさか 

八尾市 旨味百選 八尾二俣店 
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市町村名 施設名称 

八尾市 焼肉 わっちょい 

八尾市 大衆酒場 明日菜 

八尾市 辰寿し 

八尾市 中国料理天幸 

八尾市 鳥貴族志紀店 

八尾市 天下一品 25号線八尾店 

八尾市 麺やより道 

泉佐野市 CheL's 

泉佐野市 French Bistro and A 

泉佐野市 YAKINIKU BUFFET左近 りんくうシークル店 

泉佐野市 アジアンガーデンユバン 

泉佐野市 カフェ遊夢 

泉佐野市 キッチンバー まる りんくう店 

泉佐野市 シェアキッチン厨-kuriya- 

泉佐野市 ジャドールルパン Jadore Le Pain 泉佐野店 

泉佐野市 すし半 

泉佐野市 チェル 

泉佐野市 バイキング左近  本店 

泉佐野市 バイキング左近末広店 

泉佐野市 パンケーキカフェ cafeblow泉佐野店 

泉佐野市 パン工房クルール 

泉佐野市 まめ寅 りんくうプレミアム・アウトレット 

泉佐野市 レディー歌歌 

泉佐野市 花満円泉佐野店 

泉佐野市 居酒屋けんちゃん 

泉佐野市 笑福亭 日根野店 

泉佐野市 創咲ダイニングむすび 

泉佐野市 蒼龍唐玉堂 りんくうプレミアム・アウトレット 

泉佐野市 炭火食彩の里 一休 

泉佐野市 北京飯店 

泉佐野市 零 ZERO 

富田林市 カフェルミエール 

富田林市 グランドホテル二葉 

富田林市 グランドホテル二葉喫茶コーナー 

富田林市 にぎり長次郎富田林店 
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市町村名 施設名称 

富田林市 マッハカレー富田林店 

富田林市 一梅寿司 

富田林市 花唐草 

富田林市 寿司割烹西島 

寝屋川市 BAR Luciole 

寝屋川市 cocoro 

寝屋川市 karaoke&darts bar YY 

寝屋川市 sevens 

寝屋川市 snack 愛染 

寝屋川市 Soul Kitchen 8 

寝屋川市 Trattoria LUCCA 

寝屋川市 ウインク 

寝屋川市 お好み焼き 仁 

寝屋川市 カラオケ春蘭 

寝屋川市 キッチン ソレイユ 

寝屋川市 サカナトニック BACU 

寝屋川市 じんべい寝屋川店 

寝屋川市 すずらん 

寝屋川市 てんくう 

寝屋川市 にぎり長次郎寝屋川本店 

寝屋川市 バイキング左近寝屋川店 

寝屋川市 ひと皿焼肉寿 

寝屋川市 ミュージックステーションブルーライト 

寝屋川市 ラウンジ アルジャン 

寝屋川市 一作 

寝屋川市 花満円香里園店 

寝屋川市 活魚の鍋物大吉 

寝屋川市 韓国屋台パルポチャ 

寝屋川市 居酒屋 歩 

寝屋川市 広島どやさ 

寝屋川市 昂 kou 

寝屋川市 焼肉 八光園 

寝屋川市 炭火串焼 福鳥 梵くら 

寝屋川市 炭火焼肉田中流 

寝屋川市 中国料理北京閣 
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市町村名 施設名称 

寝屋川市 美酒美彩いちごいちえ香里園店 

寝屋川市 本家本元 木下家 

寝屋川市 有限会社天下第一 丸福 寝屋川店 

寝屋川市 珈琲館ブラジル 

河内長野市 cafe@Bar Blackblanc 

河内長野市 Morley's Cafe 

河内長野市 さち 

河内長野市 スパゲティハウス河内長野ノバティ店 

河内長野市 バーベキューテラス 

河内長野市 ミスタードーナツ河内長野駅前店 

河内長野市 レストラン シルヴァー 

河内長野市 関西サイクルスポーツセンター プール B3食堂 

河内長野市 焼鳥 釜めし とりぞう千代田店 

河内長野市 焼鳥よしなが 

河内長野市 椿家 

松原市 カフェ ピノ 

松原市 カラオケスタジオ希船 

松原市 さんぽ 

松原市 つぐみ 

松原市 ほたる 

松原市 食堂 大ちゃん 

松原市 清月 

松原市 満マル 河内天美店 

大東市 NICETIME 

大東市 YAKINIKU BUFFET左近 オペラパーク店 

大東市 お好み焼き 友善 

大東市 キャロット 

大東市 サブリナ 

大東市 まんま家 大東店 

大東市 ル・ソレイユ 

大東市 わいん酒場 まーる 

大東市 一寸処モリ本 

大東市 花満円住道店 

大東市 割烹 秀 

大東市 株式会社 グリル大東 
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大東市 喜まぐれ料理しば 

大東市 眉山 

大東市 来来亭住道店 

和泉市 ＢＡＲ ＫＩＮＧ 

和泉市 BAR ZETTON 

和泉市 ＮＡＫＡＭＡ 

和泉市 おかん 

和泉市 お好み焼栄吉 

和泉市 カラオケ 舞 

和泉市 カラオケ＆BarALLURE 

和泉市 カラオケ花 

和泉市 グリル喫茶ロアール 

和泉市 スナック Noa 

和泉市 スナックセブン 

和泉市 そば処 高台寺天風 納花店 

和泉市 チャイニーズバルキング 

和泉市 とんかつ万福 

和泉市 にぎり長次郎和泉中央店 

和泉市 パンケーキカフェ cafeblow和泉府中店 

和泉市 みんなのお店 ZETTON 

和泉市 レストハウスお好み焼きあすなろ 

和泉市 旭寿し 

和泉市 台湾甜商店 ららぽーと和泉店 

和泉市 地産旬食ダイニングあかざわ 

和泉市 中華ダイニング結 

和泉市 鉄板居酒屋しえろ 

和泉市 道頓堀名物串揚げ鍋串のれん 

和泉市 本家さぬきや 和泉福瀬店 

和泉市 本格インド料理レストラン シャクティ 

箕面市 cafe a。u。n 

箕面市 にぎり長次郎石丸店 

箕面市 にぎり長次郎箕面百楽荘店 

箕面市 まさはん亭 

箕面市 やっぱりステーキみのおキューズモール店 

箕面市 沖縄料理黒猫屋くろまやー 
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箕面市 味菜香やま脇 

箕面市 箕面松新 

箕面市 壺千 

柏原市 tant-tant 

柏原市 うどん山川 国分店 

柏原市 カラオケ&スナック Ｔiara 

柏原市 とんちゃん 

柏原市 ファイト!!マルシェ＆カフェ 

柏原市 ミュージアム カフェ&バー 

柏原市 中華料理 まるよし 

柏原市 鳥貴族柏原店 

柏原市 瑠璃のきらめきと 

柏原市 和バル 楓 

羽曳野市 alice Farm 

羽曳野市 CLEF 

羽曳野市 DELI&DINING PEKOHOUSE 

羽曳野市 カラオケ奏 Kanade 

羽曳野市 カレーハウス CoCo壱番屋羽曳野樫山店 

羽曳野市 玄米ごはんやことのは 

羽曳野市 味千ラーメン 

羽曳野市 明世 羽曳野店 ちょいちょい 

門真市 bar Selfish 

門真市 Pulau Bulan 

門真市 オリーブ 

門真市 かたらい酒場火火 

門真市 カラオケ マミ 

門真市 カラオケサロン Retty 

門真市 カラオケ嘉代 

門真市 すみれ 

門真市 ダイニングペンギン館 

門真市 チャオズ 

門真市 にぎり長次郎門真店 

門真市 もつ鍋の谷口 

門真市 もつ鍋居酒屋 Manma 

門真市 らーめん一作 門真店 
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市町村名 施設名称 

門真市 居酒屋 八嶋 

門真市 串やでござる 

門真市 讃州うどんの庄 せと 

門真市 自家焙煎珈琲笑間 

門真市 社会福祉法人蓮根会 パンドミー10 

門真市 春きらり 

門真市 旬肴雅 

門真市 焼肉スエヒロ 

門真市 台北 

門真市 中華酒屋龍泉亭 

門真市 中華料理 誠華 

門真市 轍 萱島オネストビル 

門真市 八光 

門真市 繁 

門真市 門真レンコン屋 

門真市 有限会社天下第一 古川橋店 

摂津市 どんぐり 

摂津市 マクドナルド摂津ショッピングセンター店 

摂津市 マクドナルド千里丘店 

摂津市 ミルキー 

摂津市 やきとりうの屋 

摂津市 沖縄料理しーさ 

摂津市 炭いしばし 

摂津市 地鶏うの屋 

摂津市 野乃鳥 千里丘酒場 

摂津市 和牛焼肉和王亭 

摂津市 鮨夕月東店 

高石市 お好み焼きめりけん亭 

高石市 カラオケ みやび 

高石市 さぬきうどんの店 美麺 

高石市 スナックお花 

高石市 レストランアラキ 

高石市 喫茶キャッスル 

高石市 鳥楽 

藤井寺市 お食事処平六 



 

57 

市町村名 施設名称 

藤井寺市 カレーハウス CoCo壱番屋藤井寺外環状線店 

藤井寺市 フォークソイ 

藤井寺市 花満円藤井寺店 

藤井寺市 春日 

藤井寺市 焼肉かっちゃん 

藤井寺市 入船食堂 

藤井寺市 炉端焼どんと 

東大阪市 BAR MATILDA 

東大阪市 BLACK TIGER 布施店 

東大阪市 buca 小阪店 

東大阪市 calla 

東大阪市 CasaBlanca 

東大阪市 JOE MAD SPECIAL 

東大阪市 JUICY GOSSIP 

東大阪市 KASUYA東大阪川田店 

東大阪市 Lapin 

東大阪市 Lounge eM Bar 

東大阪市 Regina 

東大阪市 snack Petit Pas 

東大阪市 Sound Lounge OMARA 

東大阪市 wine&food buca 布施店 

東大阪市 エターナル 

東大阪市 ガーベラ 

東大阪市 かしむら 

東大阪市 カフェサウサリート 

東大阪市 カフェテリア 

東大阪市 カフェドクリエホピタル市立東大阪医療センター店 

東大阪市 カラオケ hanahana 

東大阪市 カラオケいろは 

東大阪市 カラオケスナック ミモザ 

東大阪市 カレー屋 ポンポン 

東大阪市 キャロット 

東大阪市 コーヒーサロン・チロル 

東大阪市 コーヒーショップ F 

東大阪市 コメダ珈琲店 ライフ八戸ノ里店 
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市町村名 施設名称 

東大阪市 コメダ珈琲店 東大阪渋川店 

東大阪市 こんぴらや 

東大阪市 サウンド J近大通り店【キンカラ】 

東大阪市 スナック Luana 

東大阪市 たまごのちから 

東大阪市 ぢどり亭長瀬店 

東大阪市 なにわ健康ランド湯～トピア  

東大阪市 にぎり長次郎イオンタウン東大阪店 

東大阪市 にぎり長次郎東大阪菱屋店 

東大阪市 ひがし 

東大阪市 ひつじ 

東大阪市 ピノキオ 

東大阪市 ふぅふぅ 

東大阪市 ぽよ 

東大阪市 ほろ酔い酒場ひびき 

東大阪市 みすず 

東大阪市 みゆん家 

東大阪市 やきとり大 

東大阪市 ヤッコ食堂 

東大阪市 らぁめんたむら 

東大阪市 栄鮨 

東大阪市 楽、小阪店 

東大阪市 楽天寿司 

東大阪市 株式会社 みやこ 

東大阪市 岩崎酒店 立飲み 

東大阪市 喫茶サンセットイン 

東大阪市 居酒屋 一郎 

東大阪市 居酒屋こもちゃん 

東大阪市 居酒屋縁 

東大阪市 京 能登路 

東大阪市 串かつ伸 

東大阪市 玄品 長田 

東大阪市 広来園 

東大阪市 三河麺 don家菱江店 

東大阪市 讃岐うどん豊力 
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東大阪市 柴田酒店 

東大阪市 手打ちうどん三豊 

東大阪市 小阪楽てん北店 

東大阪市 焼とり吉鳥 若江岩田店 

東大阪市 焼とり吉鳥 八戸ノ里店 

東大阪市 焼とり居酒屋 吉鳥長瀬駅前店 

東大阪市 上等カレー布施店 

東大阪市 真梨庵 

東大阪市 翠竹軒 

東大阪市 大正軒 大阪店 

東大阪市 炭火焼肉河内屋 高井田店 

東大阪市 炭火焼肉河内屋 総本店 

東大阪市 炭焼居酒家もんじゅろう 

東大阪市 長田ワインバル 904 

東大阪市 天下一品瓢箪山店 

東大阪市 天下一品布施店 

東大阪市 得正×上等カレー若江岩田店 

東大阪市 備長炭牛炭火焼 串しゃ串しゃ 

東大阪市 粉もん屋八 河内小阪駅店 

東大阪市 麺屋縁 

東大阪市 遊心 

泉南市 IGOKOCHI CAFE+ 

泉南市 Sun Beat 

泉南市 イタリアンレストランヌーノ 

泉南市 カラオケスナック祐綺 

泉南市 カラオケ響遊人 

泉南市 カラオケ都 

泉南市 ぴょんぴょん 

泉南市 雲龍一包軒 イオンモールりんくう泉南 

泉南市 花月 

泉南市 居酒屋涼 

泉南市 黒長兵衛 イオンモールりんくう泉南 

泉南市 再来亭 

泉南市 旬彩 Dining こころ 

四條畷市 あぐ楽 
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市町村名 施設名称 

四條畷市 ファミリーラウンジせつ 

四條畷市 蕎麦あずま 

四條畷市 紅虎餃子房 イオンモール四條畷 

四條畷市 手打ちうどん和食くるまや 

四條畷市 大阪パブリックゴルフ場 

四條畷市 凪 

四條畷市 別館くるまや 

交野市 たね tane 

交野市 にぎり長次郎京阪交野タウン店 

交野市 やきとり大吉交野店 

交野市 焼肉 宝殿 

交野市 炭火焼鳥もくもく 

大阪狭山市 うどん天国 

大阪狭山市 カラオケ喫茶たろう 

大阪狭山市 たっかん 

大阪狭山市 ドリームハート 

大阪狭山市 パリーネ狭山店 

大阪狭山市 ミスタードーナツＲ３１０さやま店 

大阪狭山市 七福堂 金剛店 

大阪狭山市 旬菜 花椿 大阪狭山店 

大阪狭山市 焼鳥 釜めし とりぞう狭山店 

大阪狭山市 笑福亭 

阪南市 ドリーミー 

阪南市 ビギン 

阪南市 阪南ゴルフクラブ 

島本町 Cachecachecoucou 

島本町 Fornista  

島本町 なないろ舎 

豊能町 オーベルジュヤマガミ 

能勢町 遊留里 

忠岡町 カラオケスナック パドック 

忠岡町 立花酒店 立花 

熊取町 竹取物語 

熊取町 本家さぬきや 熊取店 

田尻町 マルゲリータキッチン 関西国際空港 
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田尻町 韓国料理焼肉マダン 

田尻町 紅虎餃子房 関西国際空港 

田尻町 炭火食彩の里 一休 

太子町 サントルドゥヴィラージュ 

太子町 太子カントリー倶楽部 １４番茶店 

太子町 太子カントリー倶楽部 ５番茶店 

太子町 太子カントリー倶楽部 RESTAURANT SAKURA 

河南町 ガーデンカフェキッチンハート 

 

 

 


