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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 10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 ALOHA TABLE 京橋 

大阪市都島区 ＧＡＲＢ ＤＲＥＳＳＩＮＧ 

大阪市都島区 ＪＯＹ風月風の街京橋店 

大阪市都島区 ＪＯＹ風月風の街京橋飛騨店 

大阪市都島区 うわさの姫子 

大阪市都島区 カラオケパブ Smile 

大阪市都島区 から揚げの天才都島店 

大阪市都島区 カンペチャーノ 

大阪市都島区 ご飯屋さん Smile 

大阪市都島区 じゃんぼ總本店 京橋駅前店 

大阪市都島区 スタンド カッコ 

大阪市都島区 すなっくえむ 

大阪市都島区 スナックパブ さつまや 

大阪市都島区 ドトールコーヒーショップ大阪京橋店 

大阪市都島区 トヨクニコーヒー 

大阪市都島区 みやび 

大阪市都島区 メーベル 

大阪市都島区 塩そば九兵衛 京橋店 

大阪市都島区 海千山千番長 京橋北店 

大阪市都島区 居酒屋若林 

大阪市都島区 京橋酒場 

大阪市都島区 京橋酒場 情熱ホルモン 

大阪市都島区 山商 東野田店 

大阪市都島区 自家製面 杵屋 

大阪市都島区 信州そば処そじ坊 
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市町村名 施設名称 

大阪市都島区 赤のれん 

大阪市都島区 大阪王 京橋総本店 

大阪市都島区 大衆酒場いごっそー 

大阪市都島区 明ごころ本店 

大阪市都島区 和牛焼肉うのう都島本通店 

大阪市都島区 髙橋酒店 

大阪市福島区 1ポンドのステーキハンバーグタケル 福島店 

大阪市福島区 Disco  

大阪市福島区 il luogo di TAKEUCHI  

大阪市福島区 MACELLERIA di TAKEUCHI  

大阪市福島区 MICKS TASTE 

大阪市福島区 PARADISO DEL VINO TAKEUCHI  

大阪市福島区 イカれた鮨屋 

大阪市福島区 おさかな番長 福島店 

大阪市福島区 ゴールデン玉川 

大阪市福島区 シアトルズベストコーヒー イオンスタイル野田阪神店 

大阪市福島区 しゃぶ扇 野田阪神店 

大阪市福島区 ドーミー大阪福島 

大阪市福島区 トンカツ弁当じゃんぼ 

大阪市福島区 にくずし 

大阪市福島区 ぷーれ 

大阪市福島区 ミスタードーナツイオンスタイル海老江ショップ 

大阪市福島区 ミスタードーナツ野田ショップ 

大阪市福島区 やきとり番長福島店 

大阪市福島区 横濱家系ラーメン 金山家 福島店 

大阪市福島区 海鮮居酒屋 天ぷら番長 

大阪市福島区 芥川珈琲 スパイスカリー大陸 

大阪市福島区 街の肉バル Buff福島店 

大阪市福島区 牛タンと野菜巻き串 おくお福島店 

大阪市福島区 赤おに家 福島店 

大阪市福島区 地獄谷冥土バー 

大阪市福島区 鉄板焼・もんじゃ焼 西屋 福島店 

大阪市福島区 藤家 

大阪市福島区 藤家Ｚ 

大阪市福島区 福島酒場 情熱ホルモン 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 墨国回転鶏料理 福島店 

大阪市福島区 六源福島店 

大阪市福島区 和牛焼肉うのう福島本店 

大阪市福島区 鮓と鉄板さくやま 

大阪市福島区 鮨工房ながまさ 

大阪市福島区 鮨天知州 

大阪市此花区 TheBlendInn 

大阪市此花区 WARAOMO西九条 

大阪市此花区 あべのやこやき やまちゃんユニバーサルシティウォーク店 

大阪市此花区 お好み焼き蘆花亭 

大阪市此花区 カルビチャンプ ユニバーサル・シティウォーク店 

大阪市此花区 ココス千鳥橋店 

大阪市此花区 スナックぽっぽ 

大阪市此花区 唄ごごろ・奥 

大阪市此花区 居酒屋弘 

大阪市此花区 居酒屋天下一 

大阪市此花区 此花典礼会館 

大阪市此花区 自家製麺 杵屋麦丸 

大阪市此花区 旬菜味空 

大阪市此花区 西九条酒場 情熱ホルモン 

大阪市此花区 地鶏食彩陶 

大阪市西区 ANGUS 

大阪市西区 Bar Baden2  

大阪市西区 BISTRO LAMPE 

大阪市西区 BISTRO◎BACCHUS 

大阪市西区 Bullet 

大阪市西区 cafe BOBBIN 

大阪市西区 CHASHITSU Japanese Tea & Coffee 

大阪市西区 ＣＵＢＩＥＲＴＡ 

大阪市西区 meme cafe 

大阪市西区 mothers 

大阪市西区 NOTREMANMA 

大阪市西区 イタリア料理小西屋 

大阪市西区 いつもの処 

大阪市西区 インドレストランカァマデヌ 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 うえの 

大阪市西区 おらが蕎麦 

大阪市西区 げんきスパイスカレーKIKI 

大阪市西区 コジーナ邸 

大阪市西区 ごはんや石田 

大阪市西区 サバ６製麺所  

大阪市西区 シアトルズベストコーヒー 肥後橋 Welina Hotel店 

大阪市西区 しゃぶしゃぶ坂下 

大阪市西区 しゃぶしゃぶ西谷 

大阪市西区 じゃんぼ總本店 新町 1丁目店 

大阪市西区 スナック ソウル 

大阪市西区 スナック りんどう 

大阪市西区 チーナ邸 

大阪市西区 トウーレ・ドウーレ 

大阪市西区 ドーミー西長堀 

大阪市西区 とんかつ一番 2deux 

大阪市西区 フローラダニカ 

大阪市西区 マルホ酒店 

大阪市西区 ムーラン 

大阪市西区 ラクシュミ 

大阪市西区 リストランテ サリーレ 

大阪市西区 丸幸酒場 

大阪市西区 魚料理ささら 

大阪市西区 九絵家 

大阪市西区 若狭や 

大阪市西区 秀吉 肥後橋店 

大阪市西区 心粋うどん いろは 

大阪市西区 人情酒場 阿波座店 

大阪市西区 創作鉄板焼 720 

大阪市西区 鯛担麺専門店 抱きしめ鯛 

大阪市西区 台処かみ谷 

大阪市西区 茶屋亭 

大阪市西区 鉄板焼プランチャ 

大阪市西区 呑み処 なばちゃん 

大阪市西区 肥後橋 ゆきや。 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 美月 

大阪市西区 北堀江ほおずき 

大阪市西区 良亭 

大阪市港区 Bar.Urizun 

大阪市港区 Pizzeria E Trattoria Ciao 

大阪市港区 アートホテル大阪ベイタワー Bar Lounge Twenty 

大阪市港区 アートホテル大阪ベイタワー SKYBUFFET51 

大阪市港区 アートホテル大阪ベイタワー 割烹みなと 

大阪市港区 アートホテル大阪ベイタワー 鉄板焼 RURI 

大阪市港区 ガールズナック 806 

大阪市港区 ココス天保山マーケットプレース店 

大阪市港区 こんかな Family 

大阪市港区 こんかな Island 

大阪市港区 すし半市岡店 

大阪市港区 たこ焼き diningギルド 

大阪市港区 どんぶり専門店丼丼亭 

大阪市港区 ミスタードーナツみなと夕凪ショップ 

大阪市港区 井筒食堂 

大阪市港区 音明庵 菩提樹 

大阪市港区 牛の福天保山マーケットプレース店 

大阪市港区 自家製面 杵屋 天保山マーケットプレイス 

大阪市港区 笑談酒場たわけ 

大阪市港区 信州そば処そじ坊 

大阪市港区 新盛飯店 

大阪市港区 殿様かえる 

大阪市大正区 THE MARKET Sour Lab. 

大阪市大正区 うすぱれ 豊年 

大阪市大正区 うるま御殿 

大阪市大正区 おばんざい利庵 

大阪市大正区 お好み焼ひろ 

大阪市大正区 お料理 まほろ 

大阪市大正区 カラオケメモリー 

大阪市大正区 すし半大正店 

大阪市大正区 ティンカーベル 

大阪市大正区 バーガー酒場 ハンバーガー・ママ 
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市町村名 施設名称 

大阪市大正区 ミスタードーナツ大正千島ショップ 

大阪市大正区 ムーンライト 

大阪市大正区 モリノ（ホテルソビアル 大阪 ドーム前内） 

大阪市大正区 花うさぎ 

大阪市大正区 居酒屋 京 

大阪市大正区 三徳庵大正店 

大阪市大正区 焼肉五苑 大正店 

大阪市大正区 石窯バール デコレ 

大阪市大正区 大阪王 大正店 

大阪市大正区 大正酒場 情熱ホルモン 

大阪市大正区 番屋 三軒家店 

大阪市大正区 番屋 泉尾店 

大阪市大正区 麗音 

大阪市天王寺区 BAGEL&BAGEL 天王寺ミオ店 

大阪市天王寺区 Flocorir L'arbre 

大阪市天王寺区 Le Ronde Beause 

大阪市天王寺区 MICAZUKI 

大阪市天王寺区 nana's green tea 天王寺ミオ店 

大阪市天王寺区 O'Reshuka 

大阪市天王寺区 ＴＥＮＧＯＫＵ 

大阪市天王寺区 あべのたこやき やまちゃん 天王寺北口店 

大阪市天王寺区 うどん穂の香 

大阪市天王寺区 きなさ 

大阪市天王寺区 コリアンキッチン シジャン 

大阪市天王寺区 サンマルクカフェ南海天王寺店 

大阪市天王寺区 しなの酒坊 

大阪市天王寺区 じゃんぼ總本店上本町 1丁目店 

大阪市天王寺区 スイーツパラダイス天王寺ミオ店 

大阪市天王寺区 ステーキリバーベ 寺田町店 

大阪市天王寺区 たこ焼き ぐれお 

大阪市天王寺区 ドーミー上本町 

大阪市天王寺区 どんぶり専門店丼丼亭 

大阪市天王寺区 はり重近鉄上本町店 

大阪市天王寺区 まごころ料理ほそかわ 

大阪市天王寺区 ミスタードーナツＪＲ桃谷駅前ショップ 
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市町村名 施設名称 

大阪市天王寺区 ミスタードーナツ上本町ショップ 

大阪市天王寺区 モスバーガー上六店 

大阪市天王寺区 ライブハウスタカラ大阪 

大阪市天王寺区 りき六 

大阪市天王寺区 海鮮屋台 新鮮組 上本町店 

大阪市天王寺区 海鮮酒場おか長あべちか店 

大阪市天王寺区 牛の福近鉄百貨店上本町店 

大阪市天王寺区 牛楽亭 

大阪市天王寺区 魚屋スタンド裏天王寺すしセンター 

大阪市天王寺区 串かつ料理 活 阿倍野店 

大阪市天王寺区 玄三庵天王寺ミオプラザ館店 

大阪市天王寺区 小原庄助 

大阪市天王寺区 焼肉大吉 

大阪市天王寺区 信濃そば 

大阪市天王寺区 赤のれん 

大阪市天王寺区 赤のれん 

大阪市天王寺区 赤白天王寺ミオプラザ館店 

大阪市天王寺区 大番 

大阪市天王寺区 炭火ホルモンそがん上本町店 

大阪市天王寺区 炭火屋やちゃぼう 

大阪市天王寺区 炭火焼鳥赤目 

大阪市天王寺区 炭火焼肉もん太 

大阪市天王寺区 天王寺レストラン レストラン ROYAL 

大阪市天王寺区 南海そば天王寺店 

大阪市天王寺区 白菊 

大阪市天王寺区 風の街玉造店 

大阪市天王寺区 洋風居酒屋 JINANBO 

大阪市天王寺区 裏天王寺店 大阪焼とん TAYUTAYU 

大阪市天王寺区 力餅食堂 玉造 

大阪市天王寺区 炉ばた焼 わすれ茶屋 

大阪市天王寺区 炉ばた焼 網兵衛 

大阪市天王寺区 餃子酒場やちゃぼう 

大阪市浪速区 １ポンドのステーキハンバーグタケル 日本橋オタロード店 

大阪市浪速区 CRISPY CHICKEN n' TOMATOなんば店 

大阪市浪速区 GalleryCafe＊Kirin＊ 
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市町村名 施設名称 

大阪市浪速区 UPGREEN 

大阪市浪速区 あべのたこやき やまちゃん なんばこめじるし店 

大阪市浪速区 おばんざい屋ばあば 

大阪市浪速区 グリル梵 

大阪市浪速区 さかな屋 Roku鮮 通天閣本店 

大阪市浪速区 しゃぶ扇 難波ＯＣＡＴ店 

大阪市浪速区 なんば南酒場 情熱ホルモン 

大阪市浪速区 ニューダイトン 

大阪市浪速区 のみや大坪商店 

大阪市浪速区 ファニーティアーズ 

大阪市浪速区 ホテルソビアル なんば大国町 

大阪市浪速区 マルホ酒店ミナミ店 Bottle Shop&Bistro 

大阪市浪速区 みなみ寿司 

大阪市浪速区 らーめん鱗 難波店 

大阪市浪速区 海鮮丸 

大阪市浪速区 喫茶玉一 

大阪市浪速区 居酒屋ちえ 

大阪市浪速区 恵美須町酒場 情熱ホルモン 

大阪市浪速区 御食事処にしかわ 

大阪市浪速区 桜川酒場 情熱ホルモン 

大阪市浪速区 実演手打うどん 杵屋 

大阪市浪速区 焼肉 ぜろはち 

大阪市浪速区 赤坂屋 

大阪市浪速区 大阪新世界横丁串カツ万福 

大阪市浪速区 茶縁 

大阪市浪速区 天閣たこやき 

大阪市浪速区 美遊 

大阪市浪速区 北野屋 

大阪市浪速区 本家 ホルモン道場 

大阪市浪速区 夢鳥 

大阪市浪速区 陽 HINATA 

大阪市浪速区 浪花創作ダイニング食いしん坊 

大阪市浪速区 浪速典礼会館 

大阪市西淀川区 chou chou 

大阪市西淀川区 お好み焼き ちえの店 
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市町村名 施設名称 

大阪市西淀川区 お食事処 つゆ草 

大阪市西淀川区 じゃんぼ總本店 塚本駅前店 

大阪市西淀川区 すし半塚本店 

大阪市西淀川区 スナック あけの 

大阪市西淀川区 たんたん 

大阪市西淀川区 フレンド 

大阪市西淀川区 ホルモン焼肉 美津 

大阪市西淀川区 一富士 

大阪市西淀川区 醤油と貝と麺そして 人と夢 

大阪市西淀川区 西淀川典礼会館 

大阪市西淀川区 北村酒店 

大阪市東淀川区 1ポンドのステーキハンバーグタケル 上新庄店 

大阪市東淀川区 twin 

大阪市東淀川区 うぐいす 

大阪市東淀川区 カラオケ おうち 

大阪市東淀川区 キリンケラーヤマト新大阪店 

大阪市東淀川区 ココス東淀川店 

大阪市東淀川区 しゆうんＳ 

大阪市東淀川区 ステーキリバーベ 上新庄店 

大阪市東淀川区 たこ焼きハイボール酒場ひさご 

大阪市東淀川区 ドーミー上新庄 

大阪市東淀川区 ドーミー南方 

大阪市東淀川区 ミュージックハウスＤＪ 

大阪市東淀川区 亜理亜恵 上新庄店 

大阪市東淀川区 亜理亜恵 相川店 

大阪市東淀川区 喫茶館グロリア 

大阪市東淀川区 柴島レストラン 

大阪市東淀川区 寿司処坊主 

大阪市東淀川区 焼鳥大番 

大阪市東淀川区 焼肉 煙 

大阪市東淀川区 焼肉五苑 淡路店 

大阪市東淀川区 大衆酒場ヒロタヤ３号 

大阪市東淀川区 得月 

大阪市東淀川区 零 上新庄店 

大阪市東成区 Ankh 
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市町村名 施設名称 

大阪市東成区 Only One 

大阪市東成区 PEAK 

大阪市東成区 SNACK CoCo 

大阪市東成区 いろいろ 

大阪市東成区 えびす手羽先 

大阪市東成区 くれよん 

大阪市東成区 げんこつ 

大阪市東成区 ひっぱらん 

大阪市東成区 マルタツ 

大阪市東成区 やきとり屋 鳥之宮 

大阪市東成区 河岡水産 

大阪市東成区 吉鳥今里駅前店 

大阪市東成区 玉造酒場正味や 

大阪市東成区 焼肉五苑 玉造店 

大阪市東成区 大阪王 鶴橋店 

大阪市東成区 中華料理 多々喰 

大阪市東成区 中国小皿料理彩七 今里店 

大阪市東成区 鶴亀 

大阪市東成区 鶴橋酒場 情熱ホルモン 

大阪市生野区 Cafe Seeds 

大阪市生野区 Deux Soeurs 

大阪市生野区 F1 

大阪市生野区 うたい家 ひろべえ 

大阪市生野区 えっちゃん 

大阪市生野区 オルタナキッチン Oooze 

大阪市生野区 お好み焼きいろは 

大阪市生野区 カフェ・ド・レオン 

大阪市生野区 カフェ L 

大阪市生野区 きらく 

大阪市生野区 こうちゃん 

大阪市生野区 じゃんぼ總本店 

大阪市生野区 じゃんぼ總本店 小路駅前店 

大阪市生野区 テンワン 

大阪市生野区 ハートランド 

大阪市生野区 ふぐ料理あじ平 
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市町村名 施設名称 

大阪市生野区 みさを寿司 

大阪市生野区 やきとり家はやっちゃん 

大阪市生野区 王様が愛したカルビ 

大阪市生野区 獅子家 

大阪市生野区 生野長屋大学ポンポコキャンパス 

大阪市生野区 名古屋コーチン鶏壱 

大阪市旭区 minimum 

大阪市旭区 Putijoyinonoff 

大阪市旭区 じゃんぼ總本店 赤川 3丁目店 

大阪市旭区 じゃんぼ總本店 千林商店街店 

大阪市旭区 じゃんぼ總本店 千林大宮店 

大阪市旭区 じゃんぼ總本店 太子橋今市店 

大阪市旭区 そば処 大力 

大阪市旭区 ドトールコーヒーショップ千林店 

大阪市旭区 関目酒場 情熱ホルモン 

大阪市旭区 韓国料理クッパ 

大阪市旭区 喫茶ドリーム 

大阪市旭区 屑 

大阪市旭区 研修センターラウンジ 

大阪市旭区 研修センター食堂 

大阪市旭区 江戸前赤川蕎麦 

大阪市旭区 山商饂飩店 

大阪市旭区 森小路典礼会館 

大阪市旭区 惣庵 

大阪市旭区 風の街千林店 

大阪市旭区 立ち飲屋いどや 

大阪市城東区 Darts Bar Leaflet 

大阪市城東区 エビス 

大阪市城東区 おもてなしときわ 

大阪市城東区 ココス城東今福店 

大阪市城東区 コモレビコーヒー焙煎所 

大阪市城東区 じゃんぼ總本店 関目高殿店 

大阪市城東区 じゃんぼ總本店 京阪関目駅前店 

大阪市城東区 じゃんぼ總本店 野江 3丁目店 

大阪市城東区 すし半今福店 
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市町村名 施設名称 

大阪市城東区 ステーキリバーベ 深江橋店 

大阪市城東区 せかんど 

大阪市城東区 とんかつひろ喜 鴫野店 

大阪市城東区 ビリヤード＆ダーツ SUN 

大阪市城東区 プティ・フロマージュ （カフェ・プティ cafe petit ） 

大阪市城東区 ら.Seek! 

大阪市城東区 ラウンジカラオケまみむ 

大阪市城東区 喫茶 照 

大阪市城東区 喫茶ミドリ緑 

大阪市城東区 居酒屋〇儲家 

大阪市城東区 今福酒場 情熱ホルモン 

大阪市城東区 三代目 喜三酒店 

大阪市城東区 焼肉久太郎 蒲生店 

大阪市城東区 城東玉泉院 調理部 

大阪市城東区 折鶴亭 

大阪市城東区 鉄板焼 ぎんちゃん 

大阪市城東区 博多かわ屋京橋南口店 

大阪市城東区 法宴会館 調理部 レストランいとう 関目店 

大阪市阿倍野区  おぼん deごはん あべのキューズモール店 

大阪市阿倍野区 BARバナナ 3号店 

大阪市阿倍野区 Buffalo29 

大阪市阿倍野区 Jasmine 

大阪市阿倍野区 Rあーりー 

大阪市阿倍野区 SKYGARDEN 300 

大阪市阿倍野区 SURFSIDE KITCHEN 

大阪市阿倍野区 あべのカツサンドパーラーロマン亭 

大阪市阿倍野区 あべの酒場 

大阪市阿倍野区 お好み焼 明 

大阪市阿倍野区 スタンドふじ 

大阪市阿倍野区 ステーキリバーベ 西田辺店 

大阪市阿倍野区 スナックバナナ 2号店 

大阪市阿倍野区 ドーミー阿倍野 

大阪市阿倍野区 どんぶり専門店丼丼亭 

大阪市阿倍野区 ナイーズ 

大阪市阿倍野区 ビーンズ 
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市町村名 施設名称 

大阪市阿倍野区 ビフテキ重・肉飯＆デリ ロマン亭 

大阪市阿倍野区 ミスタードーナツ昭和町ショップ 

大阪市阿倍野区 みん味ん Kitchen 

大阪市阿倍野区 やまちゃん２号店 

大阪市阿倍野区 やまちゃん本舗 

大阪市阿倍野区 阿倍野レストラン  レストランＲＯＹＡＬ 

大阪市阿倍野区 韓美膳 

大阪市阿倍野区 丸幸水産 昭和町店 

大阪市阿倍野区 串天居酒屋赤のれん 

大阪市阿倍野区 三輪 

大阪市阿倍野区 自家製面 杵屋 

大阪市阿倍野区 焼肉レストラン樹林 

大阪市阿倍野区 大阪竹葉亭 

大阪市阿倍野区 大衆焼きとり元 

大阪市阿倍野区 博多もつ鍋いっぱち 天王寺店 

大阪市阿倍野区 炉ばた焼 櫓屋 

大阪市住吉区 Bistros Epice 

大阪市住吉区 ＰＨＡＲＭＡ ＣＡＦＥ 

大阪市住吉区 カラオケ喫茶メロディー 

大阪市住吉区 すし半住吉店 

大阪市住吉区 スナック フレンズ 

大阪市住吉区 マドンナ＆クレイジー(ステージ喫茶マドンナ) 

大阪市住吉区 芦川 

大阪市住吉区 紀月 

大阪市住吉区 居酒屋 郷司山 

大阪市住吉区 居酒屋とんがらし 

大阪市住吉区 居酒屋結 

大阪市住吉区 
社会福祉法人ライフサポート協会住吉総合福祉センター天日塩らーめん

べらしお福祉 

大阪市住吉区 釈迦力友 あびこ店 

大阪市住吉区 川勝 

大阪市住吉区 炭火焼ステーキ あおき 

大阪市住吉区 鉄板串焼きくわくわ 

大阪市住吉区 博多もつ鍋いっぱち あびこ店 

大阪市住吉区 八剣伝沢之町店 
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市町村名 施設名称 

大阪市住吉区 飛ん馬 

大阪市東住吉区 SNACK JJ 

大阪市東住吉区 Versailles紅茶店 

大阪市東住吉区 カラオケ エリピョン 

大阪市東住吉区 ココス今川店 

大阪市東住吉区 スナック R 

大阪市東住吉区 つしま 

大阪市東住吉区 ドトールコーヒーショップ近鉄針中野駅前店 

大阪市東住吉区 ひょうたんから駒 

大阪市東住吉区 壱六庵 

大阪市東住吉区 喫茶 幸 

大阪市東住吉区 焼とり居酒屋 大蔵 

大阪市東住吉区 焼肉五苑 湯里店 

大阪市東住吉区 西田食堂 

大阪市東住吉区 東住吉典礼会館 

大阪市東住吉区 味処 どんなもんや 

大阪市東住吉区 弥平士 

大阪市東住吉区 立ち呑みじゅんじゅん 

大阪市西成区 BACK ROOM 

大阪市西成区 CAFE DE NAPOLEON 

大阪市西成区 JUNE 

大阪市西成区 アプローチ 

大阪市西成区 いろは 

大阪市西成区 カラオケ はなぞの 

大阪市西成区 カラオケ居酒屋由美 

大阪市西成区 からおけ美 

大阪市西成区 ステーキリバーベ 玉出店 

大阪市西成区 スナック はるみ 

大阪市西成区 スナック香月 

大阪市西成区 どや 

大阪市西成区 なんばや 

大阪市西成区 ふじや 

大阪市西成区 ラーメン大将 

大阪市西成区 レディースカラオケ路 

大阪市西成区 花園酒場 情熱ホルモン 
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市町村名 施設名称 

大阪市西成区 居酒屋 亜紀 

大阪市西成区 居酒屋きのした 

大阪市西成区 銀の鈴 

大阪市西成区 今宮酒場 情熱ホルモン 

大阪市西成区 桜子 

大阪市西成区 射手座 

大阪市西成区 焼とん yaたゆたゆ 天下茶屋 本店 

大阪市西成区 世 

大阪市西成区 星 

大阪市西成区 蝶々 

大阪市西成区 直味家 

大阪市西成区 南海そば新今宮店 

大阪市西成区 別館 

大阪市西成区 和牛焼肉うのう玉出本店 

大阪市淀川区 1ポンドのステーキハンバーグタケル 西中島店 

大阪市淀川区 1ポンドのステーキハンバーグタケル 東三国店 

大阪市淀川区 BRASSERIE WASAWO 

大阪市淀川区 GOGURIS 

大阪市淀川区 HanaHana 

大阪市淀川区 RUSH 

大阪市淀川区 Santeat 

大阪市淀川区 Shot Bar DROP IN 

大阪市淀川区 STEAK HOUSE ロマン亭 ounce 地下鉄新大阪店 

大阪市淀川区 インフィニティー 

大阪市淀川区 おおがまや阪急十三店 

大阪市淀川区 お菓子のアトリエ ハンブルグ 十三本店 

大阪市淀川区 カラオケ・スナックサラン 

大阪市淀川区 キッチンはる 

大阪市淀川区 クッチーナ イタリアンキッチン 

大阪市淀川区 ケーキハウス ハンブルグ 阪急三国駅前店 

大阪市淀川区 サフィニア 

大阪市淀川区 サブタイム 

大阪市淀川区 じゃんぼ總本店 東三国店 

大阪市淀川区 スワロウテイル 

大阪市淀川区 たこ焼きハイボール酒場ひさご 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 ドーミー新大阪 

大阪市淀川区 ドーミー東三国 

大阪市淀川区 ドトールコーヒーショップニッセイ新大阪ビル店 

大阪市淀川区 ドトールコーヒーショップ西中島５丁目店 

大阪市淀川区 ドトールコーヒーショップ西中島南方駅前店 

大阪市淀川区 とり料理やなぎ 

大阪市淀川区 ねぎ焼やまもと 新大阪店 

大阪市淀川区 ねぎ焼やまもと 西店 やきそば亭 

大阪市淀川区 ねぎ焼やまもと 本店 

大阪市淀川区 のぎく 

大阪市淀川区 パシオンエナチュール新大阪 

大阪市淀川区 ひょうたん寿し 新大阪店 

大阪市淀川区 ブフー 

大阪市淀川区 まいどおおきに南方食堂 

大阪市淀川区 ミスタードーナツ十三東口ショップ 

大阪市淀川区 ヤナケンブー 

大阪市淀川区 らーめん鱗 西中島店 

大阪市淀川区 わすれな草 

大阪市淀川区 屋台居酒屋大阪満マル新大阪店 

大阪市淀川区 加島酒場 情熱ホルモン 

大阪市淀川区 河童ラーメン本舗 新大阪店 

大阪市淀川区 街の肉バル Buff西中島店 

大阪市淀川区 喜楽 

大阪市淀川区 喫茶エンゼル 

大阪市淀川区 宮前食堂 

大阪市淀川区 居酒屋 ゆうらく 

大阪市淀川区 魚屋スタンドふじ子 

大阪市淀川区 京焚家と久菴咲良 

大阪市淀川区 玉の家 

大阪市淀川区 焼肉 源 

大阪市淀川区 焼肉どうらく十三店 

大阪市淀川区 焼肉屋牛蔵 

大阪市淀川区 食楽酒楽さえら 

大阪市淀川区 信州そば処そじ坊 

大阪市淀川区 信州そば処そじ坊 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 新大阪典礼会館 

大阪市淀川区 大衆酒場ヒロタヤ２号 

大阪市淀川区 大衆酒場ふくや 

大阪市淀川区 呑み処 ９６８９食堂 

大阪市淀川区 熱血かんたろう 

大阪市淀川区 麺や よかにせ 

大阪市淀川区 葉隠 

大阪市淀川区 来来亭十三店 

大阪市淀川区 炉ばた焼 十三 船番所 

大阪市鶴見区 でん 鶴見店 

大阪市鶴見区 デンバープレミアムイオンモール鶴見緑地店 

大阪市鶴見区 とらいあんぐる 

大阪市鶴見区 わらじ亭 

大阪市鶴見区 吉鳥横堤店 

大阪市鶴見区 信州そば処そじ坊 

大阪市鶴見区 成根苑 

大阪市鶴見区 炭火屋 一 

大阪市鶴見区 炭火焼肉 久太郎 

大阪市鶴見区 鶴見典礼会館 

大阪市鶴見区 風の街放出店 

大阪市住之江区 H・B・P HOTEL 

大阪市住之江区 moonbow 

大阪市住之江区 PASOAPASO 

大阪市住之江区 インド料理二角 

大阪市住之江区 おらんく 

大阪市住之江区 カフェ・ド・クリエ ATC店 

大阪市住之江区 カラオケ 夢いっぱい 

大阪市住之江区 グルカフェみわ 

大阪市住之江区 しゃぶ扇 南港 ATC店 

大阪市住之江区 じゅうじゅううめぇ家 住之江店 

大阪市住之江区 スナックメロン 

大阪市住之江区 タイガー・ローズ・クラブ 

大阪市住之江区 どんぶり専門店丼丼亭 

大阪市住之江区 バーメロン 

大阪市住之江区 モスバーガー南港 ATC店 
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市町村名 施設名称 

大阪市住之江区 飲食店 蜂光 

大阪市住之江区 懐石料理徳 

大阪市住之江区 喫茶 シャドウ 

大阪市住之江区 喫茶花 

大阪市住之江区 旨さ一番 壱番亭 

大阪市住之江区 住之江典礼会館 

大阪市住之江区 小次郎 

大阪市住之江区 焼肉いろり庵 

大阪市住之江区 焼肉えむかん 粉浜店 

大阪市住之江区 焼肉えむかん 北加賀屋店 

大阪市住之江区 焼肉五苑 住之江店 

大阪市住之江区 青いトマト 

大阪市住之江区 千代吉 

大阪市住之江区 呑み処あきちゃん 

大阪市住之江区 板前焼肉一光 住之江本店 

大阪市住之江区 味恵 

大阪市住之江区 麺屋・爽月 

大阪市住之江区 和食・手打うどん杵屋 

大阪市住之江区 膾炙こじろう 

大阪市平野区 0010 

大阪市平野区  本格四川料理 中村屋 

大阪市平野区 BARバナナ 

大阪市平野区 KEN 

大阪市平野区 nobu's cafe 

大阪市平野区 Rencontre 

大阪市平野区 イタリア食堂ちぇるきお 

大阪市平野区 カラオケきまま 

大阪市平野区 くぷくぷ（CUPUCUPU） 

大阪市平野区 ココス平野店 

大阪市平野区 スナック舞 

大阪市平野区 ドーミー平野 

大阪市平野区 ラウンジピリカ 

大阪市平野区 沖縄創作居酒屋ゆめや 

大阪市平野区 季節一品料理 ふじ多 

大阪市平野区 喫茶 啓 
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市町村名 施設名称 

大阪市平野区 京都錦わらい喜連瓜破店 

大阪市平野区 坐松本 

大阪市平野区 三徳庵平野店 

大阪市平野区 焼とり・もつ鍋 石谷 

大阪市平野区 大阪やきそば亭 

大阪市平野区 長原典礼会館 

大阪市平野区 鳥若丸 

大阪市平野区 呑み亭翔 

大阪市平野区 風味堂 

大阪市平野区 平野典礼会館 

大阪市平野区 和食れすとらん天狗 喜連瓜破店 

大阪市北区  マルモキッチン グランフロント大阪店 

大阪市北区 1ポンドのステーキハンバーグタケル 天満店 

大阪市北区 A.Infinity 

大阪市北区 again 

大阪市北区 Amigo 

大阪市北区 ARCADIA 

大阪市北区 ARCANA 

大阪市北区 BAGEL&BAGEL ルクア大阪店 

大阪市北区 Baird Beer Base Station Kansai 

大阪市北区 Bar  KDN 

大阪市北区 Bar arara 

大阪市北区 bar Candle 

大阪市北区 BAR Madre 

大阪市北区 BAR NARITA 

大阪市北区 Bar Sun-Q 

大阪市北区 Bar Workaholic 

大阪市北区 Bar Workaholic 

大阪市北区 BAROQUE 

大阪市北区 BAR くちさけ 

大阪市北区 Body&Soul 

大阪市北区 Cafe&Bar GATSBY 

大阪市北区 CARAT by 

大阪市北区 CBTグリル&キッチン ヨドバシ梅田 

大阪市北区 ＣＬＵＢ ＬＥＧＧＥＮＤＡ 



 

20 

市町村名 施設名称 

大阪市北区 ＣＬＵＢ Ｓｔｅｌｌａ 

大阪市北区 ＣＬＵＢ Ｖｅｓｕｖｉｏ 

大阪市北区 COBACHICURRY 

大阪市北区 CRAFT BEER HOUSE molto!! 

大阪市北区 CURURU 北新地店 

大阪市北区 dailydosecoffee 

大阪市北区 Dining bar Lien 

大阪市北区 double北新地 

大阪市北区 DRUNK BEARS NU 茶屋町店 

大阪市北区 GIRAFE 

大阪市北区 GOOD PROVISION 

大阪市北区 IL PINOLO 梅田 

大阪市北区 ｉ＇ｓ ｒｏｏｍ 

大阪市北区 izakaya逢夢 

大阪市北区 Jin 

大阪市北区 Karin 

大阪市北区 kiefel cafe dining 32番街店 

大阪市北区 ＫＩＥＦＥＬ ＣＯＦＦＥＥ 堂島店 

大阪市北区 ＫＩＥＦＥＬ ホワイティうめだ 

大阪市北区 ＫＩＥＦＥＬ 三番街店 

大阪市北区 KOMO 

大阪市北区 Ｌａ Ｂａｉｅ 

大阪市北区 Ｌａ Ｂａｉｅ2 

大阪市北区 LA BODEGA グランフロント大阪店 

大阪市北区 Ｌａ．キャトルセゾン 

大阪市北区 Ｌｅ Ｃｈｉｅｎ 

大阪市北区 LOTUS 

大阪市北区 Mikan 

大阪市北区 miley 

大阪市北区 MISA 

大阪市北区 Mr.チージュ 天満本店 

大阪市北区 nana's green tea HEP FIVE 店 

大阪市北区 nana's green tea グランフロント大阪店 

大阪市北区 ＯＩＴ梅田タワーコンビニ 

大阪市北区 ＰａｒｔｙＸ２北新地 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 PASHA 

大阪市北区 PEQUENO 

大阪市北区 PEROお初天神店 

大阪市北区 PESCA 

大阪市北区 PESCA三番街店 

大阪市北区 PIZZA&WINE BAR ENTRATA 

大阪市北区 ＰＲＯＮＴＯ ＩＬ ＢＡＲ 中之島フェスティバルプラザ店 

大阪市北区 ＰＲＯＮＴＯ 梅田楽天地ビル店 

大阪市北区 R RIVERSIDE GRILL & BEER GARDEN 

大阪市北区 RESTAURE 

大阪市北区 SABAR阪急三番街店 

大阪市北区 SAKETORY 

大阪市北区 Salone de Dalia 

大阪市北区 Seattle's Best Coffee 梅田ＤＴタワー店 

大阪市北区 Shangri-La 

大阪市北区 shot bar 2122 

大阪市北区 ＳＮＡＣＫ玉ちゃん北新地店 

大阪市北区 SOUI串風 

大阪市北区 STEAK THE FIRST 北新地 

大阪市北区 Synergy 

大阪市北区 Sy's  second 

大阪市北区 TAMANE 

大阪市北区 TAVERNA ENTRATA 

大阪市北区 Tenjinbashi Sankaku 

大阪市北区 TORERO TAKEUCHI  

大阪市北区 woman only cafe&bar BU  

大阪市北区 Wonder Party 

大阪市北区 XEX WEST 

大阪市北区 あべのやこやき やまちゃんルクア店 

大阪市北区 イタリア酒場エントラータ 

大阪市北区 いっぽ 

大阪市北区 インデアンカレー アバンザ店 

大阪市北区 インデアンカレー 阪急三番街店 

大阪市北区 インデアンカレー中之島店 

大阪市北区 インデアンカレー堂島店 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 エキ ポンテベッキオ ア オオサカ 

大阪市北区 エスポワール 

大阪市北区 おおさかぐりる 

大阪市北区 おさかな番長 

大阪市北区 オステリアガウダンテ 大阪駅前第四ビル店 

大阪市北区 オムちゃん食堂 

大阪市北区 おらが蕎麦 

大阪市北区 お初天神店焼とん yaたゆたゆ 

大阪市北区 お喋り居酒屋居心伝 天六店 

大阪市北区 かつくら梅田茶屋町店 

大阪市北区 カフェクレ－ル 

大阪市北区 カフェブー 

大阪市北区 カラオケ館 北新地店 

大阪市北区 カレーライス十壱亭 

大阪市北区 キャメロット 

大阪市北区 キャル 

大阪市北区 キリンケラーヤマト曽根崎店 

大阪市北区 キリンケラーヤマト大阪駅前店 

大阪市北区 キリンケラーヤマト東梅田店 

大阪市北区 クラブ桃 

大阪市北区 グリルらんぷ亭 

大阪市北区 グレース coloR 

大阪市北区 クレープリールブールノワゼット 

大阪市北区 ココスさざなみプラザ店 

大阪市北区 こなもん屋 大阪天満宮店 

大阪市北区 コリアンキッチン シジャン 

大阪市北区 サーティ／フィフティ ３０／５０ 

大阪市北区 ザッツピザ豊崎 

大阪市北区 さつま料理島国 

大阪市北区 さば料理専門店 SABAR 

大阪市北区 サンローズ 

大阪市北区 しげ家 

大阪市北区 しまなみふれんち Murakami 

大阪市北区 しゃぶ扇 HEPナビオ店 

大阪市北区 シャンデリアテーブル 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 じゃんぼ總本店 西天満店 

大阪市北区 じゃんぼ總本店 曽根崎店 

大阪市北区 スイーツパラダイス梅田店 

大阪市北区 すし政 中店 

大阪市北区 すし政 東店 

大阪市北区 すし半天神橋店 

大阪市北区 スタンドさかば。 

大阪市北区 スタンドふじもと 

大阪市北区 ステーキ＆グリル ロマン亭 

大阪市北区 ステーキ＆ハンバーグぶどう亭 

大阪市北区 ステーキハウスグリルロア 

大阪市北区 スナック みくりや 

大阪市北区 スナックやんぐ 

大阪市北区 せった 

大阪市北区 ソース料理とワインが楽しめるお店「赤白」コウハク 

大阪市北区 だいまおう 

大阪市北区 タイ料理プリック天満 

大阪市北区 たかはた西店 

大阪市北区 たかはた東店 

大阪市北区 ダンシングクラブ大阪 

大阪市北区 ちーず亭 

大阪市北区 ちからや天神橋４丁目店 

大阪市北区 つる家  大丸梅田店 

大阪市北区 てつたろう 

大阪市北区 テング酒場 曽根崎お初天神通り店 

大阪市北区 ドーミー大阪天満 

大阪市北区 ドーミー北梅田 

大阪市北区 ドトールコーヒーショップディアモール店 

大阪市北区 ドトールコーヒーショップドーチカ店 

大阪市北区 ドトールコーヒーショップ西天満宇治電ビル店 

大阪市北区 ドトールコーヒーショップ天満駅前店 

大阪市北区 ドトールコーヒーショップ天六店 

大阪市北区 ドトールコーヒーショップ東梅田店 

大阪市北区 なんでんねん 

大阪市北区 にしかわや 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 ねぎ焼やまもと 梅田エスト店 

大阪市北区 ばとん 

大阪市北区 はなだこ 

大阪市北区 ビアスタンドモルト 

大阪市北区 ビアテリアプロント大阪堂島店 

大阪市北区 ピアノバーココ 

大阪市北区 ぴえろ 

大阪市北区 ピナクル 

大阪市北区 ビフテキ重・肉飯 ロマン亭 ルクア大阪 

大阪市北区 ひもの野郎第１ビル店 

大阪市北区 ひもの野郎第４ビル店 

大阪市北区 ひもの野郎梅田ナビオ店 

大阪市北区 ファミーユ 

大阪市北区 ブラッスリーブー 

大阪市北区 べろべろばあ 

大阪市北区 ホワイトベア 

大阪市北区 マルモキッチン 阪急梅田店 

大阪市北区 マンゴツリーカフェ大阪 

大阪市北区 マンゴツリーキッチンカオマンガイ大阪 

大阪市北区 まんねん梅田本店 

大阪市北区 メンバーズこはる 

大阪市北区 モード・ディ・ポンテベッキオ 

大阪市北区 もつ福梅田店 

大阪市北区 やきにく番長 天満店 

大阪市北区 ヤマネヤ（グリル＆ワイン クリームキッチン） 

大阪市北区 よっしゃ 

大阪市北区 らーめん２国お初天神店 

大阪市北区 ラウンジ桂 

大阪市北区 らっき 

大阪市北区 リストランテ翔 21 

大阪市北区 ルージュ 

大阪市北区 レモホル酒場 天四店 

大阪市北区 ろあらぶっしゅオデュラ 

大阪市北区 囲炉裏と釜飯 しずる 

大阪市北区 一心 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 回転すしさかえ阪急東通り店 

大阪市北区 懐石かつら 

大阪市北区 海千山千番長 中津店 

大阪市北区 海鮮屋台 新鮮組 梅田店 

大阪市北区 皆様酒場 昭和ゴールデン 

大阪市北区 韓美膳 

大阪市北区 喜禄 

大阪市北区 喫茶Ａｉ 

大阪市北区 喫茶ぷりんす 

大阪市北区 牛しゃぶ  知慕里 

大阪市北区 居酒屋じょっぱり 

大阪市北区 居酒屋大ざわ 

大阪市北区 居酒屋天佑 

大阪市北区 魚国総本社 大阪２７９６６ カフェルカ堂島アバンザ店 

大阪市北区 京懐石 美濃吉 竹茂楼 ホテル阪急インターナショナル店 

大阪市北区 京料理・鰻 美濃吉 

大阪市北区 串かつ料理 活 阪急三番街店 

大阪市北区 串の坊新梅田シティ店 

大阪市北区 串の坊北新地西店 

大阪市北区 串の坊北新地東店 

大阪市北区 串もん 西屋 

大阪市北区 串揚厨房 K anta 

大阪市北区 鶏割烹ならや 

大阪市北区 厳選鴨料理と生パスタのお店なに屋南森町店 

大阪市北区 玄三庵 西梅田店 

大阪市北区 玄三庵 梅田エスト店 

大阪市北区 玄三庵 OAP店 

大阪市北区 玄品 天満 

大阪市北区 玄品 梅田東通 

大阪市北区 玄品 北新地 

大阪市北区 玄品 北梅田 

大阪市北区 個室と地肴北新地心屋 

大阪市北区 幸太楼 

大阪市北区 江南 DANBAM 

大阪市北区 香音 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 桜 

大阪市北区 三徳庵北区店 

大阪市北区 旨いとりとエビフライ のんき 

大阪市北区 旨い酒と肴 呑喜 

大阪市北区 自家焙煎珈琲 喫茶路地 

大阪市北区 七彩 

大阪市北区 七津屋 

大阪市北区 実演手打うどん 杵屋 

大阪市北区 酒と女と鶏と麺 

大阪市北区 酒の奥田本店 

大阪市北区 酒肴木ばやし 

大阪市北区 酒場おか長大阪駅前第３ビル B1店 

大阪市北区 寿司処 たくみ 

大阪市北区 寿司処 まえ田 

大阪市北区 寿司処 多もん 

大阪市北区 焼きとん ええもん家 北 

大阪市北区 焼鳥 とりひめ お初天神店 

大阪市北区 焼鍋肉たむら 天満総本店 

大阪市北区 焼肉どうらくお初天神店 

大阪市北区 焼肉どうらく天神橋３丁目店 

大阪市北区 焼肉五苑 北新地店 

大阪市北区 焼肉松心 

大阪市北区 笑日志 

大阪市北区 常夜燈 曽根崎店 

大阪市北区 信州そば処そじ坊 

大阪市北区 信州そば処そじ坊 

大阪市北区 信州そば処そじ坊 

大阪市北区 心勇軒 

大阪市北区 新中国料理 HARAKAWA 

大阪市北区 真央 

大阪市北区 世界のビール博物館グランフロント大阪 

大阪市北区 世界のワイン博物館グランフロント大阪 

大阪市北区 西洋茶館 

大阪市北区 石田一龍 大阪天満店 

大阪市北区 赤白 コウハクホワイティ梅田店 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 赤目（天満） 

大阪市北区 仙台牛たんとお酒 もりの屋 

大阪市北区 浅草もんじゃ・お好み焼き・鉄板焼 西屋 天６店 

大阪市北区 曽根崎酒場 情熱ホルモン 

大阪市北区 台湾食堂 

大阪市北区 大阪あべの酒遊赤のれん梅田店 

大阪市北区 大阪トンテキ 

大阪市北区 大阪ビフテキ 

大阪市北区 大阪新阪急ホテル 大阪竹葉亭 

大阪市北区 大衆酒場いごっそーレンガ通り店 

大阪市北区 炭火バル あじと 

大阪市北区 炭火バル あじと 日本酒蔵 

大阪市北区 炭火串焼 そら 

大阪市北区 竹葉亭 

大阪市北区 中之島てっぱんさん。 

大阪市北区 中之島レストラン 

大阪市北区 珍竹林 阪急東通り店 

大阪市北区 鼎泰豊阪急うめだ本店 

大阪市北区 鉄板料理とシャンパーニュワインの楽しめるお店 コウハク 

大阪市北区 天ぷら海鮮五福 お初天神店 

大阪市北区 天ぷら番長 

大阪市北区 天神プロップ 

大阪市北区 天丼専門店 丼丼亭梅田ホワイティ店 

大阪市北区 伝説のすた丼屋ヨドバシ梅田店 

大阪市北区 島唄ライブ琉球 

大阪市北区 東京竹葉亭ロイヤル店 

大阪市北区 堂山食堂 

大阪市北区 堂山食堂 大阪駅前大３ビル B１店 

大阪市北区 堂山食堂 別館 

大阪市北区 堂山食堂ホワイティうめだ店 

大阪市北区 堂島ジゴロ 

大阪市北区 豚々亭 

大阪市北区 鍋・鉄板焼 暁 

大阪市北区 日本料理湯木 新店 

大阪市北区 馬ール PERO８２９ 
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大阪市北区 梅はら 

大阪市北区 梅田 Lateral 

大阪市北区 梅田酒場 情熱ホルモン 

大阪市北区 彦寿司 

大阪市北区 冨々 

大阪市北区 復刻西洋食堂 Ｒｅ：Ｄｉｎｅｒ ＜ダイナー＞ 

大阪市北区 包みハンバーグ SEN 

大阪市北区 北新地 串柾 

大阪市北区 墨国回転鶏食堂 お初天神店 

大阪市北区 墨国回転鶏料理 

大阪市北区 墨国回転鶏料理 天満店 

大阪市北区 墨国回転豚料理 

大阪市北区 満福ホルモン 

大阪市北区 未希 

大阪市北区 名家華中華ハービスエント店 

大阪市北区 木香 

大阪市北区 野菜巻き串ともつ鍋 おくお天満店 

大阪市北区 癒し空間邸 

大阪市北区 揚子江ラーメン 東通り店 

大阪市北区 料理酒房しょうち 

大阪市北区 連 

大阪市北区 炉ばた焼 漁火 

大阪市北区 炉ばた焼 妻籠 

大阪市北区 炉ばた焼 馬籠 

大阪市北区 炉ばた焼 網衆 

大阪市北区 炉ばた焼 網場 

大阪市北区 炉ばた茶屋 旅籠 

大阪市北区 和牛焼肉泰山南森町 

大阪市北区 和彩厨房 KATURA 

大阪市北区 和膳和酒油屋 

大阪市北区 丼丼亭 

大阪市北区 澤 

大阪市北区 貮拾四番館 

大阪市北区 餃子がぎょうさん 天佑 

大阪市中央区 BAR BF 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 bar charme 

大阪市中央区 BAR DE ZERO 

大阪市中央区 Bar e Trattoria QUATTRO 

大阪市中央区 BAR FLAP 

大阪市中央区 Bar M 

大阪市中央区 BAR MARANELLO 

大阪市中央区 BAR ZZZ 

大阪市中央区 bar ムーンライト 

大阪市中央区 bar.S 

大阪市中央区 Cafe Bohemia 心斎橋 

大阪市中央区 ＣＡＦＥ ＧＡＲＢ 

大阪市中央区 cafe&barARASICK 

大阪市中央区 CBDCAFE4 20 

大阪市中央区 CRISPY CHICKEN n' TOMATO宗右衛門町店 

大阪市中央区 Day's 

大阪市中央区 DinigbarCanvas 

大阪市中央区 El Canalla 

大阪市中央区 F 

大阪市中央区 G.BLUE 

大阪市中央区 gram 

大阪市中央区 hajime 

大阪市中央区 Hook 

大阪市中央区 ｉｔａｌｉａｎ Ｄａｉｎｉｎｇ ＮＡＴＵＲＡ 

大阪市中央区 iVY 

大阪市中央区 Jazza 

大阪市中央区 Ｋ Ｋ Ｒ ホテル大 阪 パントリー ５階 

大阪市中央区 Ｋ Ｋ Ｒ ホテル大 阪 パントリー ６階 

大阪市中央区 ＫＩＥＦＥＬ ＣＯＦＦＥＥ 長堀店 

大阪市中央区 KitchenGINA 

大阪市中央区 ＫＫＲホテル大阪 １４Ｆパントリー 

大阪市中央区 ＫＫＲホテル大阪 洋食厨房 

大阪市中央区 ＫＫＲホテル大阪 和食厨房 

大阪市中央区 Lounge raccoon 

大阪市中央区 Maco 

大阪市中央区 MOTO COFFEE  
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 MOTOCOFFEE 

大阪市中央区 Nao's 

大阪市中央区 No9 

大阪市中央区 ＰａｒｔｙＸ２ 

大阪市中央区 PESCA 

大阪市中央区 PIZZA FORNO CAFE もりのみやキューズモール店 

大阪市中央区 ＰＲＯＮＴＯ ＯＢＰ店 

大阪市中央区 ＰＲＯＮＴＯ 本町店 

大阪市中央区 ＱＵ 

大阪市中央区 Queen Bee 

大阪市中央区 RESTAURANT &ＢＡＲ ＴＡＮＩＱＵＥ 

大阪市中央区 ＳＡＬＯＮ ＢＵＴＣＨＥＲ＆ＷＩＮＥ 

大阪市中央区 SALVATORE CUOMO & BAR 心斎橋 

大阪市中央区 Shreepech 

大阪市中央区 SING BAR AGALTA 

大阪市中央区 STAND BB 

大阪市中央区 t.T.banquet 

大阪市中央区 TUFFE 

大阪市中央区 VEGA 

大阪市中央区 VIVA 

大阪市中央区 YAKINIKUEN 忍鬨 東心斎橋総本店 

大阪市中央区 YAKINIKUEN 忍鬨 日本橋店 

大阪市中央区 アマーク ド パラディ 

大阪市中央区 あゆの家 

大阪市中央区 いずみ谷 

大阪市中央区 イタリアンスタンド GIGLIO 

大阪市中央区 イタリアンダイニング PESCA 

大阪市中央区 いないいない BAR 

大阪市中央区 いなり家こんこん 

大阪市中央区 インデアンカレー長堀店 

大阪市中央区 インデアンカレー淀屋橋店 

大阪市中央区 ええもん家 

大阪市中央区 エクセルシオールカフェ堺筋本町店 

大阪市中央区 エクセルシオールカフェ心斎橋店 

大阪市中央区 えん 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 おさかな処 男女川 

大阪市中央区 おやつカフェ HOLIC 

大阪市中央区 お食事処せつ 

大阪市中央区 カジュアルレストランしゃぽーるーじゅ 

大阪市中央区 カジュアル和ダイニングてんてん 

大阪市中央区 カツサンドパーラー ロマン亭 パナンテ天満橋店 

大阪市中央区 カフェウイ－ン 

大阪市中央区 カフェレクセル御堂筋淀屋橋店 

大阪市中央区 カレーハウス インディー 

大阪市中央区 カンファレンスルーム Vivi 

大阪市中央区 クラブケリー 

大阪市中央区 コメダ珈琲 なんば千日前店 

大阪市中央区 コメダ珈琲 もりのみやキューズモール BASE店 

大阪市中央区 コメダ珈琲 西心斎橋店 

大阪市中央区 さかえすし玉屋町店 

大阪市中央区 さかえすし三ッ寺店 

大阪市中央区 サラン 

大阪市中央区 ざんまい食堂 

大阪市中央区 サンマルクカフェ南海なんば駅店 

大阪市中央区 シアトルズベストコーヒー OMM店 

大阪市中央区 シアトルズベストコーヒー御堂筋本町店 

大阪市中央区 しゃぶ亭 心斎橋店 

大阪市中央区 じゃんぼ總本店 千日前店 

大阪市中央区 すし工房すし吉 

大阪市中央区 すし半玉造店 

大阪市中央区 すっぴんカフェバーなちゅらる心斎橋店 

大阪市中央区 スナック 愛ちゃん 

大阪市中央区 スナック蘭 

大阪市中央区 ソウルカンジャンケジャン 

大阪市中央区 ダートコーヒーショップ 

大阪市中央区 ダイアデム 

大阪市中央区 たから亭 

大阪市中央区 たけとんぼ 

大阪市中央区 たこ焼きえびす 東心斎橋店 

大阪市中央区 たこ焼きえびす 道頓堀店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 たこ焼きえびす 日本橋店 

大阪市中央区 タリーズコーヒーシティプラザ大阪店 

大阪市中央区 タリーズコーヒー御堂筋本町ビル店 

大阪市中央区 チェリーナ邸 

大阪市中央区 チェルピーナ邸 

大阪市中央区 ちょってりあ 

大阪市中央区 チョロの家 

大阪市中央区 テング酒場 谷町四丁目店 

大阪市中央区 テング酒場 南船場心斎橋筋店 

大阪市中央区 どうとんぼりぜん 

大阪市中央区 ドーミー谷町 

大阪市中央区 ドトールコーヒーショップオービック御堂筋ビル店 

大阪市中央区 ドトールコーヒーショップなんさん通り店 

大阪市中央区 ドトールコーヒーショップ安土町店 

大阪市中央区 ドトールコーヒーショップ御堂筋店 

大阪市中央区 ドトールコーヒーショップ松下ＩＭＰビル店 

大阪市中央区 ドトールコーヒーショップ心斎橋１丁目店 

大阪市中央区 ドトールコーヒーショップ谷町２丁目店 

大阪市中央区 ドトールコーヒーショップ地下鉄淀屋橋駅店 

大阪市中央区 ドトールコーヒーショップ難波店 

大阪市中央区 ドトールコーヒーショップ北心斎橋店 

大阪市中央区 ドトールコーヒーショップ本町店 

大阪市中央区 となりの撫子 

大阪市中央区 とんかつ さくら亭 

大阪市中央区 ナチャ 

大阪市中央区 なにわの夢 

大阪市中央区 バー ビックフィッシュ 

大阪市中央区 バー ピンクフラミンゴ 

大阪市中央区 バー ミサイル 

大阪市中央区 バーブレス北浜 

大阪市中央区 ハイボールバー心斎橋１９２３ 

大阪市中央区 バッソカフェ（BASSO CAFE） 

大阪市中央区 はり重カレーショップ 

大阪市中央区 はり重グリル 

大阪市中央区 はり重大丸心斎橋店グリル 



 

33 

市町村名 施設名称 

大阪市中央区 はり重大宝寺店 

大阪市中央区 はり重大宝寺店新館 

大阪市中央区 はり重道頓堀本店 

大阪市中央区 びっくりドンキー千日前アムザ店 

大阪市中央区 びっくりドンキー道頓堀店 

大阪市中央区 ひまわり 

大阪市中央区 フィッシャーマンズナチュラルホリック酉文 

大阪市中央区 フェリーチェ 

大阪市中央区 プリムローズ大阪 

大阪市中央区 プリムローズ大阪 ティーラウンジ アクアヴェール 

大阪市中央区 プリムローズ大阪 レストラン 味彩 

大阪市中央区 プロントなんばスカイオ店 

大阪市中央区 ベースキャンプ 

大阪市中央区 ベニーオ邸 

大阪市中央区 ホシギダブルチキン 

大阪市中央区 ホルモン・焼肉 輪 

大阪市中央区 ポンテ ベッキオ 

大阪市中央区 まぁーなべや 

大阪市中央区 マウンテンカレー 

大阪市中央区 マリーナ邸 

大阪市中央区 マンゴツリーキッチンガパオ心斎橋 

大阪市中央区 まんねんカレー 

大阪市中央区 まんねん心斎橋店 

大阪市中央区 ミゲルフアニ大阪高島屋 

大阪市中央区 みんなのらぁ麺阿飛流 

大阪市中央区 むつび 

大阪市中央区 モクシー大阪本町 

大阪市中央区 もぐもぐ 

大阪市中央区 もぐらや ナンバ店 

大阪市中央区 やきとり正や心斎橋 PARCO店 

大阪市中央区 やわらか 

大阪市中央区 ラウンジ Rocinante 

大阪市中央区 ラウンジ フレジア 

大阪市中央区 ル・プルミエ・カフェ 

大阪市中央区 ルーヴル 



 

34 
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大阪市中央区 レインボー 

大阪市中央区 レモンの樹 

大阪市中央区 ワコー 

大阪市中央区 茜屋 

大阪市中央区 一品 もうり 

大阪市中央区 一利木 

大阪市中央区 隠 鳥魚 

大阪市中央区 海山鮮 NarikomaYa 

大阪市中央区 海千山千番長 

大阪市中央区 海千山千番長 裏なんば店 

大阪市中央区 海鮮屋台 新鮮組 船場店 

大阪市中央区 蟹奉行 なんば千日前店 

大阪市中央区 鴨錦 上六店 

大阪市中央区 韓国料理 宇屋 

大阪市中央区 奇跡の手羽先 心斎橋店 

大阪市中央区 季菜夢せと 

大阪市中央区 祇乃 

大阪市中央区 菊寿堂 

大阪市中央区 喫茶みゆき 

大阪市中央区 牛たんと野菜巻き串 おくを難波店 

大阪市中央区 牛の膳 

大阪市中央区 牛の福クリスタ長堀店 

大阪市中央区 牛吟 てつろく 

大阪市中央区 居酒屋おだし 

大阪市中央区 居酒屋ケンちゃん 

大阪市中央区 魚然 

大阪市中央区 京懐石 美濃吉 心斎橋御堂筋店 

大阪市中央区 京懐石 美濃吉 天満橋店 

大阪市中央区 金正 

大阪市中央区 串かつだるま 道頓堀店 

大阪市中央区 串かつ料理活なんばウォーク店 

大阪市中央区 串かつ料理活心斎橋パルコ店 

大阪市中央区 串焼き狄淡路町店 

大阪市中央区 玄三庵 淀屋橋 odona店 

大阪市中央区 玄品 心斎橋 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 玄品 道頓堀難波別館 

大阪市中央区 玄品 難波 

大阪市中央区 玄品 法善寺総本店 

大阪市中央区 玄品 本町 

大阪市中央区 孤独ノ踊場 

大阪市中央区 湖陽樹 谷町店 

大阪市中央区 弘作一 

大阪市中央区 黒豚へぎそば 大阪然 

大阪市中央区 肴菜家たわわ 

大阪市中央区 四季麺処 めん坊 KINEYA 

大阪市中央区 自家製生パスタ専門店木本屋 

大阪市中央区 七津屋 

大阪市中央区 手打うどん梅衛門 

大阪市中央区 酒場おか長 

大阪市中央区 酒場おか長 

大阪市中央区 酒場食堂 BEN 

大阪市中央区 寿司  八正 

大阪市中央区 旬夏秋冬 

大阪市中央区 旬味串喝やまや 

大阪市中央区 松崎屋 

大阪市中央区 松崎屋 

大阪市中央区 焼きとん ええもん家 道 

大阪市中央区 焼鳥酒場とりくら 

大阪市中央区 焼肉どうらく宗右衛門店 

大阪市中央区 焼肉どうらく心斎橋店 

大阪市中央区 焼肉どうらく千日前店 

大阪市中央区 焼肉五苑 なんば店 

大阪市中央区 焼肉五苑 西心斎橋店 

大阪市中央区 焼肉五苑 千日前店 

大阪市中央区 焼肉工房 花ごよみ 

大阪市中央区 上六食堂 

大阪市中央区 信州そば処そじ坊 

大阪市中央区 信州そば処そじ坊 

大阪市中央区 信州そば処そじ坊 

大阪市中央区 信州そば処そじ坊 
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大阪市中央区 新 麦太呂 

大阪市中央区 神楽 

大阪市中央区 成月 

大阪市中央区 赤のれん 

大阪市中央区 赤白 心斎橋パルコ店 

大阪市中央区 千日前シアター 

大阪市中央区 千日前酒場 情熱ホルモン 

大阪市中央区 船場丹丹 

大阪市中央区 大ざわ 地下西店 

大阪市中央区 大阪焼トンセンター 

大阪市中央区 大阪焼売珍 

大阪市中央区 大衆酒場ジョージ 

大阪市中央区 大名そば 

大阪市中央区 大名酒蔵 

大阪市中央区 大名酒蔵中店 

大阪市中央区 谷町酒場 情熱ホルモン 

大阪市中央区 炭火焼 鳥清 

大阪市中央区 炭火焼鳥なかお 

大阪市中央区 茶寮 つぼ市製茶本舗 なんば店 

大阪市中央区 鳥魚 御堂筋店 

大阪市中央区 鳥魚 宗右衛門町店 

大阪市中央区 珍竹林 なんば店 

大阪市中央区 鼎泰豊なんばダイニングメゾン店 

大阪市中央区 鉄板焼き真みや 

大阪市中央区 天天見麵 

大阪市中央区 伝説のすた丼屋道頓堀店 

大阪市中央区 東京竹葉亭南御堂店 

大阪市中央区 糖朝なんばダイニングメゾン店 

大阪市中央区 南海そばなんば２階店 （難波そば店 A） 

大阪市中央区 南海そばなんば店３階 

大阪市中央区 難波千日前焼とん ya たゆたゆ 

大阪市中央区 肉めし あらさこ 

大阪市中央区 日本酒オアシス 

大阪市中央区 日本料理湯木 心斎橋店 

大阪市中央区 博多かわ屋南海なんば店 
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大阪市中央区 博多もつ鍋いっぱち 心斎橋店 

大阪市中央区 番屋 

大阪市中央区 美菜莉 

大阪市中央区 浜焼炉端料理 八九 

大阪市中央区 風の街ルージュ天満橋店 

大阪市中央区 風泉 

大阪市中央区 法善寺横丁 炉ばた焼 水かけ茶屋 

大阪市中央区 北浜 うえ田 

大阪市中央区 北浜キャフェテリア 特別食堂 レストランロイヤル 

大阪市中央区 本店作一 

大阪市中央区 万穂屋北京鍋 

大阪市中央区 明石焼きぐらぶ 

大阪市中央区 立呑めがね堂 

大阪市中央区 立呑中華堂ＰＥＩ 

大阪市中央区 炉ばた焼 かくれ茶屋 

大阪市中央区 炉ばた焼 たぬき茶屋 

大阪市中央区 炉ばた焼 法善寺 力丸茶屋 

大阪市中央区 浪速割烹 和亭 

大阪市中央区 浪速日本橋食堂 

大阪市中央区 和旬 撫子 

大阪市中央区 燗の美穂 

大阪市中央区 餃子王 道頓堀本店 

堺市堺区 assemble on eight 

堺市堺区 Bar ピッコロ ドゥエ 

堺市堺区 BBThailand 

堺市堺区 BREAKDOWN 

堺市堺区 chambre de KIKI 

堺市堺区 ItaL 

堺市堺区 IZAKA家みっちゃん 

堺市堺区 KAL 

堺市堺区 sakainoma cafe and residence 

堺市堺区 specialty coffee DEARCUP 

堺市堺区 titan PICCOLO TRE 

堺市堺区 アニソンバーよろずや 

堺市堺区 うたひろば石の花 
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堺市堺区 うどんそば処げんき家 

堺市堺区 カラオケ喫茶 JUN  

堺市堺区 ココス堺臨海店 

堺市堺区 コメダ珈琲店堺東店 

堺市堺区 サンマルクカフェ南海堺東駅店 

堺市堺区 しゃぶ扇 堺東店 

堺市堺区 じゃんぼ總本店 堺東店 

堺市堺区 スナック７７７ 

堺市堺区 たこ星 

堺市堺区 テアトロ ポンテベッキオ 

堺市堺区 デリ ピッコロ クアトロ 

堺市堺区 でん 

堺市堺区 ドーミー三国ヶ丘 

堺市堺区 ドトールコーヒーショップ堺東店 

堺市堺区 ドトールコーヒーショップ三国ヶ丘駅店 

堺市堺区 とんかつ 幸運豚 

堺市堺区 はぐれ雲 

堺市堺区 パルネットベルマージュ堺店 

堺市堺区 ピッツァ食堂 WINGTIP 

堺市堺区 まいどおおきに堺御陵通食堂 

堺市堺区 まつほ 

堺市堺区 まつぼっくり 

堺市堺区 リストランテ ピッコロカプリーチョ 

堺市堺区 気まぐれ呑み処花菜よし 

堺市堺区 喫茶コロンボ 

堺市堺区 牛肉卸問屋直営 焼肉ホルモン おときち 堺駅南口店 

堺市堺区 居酒屋きてや 

堺市堺区 鶏と和酒こん平 

堺市堺区 堺典礼会館 

堺市堺区 山路 

堺市堺区 手打ちそば蕎明 

堺市堺区 創菜和献 楽 

堺市堺区 大衆鉄板酒場味彩 

堺市堺区 大衆肉食堂 えーびす 

堺市堺区 炭火焼鳥 鳥九 
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市町村名 施設名称 

堺市堺区 馳走家きむら 

堺市堺区 茶寮 つぼ市製茶本舗 堺本館 

堺市堺区 道場 

堺市堺区 肉と八菜 OTOKICHI 

堺市堺区 日本酒 LABまつもと 

堺市堺区 福屋 

堺市堺区 文左亭ダイニング堺 

堺市堺区 味通り 

堺市堺区 夢厨房 堺タカシマヤ店 

堺市堺区 力餅 

堺市堺区 和処 つくし 

堺市堺区 和洋彩寿 大翔 

堺市中区 club 48 Forty Eight 

堺市中区 CLUB efu 

堺市中区 MEW 

堺市中区 Mirise 

堺市中区 THE石原ラ軍団 

堺市中区 カラオケスナックちゃうちゃう 

堺市中区 きらく寿司 

堺市中区 クラブステラ 

堺市中区 シェフの隠れ家 

堺市中区 しぐれカラオケスタジオ 

堺市中区 すし半深井店 

堺市中区 ステーキハウス村岡 

堺市中区 ステーキリバーベ 深井店 

堺市中区 喜楽屋 一心 

堺市中区 喜楽亭 

堺市中区 喫茶ルナ 

堺市中区 居酒屋きらく 

堺市中区 堺中央典礼会館 

堺市中区 焼肉仁炰 

堺市中区 創作季節料理和彩 

堺市中区 天音 

堺市中区 遊菜単 

堺市東区 ５・kitchen 
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市町村名 施設名称 

堺市東区 レストハウスれんげ 

堺市東区 堺中環酒場 情熱ホルモン 

堺市東区 大山珈琲 大美野店 

堺市東区 大美野典礼会館 

堺市東区 梅乃 

堺市東区 白鷺飯店 

堺市東区 末廣寿司 

堺市西区 momochocon 

堺市西区 TAKOYAKIYA HEY 

堺市西区 お好み焼カルカッタ 

堺市西区 かつ楽 堺店 

堺市西区 パパのおばあちゃん 

堺市西区 ビストロ村一番 

堺市西区 プラスワン 

堺市西区 ミスタードーナツアリオ鳳ショップ 

堺市西区 堺西典礼会館 

堺市西区 寿し丸 

堺市西区 村一番 

堺市西区 大蔵 

堺市西区 函館市場アリオ鳳店 

堺市西区 夢厨房アリオ鳳店 

堺市南区 BACCANA(バカーナ) 

堺市南区 BIRTH COFFEE 

堺市南区 つちや食堂 

堺市南区 モンスター 

堺市南区 杵屋麦丸 泉ヶ丘ひろば専門店街店 

堺市南区 合同会社 T.Nそば処片蔵 

堺市南区 旨さ一番 壱番亭 泉北ニュータウン 栂 

堺市南区 糸瓜 

堺市南区 秀寿司南店 

堺市南区 新中国料理 HARAKAWA 

堺市南区 泉北２号線酒場 情熱ホルモン 

堺市南区 本格炭火焼肉 輪 泉北２号線店 

堺市南区 夢厨房 アクロスモール泉北店 

堺市北区 DANIEL .K 
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市町村名 施設名称 

堺市北区 カフェ ソラーレ 堺北花田店 

堺市北区 カラオケスナック まーみっ 

堺市北区 くし若まる なかもず店 

堺市北区 ココス堺浅香山店 

堺市北区 デンバープレミアムイオンモール堺北花田店 

堺市北区 ドトールコーヒーショップなかもず駅前店 

堺市北区 のみ処ごえん 

堺市北区 マルキ精肉堺百舌鳥店 

堺市北区 一力 

堺市北区 奥耶馬渓 

堺市北区 海王丸 

堺市北区 堺北典礼会館 

堺市北区 焼鳥＆おかずやひでみ chanのキッチン 

堺市北区 中華 Dining昌華 

堺市北区 麦一 

堺市北区 無煙個室焼肉イノウエ 

堺市北区 洋食キッチン cocoro 

堺市美原区 居酒屋めだか 

岸和田市 ASA ダイニングカフェ 

岸和田市 GALETTE CAFE ONO-RE 

岸和田市 hana CAFE 

岸和田市 LOHAS.cafe 

岸和田市 おかを 

岸和田市 カラオケ舞 

岸和田市 くえくえ横丁 人夢可師 

岸和田市 クラブ コントラーダ 

岸和田市 グルメカフェ六甲 

岸和田市 グルメリア六甲 

岸和田市 さくら家 

岸和田市 スナック PRIDE 

岸和田市 チイナ邸岸和田和泉 

岸和田市 フェアリーズ 

岸和田市 ミッキー 

岸和田市 河童ラーメン本舗 岸和田店 

岸和田市 花水木 
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市町村名 施設名称 

岸和田市 丸源ラーメン 岸和田春木店 

岸和田市 丸源ラーメン 岸和田八阪店 

岸和田市 亀十喫茶室 

岸和田市 喫茶アルル 

岸和田市 居酒屋天国 和泉大宮店 

岸和田市 小藤食堂 

岸和田市 食酒小麦 

岸和田市 渡士楼 

岸和田市 粉もん屋 BIGMAMA 

岸和田市 悠月 

豊中市 Ａｇｏ キッチン 

豊中市 BACCHUSてんじん 

豊中市 CafeVaji 

豊中市 Garage 

豊中市 grand star cafe 

豊中市 Salon de One  

豊中市 Sante 

豊中市 アプローズ 

豊中市 カラオケ居酒屋 絆 

豊中市 カラオケ居酒屋姫 

豊中市 サンモリッツ 

豊中市 たきち 

豊中市 まいどおおきに豊中北条町食堂 

豊中市 よりみち 

豊中市 ラウンジオーサカ 

豊中市 ラウンジ生(IKI) 

豊中市 一品料理ゆき 

豊中市 家庭料理わかさ家 

豊中市 喫茶 ドリーム 

豊中市 牛でん 豊中店 

豊中市 居酒屋 愛 

豊中市 居酒屋 南国 

豊中市 居酒屋 媛ちゃん 

豊中市 魚匠はち六 

豊中市 蕎麦屋木田 
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市町村名 施設名称 

豊中市 蛍池典礼会館 

豊中市 源樹や 服部店 

豊中市 自家製面 杵屋 

豊中市 炭火焼肉 くれない 蛍池店 

豊中市 鳥ちか 

豊中市 天婦羅居酒屋 西むら 

豊中市 天丼専門店 丼丼亭 

豊中市 飛車角 

豊中市 豊中南典礼会館 

豊中市 名代とんかつ かつくら 京都三条 大阪国際空港店 

豊中市 里や 

豊中市 樂八 庄内駅前店 

豊中市 珈琲館館エトレ豊中店 

池田市 Bar JUZA 

池田市 BAR Magic Moom 

池田市 cafe&bar おかやん 

池田市 HAPPY TODAY 

池田市 Ｌｏｕｎｇｅ ＠ 

池田市 STANDおっこん 

池田市 アサヒ屋 

池田市 かつれつ亭 

池田市 カラオケ ルナール 

池田市 じゃんぼ總本店 池田市役所前店 

池田市 じゅじゅ庵石橋店 

池田市 ステーキリバーベ 石橋店 

池田市 スナック あがるた 

池田市 ドーミー五月ヶ丘 

池田市 ドーミー池田 

池田市 ラウンジ  ヴィーナス 

池田市 株式会社ニュー音羽すし和食のお店田まい 

池田市 憩家 楽 

池田市 源樹や 石橋店 

池田市 玄品 池田 

池田市 石橋スタンドゐの一 

池田市 肉バルＭｏｏｏｈ！！ 
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市町村名 施設名称 

池田市 麺惣 更科 

池田市 餃子王 石橋店 

吹田市 Down-D 

吹田市 GATEMOUSECAFE 

吹田市 KU I-House 

吹田市 NORHT GARDEN 

吹田市 Yakki鶏 

吹田市 エクセルシオールカフェ江坂広芝店 

吹田市 おうちごはんとおやつ Fu 

吹田市 カフェ・ド・クリエ大阪大学医学部附属病院店 

吹田市 グリルみんぱく 

吹田市 スイーツパラダイス エキスポシティ店 

吹田市 スナック凜香 

吹田市 ドーミー江坂 

吹田市 ドーミー江坂２ 

吹田市 ドーミー江坂コミュニティハウス 

吹田市 ドーミー江坂公園 

吹田市 ドーミー江坂江の木 

吹田市 ドーミー江坂江の木 2 

吹田市 ドーミー江坂豊津 

吹田市 ドーミー吹田日の出 

吹田市 ドーミー正雀 

吹田市 ひょうたん寿し 東急店 

吹田市 ひょうたん寿し 本店 

吹田市 マンゴツリーカフェエキスポシティ 

吹田市 メゾンドクレア 

吹田市 モスバーガー吹田北口店 

吹田市 モスバーガー千里丘ミリカヒルズ店 

吹田市 ユキ 

吹田市 らーめん鱗 江坂店 

吹田市 レストラン かもしま 

吹田市 レストラン モルダルジャン 

吹田市 菓匠 新富  

吹田市 街の肉バル Buff江坂店 

吹田市 結月庵そじ坊 
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市町村名 施設名称 

吹田市 玄品吹田 

吹田市 江坂平城園 

吹田市 駿台大阪寮 

吹田市 焼肉 はやと 

吹田市 焼肉冷麺 呉家吹田竹見台店 

吹田市 吹田穂波町酒場 情熱ホルモン 

吹田市 大阪王 吹田店 

吹田市 武双家 

吹田市 満賀利射亭 

吹田市 麺屋四季 

吹田市 来来亭岸部店 

泉大津市 ＴＨＥ ＴＥＡ ＳＡＬＯＮ 

泉大津市 お好み焼き ぼてちゃぼ 

泉大津市 カジュアルフレンチ エスポート 

泉大津市 ココス泉大津店 

泉大津市 ちーちゃん 

泉大津市 ティアラ カフェ 

泉大津市 バットキッチンすーさんのインドカレー 

泉大津市 やまもと 

泉大津市 海鮮れすとらん魚輝水産 泉大津店 

泉大津市 阪本焼肉店 

泉大津市 鹿児島うどん助松店 

泉大津市 日本料理 白水 

泉大津市 美彩美食 小津 

泉大津市 和牛亭五旬 

泉大津市 鮨一二郎 

高槻市   珉民 

高槻市 １ポンドのステーキハンバーグタケル 高槻店 

高槻市 botanical works 

高槻市 COMPACT 

高槻市 あすてる 

高槻市 エムトライ 

高槻市 オステリア セーザモ 

高槻市 かくれ家和ダイニングみうら 

高槻市 かごや 
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市町村名 施設名称 

高槻市 カラオケ ファン 

高槻市 ココス高槻庄所店 

高槻市 こなもん BAR IMPACT 

高槻市 コロッケのいろはアクトアモーレ店 

高槻市 コロッケのいろは本店 

高槻市 じゃんぼ總本店 阪急高槻駅前店 

高槻市 じゃんぼ總本店 上牧駅前店 

高槻市 ジュリアナ 

高槻市 ステーキリバーベ 高槻店 

高槻市 ねき 

高槻市 ミスタードーナツイオン高槻ショップ 

高槻市 ミルキーウェイ 

高槻市 らーめん鱗 高槻店 

高槻市 ライスキッチンひだか 

高槻市 炎の鳥 

高槻市 海鮮れすとらん 魚輝水産 柱本店 

高槻市 韓国風居酒屋明海 

高槻市 宮崎チキン南蛮 ogata 

高槻市 高槻岡本酒場 情熱ホルモン 

高槻市 高槻北典礼会館 

高槻市 実演手打うどん 杵屋 

高槻市 若竹 

高槻市 松坂屋ビアガーデン大丸松坂屋高槻店 

高槻市 焼肉 藤 

高槻市 焼肉 藤子 

高槻市 信州そば処そじ坊 

高槻市 生産者直送 焼肉 一牛 

高槻市 茶保 

高槻市 熱帯食堂 高槻本店 

高槻市 熱帯食堂 西真上店 

高槻市 来来亭高槻郡家店 

高槻市 料亭きんなべ 

高槻市 炉ばた焼 煉瓦 力丸亭 

貝塚市 GFC香港スタイル飲茶レストラン 

貝塚市 UNITYKIX カフェレストラン ハンモックカフェ 
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市町村名 施設名称 

貝塚市 お好み焼屋 銀の卵 二色浜店 

貝塚市 パサトーレ 

貝塚市 河童ラーメン本舗 まんぷく MAX店 

貝塚市 市立貝塚病院食堂 

貝塚市 静の花 

貝塚市 大黒屋 

貝塚市 東貝塚酒場 情熱ホルモン 

守口市 Beer Orange 

守口市 Binario 

守口市 Diana 

守口市 mum mum 

守口市 あげたて、かつ里 

守口市 イオンシネマ大日 

守口市 カフェレストシャルドン 

守口市 カラオケ喫茶スナック ありあけ 

守口市 カラオケ和場 

守口市 キクヨシイオンモール大日店 

守口市 コメダ珈琲 イオンモール大日店 

守口市 シェ・ニシグチ 

守口市 シティホール守口 調理部 

守口市 ホテル・アゴーラ大阪守口 Ｓｉｚｚｌｉｎｇ 

守口市 ホテル・アゴーラ大阪守口 ｔｈｅ ＬＯＯＰ 

守口市 ホテル・アゴーラ大阪守口 こよみ 

守口市 ホテル・アゴーラ大阪守口 主厨房 

守口市 ホテル・アゴーラ大阪守口 麗花 

守口市 ホテル・アゴーラ大阪守口ｆａｇｏｔ 

守口市 河 

守口市 守口典礼会館 

守口市 手打ちうどん工房「穂の香」 

守口市 焼肉 大味園 

守口市 太子橋酒場 情熱ホルモン 

守口市 炭焼 鶏一 

守口市 麺やしき 

守口市 洋食ユキ 

枚方市 A SIDE/B SIDE 
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市町村名 施設名称 

枚方市 イタリア料理 ら・ぶーか 

枚方市 お晩菜なみさん 

枚方市 カラオケ BAR NAGOMI 

枚方市 ごはん屋 なごみ 

枚方市 じゃんぼ總本店 枚方市駅前店 

枚方市 しゅんちょう 

枚方市 マザームーンカフェくずはモール店 

枚方市 まめのき珈琲 

枚方市 ミスタードーナツエル枚方ショップ 

枚方市 ミスタードーナツくずはモールショップ 

枚方市 みわ家 

枚方市 ラーメンひふみ 

枚方市 レストランサカミティー 

枚方市 沖縄あっぱりしゃん枚方大垣内店 

枚方市 沖縄あっぱりしゃん枚方店 

枚方市 河童ラーメン本舗 枚方店 

枚方市 喫茶ビーナス 

枚方市 居酒屋 結 

枚方市 居酒屋 Bar ViVA 

枚方市 居酒屋まつもと 

枚方市 居酒屋愛 

枚方市 居酒屋千両 

枚方市 玄品 楠葉 

枚方市 山くら はなれ 

枚方市 手作り弁当つくしんぼ 

枚方市 酒肴山くら 

枚方市 青い城 

枚方市 大垣内和魂 

枚方市 大阪王将香里団地店 

枚方市 炭火ステーキ・ハンバーグと元気野菜たち 森のロマン亭 

枚方市 炭火焼鳥 山くら 

枚方市 炭焼き日本酒いちご屋 

枚方市 熱帯食堂 枚方店 

枚方市 風の街枚方店 

枚方市 牧野パークゴルフ場 
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市町村名 施設名称 

枚方市 枚方池之宮酒場 情熱ホルモン 

枚方市 枚方典礼会館 

枚方市 枚方東典礼会館 

枚方市 名代とんかつ かつくら京都三条（くずはモール店） 

枚方市 麺ダイニングじん 

枚方市 和食ダイニングあご屋 

茨木市 BARPIAL 

茨木市 Berryscafe 

茨木市 Da Kitchen  

茨木市 JAMIN 

茨木市 Snackてぃあら 

茨木市 STOMP SKUNK 

茨木市 イオンシネマ茨木 

茨木市 お好み焼ぷーちゃん 

茨木市 カラオケシャンテ 

茨木市 ココス茨木鮎川店 

茨木市 たじま 

茨木市 タシモリカレー 

茨木市 ドーミー茨木 

茨木市 ドーミー茨木春日 

茨木市 ホクセツキッチン 

茨木市 ぽすと 

茨木市 らーめん鱗 茨木店 

茨木市 茨木酒場 情熱ホルモン 

茨木市 茨木典礼会館 

茨木市 喫茶 まじょりか 

茨木市 牛伝イオン茨木店 

茨木市 串カツ田中 茨木店 

茨木市 玄品茨木 

茨木市 社会福祉法人ローレル華 ハーモニー 

茨木市 酒ショップヒゴ 

茨木市 酒食亭 たちばな 

茨木市 食堂とらや 

茨木市 鶴橋風月イオンモール茨木店 

茨木市 美食感なないろ 
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市町村名 施設名称 

茨木市 揚げたて天ぷら やぐら イオン茨木店 

茨木市 来来亭茨木寺田店 

茨木市 来来亭茨木中河原店 

茨木市 琉球料理 てぃんがーら 

八尾市 Link 

八尾市 うたのスタジオ グレース 

八尾市 お好み店てん 

八尾市 グリルとん幸 

八尾市 ココス八尾宮町店 

八尾市 ごはんやかれん 

八尾市 じゃんぼ總本店 JR八尾駅前店 

八尾市 じゃんぼ總本店 河内山本駅前店 

八尾市 たっちゃん 

八尾市 ドッグカフェ cocoghare 

八尾市 ドトールコーヒーショップアリオ八尾店 

八尾市 ハニーレタス 

八尾市 びっくりドンキー八尾山城店 

八尾市 まる徳 

八尾市 モスバーガー八尾かやふり店 

八尾市 河童ラーメン本舗 八尾店 

八尾市 喫茶笑 

八尾市 志紀うどん 

八尾市 酒処大ちゃん 

八尾市 焼肉あんど 

八尾市 焼肉きらく 

八尾市 焼肉たくや 

八尾市 焼肉らんど 

八尾市 八尾典礼会館 

八尾市 福来園 

八尾市 夢厨房アリオ八尾店 

八尾市 立呑み処きくや 

泉佐野市  Hot House 

泉佐野市 BAGEL&BAGEL りんくうプレミアム・アウトレット 店 

泉佐野市 Chet's Inn 

泉佐野市 KIX ノース ラウンジ 
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市町村名 施設名称 

泉佐野市 カラオケ めだか 

泉佐野市 カレーの店 Ｅａｔ ｉｔ 

泉佐野市 スターゲイトホテル関西エアポート ２８階ビアサロン 

泉佐野市 スターゲイトホテル関西エアポート ２階カフェ 

泉佐野市 スターゲイトホテル関西エアポート ５２階レストラン 

泉佐野市 スターゲイトホテル関西エアポート ５３階レストラン 

泉佐野市 スターゲイトホテル関西エアポート ５４階レストラン 

泉佐野市 ドトールコーヒーショップ関西国際空港１階ノースゲート店 

泉佐野市 ナマステスーリヤ 

泉佐野市 フォーエイミー 

泉佐野市 マクドナルドイオンモール日根野店 

泉佐野市 マクドナルド泉佐野店 

泉佐野市 ラ・トランピスタ 

泉佐野市 音楽倉庫 

泉佐野市 河童ラーメン本舗 泉佐野店 

泉佐野市 楽家 

泉佐野市 割烹幹 

泉佐野市 喫茶 アルプス 

泉佐野市 喫茶ドンキー 

泉佐野市 居酒屋天国 りんくう店 

泉佐野市 串料理ふじお 

泉佐野市 三平寿司 

泉佐野市 山形豚専門店んだんだりんくうシークル店 

泉佐野市 山城 

泉佐野市 自家製うどん天羽 

泉佐野市 泉州ちきり 

泉佐野市 飛鳥ラウンジ 

泉佐野市 珈琲館マイセン 

富田林市 ニャン福 

富田林市 よりどり味鳥 

富田林市 丸源ラーメン 富田林店 

富田林市 居炉鶏鳥 

富田林市 焼肉五苑 富田林店 

富田林市 中華料理味平 

富田林市 朝日屋 割烹高野 
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市町村名 施設名称 

富田林市 和食善作家 

富田林市 和洋空間居食屋いさりび富田林店 

寝屋川市 BAR mogura 

寝屋川市 mogura 

寝屋川市 うどん・そば 麺座 寝屋川 

寝屋川市 うを恒 

寝屋川市 カラオケスナック さくら 

寝屋川市 カラオケ喫茶 泉 

寝屋川市 カラオケ喫茶 芭蕉布 

寝屋川市 がらく亭本店 

寝屋川市 キッチン＆ガーデン風の街寝屋川店 

寝屋川市 ココス寝屋川店 

寝屋川市 サンマルクカフェ香里園店 

寝屋川市 サンマルクカフェ寝屋川市駅店 

寝屋川市 スナックニューコスモス 

寝屋川市 タコ八 

寝屋川市 どやさ 

寝屋川市 活兵衛 

寝屋川市 居酒屋割烹酔水 

寝屋川市 京阪典礼会館 

寝屋川市 京阪典礼会館新館 

寝屋川市 好蘭 

寝屋川市 高知酒場１０３ 

寝屋川市 助六鮓 

寝屋川市 焼肉 久太郎 寝屋川店 

寝屋川市 寝屋川酒場 情熱ホルモン 

寝屋川市 雀のお宿 

寝屋川市 大阪王将香里園店 

寝屋川市 暖流 

寝屋川市 鳥一番 

寝屋川市 琉球 

河内長野市 カフェ・ド・クリエ ホピタル 大阪南医療センター店 

河内長野市 マクドナルド外環河内長野店 

河内長野市 河内長野典礼会館 

河内長野市 上岩瀬農産物加工組合大地の里友邦 
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市町村名 施設名称 

河内長野市 創作精進料理観心寺 KU-RI 

河内長野市 麺坊万作 ノバティながの店 

河内長野市 麺坊万作 南花台本店 

松原市 Dining & Bar RAION 

松原市 HANAmizuki  ハナミズキ 

松原市 Luckdenke 

松原市 Rocket Cafe 

松原市 お食事処谷 

松原市 すし半松原三宅店 

松原市 ラウンジ シャン 2代目 

松原市 歌のスタジオシャンテ 

松原市 河童ラーメン本舗 松原店 

松原市 串割烹 たかはし 

松原市 黒木製麺 釈迦力雄 松原店 

松原市 松原天然温泉 you,ゆ～ ２Fレストラン 

松原市 常勝 

松原市 備前焼割烹八馬 

大東市 Bakery&Cafe Gaudi 

大東市 TOPIA 

大東市 あじゅ 

大東市 すし半大東店 

大東市 ニューGAL 

大東市 ラウンジもず 

大東市 丸幸水産 ＪＲ住道駅店 

大東市 居酒屋しるし 

大東市 居酒屋灯り 

大東市 大東典礼会館 

和泉市 bar Rushios 

和泉市 カフェバー大阪畳 

和泉市 たいたん鍋 

和泉市 ニュー喜久家 

和泉市 一品料理はかた 

和泉市 河童ラーメン本舗 和泉店 

和泉市 居笑屋天国和泉府中店 

和泉市 源内 
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市町村名 施設名称 

和泉市 旬魚旬菜鍋たいたん 

和泉市 焼肉 れん 

和泉市 登龍軒 

和泉市 鍋・一品料理 七 

和泉市 和泉府中酒場 情熱ホルモン 

箕面市 GELATO STAND 

箕面市 MON POTE 

箕面市 taruri cafe 

箕面市 VIAMINO 

箕面市 ステーキハウス 千加良 

箕面市 びっくりドンキー箕面店 

箕面市 マザームーンカフェ千里店 

箕面市 モスバーガー箕面小野原店 

箕面市 河童ラーメン本舗 箕面店 

箕面市 喫茶ダンヒル 

箕面市 喫茶るうぷメイプルホール店 

箕面市 焼肉 久太郎箕面店 

箕面市 焼肉・冷麺 呉家 

箕面市 本格四川料理 中村屋 

箕面市 味園 

柏原市 ココス柏原店 

柏原市 スナック輪 

柏原市 つぼみ 

柏原市 黒木製麺 釈迦力雄 柏原店 

柏原市 庄や浪漫 

柏原市 柏原典礼会館 

柏原市 味わい工房庄や 

羽曳野市 インド料理 プジャ西浦 

羽曳野市 じゃんぼ總本店 恵我之荘店 

羽曳野市 とりふく 

羽曳野市 まさゆめさかゆめ 

羽曳野市 河童ラーメン本舗 羽曳野店 

羽曳野市 居酒屋ふくや(城山店) 

羽曳野市 香港亭 

羽曳野市 薬膳カレー丹 
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市町村名 施設名称 

門真市 HAPPY BEANS CAFE 

門真市 カラオケ チロリン 

門真市 じゃんぼ總本店 門真市駅前店 

門真市 スナック 那智 

門真市 スナックカラオケ居酒屋コスモス 

門真市 ドトールコーヒーショップ古川橋店 

門真市 となりや 

門真市 ばんざいや 

門真市 れんか 

門真市 花 

門真市 居酒屋りりちゃん 

門真市 魚屋海老蔵 大和田店 

門真市 魚輝 門真店 

門真市 京阪西典礼会館 

門真市 黒木製麺 釈迦力雄 門真店 

門真市 焼鳥 清谷 

門真市 焼肉五苑 門真店 

門真市 大和田酒場 情熱ホルモン 

摂津市 be 

摂津市 お食事処鳴門 

摂津市 かくれんぼ 

摂津市 くし若まる 千里丘店 

摂津市 ひょっこり 

摂津市 ほっこり 

摂津市 ホルモン黄蓮 

摂津市 マルキ精肉店 摂津店 

摂津市 まんねん千里丘店 

摂津市 味な赤ちょうちん だんだん 

摂津市 来来亭摂津店 

高石市 じゃん 

高石市 めん処 友泉 

高石市 リセット 

高石市 岸和田屋果実店 

高石市 喫茶おかげ屋のとなり（高陽商会） 

高石市 喫茶カラオケ千早 
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市町村名 施設名称 

高石市 居酒屋 殿来 

高石市 鳥せん 

藤井寺市 Enne 

藤井寺市 お好み焼き はりた 

藤井寺市 からあげ酒場ゆうちゃん 

藤井寺市 カラオケスナックたんぽぽ 

藤井寺市 カラオケ遊人 

藤井寺市 ジャンボ酒場 藤井寺駅前店 

藤井寺市 チャギヤ 

藤井寺市 ハルワ食堂 

藤井寺市 むらさき 

藤井寺市 モスバーガー近鉄藤井寺店 

藤井寺市 外環藤井寺酒場 情熱ホルモン 

藤井寺市 居酒屋 わ 

藤井寺市 玉寿司 

藤井寺市 炭火焼肉カルビ庵藤井寺店 

藤井寺市 有限会社恵美坂福寿司 

東大阪市 (株)近鉄百貨店東大阪店麺類コーナー杵屋 

東大阪市 cher 

東大阪市 GBｓCAFEarea4 

東大阪市 HERDs 

東大阪市 Jewel ジュエル 

東大阪市 PINK SODA 

東大阪市 ROBATAえべっさん 

東大阪市 Shot Bar Goo! 

東大阪市 snack みき 

東大阪市 あんどう亭 

東大阪市 うお庄 

東大阪市 うまいもの処 ゆめぜん 

東大阪市 お喋り居酒屋居心伝 長田店 

東大阪市 カフェ アリカ 

東大阪市 カラオケパブ 春子 

東大阪市 カラオケ喫茶ジュリアン 

東大阪市 カラオケ喫茶るんるんるん 

東大阪市 きくや 
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市町村名 施設名称 

東大阪市 くし若まる 高井田店 

東大阪市 ココス東大阪吉田店 

東大阪市 ごはん屋えん 

東大阪市 コメダ珈琲店布施駅東店 

東大阪市 じゃんぼ總本店 河内小阪駅前店 

東大阪市 すき焼き壱番 もりやま 

東大阪市 すし半布施店 

東大阪市 ステーキリバーベ 瓢箪山店 

東大阪市 ステーキリバーベ 布施店 

東大阪市 スナック＆Bar An's 

東大阪市 たこえもん善根寺店 

東大阪市 たこえもん東花園店 

東大阪市 ちょい呑 ほっこり 

東大阪市 ドーミー東大阪 

東大阪市 なにわ食堂 

東大阪市 パラダイス 

東大阪市 ふぃっと 

東大阪市 プシケ 

東大阪市 ホルモンこじまる 

東大阪市 ミスタードーナツフレスポ長田ショップ 

東大阪市 ミスタードーナツ新石切ショップ 

東大阪市 やきとり大吉 大蓮東店 

東大阪市 やきとり鳥八 

東大阪市 やきにく番長 

東大阪市 やの寿司 

東大阪市 加納酒場 情熱ホルモン 

東大阪市 河童ラーメン本舗 東大阪店 

東大阪市 丸幸水産 イオン鴻池店 

東大阪市 喫茶ライオン 

東大阪市 喫茶珈琲人 

東大阪市 牛でん 東大阪店 

東大阪市 居酒屋 我家 

東大阪市 居酒屋ちるどれん 

東大阪市 居酒屋ベンチ 

東大阪市 教道家 
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市町村名 施設名称 

東大阪市 串揚げ 串ぼうず 

東大阪市 荒本酒場 情熱ホルモン 

東大阪市 荒本典礼会館 

東大阪市 高級割烹 海老蔵 

東大阪市 若江典礼会館 

東大阪市 松鶴 koreandining 

東大阪市 石庵布施店 

東大阪市 創作和食 Dining朔楽 

東大阪市 大玉たこ焼き たこえもん新石切店 

東大阪市 大福 

東大阪市 淡路屋 

東大阪市 炭火串焼きほんだ 

東大阪市 中華そば九兵衛 本店 

東大阪市 鳥貴族 鴻池新田店 

東大阪市 鳥貴族 東花園店 

東大阪市 天満屋 

東大阪市 東大阪典礼会館 

東大阪市 布施典礼会館 

東大阪市 満腹のりちゃん 

東大阪市 立呑酒場 まほろば 

東大阪市 和風喫茶 スナック華 

泉南市 ASA INDIAN CAFE&DINING 

泉南市 E・KOMO・MAI 

泉南市 spoon 

泉南市 TSUBOICHI TEA PLACE りんくう店 

泉南市 イオンシネマりんくう泉南 

泉南市 うどん忠雅堂 

泉南市 デンバープレミアムイオンモールりんくう泉南店 

泉南市 なぶ羅 

泉南市 越後叶家 

泉南市 味十味 

四條畷市 BlueBee 

四條畷市 Lily  Chou Chou 

四條畷市 イオンシネマ四條畷 
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市町村名 施設名称 

四條畷市 
株式会社シャープ事業センター研修レクリエーションアイ・アイ・ランド 

VENT ET VERT 

四條畷市 炭火串焼刻屋 

四條畷市 鳥貴族 四條畷店 

四條畷市 和食中華ダイニング千行 

交野市 アブニール  ブリアン 

交野市 スナックばってん 

交野市 交野典礼会館 

交野市 焼肉 牛兵衛 

交野市 炭火焼肉 久太郎 交野店 

交野市 鳥貴族 交野店 

交野市 酉壱 

交野市 風の街交野店 

大阪狭山市 BREAD＆ 

大阪狭山市 カフェ・ブルーマウンテン金剛駅前店 

大阪狭山市 じゃんぼ總本店 大阪狭山市駅前店 

大阪狭山市 パルネット狭山店 Book&coffee 

大阪狭山市 純情屋 

大阪狭山市 大いちょう 狭山店 

大阪狭山市 中華料理 清流 

大阪狭山市 和牛  焼肉さくら 

阪南市 NACLEY 

阪南市 からおけ家 

阪南市 マルキ精肉 阪南店 

能勢町 能勢路 

忠岡町 あそこ 

忠岡町 三代目 中華料理やっこ 

忠岡町 杉本商店 

熊取町 マクドナルド外環熊取町店 

田尻町 KIX AIR SIDE LOUNGE 

田尻町 プロント 

田尻町 プロント 関西国際空港 ＬＣＣターミナル店 

田尻町 居笑屋天国 田尻店 

田尻町 自家製面 杵屋 

田尻町 信州そば処そじ坊 
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岬町 Seaside Cafe SNAFKIN 

河南町 河茂寿司 

 

 

 

 

 


