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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 17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 BROWN CAFE/BAR 

大阪市都島区 maren 

大阪市都島区 RAITO 

大阪市都島区 tables cook & jonathan's bookstore 

大阪市都島区 THE DRINK BOX. KiKi京橋店 

大阪市都島区 うどんそば今日亭 都島店 

大阪市都島区 お食事 みはる 

大阪市都島区 かごの屋京橋東野田店 

大阪市都島区 かごの屋都島店 

大阪市都島区 カルピハウス青山 

大阪市都島区 つけそば maren 

大阪市都島区 トラジャコーヒー 京阪モール店 

大阪市都島区 レモホル酒場×Mr.チージュ エル京橋店 

大阪市都島区 居酒屋 大黒 京橋 

大阪市都島区 京橋炉端焼ロバ 

大阪市都島区 串屋長右衛門 

大阪市都島区 松屋京橋南店 

大阪市都島区 松屋京阪京橋店 

大阪市都島区 松屋都島毛馬店 

大阪市都島区 炭火とワイン京橋店 

大阪市都島区 板前焼肉一斗 京橋店 

大阪市福島区 BAR ARNECK 

大阪市福島区 BAR ARNECK 

大阪市福島区 Bar&Dining HIMAWARI 

大阪市福島区 R 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 カフェ・ド・クリエ ふくしま店 

大阪市福島区 カラオケルーム&スナックプリテイ・ウーマン 

大阪市福島区 しゃかりき 432新福島店 

大阪市福島区 すし処裕喜野田阪神店 

大阪市福島区 セブンサミッツ 

大阪市福島区 とまり木 432 

大阪市福島区 ミスタードーナツ福島店 

大阪市福島区 海鮮居酒屋 ありあけ 

大阪市福島区 株式会社村上本店 

大阪市福島区 牛ホルモン串 吉村 

大阪市福島区 松屋大阪野田店 

大阪市福島区 焼肉 いっしゃん 

大阪市福島区 晴屋 福島店 

大阪市福島区 天下一品福島店 

大阪市福島区 天下一品野田阪神店 

大阪市福島区 天串と海鮮の店 はれ天 

大阪市福島区 天武亭 征家 

大阪市福島区 米粉お好み焼き志やり 

大阪市福島区 和伝福まん 

大阪市此花区 Member's 703 

大阪市此花区 お好み焼・鉄板焼おりがみ 

大阪市此花区 さくら 

大阪市此花区 しん左衛門 

大阪市此花区 スタジオ・スターズ・レストラン 

大阪市此花区 たこやきの元祖・本家会津屋 ユニバーサルシティウォーク大阪店 

大阪市此花区 ながさき本店 

大阪市此花区 ハピネス・カフェ 

大阪市此花区 ビバリーヒルズ・ブランジェリー 

大阪市此花区 マーシーオーガモン 

大阪市此花区 モスバーガーユニバーサル・シティウォーク大阪店 

大阪市此花区 ルイズ N.Y.ピザパーラー 

大阪市此花区 わさびの花 

大阪市此花区 安兵衛 

大阪市此花区 屋台居酒屋大阪満マル 西九条南店 

大阪市此花区 居酒屋大黒屋 
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市町村名 施設名称 

大阪市此花区 三本の箒 

大阪市此花区 松のや千鳥橋店 

大阪市此花区 粉もん屋八西九条店 

大阪市此花区 味楽 

大阪市此花区 餃子酒場 ROOKIE 

大阪市西区  ※710 

大阪市西区 「TABLES Coffee Bakery & Diner」 

大阪市西区 9株式会社 

大阪市西区 bergamais 

大阪市西区 Bistro pop a coco 

大阪市西区 CULB STADiUM  Lounge Space Presented by セブン-イレブン 

大阪市西区 G.L.B 

大阪市西区 il legame 

大阪市西区 Indian Nepal Restaurant and Bar SIDDARTHA  

大阪市西区 jeudi cafe 

大阪市西区 MAAK Glamping Kitchen 川床テラス TOSABORI 

大阪市西区 Ｓｐｒｅａｄ 

大阪市西区 ＳＴＡＲ ＤＩＮＥＲ 

大阪市西区 イタリア食堂ポルコ 

大阪市西区 ヴィアイン心斎橋四ツ橋 

大阪市西区 おさかな処 磯の家 

大阪市西区 かごの屋大阪ドームシティ店 

大阪市西区 キャベツ焼大阪ドームシティ店 

大阪市西区 ココバナナ 

大阪市西区 シダラタ 

大阪市西区 シダラタ 

大阪市西区 すなっく かわい 

大阪市西区 たこ焼きとおでん 石橋 

大阪市西区 どろそば将 西本町店 

大阪市西区 ピッツェリア エイト 

大阪市西区 ひなた家 

大阪市西区 ぼっかけや 

大阪市西区 ホテル YuRuRiTo 

大阪市西区 もりもり寿しイオンモール大阪ドームシティ店 

大阪市西区 ヤナギストア 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 季節料理中西 

大阪市西区 喫茶ドーン 

大阪市西区 牛煮炊きとおばんざい ちいやん 

大阪市西区 金時屋 

大阪市西区 九条亭 

大阪市西区 串料理 あ 

大阪市西区 江戸堀武蔵野京町堀武蔵 

大阪市西区 自家製うどん中西 

大阪市西区 庄や 肥後橋土佐堀通り店 

大阪市西区 松屋九条店 

大阪市西区 松屋四ツ橋店 

大阪市西区 松屋肥後橋店 

大阪市西区 焼肉ここから 靭公園店 

大阪市西区 大衆居酒屋きっちょむ 

大阪市西区 蛸焼とおでん クレ 

大阪市西区 天下一品西長堀店 

大阪市西区 肉とレモンサワー BISTROアキラ ～肉肉愛してる～ 

大阪市西区 八百屋とごはん うらや西本町店 

大阪市西区 八百屋とごはん しみず 

大阪市西区 北堀江寿し久 

大阪市西区 味吉兆 

大阪市西区 唯一無二 

大阪市西区 和洋旬菜 やりや一石 

大阪市港区 Cafe Ivy 

大阪市港区 cafe&brasserie O10 

大阪市港区 カサブランカクラブ 弁天町オーク 200店 

大阪市港区 コーヒーショップ ノア 

大阪市港区 さか口 

大阪市港区 スナックのぶえ 

大阪市港区 スナック恵利花 

大阪市港区 リモージュ 

大阪市港区 阿倍野屋 

大阪市港区 笠利三先 

大阪市港区 喫茶バロン 

大阪市港区 手打ちうどん きぬや 
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市町村名 施設名称 

大阪市港区 寿司茶屋すし活 

大阪市港区 泡盛 BARシーサー弁天町店 

大阪市大正区 おがわ 

大阪市大正区 お好み焼 伊吹 

大阪市大正区 きりん 

大阪市大正区 ホルモン あきやす 

大阪市大正区 まるこう 

大阪市大正区 紀之国屋酒店 

大阪市大正区 喫茶 16 

大阪市大正区 居酒屋 気分屋 

大阪市天王寺区 cafe calin 

大阪市天王寺区 Cafe&Bar POSH 

大阪市天王寺区 olio 

大阪市天王寺区 Pelcola天王寺 MIO店 

大阪市天王寺区 SORAIRO KITCHEN IN TENSHIBA PARK 

大阪市天王寺区 いしかわ 

大阪市天王寺区 おやじすし 

大阪市天王寺区 カフェ クレバー アベ地下店 

大阪市天王寺区 カフェ英國屋天王寺ミオ店 

大阪市天王寺区 カラオケ笑（えがお） 

大阪市天王寺区 ザ・ちゃんこ 萩屋 本場所 

大阪市天王寺区 じゃんぼ焼鳥 鳥貴族 上本町店 

大阪市天王寺区 じゃんぼ焼鳥 鳥貴族 天王寺北口店 

大阪市天王寺区 たこ焼き一休 

大阪市天王寺区 ニューツルマツ 上本町 

大阪市天王寺区 ハゲ天 

大阪市天王寺区 屋台居酒屋大阪満マル 鶴橋駅前店 

大阪市天王寺区 会津屋天王寺 MIO店 

大阪市天王寺区 甘党まえだあべちか店 

大阪市天王寺区 甘党まえだ天王寺 MIO店 

大阪市天王寺区 丸福珈琲店 上本町 YUFURA店 

大阪市天王寺区 季 近鉄上本町店 

大阪市天王寺区 季節料理 天田 

大阪市天王寺区 串カツまる 

大阪市天王寺区 松のや四天王寺前夕陽ケ丘店 
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市町村名 施設名称 

大阪市天王寺区 松屋谷町九丁目店 

大阪市天王寺区 松屋鶴橋店 

大阪市天王寺区 焼鳥と麦 カッシーワ 

大阪市天王寺区 焼肉ここから 玉造店 

大阪市天王寺区 焼肉ホルモン但馬丸善 大阪本店 

大阪市天王寺区 膳や あべちか店 

大阪市天王寺区 大衆酒場 酒豪 

大阪市天王寺区 天下一品天王寺駅北口店 

大阪市天王寺区 白雲台鶴橋駅前店 

大阪市天王寺区 八千草 

大阪市天王寺区 備長串屋わたる 天王寺店 

大阪市天王寺区 冨士屋 あべちか店 

大阪市天王寺区 冨士屋 天王寺 MIOプラザ館店 

大阪市天王寺区 和伊彩亭ラ・ローザ 

大阪市浪速区 BarGuild 

大阪市浪速区 Milkcafe 

大阪市浪速区 SAKE NERD 

大阪市浪速区 The RITA COFFEE 

大阪市浪速区 お好焼鉄板焼 間 

大阪市浪速区 かごの屋大国町店 

大阪市浪速区 グッドスプーン なんばＣＩＴＹ店 

大阪市浪速区 ココンチカフェ 

大阪市浪速区 しじみ炊き肉くにき 難波店 

大阪市浪速区 スタミナ焼肉 はらだ 

大阪市浪速区 どろそば将 恵美須店 

大阪市浪速区 ホテルイルクオーレなんば レストランサローネ 

大阪市浪速区 リーフレッシュ 

大阪市浪速区 居酒屋ふさちゃん 

大阪市浪速区 虎ノ王 つけ麺・ラーメン 桜川店 

大阪市浪速区 虎ノ王 つけ麺・ラーメン 新世界店 

大阪市浪速区 松屋桜川店 

大阪市浪速区 松屋大国町店 

大阪市浪速区 松屋通天閣店 

大阪市浪速区 大勝 

大阪市浪速区 大東北総本店 
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市町村名 施設名称 

大阪市浪速区 蛸焼とおでん 友の 

大阪市浪速区 炭火焼 煙 

大阪市浪速区 八百屋とごはん うらや本店 

大阪市浪速区 板前居酒屋ゆうや 

大阪市浪速区 武漢熱干面 Juan 

大阪市浪速区 明日葉 

大阪市浪速区 立ち寿司 １号店 

大阪市浪速区 餃子酒場 あめみや 

大阪市西淀川区 かごの屋歌島橋店 

大阪市西淀川区 松のや姫島店 

大阪市西淀川区 焼き鳥 すみの 

大阪市西淀川区 世界長 

大阪市東淀川区 KOKOCafe 

大阪市東淀川区 Malo 

大阪市東淀川区 Ｎ.Ｙ.Ｃ.クラゲＢＡＲ 

大阪市東淀川区 PUBSNACK ai 

大阪市東淀川区 ヴィアイン新大阪 

大阪市東淀川区 お食事処 かわ 

大阪市東淀川区 かごの屋東淀川店 

大阪市東淀川区 キッチンハリネズミ 

大阪市東淀川区 スナックアンコール 

大阪市東淀川区 ドトールコーヒーショップ 阪急淡路店 

大阪市東淀川区 もり家 

大阪市東淀川区 もんちゃま   

大阪市東淀川区 ローソン 

大阪市東淀川区 ローソン東淀川大道南店 

大阪市東淀川区 屋台居酒屋大阪満マル 淡路店 

大阪市東淀川区 居酒屋 九州っ子 

大阪市東淀川区 吟醸バー石橋 

大阪市東淀川区 集い処いちりん 

大阪市東淀川区 松のやだいどう豊里店 

大阪市東淀川区 松屋上新庄店 

大阪市東淀川区 松屋新大阪東口店 

大阪市東淀川区 松屋東淀川菅原店 

大阪市東淀川区 新大阪海鮮食堂 おーうえすと 
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市町村名 施設名称 

大阪市東淀川区 大坂風月 

大阪市東淀川区 天狗庵 

大阪市東淀川区 麺や 五山 

大阪市東淀川区 麺屋マルヨシ 

大阪市東成区 YONEZAWA鶏 NIKUTEN 

大阪市東成区 お好み焼き屋みっちゃん 

大阪市東成区 お好み焼クレイン 

大阪市東成区 カラオケもこ 

大阪市東成区 ほのか 

大阪市東成区 マルカツ 玉造店 

大阪市東成区 ムニポチャ本店 

大阪市東成区 ヨコワ 

大阪市東成区 よしまん 

大阪市東成区 るうと 

大阪市東成区 松屋今里店 

大阪市東成区 松屋深江橋店 

大阪市東成区 西垣酒店 

大阪市東成区 大阪王将 玉造店 

大阪市東成区 大成屋 

大阪市東成区 茶房時雨 

大阪市東成区 鉄板焼 こたん 

大阪市東成区 崔おばさんのキムチ 株式会社サンセイフーズ 

大阪市生野区 CUUA 

大阪市生野区 DELTAKO 

大阪市生野区 ITAEWON 

大阪市生野区 えびす商店 

大阪市生野区 おっぱや(Boo...) 

大阪市生野区 カフェ ポエム 

大阪市生野区 そばうどん今日亭巽店 

大阪市生野区 パセリはパセリ 

大阪市生野区 河童ラーメン本舗 生野巽店 

大阪市生野区 丸勝 寺田町 

大阪市生野区 居酒屋あ！そこ 

大阪市生野区 居酒屋まいど 

大阪市生野区 軽食喫茶エクボ 
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市町村名 施設名称 

大阪市生野区 今日子 

大阪市生野区 松屋桃谷店 

大阪市生野区 大河 

大阪市生野区 呑ん来亭 

大阪市生野区 風月 

大阪市生野区 老紳士 

大阪市旭区 Den 

大阪市旭区 veil 

大阪市旭区 かごの屋森小路インター東店 

大阪市旭区 じゅんさん 

大阪市旭区 チアーズ 

大阪市旭区 まっちゃん 

大阪市旭区 モスバーガー千林大宮店 

大阪市旭区 松屋千林大宮店 

大阪市旭区 雀誠 

大阪市城東区 Cafe&Bar クラバー 

大阪市城東区 インド料理レストラン RANI 

大阪市城東区 かごの屋深江橋店 

大阪市城東区 さくら 

大阪市城東区 はっぴーＷＯＭＡＮ 

大阪市城東区 ラウンジラン 

大阪市城東区 わしん 

大阪市城東区 花水木 

大阪市城東区 松のや深江橋店 

大阪市城東区 肉食堂もぐ 

大阪市城東区 八百屋食堂まるも 

大阪市阿倍野区 Kiefel Coffee cafe le pin 

大阪市阿倍野区 あ らん ハルカス店 

大阪市阿倍野区 あべのひろ 

大阪市阿倍野区 あべのルシアス西売店 

大阪市阿倍野区 アポロ売店 

大阪市阿倍野区 ヴィアインあべの天王寺 

大阪市阿倍野区 かごの屋阿倍野王子町店 

大阪市阿倍野区 カラオケ喫茶チャンピオン 

大阪市阿倍野区 カラオケ喫茶歌姫 
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市町村名 施設名称 

大阪市阿倍野区 グリルキャピタル東洋亭 あべのハルカス店 

大阪市阿倍野区 ごあごあ 

大阪市阿倍野区 コーヒーショップタカラブネ 

大阪市阿倍野区 コメダ珈琲店あべの店 

大阪市阿倍野区 スナック アミー 

大阪市阿倍野区 チーズと生はちみつ BeNe 

大阪市阿倍野区 フレッシュジュースの店ＳＯＵ 

大阪市阿倍野区 ぶんぶく 

大阪市阿倍野区 ぽんシュワ 

大阪市阿倍野区 みやび 

大阪市阿倍野区 ラビアンローズ 

大阪市阿倍野区 一蘭あべの店 

大阪市阿倍野区 甘党まえだあべのキューズモール店 

大阪市阿倍野区 喫茶スナックチロリン村 

大阪市阿倍野区 魚河岸料理ざこば 阿倍野本店 

大阪市阿倍野区 光 

大阪市阿倍野区 今日亭昭和町店 

大阪市阿倍野区 酒房ワビスケ 

大阪市阿倍野区 松屋阿倍野店 

大阪市阿倍野区 食やますぞう 

大阪市阿倍野区 食悦堂 

大阪市阿倍野区 信州庵 アポロ店 

大阪市阿倍野区 世界の３分麺 

大阪市阿倍野区 台湾甜商店 

大阪市阿倍野区 炭火焼 炎心 2 

大阪市阿倍野区 炭焼屋神力 

大阪市阿倍野区 中国料理 桃谷樓 阿倍野賓筵 

大阪市阿倍野区 鳥貴族 あべの橋店 

大阪市阿倍野区 天下一品天王寺あべのウォーク店 

大阪市阿倍野区 備長串屋わたる 阿倍野店 

大阪市阿倍野区 美好寿司 

大阪市阿倍野区 麺厨房１０３ 

大阪市住吉区 mmiri koule 

大阪市住吉区 かごの屋長居西店 

大阪市住吉区 カラオケ＆スナック藤田 
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市町村名 施設名称 

大阪市住吉区 ミスタードーナツ長居店 

大阪市住吉区 居酒屋 居小屋 

大阪市住吉区 松屋あびこ店 

大阪市住吉区 松屋長居店 

大阪市住吉区 善 

大阪市住吉区 帝塚山 季（帝塚山本店） 

大阪市住吉区 天下一品長居店 

大阪市住吉区 立ち飲み 呑 

大阪市住吉区 和の輪 

大阪市東住吉区 GoodBBQ長居公園(長居公園初亀売店) 

大阪市東住吉区 guuguu cafe 

大阪市東住吉区 Pizzeria Grano 

大阪市東住吉区 SHIERI 

大阪市東住吉区 かき小屋本舗東住吉本店 

大阪市東住吉区 ジャンたこ今川店 

大阪市東住吉区 しゅせん 

大阪市東住吉区 スナック９０番 

大阪市東住吉区 ソウル園 

大阪市東住吉区 はやっさんのワインにめがねぇんです 

大阪市東住吉区 居酒屋だんだん 

大阪市東住吉区 松屋針中野店 

大阪市東住吉区 松屋東住吉中野店 

大阪市東住吉区 松屋東住吉湯里店 

大阪市東住吉区 大勝 矢田店 

大阪市東住吉区 中華料理 天伸 

大阪市東住吉区 中国料理 順園 

大阪市東住吉区 福じゅう 

大阪市西成区 ９９９ 

大阪市西成区 Ａｉ 

大阪市西成区 Membre's Lee 

大阪市西成区 かごの屋岸里店 

大阪市西成区 カラオケ道場 花水木 

大阪市西成区 キャッツ 

大阪市西成区 たこ焼き 彩り 

大阪市西成区 ヤタイ 
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市町村名 施設名称 

大阪市西成区 河童ラーメン本舗 工場店 

大阪市西成区 株式会社会津屋 玉出本店 

大阪市西成区 喫茶シャトー 

大阪市西成区 居魚屋 ちよちゃん 

大阪市西成区 居酒屋 孔雀 

大阪市西成区 居酒屋 雪 

大阪市西成区 居酒屋なおくきん 

大阪市西成区 居酒屋奈々 

大阪市西成区 虎ノ王 つけ麺・ラーメン 岸里店 

大阪市西成区 山田の喫茶店 

大阪市西成区 松のや花園町店 

大阪市西成区 松屋花園町店 

大阪市西成区 松屋岸里店 

大阪市西成区 松屋南津守店 

大阪市西成区 神戸屋ウーピー 

大阪市西成区 炭火焼鳥 とり香 

大阪市西成区 竹呑み屋 

大阪市西成区 板前焼肉一斗 天下茶屋本店 

大阪市西成区 立ち喰い寿司 すし香 

大阪市西成区 和風カラオケ ゆう香 

大阪市西成区 你好 

大阪市淀川区 BAR cross 

大阪市淀川区 ＢＡＲ ＴＲＥＡＳＵＲＥ 

大阪市淀川区 BAR 鳥居 

大阪市淀川区 Beer Restaurant GIGI 

大阪市淀川区 Cafe&Bar Swell 

大阪市淀川区 Ciel 

大阪市淀川区 HEAVENTH 

大阪市淀川区 PIZZERIA E TRATTORIA PALLONCINO 

大阪市淀川区 RAINBOW 

大阪市淀川区 ＷＡＲＡＵ 塚本店 

大阪市淀川区 WEEK 

大阪市淀川区 おーうえすと 東三国店 

大阪市淀川区 お好み焼 めっせ熊 

大阪市淀川区 かごの屋三国本町店 
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大阪市淀川区 カサブランカクラブ 神崎川店 

大阪市淀川区 カラオケ喫茶ぎんが 

大阪市淀川区 からくさホテルグランデ新大阪タワー 

大阪市淀川区 かんざき 

大阪市淀川区 くつろぎの里 庄や 新大阪駅店 

大阪市淀川区 グリルキャピタル東洋亭 新大阪店 

大阪市淀川区 さかな STAND００２４ 

大阪市淀川区 ささ花 

大阪市淀川区 サバ６製麺所 西中島南方店 

大阪市淀川区 じゅじゅ庵 西中島店 

大阪市淀川区 じゅじゅ庵 東三国店 

大阪市淀川区 ショットバーハレッパ(BAR HARePPA) 

大阪市淀川区 スターバックス コーヒー JR東海 新大阪駅新幹線ラチ内店 

大阪市淀川区 どろそば将 十三店 

大阪市淀川区 メッセ 熊子 

大阪市淀川区 ライト 

大阪市淀川区 家庭料理 源家 

大阪市淀川区 海鮮料理おぶ亭 

大阪市淀川区 丸勝 十三店 

大阪市淀川区 丸福食堂 

大阪市淀川区 弦 新大阪店 

大阪市淀川区 三国おばんざいバル 六弦家本店 

大阪市淀川区 酒菜やいしもん西中島店 

大阪市淀川区 熟成うどんなかや 

大阪市淀川区 春夏秋冬(新高店) 

大阪市淀川区 松のや十三店 

大阪市淀川区 松屋三国店 

大阪市淀川区 松屋十三西口店 

大阪市淀川区 松屋十三東口店 

大阪市淀川区 松屋西中島店 

大阪市淀川区 松屋南方店 

大阪市淀川区 心音 

大阪市淀川区 八金 

大阪市淀川区 梁山泊（居酒屋） 

大阪市鶴見区 お食事処 う吉 
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市町村名 施設名称 

大阪市鶴見区 タリーズコーヒー三井アウトレットパーク大阪鶴見店 

大阪市鶴見区 ふうふや鶴見店 

大阪市鶴見区 居酒屋いろは 

大阪市鶴見区 松のや今福鶴見店 

大阪市鶴見区 松屋放出店 

大阪市鶴見区 鶴橋らーめん食堂鶴心 

大阪市鶴見区 鶴見緑地プール内フードコート 

大阪市鶴見区 福ちゃん 

大阪市鶴見区 揚げたて天ぷらマルニ 

大阪市鶴見区 龍神丸イオンモール鶴見緑地店 

大阪市鶴見区 珈琲館ヤマト 

大阪市住之江区 1010 

大阪市住之江区 ＢＡＲ 太平洋 

大阪市住之江区 BByou 

大阪市住之江区 じゃんぼ焼鳥 鳥貴族 住之江公園店 

大阪市住之江区 スナック大西洋 

大阪市住之江区 一二三食堂 

大阪市住之江区 韓味 

大阪市住之江区 寿司ダイニングＳａｂｕ 

大阪市住之江区 松屋御崎店 

大阪市住之江区 松屋住之江公園店 

大阪市住之江区 天下一品住之江店 

大阪市住之江区 和風居酒屋 KAZU（一） 

大阪市平野区 あさひ食堂 

大阪市平野区 かごの屋長吉長原店 

大阪市平野区 かごの屋平野区役所西店 

大阪市平野区 カサブランカクラブ 長吉出戸店 

大阪市平野区 カラオケ喫茶けいこ 

大阪市平野区 カラオケ喫茶てる 

大阪市平野区 カラオケ呑み処 いちご 

大阪市平野区 屋台居酒屋大阪満マル 平野店 

大阪市平野区 串本舗とさか鳥てん 

大阪市平野区 鶏将 

大阪市平野区 松屋喜連瓜破店 

大阪市平野区 炭火焼肉鶴兆 長吉本店 
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大阪市平野区 炭火焼肉鶴兆 平野西脇店 

大阪市平野区 肉汁餃子・もつ鍋専門店知どり 

大阪市北区 AGENT 

大阪市北区 ANA クラウンプラザホテル大阪（メイン厨房） 

大阪市北区 AZU CURRY 

大阪市北区 BAB梅田店 

大阪市北区 BAR KOU 

大阪市北区 bateau ivre 

大阪市北区 BeeRUSH梅田 

大阪市北区 Bee梅田 

大阪市北区 BeNe 

大阪市北区 Bistro&Bar SOLA梅田店 

大阪市北区 BOOCHiC 

大阪市北区 Cafe&Bar FREYJA 

大阪市北区 Club BIDAN  

大阪市北区 cosco crepe 梅田店 

大阪市北区 ＦＥＳ 

大阪市北区 Garden Lounge 

大阪市北区 Giungino 

大阪市北区 ＧＲＩＬＬ ＨＩＲＯ 

大阪市北区 Growヤムヤム食堂 

大阪市北区 ＨＡＲＡＩＰＰＡＩ 中崎町店 

大阪市北区 J.エポック 

大阪市北区 kaicocafe 

大阪市北区 KAMIYAMA lobby 

大阪市北区 Karaoke Bar  Solo Solo 

大阪市北区 Kitchen Coto Coto 

大阪市北区 KOBE STEAK Tsubasa 北新地店 

大阪市北区 K'sDining&Karaoke 

大阪市北区 Lawry's The Prime Rib, Osaka 

大阪市北区 LOL 

大阪市北区 Pelcola HEPFIVE店 

大阪市北区 PURPLE HAZE 

大阪市北区 Ramen Xone 

大阪市北区 Rosticceria da Babbo 
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大阪市北区 Sweet's 

大阪市北区 TAB 

大阪市北区 UPSTAIRZ 

大阪市北区 wanna manna  

大阪市北区 Ｗｏｌｆｇａｎｇ ｓ Ｓｔｅａｋｈｏｕｓｅ 大阪店 

大阪市北区 あ らん サウスゲート店 

大阪市北区 アミュザン・マイ 

大阪市北区 あらうま堂 

大阪市北区 イタメシヤ エイト 

大阪市北区 イタリアンバル＆グリルセンバキッチン 中津店 

大阪市北区 ヴィアイン梅田 

大阪市北区 オービカ モッツァレラバー 梅田店 

大阪市北区 おこげもんじゃ ラウンジ岡野 

大阪市北区 おばんざい ひなた 

大阪市北区 ガーデンカフェ 

大阪市北区 ガーデンキッチン 

大阪市北区 カカオサンパカ 

大阪市北区 カッシーワ E-ma梅田店 

大阪市北区 カッシーワお初天神店 

大阪市北区 カッシーワ茶屋町店 

大阪市北区 カッシーワ東通り店 

大阪市北区 カフェ ド クレバー サウスゲート店 

大阪市北区 カフェインザパーク 

大阪市北区 カフェラ大丸梅田店 

大阪市北区 キッチン＆マーケット ルクア大阪店 

大阪市北区 きみや 大阪本店 

大阪市北区 キュイジーヌ福の舞 

大阪市北区 クックデリ御膳ルクア大阪店 

大阪市北区 グリルキャピタル東洋亭 阪急店 

大阪市北区 ザ ロビーラウンジ 

大阪市北区 サカトケ乃カミ 

大阪市北区 サバ６製麺所 阪急梅田店 

大阪市北区 サロンド森山 

大阪市北区 しゃかりき 432堂山店 

大阪市北区 すしや コトブキツカサ 天満店 
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大阪市北区 スタンどどどンガメ 

大阪市北区 ステーキハウス榊原 

大阪市北区 スナック Ami 

大阪市北区 スナックポポロ 

大阪市北区 センバキッチン グリーンハウス 

大阪市北区 たこ焼き たこランラン 

大阪市北区 ダルピッ 

大阪市北区 つどい処鮨旬三郎 

大阪市北区 つるつる庵 

大阪市北区 とりなべ YAMATO 

大阪市北区 どん家 

大阪市北区 ないな 

大阪市北区 なかがわ 

大阪市北区 ハゲ天 

大阪市北区 ばぶばぶ東通り店 

大阪市北区 バルバッコア 梅田店 

大阪市北区 ビッグエコー西梅田店 

大阪市北区 ビッグエコー梅田ＤＤハウス店 

大阪市北区 ブラックムース 

大阪市北区 フランダース・テイル ハービス PLAZA店 

大阪市北区 ベトナム屋台酒場デンロン 

大阪市北区 べるＢＡＲ 

大阪市北区 ホテルイルグランデ レストランバローロ 

大阪市北区 ホテルイルモンテ 

大阪市北区 ミキコサロン ダイニング 

大阪市北区 ミスタードーナツ梅田東店 

大阪市北区 メゾンタテルヨシノ 

大阪市北区 メゾンパリジャン 

大阪市北区 やきとり 松里 

大阪市北区 ラ・スピーゴラ 

大阪市北区 らーめん つけそば 古今亭 

大阪市北区 ランゴロ 

大阪市北区 愛想屋 

大阪市北区 一蘭梅田阪急東通店 

大阪市北区 一蘭梅田芝田店 
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大阪市北区 屋台居酒屋大阪満マル 天神橋 3丁目店 

大阪市北区 屋台居酒屋大阪満マル 天神橋 5丁目店 

大阪市北区 雅もん 

大阪市北区 海幸丸百番 

大阪市北区 韓国家庭料理 アリラン  (2号店) 

大阪市北区 韓国家庭料理 アリラン  (第 3ビル店) 

大阪市北区 丸福珈琲店 HEPナビオ店 

大阪市北区 丸福珈琲店 阪急うめだ本店 

大阪市北区 九分九厘 ざんまい屋 

大阪市北区 串カツカレー七福神天五店 

大阪市北区 串焼屋 うなちった 

大阪市北区 慶喜 

大阪市北区 鶏と鰻 のぐち 

大阪市北区 鶏と鮪節 麺屋 勝時 

大阪市北区 弦 サウスゲート店 

大阪市北区 弦 ホワイティ店 

大阪市北区 虎ノ王 つけ麺専門 梅田 2号店 

大阪市北区 虎ノ王 つけ麺専門 梅田店 

大阪市北区 幸せ立ち呑み 夢ごりら 

大阪市北区 合同会社 CAFEandBAR結 

大阪市北区 黒門小雀弥 天満店 

大阪市北区 細巻きと蕎麦 あおの 

大阪市北区 坂井珈琲 天神橋店 

大阪市北区 山守屋 

大阪市北区 自由亭 

大阪市北区 酒の奥田 2号店 

大阪市北区 酒菜やいしもん 

大阪市北区 酒菜やいしもん西対 

大阪市北区 酒菜やいしもん対屋 

大阪市北区 酒蔵呑 

大阪市北区 寿司 焼酎 みずしま 

大阪市北区 旬鮮彩庵竹膳 

大阪市北区 小料理 Bar あまの 

大阪市北区 松のや大阪駅前第３ビル店 

大阪市北区 松のや堂島店 
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大阪市北区 松のや南森町店 

大阪市北区 松のや梅田店 

大阪市北区 松屋桜橋店 

大阪市北区 松屋中崎町店 

大阪市北区 松屋天神橋六丁目店 

大阪市北区 松屋南森町駅前店 

大阪市北区 松屋梅田角田町店 

大阪市北区 松屋梅田神山町店 

大阪市北区 焼酎バー くらくら 

大阪市北区 焼鳥 やまと 

大阪市北区 焼鳥 市松 

大阪市北区 焼鳥ひらい 

大阪市北区 焼肉ホルモン坂上 梅田本店 

大阪市北区 焼肉串 ツチケン 

大阪市北区 焼肉焼トロ和や 

大阪市北区 笑卵 梅田店 

大阪市北区 上田ジンギスカン 

大阪市北区 上島珈琲店 OAP タワー店 

大阪市北区 上島珈琲店阪急三番街店 

大阪市北区 炊き餃子 川添 

大阪市北区 清元 

大阪市北区 西仲珈琲プランタン 

大阪市北区 西洋館 

大阪市北区 青冥大丸梅田店 

大阪市北区 青冥堂島本店 

大阪市北区 善 ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ 

大阪市北区 膳や musi-vege+ 阪急三番街店 

大阪市北区 膳や ホワイティ梅田店 

大阪市北区 台湾甜商店 

大阪市北区 大衆酒場 ながはま 

大阪市北区 卓球 BARパレット北新地店 

大阪市北区 蛸焼とおでん いけした 

大阪市北区 炭と蕎麦 しろや 

大阪市北区 炭と蕎麦と釜めし はら田 

大阪市北区 炭屋キッチン やまや 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 炭火を囲む わだ 

大阪市北区 炭火焼 煙 

大阪市北区 炭焼きとおでん 猪頭 

大阪市北区 炭焼き専門ひととき堂山店 

大阪市北区 炭焼と釜飯 さかぐち 

大阪市北区 中国料理 花梨 

大阪市北区 鳥貴族 天神橋店 

大阪市北区 鶴群 

大阪市北区 帝塚山 季 ＴＯＫＩ 阪急三番街店 

大阪市北区 鉄板 diningだんぼ 

大阪市北区 鉄板牛串 アベ亭 

大阪市北区 鉄板焼 堂島 

大阪市北区 鉄板大衆酒場 高はし 

大阪市北区 天一更科 

大阪市北区 天下一品西梅田店 

大阪市北区 天下一品中津店 

大阪市北区 天下一品東梅田店 

大阪市北区 天下一品北新地店 

大阪市北区 天神橋青木 

大阪市北区 天満ワイン酒場 Nido 

大阪市北区 土佐炉ばた 八金 天満店 

大阪市北区 奴寿し 

大阪市北区 東梅田 AZYTATE 

大阪市北区 呑み処 m.yamasaki 

大阪市北区 猫と卵 

大阪市北区 梅田ホルモン堂 なかと 

大阪市北区 八百屋とごはん うらや福島店 

大阪市北区 板前酒場 たか山 

大阪市北区 備長串屋わたる 西梅田店 

大阪市北区 備長串屋わたる 天満店 

大阪市北区 備長炭やきとり 坂上家 

大阪市北区 備長炭火焼 とり悠 

大阪市北区 北新地ここの 

大阪市北区 癒 Nao 

大阪市北区 洋風居酒屋 TRUM 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 立呑やいしもん梅田店 

大阪市北区 老松六亭 

大阪市北区 和牛まつした 本通り店 

大阪市北区 脇田屋 

大阪市北区 戀（Ren） 

大阪市北区 餃子 立山 梅田店 

大阪市北区 餃子の山﨑 

大阪市北区 鮨 天使 

大阪市北区 髙﨑 

大阪市中央区 Bar Zari 

大阪市中央区 東北料理 鑫旺 

大阪市中央区 AGF 煎 SENcafe 

大阪市中央区 BAR  Lee   Lee 

大阪市中央区 bar rounge Palette 

大阪市中央区 Bar vivi 

大阪市中央区 BeeRUSH難波 

大阪市中央区 Bee難波 

大阪市中央区 BONES 

大阪市中央区 Boo Boo Pink 

大阪市中央区 Bros. Bar 

大阪市中央区 Cafe Bellsourir by ucc 

大阪市中央区 cafe&bar TinyTrainee 

大阪市中央区 Ｃｈａｎｐｏｎ 

大阪市中央区 chicken&egg CASSIWA 

大阪市中央区 DOORS HOUSE 

大阪市中央区 Drinkbar  Suppoted by KIRIN 

大阪市中央区 FAIRY 

大阪市中央区 fun wave 

大阪市中央区 ｇｏｏｄｓｐｏｏｎ 淀屋橋ｏｄｏｎａ店 

大阪市中央区 GOTTO酒場 備後町店 

大阪市中央区 green bar 心斎橋店 

大阪市中央区 James' dream 

大阪市中央区 kiefel cafe dining なんばなんなん店 

大阪市中央区 ＫＩＥＦＥＬ ＣＯＦＦＥＥ なんばウォーク店 

大阪市中央区 ＫＩＥＦＥＬ なんば ＣＩＴＹ店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 Members'ON 

大阪市中央区 musi-vege+cafeなんば CITY店 

大阪市中央区 NOAM 

大阪市中央区 okonomi 

大阪市中央区 OTTO 

大阪市中央区 ｐａｓｔｅｒｉａ ｂａｍｂｕ 

大阪市中央区 Precious プレシャス 

大阪市中央区 salon de CLEO 

大阪市中央区 SHAO 

大阪市中央区 Shuhari COFFEE & SANDWICH 

大阪市中央区 spice32本町店 101 

大阪市中央区 STANDING BAR H 

大阪市中央区 SYNERGY 

大阪市中央区 TABLES CAFE 

大阪市中央区 Thai Kithen 天満橋 

大阪市中央区 THIRD PLACE 

大阪市中央区 TONES COFFEE STUDIO 

大阪市中央区 TORRINGTON TEA ROOM 

大阪市中央区 Triple three 

大阪市中央区 TROIS 

大阪市中央区 ＷＡＲＡＵ 本町店 

大阪市中央区 yacipoci 

大阪市中央区 YELLOW APE CRAFT 

大阪市中央区 Yellow Ape Craft The Bottle Shop & The Kitchen  

大阪市中央区 アイン 

大阪市中央区 あずみのおそば樽屋玄助 

大阪市中央区 イタリアンバル＆グリル センバキッチン 

大阪市中央区 イマジンプラス 

大阪市中央区 ヴィアイン心斎橋 

大阪市中央区 ウィッシュ ＷＩＳＨ 

大阪市中央区 うなぎのじょん 

大阪市中央区 えびす亭日本橋店 

大阪市中央区 おうちごはんすなっくあろえ 

大阪市中央区 オーマイチキン 

大阪市中央区 お好み 吉田 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 かごの屋清水谷高校前店 

大阪市中央区 かしわ屋 八金 

大阪市中央区 カフェ クレバー ウォーク店 

大阪市中央区 カフェ英國屋なんば本社店 

大阪市中央区 カラオケ居酒屋 大阪 忍者屋敷 駿河流 

大阪市中央区 からくさホテル大阪なんば 

大阪市中央区 ぎょうざ専門店 2号店 

大阪市中央区 グッドスプーン ジョーテラス店 

大阪市中央区 グリルキャピタル東洋亭 なんば店 

大阪市中央区 こてつ家 

大阪市中央区 しじみ炊き肉 くにき 

大阪市中央区 シダラタ 

大阪市中央区 シダラタ 

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ但馬屋ＤＸ 

大阪市中央区 しゃぶ長 

大阪市中央区 スタンドそのだ心斎橋パルコ店 

大阪市中央区 スナック ハル 

大阪市中央区 タイキッチン空堀 

大阪市中央区 タイ屋台 キョンキョン 

大阪市中央区 たこやきの元祖 本家会津屋 ナンバ店 

大阪市中央区 たこやき座 

大阪市中央区 だんだん 

大阪市中央区 ちからや 心斎橋店 

大阪市中央区 ちゃんぽん亭総本家瓦町店 

大阪市中央区 てつ鍋 カツを 天満橋 

大阪市中央区 テラス アンド ダイニング ゼロ 

大阪市中央区 トラジャーコーヒービエラ 森ノ宮店 

大阪市中央区 どろそば将 堺筋本町店 

大阪市中央区 ニューツルマツ パルコ店 

大阪市中央区 ニューツルマツ 難波 

大阪市中央区 バークモクモ 

大阪市中央区 パブ カルバス 

大阪市中央区 バルバッコアグリル 心斎橋店 

大阪市中央区 ビッグエコー堺筋本町安土町店 

大阪市中央区 ビッグエコー堺筋本町店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 ピュア 

大阪市中央区 プロント 安土町店 

大阪市中央区 ボンゴレスタンドカンノ 

大阪市中央区 まさかずの店 

大阪市中央区 みらく 

大阪市中央区 ムニポチャなんば店 

大阪市中央区 メンバーズ ラーク 

大阪市中央区 らーめん まる 

大阪市中央区 ラーメン一蘭 道頓堀店本館 

大阪市中央区 ラウンジ凰 

大阪市中央区 レストランユラユラ 

大阪市中央区 レモホル酒場 心斎橋店 

大阪市中央区 ワイン酒屋 Mista 

大阪市中央区 わが蔵 

大阪市中央区 一蘭なんば御堂筋店 

大阪市中央区 一蘭心斎橋店 

大阪市中央区 一蘭道頓堀店屋台館 

大阪市中央区 英喜 

大阪市中央区 英喜 東心斎橋店 

大阪市中央区 縁結 

大阪市中央区 河童ラーメン本舗 千日前店 

大阪市中央区 河童ラーメン本舗 米国村店 

大阪市中央区 華都飯店本町ガーデンシティ店 

大阪市中央区 菓匠よしふじ 

大阪市中央区 会津屋なんばウォーク店 

大阪市中央区 懐楽料理おかん 

大阪市中央区 楽呑ラボ 

大阪市中央区 楽鍋 

大阪市中央区 株式会社高島屋大阪店カフェキーフェルボワセゾン 

大阪市中央区 釜飯ち炭と酒 やま蔵 

大阪市中央区 甘党まえだなんば Walk店 

大阪市中央区 韓国家庭料理 オモニ食堂 実華. 

大阪市中央区 韓辛 DELI 淀屋橋店 

大阪市中央区 丸福珈琲店 堺筋淡路町店 

大阪市中央区 丸福珈琲店 心斎橋パルコ店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 丸福珈琲店 千日前本店 

大阪市中央区 喫茶 VIP 

大阪市中央区 牛羽餃子おがわ 

大阪市中央区 居酒屋 鰤生 

大阪市中央区 魚味処たけや 

大阪市中央区 京おばんざい・うどん・蕎麦 つるはん 

大阪市中央区 京さか亭 

大阪市中央区 蕎麦と天ぷら みくりや 

大阪市中央区 串カツ食堂ホタル 

大阪市中央区 鶏や梅の湯 

大阪市中央区 月額 BAR 

大阪市中央区 虎ノ王 つけ麺・ラーメン 内本町店 

大阪市中央区 御料理 やまさき 

大阪市中央区 済州 

大阪市中央区 堺 醤油らーめん 石原ラ軍団 OBP店 

大阪市中央区 肴とおでんまーしぃ 

大阪市中央区 四季彩炭美処ゆうや 

大阪市中央区 自家製生パスタ専門店讃岐屋 

大阪市中央区 自家焙煎珈琲 ＫＩＥＦＥＬ ＣＯＦＦＥＥ １９６３ 

大阪市中央区 七輪焼肉 ＳＡＳＡＹＡ 

大阪市中央区 酒彩館 繁稲 

大阪市中央区 酒処一心 

大阪市中央区 祝い鳥 淀屋橋本店 

大阪市中央区 旬彩ゆうや 

大阪市中央区 旬肴寿丸 

大阪市中央区 松のやなんさん通り店 

大阪市中央区 松屋森ノ宮店 

大阪市中央区 松屋千日前店 

大阪市中央区 松屋船場心斎橋店 

大阪市中央区 松屋大阪本町店 

大阪市中央区 松屋天満橋店 

大阪市中央区 松屋南海難波店 

大阪市中央区 松屋難波千日前店 

大阪市中央区 松屋日本橋店 

大阪市中央区 松屋淀屋橋店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 焼鳥屋和座わざ 

大阪市中央区 焼肉 亀田 

大阪市中央区 焼肉ホルモン 光山 

大阪市中央区 焼肉ホルモン 丹羽 

大阪市中央区 焼肉ホルモン坂上 裏なんば店 

大阪市中央区 笑楽館 

大阪市中央区 上島珈琲店 OBP店 

大阪市中央区 上島珈琲店なんばマルイ店 

大阪市中央区 上島珈琲店黒門市場前店 

大阪市中央区 上島珈琲店大阪証券取引所店 

大阪市中央区 食楽呑喜わらい家 

大阪市中央区 新羅会館家族亭 

大阪市中央区 酢一 

大阪市中央区 盛満園 

大阪市中央区 精肉・卸の肉バル Sanoso 

大阪市中央区 前芝料理店 

大阪市中央区 善之助 

大阪市中央区 膳や なんばウォーク三番街店(東店) 

大阪市中央区 膳や なんばウォーク西店 

大阪市中央区 膳や 谷町 2丁目店 

大阪市中央区 鯛炊き蕎麦とおかず きし 

大阪市中央区 鯛専門活魚料理 鯛夢 

大阪市中央区 大阪餃子 しな野 

大阪市中央区 大衆居酒屋楽之助 

大阪市中央区 卓球 BARパレット心斎橋店 

大阪市中央区 炭と蕎麦と酒 今なら 

大阪市中央区 炭火とワインなんば店 

大阪市中央区 炭焼と釜飯 にしむら 

大阪市中央区 中国東北料理長江 

大阪市中央区 陳麻家 長堀橋店 

大阪市中央区 鉄板ホルモン 中野 

大阪市中央区 天満橋屋上ビアガーデン 祭 BBQ 

大阪市中央区 天友 

大阪市中央区 土佐炉ばた 八金 

大阪市中央区 道頓太郎＆黒太郎 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 肉 yaステーキ 

大阪市中央区 肉バル カレー堂 グランデ 本町店 

大阪市中央区 入留鹿 

大阪市中央区 麦と鶏 

大阪市中央区 麦酒酒場 幸民 

大阪市中央区 八十島 

大阪市中央区 八十島 

大阪市中央区 八八八 

大阪市中央区 板前焼肉一斗 東心斎橋店本館 

大阪市中央区 板前肉炙りすし割烹一斗 

大阪市中央区 備長串屋わたる 千日前店 

大阪市中央区 備長串屋わたる難波本店 

大阪市中央区 備長炭やきとり ＳＡＳＡＹＡ 

大阪市中央区 備長炭焼鳥 笹屋 

大阪市中央区 備長炭焼鳥 笹屋 道頓堀店 

大阪市中央区 冨士屋 なんばウォーク三番街店 

大阪市中央区 福の舞 心斎橋店 

大阪市中央区 泡盛 BARシーサー 

大阪市中央区 北前そば高田屋 心斎橋店 

大阪市中央区 北浜 寿し 美夏 

大阪市中央区 北浜の和がや 

大阪市中央区 本町ビストロ ボンヴァン 

大阪市中央区 万喜鶏 北浜店 

大阪市中央区 味吉兆 ぶんぶ庵 

大阪市中央区 味鳥 

大阪市中央区 夢幻マスカレード 

大阪市中央区 淀屋橋ふしみの和がや 

大阪市中央区 里奈 

大阪市中央区 立ち寿司 ３号店 

大阪市中央区 立ち寿司 ６号店 

大阪市中央区 立ち寿司 千日前２号店 

大阪市中央区 立ち呑みクック オッソオッセョ 

大阪市中央区 和創 彩め 

大阪市中央区 矗々家難波店 

大阪市中央区 餃子歩兵 道頓堀店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 鮨 はや田 

堺市堺区 Bar sally 

堺市堺区 cafeNaRu 

堺市堺区 JARDIN 

堺市堺区 Kingdom 

堺市堺区 Members Casual Mink 

堺市堺区 mijinco 

堺市堺区 M-pht 

堺市堺区 RESTAURANT Le K 

堺市堺区 RINKA 

堺市堺区 SAKABAあおいや 

堺市堺区 The OLD TOM 

堺市堺区 WAROTECO 

堺市堺区 あぢゃあぢゃ 

堺市堺区 おでん＆創菜 Dining こから 

堺市堺区 カラオケ喫茶 リズム 

堺市堺区 サケノトリコ 

堺市堺区 スナック サンセット 

堺市堺区 スナック 愛 

堺市堺区 たろやんの家 

堺市堺区 鰻や竹うち 

堺市堺区 家庭料理 花みち 

堺市堺区 河童ラーメン本舗 堺店 

堺市堺区 京遊膳 野の花 

堺市堺区 咲蔵 

堺市堺区 桜珈琲 三国ヶ丘店 

堺市堺区 手打蕎麦ｈｉｒｏ 

堺市堺区 松のや堺東店 

堺市堺区 松屋堺東銀座街店 

堺市堺区 膳や musi-vege+ 堺プラットプラット店 

堺市堺区 膳や musi-vege+ 堺高島屋店 

堺市堺区 炭火とワイン堺東店 

堺市堺区 中華料理 ふあんてん 

堺市堺区 鉄板焼き こから 

堺市堺区 天市 
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市町村名 施設名称 

堺市堺区 八剣伝堺駅前店 

堺市堺区 富寿司 

堺市堺区 味亭 

堺市堺区 麺匠大阪らーめんしおじん堺東店 

堺市堺区 有限会社サクセスフーズ 日本マクドナルド南海堺駅店 

堺市堺区 和風居酒屋 isami 

堺市堺区 廚 クリヤ 

堺市堺区 鮨舟 

堺市中区 Cafe un Reve 

堺市中区 cyaan 

堺市中区 Lounge Ann 

堺市中区 Lounge coco 

堺市中区 lounge Color 

堺市中区 RISUTORANNTE CLUB VIAGE SAKAI 

堺市中区 カフェユニティ 

堺市中区 グルメコーヒーの店 Mamekan 

堺市中区 スナック涼 

堺市中区 ホルモン大ちゃん 

堺市中区 マサルイカリ寿司株式会社 本店 

堺市中区 ゆき婆の台所 

堺市中区 ラウンジ ANRY 

堺市中区 ラウンジ Luna 

堺市中区 ラウンジ Rei 

堺市中区 ラウンジ Wish 

堺市中区 ラウンジ蘭 

堺市中区 ラウンジ珀 

堺市中区 焼肉ホルモン えいた 

堺市中区 焼肉味楽 

堺市中区 知覧 

堺市中区 酉美庵 

堺市中区 日本料理 よしの 

堺市中区 和さび 

堺市中区 和心イタリアン Hitotsu 

堺市東区 スタンドキッチン Miyuki 家庭料理 Bar 

堺市東区 スナック 洋子 
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堺市東区 スナック KEIKO 

堺市東区 ちょこっと 

堺市東区 ほっこり立呑み くりゅう 

堺市東区 ポム洋菓子店 

堺市東区 ホルモンくりゅう 

堺市東区 居酒屋 若大将 

堺市東区 南酒店 

堺市東区 立呑み ulu 

堺市東区 炉ば太郎 

堺市西区 Calirollers 

堺市西区 お好み焼弦 

堺市西区 こぶた 

堺市西区 コメダ珈琲店堺上野芝店 

堺市西区 コメダ珈琲店堺鳳店 

堺市西区 栄寿司 

堺市西区 活け！活け！魚ー魚ー鳳店 

堺市西区 居酒屋呑 

堺市西区 彩菜 

堺市西区 桜珈琲 

堺市西区 旬菜創作バイキング露菴堺おおとり店 

堺市西区 松屋浜寺店 

堺市西区 炭火焼鳥酒場とりしん鳳店 

堺市西区 地鶏居酒屋日向 

堺市西区 肉と魚とスープのバルハピドン鳳店 

堺市西区 麺匠大阪らーめん しおじん鳳本店 

堺市南区 うどん呑 

堺市南区 エスニック Matahari 

堺市南区 かごの屋泉北泉ヶ丘店 

堺市南区 グルメの珈琲の店 Mamekan パンジョ店 

堺市南区 ジャマイカ 

堺市南区 膳や トナリエ栂・美木多店 

堺市南区 中国料理 桃谷樓 泉北パンジョ店 

堺市北区 イタリアン食堂にじいろ 

堺市北区 いろは満月 堺店 

堺市北区 かごの屋北花田店 
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堺市北区 カラオケ酒場 いやせ 

堺市北区 ジェラート・ミラノ 

堺市北区 今日亭中もず店 

堺市北区 松のや金岡店 

堺市北区 百華扇 

堺市北区 餃子の王将 中環金岡店 

堺市美原区 カラオケワールド 

堺市美原区 スナック機鶴 

堺市美原区 活魚回転すしバリュー 

堺市美原区 桜珈琲 美原店 

堺市美原区 炭火焼肉鶴兆 美原店 

岸和田市 Lucy's Aina 

岸和田市 いろは満月 岸和田店 

岸和田市 かごの屋岸和田店 

岸和田市 たこのき 

岸和田市 フランス亭 

岸和田市 ラウンジ結 

岸和田市 わたしの手羽先 

岸和田市 楽食ダイニングＪｕｎ屋 岸和田店 

岸和田市 岸和田サービスエリア上り線泉南オートグリル 

岸和田市 岸和田サービスエリア上り線泉南オートグリル 

岸和田市 魚菜肉料理 火男 

岸和田市 桜珈琲 岸和田店 

岸和田市 松屋岸和田店 

岸和田市 松屋春木店 

岸和田市 焼肉 みらく亭 

岸和田市 焼肉ビール園 YAKOZEますや 

岸和田市 大宮ブランカフェ 

豊中市 ＢａｋｅｒｙＦａｃｔｏｒｙ豊中緑丘 

豊中市 GoodBBQ服部緑地バーベックマルシェ 

豊中市 アトリエフレシュール 

豊中市 かごの屋服部店 

豊中市 かごの屋豊中小路店 

豊中市 コメダ珈琲店豊中上新田店 

豊中市 どさん子大将 
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豊中市 はな太鼓 

豊中市 マルヨシ製麺所 

豊中市 ミスタードーナツ阪急曽根店 

豊中市 メイブーム 

豊中市 らうんじ 階 

豊中市 ラウンジ由蘖 

豊中市 ローソン新御堂筋上新田店 

豊中市 ローソン豊中原田南一丁目店 

豊中市 華嬉 

豊中市 韓国料理焼き肉コッテジ 

豊中市 丸福珈琲店 伊丹空港店 

豊中市 吉岡マグロ節センター 

豊中市 居酒屋しいちゃん 

豊中市 錦寿司 

豊中市 熊五郎 

豊中市 虎ノ王 つけ麵・ラーメン 中華料理居酒屋 

豊中市 松のや少路店 

豊中市 松のや服部店 

豊中市 松屋Ｒ曽根店 

豊中市 松屋Ｒ豊中上津島店 

豊中市 松屋庄内店 

豊中市 上島珈琲店大阪国際空港店 

豊中市 千里中央海鮮食堂 おーうえすと 

豊中市 日本料理 とみなが 

豊中市 平城園 

豊中市 本格炭火焼やきとり 鳥屋 

豊中市 味楽園 

豊中市 和創作がく 

池田市 CLUB III 

池田市 かごの屋池田市役所前店 

池田市 かどしん屋 

池田市 ザ・夜のヒットテン 

池田市 ダイニングだんだん 

池田市 ともん家 

池田市 ビッグエコー石橋店 



 

33 

市町村名 施設名称 

池田市 ピッツェリア パンチャ・ピエーナ 

池田市 ミスタドーナツ阪急池田店 

池田市 よこしまらくだ 

池田市 ララローズマリー 

池田市 松のや石橋店 

池田市 松のや池田店 

池田市 松屋石橋駅前店 

池田市 青冥阪急池田店 

池田市 呑み処ひーちゃん 

池田市 伏尾ゴルフ店 

池田市 伏尾観光開発株式会社 

池田市 伏尾観光開発株式会社かっぱあー亭 

吹田市 ＢａｋｅｒｙＦａｃｔｏｒｙ吹田江坂 

吹田市 ＢａｋｅｒｙＦａｃｔｏｒｙ吹田紫金山 

吹田市 b-base 

吹田市 Bee江坂 

吹田市 kowloon 

吹田市 Park Cafe 

吹田市 TABLES KITCHEN 

吹田市 うさぎ 

吹田市 うたた屋 

吹田市 かごの屋吹田五月が丘店 

吹田市 スナックさよ 

吹田市 つがい 

吹田市 ピッツェリアエオステリアコディーノ 

吹田市 ふうふや岸辺店 

吹田市 モスバーガーららぽーと EXPOCITY店 

吹田市 らぁ麺 TORRY 

吹田市 ラウンジ AQUAアクア 

吹田市 ローソン吹田警察署前店 

吹田市 ローソン吹田垂水三丁目店 

吹田市 ローソン吹田青山台三丁目店 

吹田市 ローソン吹田豊津中学校前店 

吹田市 ローソン南金田二丁目店 

吹田市 穴子印 江坂海鮮天婦羅おーうえすと 
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吹田市 江坂海鮮食堂おーうえすと 

吹田市 江坂鮨バル おーうえすと 

吹田市 黒兵衛 江坂店 

吹田市 旬菜山﨑佐井寺店 

吹田市 旬菜山﨑竹谷店 

吹田市 松のや・マイカリー食堂江坂店 

吹田市 松屋関大前店 

吹田市 松屋江坂駅前店 

吹田市 那ゆたや 

吹田市 万博食堂 

吹田市 和み 

吹田市 鮨処すえ広 

泉大津市 kitchen&barZILCH 

泉大津市 スナック佐久良 

泉大津市 串かつしんや 

泉大津市 虎と龍たっちゃん 

泉大津市 蒼樂 

泉大津市 中国料理工房 三好 

泉大津市 麻里好 

高槻市 6+E UNITED cafe 

高槻市 ＣＯＵＣＯＵ 

高槻市 FOREST GREEN PASTA&BAKE 

高槻市 mimi 

高槻市 Puka Organics 

高槻市 ROCCA&FRIENDS 

高槻市 ROCCA&FRIENDS Creperie 

高槻市 UCCカフェコンフォート高槻阪急店 

高槻市 あさひ食堂 

高槻市 かごの屋高槻城東店 

高槻市 かしわ屋 八金 富田店 

高槻市 ダイニングカフェカトレヤ 

高槻市 つかさ 

高槻市 ドトールコーヒーJR高槻南口店 

高槻市 ドトールコーヒーショップ イオン高槻店 

高槻市 ドラコラマルーン 
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高槻市 ニュー花園 

高槻市 王将フードサービスＪＲ高槻店 

高槻市 王将フードサービス阪急高槻店 

高槻市 屋台居酒屋大阪満マル 阪急高槻店 

高槻市 屋台居酒屋大阪満マル 摂津富田店 

高槻市 丸福珈琲店 JR高槻店 

高槻市 原価ビストロチーズプラス高槻 

高槻市 五島屋 

高槻市 松のや高槻千代田町店 

高槻市 松屋高槻市駅前店 

高槻市 松屋高槻南口店 

高槻市 松屋富田店 

高槻市 焼肉一番 

高槻市 中国料理 桃谷樓 高槻阪急店 

高槻市 鶴吉 

高槻市 鼎 

高槻市 都月 

高槻市 八金 はなれ 

高槻市 八金 高槻店 

高槻市 八方美人 

貝塚市 旭川ラーメン 

貝塚市 松のや貝塚店 

貝塚市 大阪庄や 貝塚店 

貝塚市 大阪府立少年自然の家 

守口市 Duffy 

守口市 MINAMI 

守口市 Peach 

守口市 お好み焼きじょじょ 

守口市 かごの屋守口太子橋店 

守口市 カフェアンドバーオンド 

守口市 シェルム 

守口市 トリミングカフェココ＆ソラ 

守口市 にしきや 

守口市 縁 Yuan 2020 gohan-ya 

守口市 河童ラーメン本舗 守口店 
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守口市 柿右衛門 

守口市 株式会社藤沢食品食品 

守口市 喫茶紫苑 

守口市 居酒屋 母 まま 

守口市 居酒屋さくら 

守口市 居食屋うえむら 

守口市 今日亭守口店 

守口市 松屋守口市駅前店 

守口市 中華料理 にんじん 

守口市 龍ーYongー 

枚方市 cafe istanbul 

枚方市 cafeteriaアムリタ 

枚方市 Snack KOIMISE 

枚方市 Trattoria Panja 

枚方市 かごの屋くずは店 

枚方市 かごの屋枚方市役所前店 

枚方市 カフェマテリアル 

枚方市 ごきげんえびす 樟葉駅前店 

枚方市 コメダ珈琲店枚方とうかえでの道店 

枚方市 サーティワンアイスクリームクズハモール店 

枚方市 すなっく恋女 

枚方市 そば処ごんげん 

枚方市 だいこん 

枚方市 チーズと生はちみつ BeNe 

枚方市 ドトールコーヒーショップくずはモール店 

枚方市 ミュージックラウンジ円山 

枚方市 援軍山 

枚方市 喫茶 ロン 

枚方市 喫茶 kazu 

枚方市 金八っつぁん 

枚方市 松のや藤阪店 

枚方市 松屋枚方店 

枚方市 炭火焼とりバル 八金 

枚方市 鉄板焼 お好み焼 味一 

枚方市 天の川かささぎ 
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枚方市 土間土間枚方店 

茨木市 Acoustic Live Bar 時代屋 

茨木市 ＢａｋｅｒｙＦａｃｔｏｒｙ茨木真砂 

茨木市 BAR1992Ibaraki 

茨木市 Bar腹空 

茨木市 SHIAWASE 

茨木市 アルファ 

茨木市 おにぎり家一粒茨木店 

茨木市 ガールズ Bar ビギナーズ 

茨木市 かごの屋茨木春日店 

茨木市 コメダ珈琲店イオンモール茨木店 

茨木市 チェンノガット(CennoGatto) 

茨木市 バルタナハシ 

茨木市 ひだまり 

茨木市 ミスタドーナツ茨木南店 

茨木市 ミスタドーナツ阪急茨木市駅店 

茨木市 一蘭大阪茨木店 

茨木市 阪急 次郎長 

茨木市 松屋大阪茨木店 

茨木市 松屋南茨木店 

八尾市 Cafe&Spice リズモ 

八尾市 IAKATORIH 

八尾市 MOKSHA(モクシャ） 

八尾市 お茶っこう成庄・(石田商事) 

八尾市 カラオケ喫茶 憩 

八尾市 カラオケ居酒屋 ソウル 

八尾市 ゴダイゴ 

八尾市 コメダ珈琲店アリオ八尾店 

八尾市 コメダ珈琲店外環八尾北店 

八尾市 コメダ珈琲八尾高美店 

八尾市 パスタ&バール Eccola 

八尾市 モスバーガー八尾南店 

八尾市 一汁五穀八尾店 

八尾市 一蘭八尾店 

八尾市 雅楽 
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八尾市 甘党まえだ八尾店 

八尾市 鯉ヶ浜 

八尾市 春満堂 

八尾市 旬菜酒場 es 

八尾市 松のや八尾店 

八尾市 松屋Ｒ八尾店 

八尾市 松屋河内山本店 

八尾市 松屋八尾本町店 

八尾市 焼肉大聖園 

八尾市 上高地あずさ珈琲八尾店 

八尾市 神戸クックワールドビュッフェ リノアス八尾店 

八尾市 赤坂 

八尾市 炭火とワイン八尾店 

八尾市 炭火焼肉鶴兆 八尾店 

八尾市 鉄板酒館 粉九 

八尾市 田中食堂 

八尾市 土間土間八尾店 

八尾市 立ち飲み処のぶ 

八尾市 籠乃屋本店 

泉佐野市 Ａｎｅｌａ 

泉佐野市 BAR和 

泉佐野市 cafeNOAH 

泉佐野市 snack  piano 

泉佐野市 いろは満月 泉佐野店 

泉佐野市 コメダ珈琲店りんくう羽倉崎店 

泉佐野市 そば心 

泉佐野市 関西エアポートワシントンホテル キッチンガーデン 

泉佐野市 坂井珈琲 泉佐野店 

泉佐野市 桜珈琲 泉佐野店 

泉佐野市 酒房 三平 

泉佐野市 酒房 髙利 

泉佐野市 酒房たかだ浜店 

泉佐野市 織田 

富田林市 たぴよし 富田林 

富田林市 魚輝水産富田林店 
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富田林市 桜珈琲 富田林店 

富田林市 三田屋本店 富田林 

富田林市 食事処酒処つるや 

富田林市 餃子の王将 外環富田林店 

寝屋川市 Ban蝶 

寝屋川市 Cielo 

寝屋川市 cozy tea loft 

寝屋川市 WARUNG SEMINYAK インドネシアン・カフェ ワルン・スミニャック 

寝屋川市 かごの屋寝屋川店 

寝屋川市 カフェ＆バー ダンデライオン 

寝屋川市 からおけはぴねす 

寝屋川市 カラオケめーぷる 

寝屋川市 カラオケ居酒屋かえで 

寝屋川市 すみ屋萱島店 

寝屋川市 やすだ亭 

寝屋川市 ろばた焼鳥 八金 

寝屋川市 屋台居酒屋大阪満マル 香里園店 

寝屋川市 河童ラーメン本舗 寝屋川店 

寝屋川市 花らんまん 

寝屋川市 寄り処 つくし 

寝屋川市 居酒屋 阿吽 

寝屋川市 手打ちうどんあさひ 

寝屋川市 松のや・マイカリー食堂萱島店 

寝屋川市 松のや香里園店 

寝屋川市 松屋香里園駅前店 

寝屋川市 松屋寝屋川店 

寝屋川市 焼鳥居酒屋こびと屋 

寝屋川市 炭火焼きこてつ 

寝屋川市 鉄焼食彩 ゆめや 

寝屋川市 八金 寝屋川店 

寝屋川市 美浜 

河内長野市 えびす亭 

河内長野市 かごの屋河内長野市役所前店 

河内長野市 パテスリーノワ 

河内長野市 まるきよ 
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河内長野市 居酒屋 まさやん 

河内長野市 桜珈琲 河内長野店 

河内長野市 天野山ゴルフ練習場 

松原市 カフェテリア 和 

松原市 フードコート環 

松原市 ふる川 

松原市 ミスターとくちゃん 

松原市 桜珈琲 松原店 

松原市 松のや松原店 

松原市 焼とり吉鳥 

松原市 鉄板竜 

松原市 南キャンパス 

大東市 エスポワール 

大東市 カラオケ きっさ すずめ 

大東市 キッチンバル ののや 

大東市 喫茶 エコー 

大東市 居酒屋けいちゃん 

大東市 健寿し 

大東市 松屋住道店 

大東市 松屋大東御供田店 

和泉市 BAR DOTECHIN 

和泉市 キッチン凛 

和泉市 タピよし 

和泉市 バー 潤る 

和泉市 ハーフ 

和泉市 ほうせん 

和泉市 株式会社藤よし 

和泉市 喫茶セピア 

和泉市 居酒屋 一本槍 

和泉市 九州ラーメン・むがく庵 

和泉市 桜珈琲 和泉中央店 

和泉市 手打ちそばむら田 

和泉市 松屋 26号線和泉店 

和泉市 松屋和泉中央駅店 

和泉市 笑福 
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箕面市 meeno 

箕面市 コメダ珈琲店箕面桜ケ丘店 

箕面市 コメダ珈琲店箕面小野原店 

箕面市 ワインバー テラ 箕面店 

箕面市 家庭料理かみぞの 

箕面市 松屋箕面店 

箕面市 新世界 小野原本店 

柏原市 ＣＡＮＣＡＮ 

柏原市 新柏原温泉（ヘルシーバス新柏原） 

柏原市 鳥貴族 近鉄河内国分店 

羽曳野市 Ace-one 

羽曳野市 YANCHA姫 

羽曳野市 かごの屋藤井寺インター南店 

羽曳野市 ビッグエコー羽曳野恵我之荘店 

羽曳野市 まじかる 

羽曳野市 レストラン大阪屋 

羽曳野市 延羽の湯 囲炉裏茶屋 

羽曳野市 香港海鮮料理季し菜 

羽曳野市 時雨 

門真市 B-lax 

門真市 RION 

門真市 ＳＮＡＣＫ Ｒｉｌｌｙ 

門真市 ＶＥＲＡＬ 

門真市 お食事処 お酒処 まるみ 

門真市 かごの屋門真巣本店 

門真市 パブ あまらんと 

門真市 パブラウンジまゆ 

門真市 ビッグエコー門真岸和田店 

門真市 レストランマリンブルー 

門真市 一蘭門真店 

門真市 唄い処 神楽 

門真市 屋台居酒屋大阪満マル 古川橋店 

門真市 居酒屋 たこ松 

門真市 江端 かみなり 

門真市 根保家寿し 
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門真市 手打ちうどんそば処釜信 

門真市 松屋萱島店 

門真市 松屋大和田店 

門真市 松屋門真店 

門真市 呑み処のいち 

門真市 米蔵 

門真市 麺やゆた花 

摂津市 コーヒーハウス COCO 

摂津市 たこ焼き鉄板中ちゃん 

摂津市 王将フードサービス千里丘店 

摂津市 松屋千里丘店 

摂津市 松屋鳥飼店 

摂津市 中国飯店龍伯 

高石市 羽衣テラス 

高石市 中国料理北京 西取石店 

藤井寺市 ビッグエコー藤井寺店 

藤井寺市 上高地あずさ珈琲藤井寺店 

東大阪市 CAFE&PAN汎茶 

東大阪市 CAFE＆SPORTS＆BAR aaR 

東大阪市 Chicken Stand 

東大阪市 J&B 

東大阪市 あぱっち 

東大阪市 アンクルトム 

東大阪市 いか焼き由美ちゃん 

東大阪市 うどん千代 

東大阪市 エビス 

東大阪市 おやじすし一喜 

東大阪市 お食事処飲み処まゆ 

東大阪市 かごの屋花園ラグビー場北店 

東大阪市 かごの屋菱屋西店 

東大阪市 かつや東大阪中央大通店 

東大阪市 カフェ&バーRuana 

東大阪市 カラオケ ふー 

東大阪市 カラオケしみず 玉の井 

東大阪市 カラオケ蘭 
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東大阪市 きまぐれ Quiksilver 

東大阪市 スナックだぁりん 

東大阪市 ちょいのみ 

東大阪市 バラの木 

東大阪市 ラーメン定食きたうら 

東大阪市 屋台居酒屋大阪満マル 布施店 

東大阪市 花味亭 

東大阪市 関東煮みやもと 

東大阪市 喫茶 薔薇 

東大阪市 居酒屋島娘。 

東大阪市 荒川商店 

東大阪市 今日亭東大阪店 

東大阪市 時代屋 

東大阪市 若草 

東大阪市 酒処 かりん 

東大阪市 純愛うどんなでしこ 

東大阪市 松のやＲ瓢箪山店 

東大阪市 松のや小阪店 

東大阪市 松屋近大前店 

東大阪市 松屋若江岩田店 

東大阪市 松屋長瀬店 

東大阪市 松屋東大阪川田店 

東大阪市 松屋瓢箪山駅前店 

東大阪市 松屋布施店 

東大阪市 松屋布施南店 

東大阪市 焼鳥.海鮮居酒屋よってや 

東大阪市 上高地あずさ珈琲東大阪小阪店 

東大阪市 食堂ベル・エキップ 

東大阪市 神並 

東大阪市 生搾りチューハイ専門店 chuhikan 

東大阪市 千稲 

東大阪市 大阪王将 八戸ノ里店 

東大阪市 大阪王将 瓢箪山店 

東大阪市 炭屋 

東大阪市 炭火焼鳥炭人 
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東大阪市 天竜ラーメン 

東大阪市 瓢亭 

東大阪市 風月風の街八戸の里店 

東大阪市 鳴門屋よかいち 

東大阪市 涼 ＳＵＺＵ 

東大阪市 和食処 奥野 

東大阪市 和遊膳馬関 

東大阪市 珈琲通信 RICH 

東大阪市 琥珀-KOHAKU-近大前店 

泉南市 おうちカフェ あさすみ 

泉南市 もりもり寿しイオンモールりんくう泉南店 

四條畷市 巧豆館 

交野市 すし家の繁 

大阪狭山市 Dining わさび 

大阪狭山市 カラオケ BARハピネス 

大阪狭山市 カラオケかえる 

大阪狭山市 マサルイカリ寿司株式会社 狭山店 

大阪狭山市 山海居酒屋 夜市 

大阪狭山市 讃岐うどん いってつ 

阪南市 さっちゃん 

阪南市 たこ焼き NAKAYOSHI 

島本町 スナック CHA-CHA 

豊能町 たこ その２ 

能勢町 カフェ氣遊 

忠岡町 bakery＆Cafe pain de mie 

忠岡町 karaoke JUN 

忠岡町 喫茶ふるーる 

熊取町 八剣伝熊取駅前店 

千早赤阪村 グリーン山荘千早の風 

 


