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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 10月８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 Booters☆ 

大阪市都島区 grupetto 

大阪市都島区 pinkaspara 

大阪市都島区 アフタヌーンティー・ティールーム 京阪モール 

大阪市都島区 うまい酒と肴山乃家 

大阪市都島区 ジャンボカラオケ広場 京橋１号店 

大阪市都島区 ジャンボカラオケ広場 京橋３号店 

大阪市都島区 ジャンボカラオケ広場 京橋本店 

大阪市都島区 しんちゃん京橋店 

大阪市都島区 スナック凛 

大阪市都島区 ニコラ・トラサルディー 

大阪市都島区 まつい亭 

大阪市都島区 ミスタードーナツ 都島ショップ 

大阪市都島区 めしや宮本むなし ＪＲ京橋駅前店 

大阪市都島区 めしや宮本むなし 京阪京橋駅前店 

大阪市都島区 駅前酒場松井 

大阪市都島区 海鮮三崎港 京橋コムズガーデン店 

大阪市都島区 喰う道 都島店 

大阪市都島区 串焼きホルモン ミカン 

大阪市都島区 酒房まつい 

大阪市都島区 寿し BARフォーギブン 

大阪市都島区 鳥貴族 都島店 

大阪市都島区 洋食家フジオ軒 京阪モール店 

大阪市都島区 橙 

大阪市都島区 鮨・酒・肴 杉玉 京橋店 

大阪市福島区 BOGART'S CAFE 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 PERO 大阪福島店 

大阪市福島区 あぶりや福島駅前店 

大阪市福島区 うらきんぎょ 

大阪市福島区 ジャンボカラオケ広場 ＪＲ福島店 

大阪市福島区 せんべろ ゆうじ 

大阪市福島区 ビッグエコー野田阪神駅前店 

大阪市福島区 フジワラ料理店 

大阪市福島区 ほろよい金魚 

大阪市福島区 串焼酒家多幸吉 

大阪市福島区 鶏海山の幸おかだ 

大阪市福島区 鷺洲やまがそば 

大阪市福島区 三代目脇彦商店本店 

大阪市福島区 純 

大阪市福島区 焼肉ライク大阪福島駅前店 

大阪市福島区 焼野田阪神店 

大阪市福島区 炭火手焼き鰻 堀忠 本店 

大阪市福島区 中央市場食堂 

大阪市福島区 鳥貴族 野田阪神店 

大阪市福島区 鶴丸うどん本舗 野田店 

大阪市福島区 闘鶏 福島店 

大阪市福島区 福島スイッチ 

大阪市福島区 福島金魚 

大阪市福島区 満海 

大阪市福島区 野菜肉巻き串 ぐるり 

大阪市福島区 野田食堂 

大阪市福島区 立呑み小町 

大阪市此花区 Refrair 

大阪市此花区 お食事処酒処千 

大阪市此花区 ジャンボカラオケ広場 西九条駅前店 

大阪市此花区 ニューすしセンター西九条 

大阪市此花区 玉屋ユニバーサルシティウォーク大阪店 

大阪市此花区 神楽食堂 串家物語 ユニバーサルシティウォーク店 

大阪市此花区 鳥貴族 西九条店 

大阪市西区 bistro des CHENAPANS 

大阪市西区 HATENA feat .Covent Garden 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 アーセンティア迎賓館 

大阪市西区 かつかつカレー８８８ 江戸堀店 

大阪市西区 くっちまえ 

大阪市西区 スシロー 辰巳橋店 

大阪市西区 タリーズコーヒー オリックス劇場店 

大阪市西区 パノラマドームレストランアサヒ 

大阪市西区 ホリーズカフェ 阿波座店 

大阪市西区 ホリーズカフェ肥後橋駅前店 

大阪市西区 リーガプレイス肥後橋 カフェテラス 

大阪市西区 阿波座食堂 

大阪市西区 杏厨キッチン 新町店 

大阪市西区 丸天家 西本町 

大阪市西区 香寿庵新町砂場店 

大阪市西区 千島南蛮亭西長堀店 

大阪市西区 大阪産料理空堀江本店 

大阪市西区 鳥貴族 四ツ橋店 

大阪市西区 鳥貴族 西本町店 

大阪市西区 博多華味鳥四ツ橋店 

大阪市西区 堀江カジュナリー 

大阪市港区 お好み焼きチエ 

大阪市港区 かていりょうりの店しおん 

大阪市港区 たこ焼き まるぼうず 

大阪市港区 ホリーズカフェ クロスシティ弁天町店 

大阪市港区 井筒家 

大阪市港区 肉を咥らえワインを浴びろ FIOREKUCINA 

大阪市港区 美味彩菜 たんぽぽ大阪港店 

大阪市大正区 Cherie 

大阪市大正区 きてや大正駅前店 

大阪市大正区 シビスやそ 

大阪市大正区 ジャンボカラオケ広場 大正駅前店 

大阪市大正区 スシロー 大正店 

大阪市大正区 めしや宮本むなし ＪＲ大正駅前店 

大阪市大正区 よしぃ 

大阪市大正区 ワンカルビ大正店 

大阪市大正区 沖縄料理おもろ 
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市町村名 施設名称 

大阪市大正区 花京大正店 

大阪市大正区 菓子工房チェンバロ 

大阪市大正区 居酒屋 奄美 

大阪市大正区 大正焼肉 ＳＵＮナスビ！！  

大阪市天王寺区 Bar Restaurant HKnine 

大阪市天王寺区 J.S.FOODIES天王寺ミオ店 

大阪市天王寺区 kawara CAFE&DINING 天王寺ミオ店 

大阪市天王寺区 Lounge Bee Dash 

大阪市天王寺区 アフタヌーンティー・ティールーム 天王寺ミオ 

大阪市天王寺区 あぶりや鶴橋駅前店 

大阪市天王寺区 カフェ チャオプレッソ 

大阪市天王寺区 カフェチャオプレッソ＆クックハウス上本町駅店 

大阪市天王寺区 カルムカフェカバリエ 

大阪市天王寺区 ジーノ・キッチンバー 

大阪市天王寺区 ジャンボカラオケ広場 玉造駅前店 

大阪市天王寺区 ジャンボカラオケ広場 上本町駅前店 

大阪市天王寺区 ジャンボカラオケ広場 天王寺店 

大阪市天王寺区 ソラーレ・ドーノ 

大阪市天王寺区 ちょんまげ食堂ラーメン部 

大阪市天王寺区 つきひ 

大阪市天王寺区 つきひ天王寺店 

大阪市天王寺区 デリス タルト＆カフェ 天王寺Ｍｉｏ店 

大阪市天王寺区 どうとんぼり神座 天王寺 MIO店 

大阪市天王寺区 はなきん 

大阪市天王寺区 ビッグエコー鶴橋駅前店 

大阪市天王寺区 フィールドコーヒー商会 

大阪市天王寺区 フジオ軒 天王寺 MIO店 

大阪市天王寺区 まじめや上本町店 

大阪市天王寺区 ローソンサテライト第二警察病院店 

大阪市天王寺区 ローソン上本町三丁目店 

大阪市天王寺区 牡蠣とワイン立喰いすしすしまる 天王寺ミオ店 

大阪市天王寺区 花ダイニング 

大阪市天王寺区 江戸川 

大阪市天王寺区 上六庵 

大阪市天王寺区 心八剣伝 JR桃谷駅前店 
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市町村名 施設名称 

大阪市天王寺区 神楽食堂 串家物語 天王寺 MIO店 

大阪市天王寺区 天王寺百楽 

大阪市天王寺区 日本のお酒と ゆう屋 

大阪市天王寺区 馬添ふ 

大阪市天王寺区 北京料理 百楽本店 

大阪市天王寺区 麺喰いメン太ジスタ 

大阪市天王寺区 立ち呑み よね屋 

大阪市天王寺区 料理とワイン 歩き 

大阪市浪速区 #702 CAFE&DINER なんばパークス店 

大阪市浪速区 cafe AGA 

大阪市浪速区 cafe&bar ROYAL PARTY 

大阪市浪速区 DEN・EN 

大阪市浪速区 JiuBAR Double Tree. 

大阪市浪速区 REVE喫茶 

大阪市浪速区 シャンカフェ 

大阪市浪速区 ジャンボカラオケ広場 なんさん通り店 

大阪市浪速区 スーパードライＯＣＡＴモール街 

大阪市浪速区 ソウル焼肉 

大阪市浪速区 デリス・デュ・パレ 難波パークス店 

大阪市浪速区 ハーブス なんばパークス店 

大阪市浪速区 パミリア 

大阪市浪速区 ホリーズカフェなんば店 

大阪市浪速区 横浜家系ラーメン 一新家 桜川店 

大阪市浪速区 外灘紅緑灯 上海食亭 

大阪市浪速区 丸藤 

大阪市浪速区 串家物語 難波パークス店 

大阪市浪速区 鶏家六角鶏 難波２号店 

大阪市浪速区 大阪産料理空なんばこめじるし 

大阪市浪速区 中華料理帰縁居 

大阪市浪速区 鳥貴族 桜川店 

大阪市浪速区 鳥貴族ナンバ 2号店 

大阪市浪速区 難波肉劇場 

大阪市浪速区 福望軒 

大阪市浪速区 浪速 たこ丸 

大阪市浪速区 餃子と唐揚げの酒場難波のしんちゃん 
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市町村名 施設名称 

大阪市西淀川区 スシロー 歌島店 

大阪市西淀川区 ポポラマーマ イズミヤ福町店 

大阪市西淀川区 喫茶メモリー 

大阪市西淀川区 春団治 

大阪市西淀川区 姫島食堂 

大阪市東淀川区 Chip in 

大阪市東淀川区 IYASHIKAI 

大阪市東淀川区 PASSO A PASSO 

大阪市東淀川区 PLATON 

大阪市東淀川区 ジャンボカラオケ広場 上新庄駅前店 

大阪市東淀川区 スシロー 東淀川 2号店 

大阪市東淀川区 はちみつ食堂 

大阪市東淀川区 まつえ 

大阪市東淀川区 若菜そば阪急上新庄店 

大阪市東淀川区 焼きとり司 

大阪市東淀川区 立呑み みはら 

大阪市東成区 いくの桃太郎 

大阪市東成区 オモニ美道 

大阪市東成区 カラオケ喫茶 スリーナイン 

大阪市東成区 ジャンボカラオケ広場 鶴橋駅前店 

大阪市東成区 スナック花花 

大阪市東成区 ソウル酒場 

大阪市東成区 トラットリアロクダイ 

大阪市東成区 ホリーズカフェ ライフ今里店 

大阪市東成区 ローソン玉津三丁目店 

大阪市東成区 黒糖チャーシュー肉魂 

大阪市東成区 食彩炉ばたこころ 

大阪市東成区 大衆串カツ酒場 惠 

大阪市東成区 鳥貴族 森ノ宮店 

大阪市東成区 日乃出家 

大阪市東成区 八剣伝深江橋店 

大阪市東成区 麺家秋道 

大阪市生野区 BAR Chaｍpion 

大阪市生野区 Kochadecaffe 

大阪市生野区 TAJIMA COFFEE 
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市町村名 施設名称 

大阪市生野区 ウィーナス 

大阪市生野区 ジャンボカラオケ広場 北巽駅前店 

大阪市生野区 スナックカラオケ KODAMA 

大阪市生野区 ドトールコーヒーショップ近鉄鶴橋駅 ＥＡＳＴ店 

大阪市生野区 ふぁいん 

大阪市生野区 ホルモン館はる山 

大阪市生野区 ローソン鶴橋三丁目店 

大阪市生野区 ワンカルビ生野巽店 

大阪市生野区 花たか 

大阪市生野区 喫茶ファジー 

大阪市生野区 焼肉ライク近鉄鶴橋駅店 

大阪市生野区 粋麺 あみ乃や 近鉄鶴橋駅店 

大阪市生野区 青春米ホットドッグ 

大阪市生野区 中華料理 紅龍 

大阪市生野区 鉄板焼今里 

大阪市旭区 USHINABE赤川店 

大阪市旭区 シェルブール 

大阪市旭区 スシロー 赤川店 

大阪市旭区 そらの星 

大阪市旭区 ワンカルビ旭赤川店 

大阪市旭区 ワンモア 

大阪市旭区 居酒屋みっちゃん 

大阪市旭区 鳥貴族 千林大宮店 

大阪市旭区 洋食 夢たまご 

大阪市城東区 chou-fleur 

大阪市城東区 Ｅｓｉｒ Ｔｅｒｒａｃｅ 

大阪市城東区 イタリアンバール イゾラ 

大阪市城東区 かふぇ B e-yan 

大阪市城東区 がんだこ 

大阪市城東区 ジャンボカラオケ広場 今福鶴見駅前店 

大阪市城東区 スシロー 関目店 

大阪市城東区 てんとう虫 

大阪市城東区 とんかつますいや 

大阪市城東区 みやた寿司 

大阪市城東区 花京鴫野店 
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市町村名 施設名称 

大阪市城東区 海南亭 緑橋店 

大阪市城東区 究極らーめん 

大阪市城東区 酒菜工房ロン 

大阪市城東区 中央酒場ベック 

大阪市城東区 鳥貴族 関目店 

大阪市城東区 東昇園 

大阪市阿倍野区 BAR BORDER 

大阪市阿倍野区 ＢＥＥＲ＆ＧＲＩＬＬ ＳＵＰＥＲＤＲＹ あべの 

大阪市阿倍野区 ＣＡＦＦＥ ＣＩＡＯ ＰＲＥＳＳＯ あべのハルカス店 

大阪市阿倍野区 アサヒビアケラーアベノ 

大阪市阿倍野区 あぶりやあべのルシアス店 

大阪市阿倍野区 うしのしっぽ 

大阪市阿倍野区 カフェソラーレＴｓｕｍｕｇｉ あべのｓｏｌａｈａ店 

大阪市阿倍野区 クックハウスあべの橋駅店 

大阪市阿倍野区 サンエバーコーヒーハウス あべのハルカス店 

大阪市阿倍野区 ジャンボカラオケ広場 あべの店 

大阪市阿倍野区 ジャンボカラオケ広場 スパージャンカラあべの店 

大阪市阿倍野区 ジャンボカラオケ広場 昭和町店 

大阪市阿倍野区 スシロー 天王寺店 

大阪市阿倍野区 スナック静 

大阪市阿倍野区 ニュー リュー 

大阪市阿倍野区 のとや 

大阪市阿倍野区 ハーブス 近鉄あべのハルカス店 

大阪市阿倍野区 ビッグエコーあべのごちそうビル店 

大阪市阿倍野区 ビッグエコーあべの店 

大阪市阿倍野区 ビッグエコー天王寺あべの駅前店 

大阪市阿倍野区 プロントあべの橋駅店 

大阪市阿倍野区 ホリーズカフェあべのＡＩＴ店 

大阪市阿倍野区 モスバーガーあべの橋店 

大阪市阿倍野区 ラーメン屋さんピリカ 

大阪市阿倍野区 リンガーハット近鉄あべのハルカス店 

大阪市阿倍野区 レストランサンチ 

大阪市阿倍野区 ローソン天王寺町北二丁目店 

大阪市阿倍野区 ロビンフッド 阿倍野店 

大阪市阿倍野区 阿倍野庵 
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市町村名 施設名称 

大阪市阿倍野区 源兵衛 天王寺あべの店 

大阪市阿倍野区 江戸川 

大阪市阿倍野区 旬のご馳走もちづき 

大阪市阿倍野区 匠和 

大阪市阿倍野区 焼肉まる五 

大阪市阿倍野区 神楽食堂 串家物語 あべのＱｓ ＭＡＬＬ店 

大阪市阿倍野区 美々卯 あべのハルカスダイニング店 

大阪市阿倍野区 楓林閣 

大阪市阿倍野区 楓林閣ビアガーデン 

大阪市阿倍野区 麺屋たにぐち 

大阪市阿倍野区 洋食プリッチ 

大阪市阿倍野区 餃子のしんちゃん阿倍野店 

大阪市住吉区 RockBarRockAGoGo 

大阪市住吉区 カラオケバーRuRu 

大阪市住吉区 さかた家 

大阪市住吉区 ジャンボカラオケ広場 あびこ店 

大阪市住吉区 ジャンボカラオケ広場 長居駅前店 

大阪市住吉区 まるよし 

大阪市住吉区 ローソン南住吉二丁目店 

大阪市住吉区 ワンカルビ我孫子店 

大阪市住吉区 海外産業人材育成協会 関西研修センター 

大阪市住吉区 喫茶クッキー 

大阪市住吉区 喫茶ハピネス 

大阪市住吉区 元気炉端十勇士 

大阪市住吉区 焼肉・ホルモン茂 

大阪市住吉区 鳥貴族 長居店 

大阪市住吉区 立ち呑み RIRU 

大阪市東住吉区 イーキチ 

大阪市東住吉区 お好み焼きとんちゃん 

大阪市東住吉区 スシロー 杭全店 

大阪市東住吉区 スシロー 東住吉店 

大阪市東住吉区 フジオ軒 針中野店 

大阪市東住吉区 ローソン公園南矢田三丁目店 

大阪市東住吉区 ローソン杭全八丁目店 

大阪市東住吉区 ローソン住道矢田五丁目店 
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市町村名 施設名称 

大阪市東住吉区 ローソン鷹合四丁目店 

大阪市東住吉区 ローソン北田辺二丁目店 

大阪市東住吉区 酒場恩人 

大阪市東住吉区 住道矢田食堂 

大阪市東住吉区 針中野食堂 

大阪市西成区 TARA 

大阪市西成区 お好み焼 SARAN 

大阪市西成区 カラオケ居酒屋ていあら 

大阪市西成区 からし志寿司 

大阪市西成区 くらし食堂 

大阪市西成区 スナック さゆり 

大阪市西成区 つるまる 天下茶屋店 

大阪市西成区 めしや宮本むなし 地下鉄花園町駅前店 

大阪市西成区 ワンカルビ南津守店 

大阪市西成区 音楽スタジオ・カラオケパブソングス 

大阪市西成区 釜晴れ 

大阪市西成区 喫茶スナック華 

大阪市西成区 宮武酒店 

大阪市西成区 更科 

大阪市西成区 赤ちょうちん 

大阪市西成区 中華台湾料理海鮮館 

大阪市西成区 鳥貴族 玉出店 

大阪市西成区 楠もと 

大阪市西成区 勇すし 

大阪市淀川区 ABILENE 

大阪市淀川区 ＢＷ ＳＴＡＴＩＯＮ 

大阪市淀川区 jugar 

大阪市淀川区 newTon 

大阪市淀川区 OSORA CAFE 

大阪市淀川区 アシスト 

大阪市淀川区 カレーダイニングＣooo 

大阪市淀川区 くぐりんしゃい 

大阪市淀川区 サロン.ド.風 

大阪市淀川区 ジャンボカラオケ広場 阪急三国店 

大阪市淀川区 ジャンボカラオケ広場 十三駅東口店 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 ジャンボカラオケ広場 十三本町店 

大阪市淀川区 ジャンボカラオケ広場 西中島店 

大阪市淀川区 ジャンボカラオケ広場 塚本駅前店 

大阪市淀川区 スシロー 三津屋店 

大阪市淀川区 すし留 

大阪市淀川区 どうとんぼり神座 駅マルシェ新大阪店 

大阪市淀川区 ホリーズカフェ十三東口店 

大阪市淀川区 マンモスサロン ふうりゅう 

大阪市淀川区 めしや宮本むなし ＪＲ塚本駅前店 

大阪市淀川区 めしや宮本むなし 十三西店 

大阪市淀川区 めしや宮本むなし 地下鉄東三国駅前店 

大阪市淀川区 ラウンジ 釜山 

大阪市淀川区 加島肉ビル 焼肉店 

大阪市淀川区 火の音水の音 新大阪店 

大阪市淀川区 海鮮茶屋貝族料理みのしょう 

大阪市淀川区 玉屋十三東店 

大阪市淀川区 串揚げキッチンだん十三店 

大阪市淀川区 虎寿司 淀川店 

大阪市淀川区 若菜そば阪急十三店 

大阪市淀川区 手作り居酒屋 かっぽうぎ 新大阪店 

大阪市淀川区 森の蔵 

大阪市淀川区 鳥貴族 三国店 

大阪市淀川区 鳥貴族 十三店 

大阪市淀川区 鳥貴族 新大阪店 

大阪市淀川区 鳥貴族 塚本店 

大阪市淀川区 鳥貴族 東三国店 

大阪市淀川区 博多串焼ウマカーよかばい十三 

大阪市淀川区 美々卯 新大阪店 

大阪市淀川区 風の香り里の味 ゆるり 

大阪市淀川区 木川東食堂 

大阪市淀川区 料理菊川 

大阪市鶴見区 スシロー 鶴見店 

大阪市鶴見区 どうとんぼり神座 鶴見店 

大阪市鶴見区 ワンカルビ今福鶴見店 

大阪市鶴見区 居酒屋大丸屋 
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市町村名 施設名称 

大阪市鶴見区 魚々代 

大阪市鶴見区 串家物語 イオンモール鶴見緑地店 

大阪市鶴見区 鶴見浜４丁目食堂 

大阪市鶴見区 鶴見緑食堂 

大阪市住之江区 BAR SHIROZAKI 

大阪市住之江区 BAR津田 

大阪市住之江区 bar 鴉巣 

大阪市住之江区 Y'sbar 

大阪市住之江区 クーズコンセルボ 南港 ATC店 

大阪市住之江区 ジャンボカラオケ広場 住之江公園駅前店 

大阪市住之江区 スシロー 北加賀屋店 

大阪市住之江区 どうとんぼり神座 住之江店 

大阪市住之江区 トレカショップ スキップ 

大阪市住之江区 ぱせり 

大阪市住之江区 めしや宮本むなし パウ住之江公園店 

大阪市住之江区 ワンカルビ住之江店 

大阪市住之江区 蕎麦蔵 

大阪市住之江区 香寿庵 

大阪市住之江区 焼肉丼・旨辛うどんすみのえ食堂 

大阪市住之江区 麻雀 Lamp 

大阪市平野区 dining  bar zeal 

大阪市平野区 アクエリアス 

大阪市平野区 スシロー 長吉長原店 

大阪市平野区 なかさか 

大阪市平野区 ひろきや 

大阪市平野区 ほっこりキッチン 彩 

大阪市平野区 ホリーズカフェ ライフ喜連瓜破店 

大阪市平野区 マンダリーヌ 

大阪市平野区 ラーメン横綱平野店 

大阪市平野区 ローソン喜連西五丁目店 

大阪市平野区 ローソン長吉長原西一丁目店 

大阪市平野区 ローソン長吉六反三丁目店 

大阪市平野区 ローソン長吉六反四丁目店 

大阪市平野区 ローソン長吉六反二丁目店 

大阪市平野区 ローソン平野喜連一丁目店 
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市町村名 施設名称 

大阪市平野区 ローソン平野南四丁目店 

大阪市平野区 ローソン平野本町五丁目店 

大阪市平野区 ワンカルビ平野北店 

大阪市平野区 喜連食堂 

大阪市平野区 酒さんぽ道ちろり庵 

大阪市平野区 鳥すけ 

大阪市平野区 鳥貴族 喜連瓜破店 

大阪市平野区 鳥貴族 長吉長原店 

大阪市平野区 平野長吉食堂 

大阪市北区 39 

大阪市北区 A counter  

大阪市北区 Aprile* 

大阪市北区 Asahi 

大阪市北区 BAR AND SPACE 

大阪市北区 Bar CONNECT 

大阪市北区 BAR 蓮 

大阪市北区 BARNASH 

大阪市北区 Barあかり 

大阪市北区 Ｃａｌｌａ 

大阪市北区 CODE 

大阪市北区 EMI'SKITCHEN 

大阪市北区 FLIPPER'S 梅田エスト店 

大阪市北区 Geee!! 

大阪市北区 GLAND e MAIZON 

大阪市北区 graf studio 

大阪市北区 
GRANDE POLAIRE WINEBAR OSAKA（グランポレール ワインバー オー

サカ） 

大阪市北区 Grun＆Blau 

大阪市北区 Hugglife 

大阪市北区 Lapis Lazuli 八号 

大阪市北区 MAKIBI 

大阪市北区 Pumpkin Rocks 

大阪市北区 SARASA 

大阪市北区 snackknock 

大阪市北区 T-DA 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 The 33 Tea＆Bar Terrace 

大阪市北区 THE 少年会議所 

大阪市北区 THROB 

大阪市北区 Ｗ．ＳＥＴ 

大阪市北区 yasai french NR 

大阪市北区 YEBISU BAR ホワイティうめだ店 

大阪市北区 あっちょん・ぷりけ 

大阪市北区 アフタヌーンティー ラブアンドテーブル ルクア大阪 

大阪市北区 アフタヌーンティー・ティールーム グランフロント大阪 

大阪市北区 アフタヌーンティー・ティールーム ホワイティうめだ 

大阪市北区 アフタヌーンティー・ティールーム 阪急うめだ本店 

大阪市北区 あぶりや阪急梅田店 

大阪市北区 あぶりや梅田店 

大阪市北区 アルモニーアンブラッセ 22F バンケット アマ・デトワール 

大阪市北区 アンティコカフェアルアビス ディアモール大阪店 

大阪市北区 アンティコカフェアルアビス ハービスプラザエント店 

大阪市北区 アンティコカフェアルアビス 阪急三番街店 

大阪市北区 イタリア肉食堂 PERO 天満店 

大阪市北区 うしの匠 北新地 

大阪市北区 えき亭 

大阪市北区 えびのや 天六店 

大阪市北区 おかげ家 梅田店 

大阪市北区 おきなわステーキ酒場 さぎり中崎町店 

大阪市北区 おでんと酒菜 天六バル 

大阪市北区 お魚ときどきお肉梅田店 

大阪市北区 お好み焼き葉月 天五店 

大阪市北区 かつかつカレー８８８ ＬＩＮＫＳＵＭＥＤＡ 

大阪市北区 かっぽうぎ 芝田店 

大阪市北区 かっぽうぎ 堂島地下街店 

大阪市北区 かっぽうぎ南森町天神橋店 

大阪市北区 かつ満 天五店 

大阪市北区 カフェ テラス 

大阪市北区 カフェドクリエ  毎日インテシオ店 

大阪市北区 カラオケ＆バーふくちゃん 

大阪市北区 カラオケ喫茶・バー ゆい 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 カンテグランデ中津本店 

大阪市北区 クラブラウンジ 

大阪市北区 ぐるり 天満 

大阪市北区 ザ・バー 

大阪市北区 ザ・ロビーラウンジ 

大阪市北区 さかなやいぬい 

大阪市北区 さち福や ナビオ店 

大阪市北区 さち福やＣＡＦＥ ＬＩＮＫＳ ＵＭＥＤＡ 

大阪市北区 サルーテ梅田茶屋町店 

大阪市北区 シェイクシャック 梅田阪神店 

大阪市北区 しゃぶ亭 阪急かっぱ横丁店 

大阪市北区 しゃぶ亭 西梅田店 

大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 お初天神店 

大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 スパージャンカラ茶屋町店 

大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 阪急かっぱ横丁店 

大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 阪急東中通店 

大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 阪急東通３号店 

大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 阪急東通店 

大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 阪急東通本店 

大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 茶屋町店 

大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 天六店 

大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 梅田芝田町店 

大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 北新地店 

大阪市北区 じゅうじゅう屋 森町食堂 

大阪市北区 しんぱち食堂 阪急梅田店 

大阪市北区 スーパードライ梅田 

大阪市北区 スシロー 天神橋 5丁目店 

大阪市北区 スナック凛 

大阪市北区 スプレンディード 

大阪市北区 たこ竹 

大阪市北区 だるま亭 

大阪市北区 つむぎ 

大阪市北区 つるまる饂飩 南森町２丁目店 

大阪市北区 とんかつ喜多呂 

大阪市北区 とんかつ小ばやし 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 にんじん 

大阪市北区 ハーブス ディアモール大阪店 

大阪市北区 ハーブス 阪急三番街店 

大阪市北区 ハーブス 大丸梅田店 

大阪市北区 バンブークラブ 

大阪市北区 ハンプトンコート 

大阪市北区 ひいらぎ 

大阪市北区 ビッグエコーお初天神店 

大阪市北区 ビッグエコー阪急東通り店 

大阪市北区 ビッグエコー曽根崎お初天神通り店 

大阪市北区 ビッグエコー茶屋町店 

大阪市北区 ビッグエコー天神橋５丁目店 

大阪市北区 ビッグエコー天満駅前店 

大阪市北区 ビッグエコー梅田茶屋町本店 

大阪市北区 ビッグエコー梅田中央店 

大阪市北区 ビッグエコー梅田東通り店 

大阪市北区 ひろ乃 

大阪市北区 ブーランジェリーカワ東天満店 

大阪市北区 フジオ珈琲 中津店 

大阪市北区 ブルーノ HEPナビオ 

大阪市北区 ホテルグランヴィア大阪 イタリアンキッチン ヴェルデカッサ 

大阪市北区 ホテルグランヴィア大阪 スカイダイニング アブ 

大阪市北区 ホテルグランヴィア大阪 ティーラウンジ 

大阪市北区 ホテルグランヴィア大阪 ティーラウンジ・リバーヘッド 

大阪市北区 ホテルグランヴィア大阪 バー サンドバンク 

大阪市北区 ホテルグランヴィア大阪 フレンチレストラン フルーヴ 

大阪市北区 ホテルグランヴィア大阪 宴会場 クリスタル 

大阪市北区 ホテルグランヴィア大阪 宴会場 桐 

大阪市北区 ホテルグランヴィア大阪 宴会場 鶴寿 

大阪市北区 ホテルグランヴィア大阪 宴会場 楓蘭葵 

大阪市北区 ホテルグランヴィア大阪 宴会場 名庭 ABC 

大阪市北区 ホテルグランヴィア大阪 鉄板焼き 季流 

大阪市北区 ホテルグランヴィア大阪 日本料理 大阪浮橋/なにわ食彩しずく 

大阪市北区 ホテルグランヴィア大阪 鳳凰 AB 

大阪市北区 ホリーズカフェ 中之島セントラルタワー店 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 ホリーズカフェ 堂島アバンザ店 

大阪市北区 ホリーズカフェ 梅田ダイビル店 

大阪市北区 ホリーズカフェ大阪駅前第３ビル店 

大阪市北区 ホリーズカフェ北新地店 

大阪市北区 ホルモン焼おかだ 

大阪市北区 ホルモン食堂 

大阪市北区 まーさん沖縄サムズステーキ 天四 

大阪市北区 まるや 

大阪市北区 みや藤 天満店 

大阪市北区 メンバーズ Force 

大阪市北区 メンバーズ Force sound 

大阪市北区 メンバーズあや乃 

大阪市北区 モデナマーマ 大阪天満宮前店 

大阪市北区 ラ・ベ 

大阪市北区 レストランアラスカフェスティバルタワー 

大阪市北区 ローズガーデンカフェ ＬＩＮＫＳ ＵＭＥＤＡ 

大阪市北区 ローマ軒阪急三番街店 

大阪市北区 ワーズカフェ 

大阪市北区 磯乃家 

大阪市北区 燕 

大阪市北区 牡蠣とワイン立喰いすしすしまる サン広場店 

大阪市北区 花ｍａｒｕ 

大阪市北区 花筐 

大阪市北区 回転寿司日本一 ヨドバシ店 

大阪市北区 柿の葉すし 紀の川壽司本舗 北新地 

大阪市北区 株式会社 鳥貴族 

大阪市北区 丸虎フラワー 

大阪市北区 丸万寿司 OAP店 

大阪市北区 丸万寿司 曽根崎店 

大阪市北区 丸万寿司 天神橋 5丁目店 

大阪市北区 丸万寿司 東通り店 

大阪市北区 丸万寿司 堂山店 

大阪市北区 弓しげ 

大阪市北区 居酒屋 美尋 

大阪市北区 魚頂天酒場 まつり 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 京瑚 

大阪市北区 玉屋本店 

大阪市北区 銀しゃり中の島食堂 

大阪市北区 串かつ 凡 

大阪市北区 串家物語 ナビオ店 

大阪市北区 串揚げもの旬 S SHUNS 

大阪市北区 鶏鳥 Kitchinゆう曽根崎店 

大阪市北区 鶏乃家 

大阪市北区 月のそら 

大阪市北区 源兵衛 天満本店 

大阪市北区 御鷹茶屋阪急三番街店 

大阪市北区 江戸川阪急三番街店 

大阪市北区 香桃 

大阪市北区 堺銀シャリゲコ亭 天神橋２丁目食堂 

大阪市北区 自家製麺ミートソースパスタ専門店 スリーミート 南森町店 

大阪市北区 若菜そば阪急茶屋町口店 

大阪市北区 若菜そば阪急梅田駅三階店 

大阪市北区 酒友はなび梅田店 

大阪市北区 樹里カレー 

大阪市北区 信州 えびのや 大阪駅前第３ビル店 

大阪市北区 心八剣伝中津店 

大阪市北区 粋おかだ 

大阪市北区 石川さゆり 

大阪市北区 仙酢大阪駅前本店 

大阪市北区 仙酢北新地総本店 

大阪市北区 千里しゃぶ亭天神橋店 

大阪市北区 大阪いくのお好み焼き桃太郎 

大阪市北区 但馬屋 

大阪市北区 中菜 Labo.朝陽 

大阪市北区 中菜バル堂島 

大阪市北区 中山製麺所 めん家だるま堂 

大阪市北区 中津食堂 

大阪市北区 町屋和食京の町 

大阪市北区 長崎ちゃんぽんリンガーハット梅田店 

大阪市北区 鳥貴族 阪急東通り２号店 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 鳥貴族 阪急東通り３号店 

大阪市北区 鳥貴族 曽根崎センタービル店 

大阪市北区 鳥貴族 太融寺店 

大阪市北区 鳥貴族 梅田 DDハウス店 

大阪市北区 鳥貴族 北新地店 

大阪市北区 鳥料理 藤よし 中之島フェスティバルプラザ店 

大阪市北区 鉄板や かんろ 天六店 

大阪市北区 鉄板料理 堂島 

大阪市北区 天満宮会館 

大阪市北区 天麩羅えびのや ヨドバシ梅田店 

大阪市北区 天麩羅えびのや 南森町店 

大阪市北区 都そば 新曽根崎店 

大阪市北区 藤よし ＬＩＮＫＳＵＭＥＤＡ 

大阪市北区 堂じま 上通り 

大阪市北区 鍋家だるま堂 

大阪市北区 肉ビストロ熟ルクア１１００店 

大阪市北区 肉卸直営大衆肉酒場きたうち中津店 

大阪市北区 梅華皮 

大阪市北区 美々卯 ルクアイーレ店 

大阪市北区 風の杜 

大阪市北区 北新地食堂 en 

大阪市北区 本えびのや 阪急３２番街店 

大阪市北区 満天屋本店 

大阪市北区 味処 吉峰 

大阪市北区 麺元素 

大阪市北区 麺乃庄 つるまる饂飩 阪急かっぱ横丁店 

大阪市北区 麺乃庄 つるまる饂飩 南森町店 

大阪市北区 門 

大阪市北区 野菜肉巻き串 ぐるり 天五店 

大阪市北区 洋食グリルＦＵＪＩＯ ＣＯＦＦＥＥ 大阪駅前第３ビル店 

大阪市北区 洋食店グリルポテト 

大阪市北区 立ち呑み たに 

大阪市北区 浪花タコとハイボール ホワイティうめだ店 

大阪市北区 和ラウンジ朱音 

大阪市北区 餃子の勝 天満店 
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大阪市北区 鮨処 然 

大阪市中央区 831LAB 

大阪市中央区 AREA 

大阪市中央区 BAMBOO 

大阪市中央区 BAR BUTANOHANA 

大阪市中央区 Beer Bar YELL 

大阪市中央区 Cafe RENGA 

大阪市中央区 CAFE TALES 

大阪市中央区 ＣＡＦＦＥ ＣＩＡＯ ＰＲＥＳＳＯ×ＰＩＺＺＡ ＣＯＮＡ難波駅店 

大阪市中央区 DARTS BAR Famous 

大阪市中央区 FAT DOG STAND 

大阪市中央区 GammedCafe 

大阪市中央区 kawara CAFE&DINING 心斎橋店 

大阪市中央区 Le Petit Mec 

大阪市中央区 MaiThaiTHAIBAR 

大阪市中央区 masa家 

大阪市中央区 MimiLapi 

大阪市中央区 NEO VECTOR 

大阪市中央区 OH MY CAFE OSAKA 

大阪市中央区 Rock up 

大阪市中央区 SavePoint 

大阪市中央区 SweetCamel 三角公園前店 

大阪市中央区 SweetCamel 本店 

大阪市中央区 tulak 

大阪市中央区 UMIYA CLUB 

大阪市中央区 USHINABE森ノ宮店 

大阪市中央区 ventuno 

大阪市中央区 YEBISU BAR The Grill なんば CITY店 

大阪市中央区 あきんとこ 

大阪市中央区 アップリケ 

大阪市中央区 アフタヌーンティー・ティールーム 髙島屋大阪店 

大阪市中央区 あぶりや千日前店 

大阪市中央区 あぶりや船場店 

大阪市中央区 あぶりや道頓堀御堂筋店 

大阪市中央区 あんばい 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 インド・ネパールレストラン ムスタン 

大阪市中央区 ウミヤカフェ ウエストポイント 

大阪市中央区 うらら亭 

大阪市中央区 えびのや なんなんタウン 

大阪市中央区 えびのや 心斎橋店 

大阪市中央区 かじや町加寸'吉 

大阪市中央区 カツカツかつ満 森ノ宮店 

大阪市中央区 かつかつカレー８８８ 北浜店 

大阪市中央区 かっぽうぎ ツイン２１ 

大阪市中央区 かっぽうぎ 相鉄フレッサイン淀屋橋店 

大阪市中央区 かっぽうぎ 淀屋橋店 

大阪市中央区 かっぽうぎ 淀屋橋東店 

大阪市中央区 かつら亭 9号館店 

大阪市中央区 かつ満 ＪＯ－ＴＥＲＲＡＣＥ ＯＳＡＫＡ店 

大阪市中央区 カフェＦ 

大阪市中央区 カフェカバリエ難波店 

大阪市中央区 カフェチャオプレッソ淀屋橋店 

大阪市中央区 きんのぶたＰＲＥＭＩＵＭ心斎橋 

大阪市中央区 クロスフィット 大阪城 

大阪市中央区 さち福や ＪＯ－ＴＥＲＲＡＣＥＯＳＡＫＡ店 

大阪市中央区 さち福やＣＡＦＥ クリスタ長堀店 

大阪市中央区 しあわせ料理ねぎ坊主 

大阪市中央区 シェイクシャック 大丸心斎橋店 

大阪市中央区 ジャンボカラオケ広場 アメリカ村店 

大阪市中央区 ジャンボカラオケ広場 なんば店 

大阪市中央区 ジャンボカラオケ広場 なんば本店 

大阪市中央区 ジャンボカラオケ広場 宗右衛門町店 

大阪市中央区 ジャンボカラオケ広場 心斎橋３号店 

大阪市中央区 ジャンボカラオケ広場 心斎橋店 

大阪市中央区 ジャンボカラオケ広場 千日前２号店 

大阪市中央区 ジャンボカラオケ広場 千日前３号店 

大阪市中央区 ジャンボカラオケ広場 道頓堀店 

大阪市中央区 ジャンボカラオケ広場 南海通なんば店 

大阪市中央区 しんちゃん谷四店 

大阪市中央区 すき焼・しゃぶしゃぶ 藤尾 ホテルニューオータニ大阪店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 スシロー 心斎橋店 

大阪市中央区 スシロー 難波アムザ店 

大阪市中央区 スミヲ 

大阪市中央区 セカンドラボラトリ 

大阪市中央区 そば切りてらうち 

大阪市中央区 タコライス COMEDOR 

大阪市中央区 ちゃんこ鍋 なにわ一番 

大阪市中央区 チョアヨ 708 なんば店 

大阪市中央区 つるまる 高麗橋 

大阪市中央区 つるまる 南本町店 

大阪市中央区 ハーブス 心斎橋パルコ店 

大阪市中央区 バールデ坂町 

大阪市中央区 はなはな 

大阪市中央区 はまぐり酒場 笑師 

大阪市中央区 ビッグエコーなんば戎橋店 

大阪市中央区 ビッグエコーなんば千日前店 

大阪市中央区 ビッグエコー千日前アムザ店 

大阪市中央区 ビッグエコー大阪本町店 

大阪市中央区 ビッグエコー本町つるやビル店 

大阪市中央区 ビッグエコー淀屋橋駅前店 

大阪市中央区 ビフカツ かつ満 心斎橋店 

大阪市中央区 ふぐ茂 

大阪市中央区 フジオ珈琲 内平野 

大阪市中央区 プティ佳代 

大阪市中央区 フレンチ割烹 Maison Kizuku 

大阪市中央区 ポポラマーマ ツイン 21店 

大阪市中央区 ポポラマーマ 堺筋本町店 

大阪市中央区 ホリーズカフェ 堺筋本町店 

大阪市中央区 ホリーズカフェ 大阪センタービル店 

大阪市中央区 ホリーズカフェ 本町サンマリオンビル店 

大阪市中央区 むすび寿司  南海なんば駅店 

大阪市中央区 めしや宮本むなし 地下鉄谷町九丁目駅前店 

大阪市中央区 めしや宮本むなし 地下鉄日本橋駅前店 

大阪市中央区 めしや宮本むなし 日本橋３丁目店 

大阪市中央区 リンガーハット難波千日前店 
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大阪市中央区 レストランルアイ 

大阪市中央区 レスプリドゥクゥードゥフランス 

大阪市中央区 ローマ軒 de肉食堂 

大阪市中央区 駅前パーラー ＪＯ－ＴＥＲＲＡＣＥＯＳＡＫＡ 

大阪市中央区 沖縄ダイニング ザイオン 

大阪市中央区 牡蠣とワイン立喰いすしすしまる ナンバウォーク店 

大阪市中央区 伽羅 

大阪市中央区 回転寿司日本一 千日前店 

大阪市中央区 宮崎地鶏と旬菜 とり神楽 淀屋橋店 

大阪市中央区 宮崎地鶏炭火焼 車 えびす橋店 

大阪市中央区 居酒屋すかんぽ 

大阪市中央区 銀座鮨 宗右衛門町三ツ寺筋店 

大阪市中央区 銀座鮨 宗右衛門町相合橋店 

大阪市中央区 串揚げキッチンだん心斎橋店 

大阪市中央区 串揚げと日本酒あぶらや 

大阪市中央区 鶏家六角鶏 難波店 

大阪市中央区 源兵衛 なんば店 

大阪市中央区 江戸川 

大阪市中央区 江戸川 なんばウォーク店 

大阪市中央区 堺筋食堂 

大阪市中央区 三代目木村屋 

大阪市中央区 自家焙煎珈琲 濱田屋 

大阪市中央区 酒ん地 

大阪市中央区 焼心 

大阪市中央区 焼鳥祐 

大阪市中央区 焼肉処 哲進 

大阪市中央区 上海亭 

大阪市中央区 情 

大阪市中央区 粋麺あみ乃や 

大阪市中央区 正流田舎そば難波店 

大阪市中央区 青藍 

大阪市中央区 赤酢 道頓堀店 

大阪市中央区 創菜いかさまや 

大阪市中央区 大阪国税局食堂 

大阪市中央区 大阪産料理空船場店 
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大阪市中央区 大皿料理さかな家 

大阪市中央区 谷町二丁目食堂 

大阪市中央区 炭火焼鳥 Birds'Bar 

大阪市中央区 中じや 

大阪市中央区 中華バル JAM 

大阪市中央区 中国酒家 朝陽閣パナンテ京阪天満橋 

大阪市中央区 中国料理 晴華 

大阪市中央区 朝陽閣 長堀 

大阪市中央区 頂賢麺 

大阪市中央区 鳥貴族 アメリカ村店 

大阪市中央区 鳥貴族 ナンバ西店 

大阪市中央区 鳥貴族 ナンバ店 

大阪市中央区 鳥貴族 フェリチタ心斎橋店 

大阪市中央区 鳥貴族 玉造駅前店 

大阪市中央区 鳥貴族 近鉄日本橋店 

大阪市中央区 鳥貴族 心斎橋ヨーロッパ通り店 

大阪市中央区 鳥貴族 西心斎橋店 

大阪市中央区 鳥貴族 千日前店 

大阪市中央区 鳥貴族 道頓堀中座店 

大阪市中央区 鳥貴族 道頓堀店 

大阪市中央区 鳥貴族 南船場店 

大阪市中央区 鳥貴族堺筋本町店 

大阪市中央区 鳥貴族千日前 2号店 

大阪市中央区 鳥貴族北浜店 

大阪市中央区 鶴丸製麺 谷町１丁目店 

大阪市中央区 鶴丸製麺 北浜店 

大阪市中央区 天ぷらえびのや 博労町店 

大阪市中央区 天ぷら酒場 天ぷらＹ アメリカ村店 

大阪市中央区 闘鶏 南船場店 

大阪市中央区 道頓堀肉劇場 

大阪市中央区 日本橋 Bucks 

大阪市中央区 日本酒&ワイン toi 

大阪市中央区 日本酒とお魚きっちん祐星 

大阪市中央区 美々卯 なんば店 

大阪市中央区 美々卯 御堂筋店 
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大阪市中央区 美々卯 心斎橋店 

大阪市中央区 美々卯 本店 

大阪市中央区 美々卯 本店別館 

大阪市中央区 冨紗家 

大阪市中央区 北久宝寺町食堂 

大阪市中央区 北浜 鳥匠 Ren 

大阪市中央区 北浜おつる 

大阪市中央区 味処けん 

大阪市中央区 味心その田 

大阪市中央区 麺や夢中 

大阪市中央区 木渦 

大阪市中央区 立ち呑み処 ひさまつ 

大阪市中央区 立呑み久 

大阪市中央区 浪花麺乃庄 つるまる饂飩 淀屋橋店 

大阪市中央区 和ばぁる魁 

大阪市中央区 和食堺筋幸作 

大阪市中央区 萬栄 ２階 喫茶 

大阪市中央区 萬栄 ８階 食堂 

大阪市中央区 萬栄 ９階 喫茶 

大阪市中央区 餃子と唐揚げ ゆうじが行く。 

大阪市中央区 餃子と唐揚げの酒場。しんちゃんアメ村店 

大阪市中央区 鮨・酒・肴 杉玉 難波アムザ店 

堺市堺区 99 Pizza Napoletana Gourmet 

堺市堺区 Bar Ohana 

堺市堺区 カラオケスタジオ SJ 

堺市堺区 カラオケ喫茶&居酒屋  秋桜 

堺市堺区 きんのぶた鳳北店 

堺市堺区 ジャンボカラオケ広場 堺東２号店 

堺市堺区 ジャンボカラオケ広場 堺東店 

堺市堺区 スシロー 堺三宝店 

堺市堺区 スナック YY 

堺市堺区 スナック愛 i 

堺市堺区 ホリーズカフェ堺東店 

堺市堺区 ワンカルビ堺西店 

堺市堺区 乾杯 
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堺市堺区 韓国家庭料理モイセ 

堺市堺区 居酒屋遊 

堺市堺区 鶏家六角鶏 

堺市堺区 食卓ひらひら 

堺市堺区 創作料理泉み 

堺市堺区 辰己苑 

堺市堺区 炭火手焼き鰻 堀忠 

堺市堺区 鳥貴族 三国ヶ丘店 

堺市堺区 八剣伝 浅香山駅前店 

堺市堺区 美々卯 堺店 

堺市堺区 美福食堂 

堺市堺区 麺屋うさぎ 宿院 

堺市中区 M.M 

堺市中区 アリュウル 

堺市中区 お好み焼き工房かくれんぼ 

堺市中区 ジャンボカラオケ広場 深井駅前店 

堺市中区 一杯飲み屋ちんくえ 

堺市中区 喫茶ペニーレイン 

堺市中区 堺新家町食堂 

堺市中区 堺泉北２号線食堂 

堺市中区 鳥貴族 深井店 

堺市東区 お好み焼き 和 

堺市東区 お好み焼き陽子 

堺市東区 カジュアルバーアレグラ 

堺市東区 どうとんぼり神座 中央環状堺店 

堺市東区 居酒屋あれぐら 

堺市西区 ジャンボカラオケ広場 JR鳳駅前店 

堺市西区 スシロー 浜寺船尾店 

堺市西区 ラーメン横綱鳳店 

堺市西区 居酒屋 増田 増田富夫 

堺市西区 居酒屋 炉端 ひで 

堺市西区 串家物語 アリオ鳳店 

堺市西区 堺浜寺食堂 

堺市南区 きんのぶた泉北和田西店 

堺市南区 タンと焼肉やま龍 
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堺市南区 ラーメンラボうさぎプラス 

堺市南区 ワンカルビ泉北店 

堺市南区 自家焙煎工房カフェ little island 三原台公園前店 

堺市南区 職人手焼き鰻 儀門 

堺市南区 正流田舎そば 泉北店 

堺市南区 岬すし 

堺市南区 麺屋うさぎ 泉田中 

堺市北区 cafe MINMI 

堺市北区 NEO.Darts/Factory 

堺市北区 カラオケ喫茶 Mｉｙｏ 

堺市北区 クロスフィット堺 KHD 

堺市北区 さい楽 

堺市北区 ジャンボカラオケ広場 新金岡駅前店 

堺市北区 スシロー 堺百舌鳥店 

堺市北区 てつこの部屋 

堺市北区 ラーメン横綱堺店 

堺市北区 リンガーハット堺百舌鳥店 

堺市北区 ワンカルビ百舌鳥店 

堺市北区 串家物語 イオンモール 堺北花田店 

堺市北区 寿々亭 

堺市北区 旬菜おでん料理 かま田 

堺市北区 昭和流行歌カラオケ TOP 

堺市北区 鳥貴族 新金岡店 

堺市北区 鳥貴族 中百舌鳥店 

堺市美原区 堺美原食堂 

堺市美原区 手打ちうどん津の勢 

堺市美原区 立呑処 酔太郎 

岸和田市 アヤコ食堂 

岸和田市 インド料理サンガム 

岸和田市 ジンギスカン白樺 

岸和田市 ちょい呑みいち 

岸和田市 マクドナルド岸和田磯上店 

岸和田市 ラーメン横綱岸和田店 

岸和田市 ワンカルビ岸和田店 

岸和田市 岸和田食堂 
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市町村名 施設名称 

岸和田市 岸和田西之内食堂 

岸和田市 岸和田内畑町食堂 

岸和田市 牛かつ専門店 うし寅 岸和田店 

岸和田市 鳥魚彩菜みのや 

岸和田市 珈琲館 アラスカ 

岸和田市 鮨・酒・肴 杉玉 岸和田店 

豊中市 KaleidoBagel 

豊中市 lacasahide 

豊中市 PORTA BLU 

豊中市 アフタヌーンティー・ティールーム 千里阪急 

豊中市 あぶりや庄内店 

豊中市 アランチーノ OSAKA 

豊中市 お好み焼 一二三 

豊中市 ジャンボカラオケ広場 庄内駅前店 

豊中市 ジャンボカラオケ広場 豊中駅前店 

豊中市 スシロー 桜塚店 

豊中市 スシロー 豊南店 

豊中市 スナック Dior 

豊中市 トラットリアオロブリランテ 

豊中市 なかまや 

豊中市 ピエロ 

豊中市 ホリーズカフェ イオンタウン豊中店 

豊中市 ホリーズカフェ 豊中駅前店 

豊中市 めしや宮本むなし 阪急庄内駅西口店 

豊中市 めしや宮本むなし 阪急服部天神店 

豊中市 リンガーハット名神豊中インター店 

豊中市 ワンカルビ豊中夕日丘店 

豊中市 宮崎地鶏炭火焼 車 蛍池店 

豊中市 串家物語 ＬＡＢＩ千里店 

豊中市 迎食苑 

豊中市 焼き鳥居酒屋丸天 

豊中市 創作バル 87(87.s) 

豊中市 鳥貴族 庄内店 

豊中市 鳥貴族 豊中店 

豊中市 呑歌 
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市町村名 施設名称 

豊中市 美々卯 伊丹空港店 

豊中市 有限会社一新服部のひょうたん寿し 

豊中市 餃子の勝 豊中本店 

池田市 キッチンだん 

池田市 ジャンボカラオケ広場 石橋駅前店 

池田市 ジャンボカラオケ広場池田駅前店 

池田市 スシロー 池田店 

池田市 ハニービー 

池田市 ホリーズカフェ池田駅前店 

池田市 めしや宮本むなし 阪急石橋駅前店 

池田市 若菜そば阪急石橋店 

池田市 若菜そば阪急池田店 

池田市 手打一筋 権八 

池田市 焼き鳥 しば田 

池田市 博多串焼ウマカーよかばい石橋 

池田市 餃子の勝 石橋店 

池田市 餃子の勝 豊島南店 

吹田市 J.S.BURGERS CAFE ららぽーと EXPOCITY店 

吹田市 OKAZUBAR 六つぼ 

吹田市 あぶりや江坂店 

吹田市 うを七西店 

吹田市 カノビアーノ アネックス 

吹田市 カラオケ喫茶男と女 

吹田市 ジャンボカラオケ広場 JR吹田店 

吹田市 ジャンボカラオケ広場 江坂２号店 

吹田市 ジャンボカラオケ広場 江坂店 

吹田市 スシロー 岸部店 

吹田市 スシロー 南吹田店 

吹田市 スターダスト 

吹田市 スナック サラン 

吹田市 ドトールコーヒー イズミヤ千里丘店 

吹田市 ハナミズキ 

吹田市 プレンティ阪急南千里店 

吹田市 ホリーズカフェ 豊津駅前店 

吹田市 めしや宮本むなし ＪＲ吹田駅前店 
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市町村名 施設名称 

吹田市 音 cafe KARAKARA 

吹田市 居酒屋 ゆう 

吹田市 銀の泉/Bar.G 

吹田市 虎寿司 江坂店 

吹田市 江坂食堂 

吹田市 車 江坂店 

吹田市 若菜そば阪急南千里店 

吹田市 神楽食堂 串家物語 ららぽーと EXPOCITY店 

吹田市 吹田岸部食堂 

吹田市 大 

吹田市 鳥貴族 関大前店 

吹田市 鳥貴族 江坂店 

吹田市 鳥貴族 江坂東店 

吹田市 鳥貴族 吹田店 

吹田市 麺や六三六江坂 

吹田市 料理とお酒晴ル 

泉大津市 スシロー 和泉府中店 

泉大津市 ひまわり 和泉府中店 

泉大津市 ワンカルビ泉大津南店 

高槻市 FIORE 

高槻市 Jasmine 

高槻市 あぶりや阪急高槻市駅前店 

高槻市 カラオケ喫茶 まぁず 

高槻市 きんのぶた高槻八丁畷店 

高槻市 ジャンボカラオケ広場 高槻２号店 

高槻市 ジャンボカラオケ広場 高槻３号店 

高槻市 スシロー 高槻辻子店 

高槻市 スシロー 高槻唐崎店 

高槻市 ハーブス 松坂屋高槻店 

高槻市 ホリーズカフェ阪急高槻駅前店 

高槻市 ホルモン焼 味紘 

高槻市 ラーメン横綱高槻店 

高槻市 らぁめん甚 

高槻市 リンガーハット高槻上牧店 

高槻市 割烹天ひろ 
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市町村名 施設名称 

高槻市 居酒屋久紗 

高槻市 高槻カジュアル酒場 出口屋 

高槻市 高槻大塚食堂 

高槻市 高槻肉劇場 

高槻市 鳥貴族 JR高槻店 

高槻市 鳥貴族 高槻店 

高槻市 天下一品 高槻八丁畷店 

高槻市 鮨・酒・肴 杉玉  高槻店 

貝塚市 Darts and Bar Hola 

貝塚市 きんのぶた貝塚堤店 

貝塚市 ワンカルビ貝塚店 

貝塚市 貝塚食堂 

貝塚市 大阪屋 

守口市 K&A 

守口市 NOA 

守口市 えびのや イオンモール大日店 

守口市 ジャンボカラオケ広場 京阪守口店 

守口市 スシロー 守口大日店 

守口市 ラーメン横綱守口店 

守口市 ワンカルビ守口店 

守口市 喫茶グリル ピノキオ イオンモール大日店 

守口市 居酒屋れんちゃん 

守口市 玄品守口の関 

守口市 寿し忠 

守口市 神楽食堂 串家物語 イオン大日店 

守口市 鳥貴族 守口西口店 

守口市 鳥貴族 守口店 

枚方市 aura 

枚方市 bully 

枚方市 masaka 

枚方市 snackCoco 

枚方市 アフタヌーンティー・ティールーム くずはモール 

枚方市 イタリア料理ダヴェルナクチネッタ 

枚方市 カラオケ BAR kintaro 

枚方市 カラオケ喫茶明里 
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市町村名 施設名称 

枚方市 カレーハウス CoCo壱番屋 枚方東香里店 

枚方市 ジャンボカラオケ広場 くずは店 

枚方市 ジャンボカラオケ広場 枚方駅前２号店 

枚方市 ジャンボカラオケ広場 枚方駅前店 

枚方市 スシロー 枚方茄子作店 

枚方市 スシロー 枚方高野道店 

枚方市 スシロー 枚方招提店 

枚方市 スシロー 枚方星ヶ丘店 

枚方市 デリス くずはモール店 

枚方市 ドトールコーヒー 関西医科大学附属枚方病院店 

枚方市 フジオ軒 西招提店 

枚方市 ミスタードーナツ イズミヤ枚方店 

枚方市 ももちゃん 

枚方市 ラーメン横綱枚方店 

枚方市 ワンカルビ枚方店 

枚方市 海鮮酒場うお心 

枚方市 神楽食堂 串家物語 くずはモール店 

枚方市 赤龍園 

枚方市 炭火やきとりとり心 

枚方市 茶房ひまわり 枚方店 

枚方市 鳥貴族 くずは店 

枚方市 鳥貴族 牧野店 

枚方市 鳥貴族 枚方店 

枚方市 鳥貴族 枚方南口店 

枚方市 覇王樹 

枚方市 八喜屋 

枚方市 枚方高野道食堂 

枚方市 鮨割烹二代目司 

茨木市 FOREST GREEN ROAST&BAKE 

茨木市 ＧＡＲＤＥＮ ＴＥＲＲＡＣＥ ＬＩＯＮ 立命館イバラキＦＵＴＵＲＥ ＰＬＡＺＡ店 

茨木市 ジャンボカラオケ広場 JR茨木店 

茨木市 ジャンボカラオケ広場 阪急茨木店 

茨木市 スシロー 沢良宜店 

茨木市 スナック結 

茨木市 ボードゲームカフェ＆バーASOBEBA  
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茨木市 ホリーズカフェ イオン新茨木店 

茨木市 ワンカルビ茨木店 

茨木市 喫茶スナックむぎ 

茨木市 更科 

茨木市 若菜そば阪急茨木店 

茨木市 松儀商店 

茨木市 食彩厨房すみれ亭 

茨木市 第 22喰う道 

茨木市 鳥貴族 茨木店 

茨木市 鮨・酒・肴 杉玉 茨木店 

八尾市 きんのぶたアクロスプラザ八尾店 

八尾市 ジャンボカラオケ広場 近鉄八尾店 

八尾市 スシロー 外環八尾店 

八尾市 スナックユリア 

八尾市 ドトールコーヒー イズミヤ八尾店 

八尾市 ホリーズカフェ 近鉄八尾駅前店 

八尾市 ホリーズカフェライフ志紀店 

八尾市 ローソン八尾木の本一丁目店 

八尾市 ワンカルビ八尾山城店 

八尾市 ワンカルビ八尾老原店 

八尾市 亜利巣 

八尾市 活魚料理いし田 

八尾市 株式会社 aero lab international Pilot Shop 

八尾市 居酒屋 安 

八尾市 鶏魚 Kitchenゆう 

八尾市 神楽食堂 串家物語 アリオ八尾店 

八尾市 大衆酒場がちや 

八尾市 中国料理 大幸 

八尾市 八尾食堂 

泉佐野市 TULLY'S COFFEE りんくうシークル店 

泉佐野市 TULLY'S COFFEE りんくうプレミアム・アウトレット店 

泉佐野市 スシロー 泉佐野鶴原店 

泉佐野市 スシロー 泉佐野店 

泉佐野市 スナック姫 

泉佐野市 ホリーズカフェ いこらも～る店 
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泉佐野市 マクドナルドりんくうシークル店 

泉佐野市 りんくうワールドグルメジャンクションアンドゥ・パントン 

泉佐野市 ワンカルビりんくうタウン店 

泉佐野市 羽倉崎食堂 

泉佐野市 釜戸ごはん さち福や 関西国際空港店 

泉佐野市 中国料理 錦綉 

泉佐野市 破天荒 

富田林市 SHEETAL 

富田林市 スシロー 富田林店 

富田林市 ラーメン横綱富田林店 

富田林市 居酒屋らくえん 

富田林市 川珈琲店富田林店 

寝屋川市 Be-In 

寝屋川市 Cafe AccademiA 

寝屋川市 elf cafe 

寝屋川市 Famme 

寝屋川市 カラオケ喫茶＆スナック ルージュ 

寝屋川市 カラオケ喫茶ワルツ 

寝屋川市 カラオケ居酒屋えり 

寝屋川市 カラオケ呑み処 きにちゃん 

寝屋川市 ジャンボカラオケ広場 香里園駅前店 

寝屋川市 ジャンボカラオケ広場 寝屋川駅前店 

寝屋川市 スシロー 寝屋川葛原店 

寝屋川市 スシロー 巣本店 

寝屋川市 どうとんぼり神座 寝屋川店 

寝屋川市 なごみ香里園駅前店 

寝屋川市 ホリーズカフェ アルプラザ香里園１階店 

寝屋川市 ホリーズカフェ アルプラザ香里園２階店 

寝屋川市 めしや宮本むなし 京阪寝屋川市駅西口店 

寝屋川市 やまや 

寝屋川市 ラーメン横綱寝屋川店 

寝屋川市 わがんせ立ち寿司 

寝屋川市 幸 Xing 

寝屋川市 三味坂本 

寝屋川市 旬彩 吉むら 
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寝屋川市 寝屋川讃良食堂 

寝屋川市 寝屋川食堂 

寝屋川市 酔花 

寝屋川市 炭焼きわがんせ 

寝屋川市 鳥貴族 香里園店 

寝屋川市 鳥貴族 寝屋川店 

寝屋川市 天麩羅えびのや 寝屋川池田店 

寝屋川市 肉鍋とからあげの店儿(じん) 

寝屋川市 麺や六三六寝屋川 

河内長野市 KITCHEN BAR Porto 

河内長野市 どうとんぼり神座 河内長野店 

河内長野市 はんなり 

河内長野市 ワンカルビ千代田店 

河内長野市 河内長野市町食堂 

松原市 お好み焼き千 

松原市 カラオケ麻樹し茂 

松原市 カラオケ裕 

松原市 きんのぶた河内松原店 

松原市 ケンタッキーフライドチキン松原店 

松原市 まぁじゃん Star7 

松原市 ワンカルビ河内天美店 

松原市 ワンカルビ松原店 

松原市 横浜家系ラーメン 一新家 別所 

松原市 喫茶 たきつぼ 

松原市 松原食堂 

松原市 松原新堂食堂 

松原市 松原天美食堂 

松原市 千鳥食堂 

松原市 創作 dining FUKUJU 

松原市 本格インド料理＆バー ニューモーティマハル 

大東市 カラオケ＆呑み処 かまってや 

大東市 きんのぶた大東店 

大東市 ジャンボカラオケ広場 住道駅前店 

大東市 スシロー 大東店 

大東市 ダル 
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大東市 ホリーズカフェ住道駅前店 

大東市 ワンカルビ住道店 

大東市 ワンカルビ大東赤井店 

大東市 焼肉イルモン兀（ごつ） 

大東市 鳥貴族 住道店 

大東市 鉄板鍋料理元（はじめ） 

大東市 呑み処ももちゃん 

和泉市 Bambi 

和泉市 うちの食堂 ららぽーと和泉店 

和泉市 カラオケポパイ 

和泉市 きんのぶた和泉中央駅前店 

和泉市 スシロー 和泉中央店 

和泉市 やきとり よろこんで 

和泉市 やきとり大吉 鶴山台店 

和泉市 ワンカルビ光明池店 

和泉市 ワンカルビ泉大津店 

和泉市 居酒屋末よし 

和泉市 四国庵 

和泉市 七施 

和泉市 焼肉ばーるやま龍 

和泉市 神楽食堂 串家物語 ららぽーと和泉店 

和泉市 和泉富秋食堂 

箕面市 カフェ・ド・ラ・ぺ 

箕面市 きんのぶた箕面小野原店 

箕面市 ジェット食堂 

箕面市 スシロー 箕面石丸店 

箕面市 ピッツェリア ソジョルノ 

箕面市 みのお山荘風の杜 

箕面市 ワンカルビ箕面小野原店 

箕面市 ワンカルビ箕面牧落店 

箕面市 磯のがってん寿司箕面小野原店 

箕面市 十二松六左衛門 

箕面市 鳥貴族 箕面店 

箕面市 美々卯 箕面店 

箕面市 箕面白鳥食堂 
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箕面市 麺や六三六 別邸箕面 

箕面市 和韓料理 じゅろく 

柏原市 カラオケ 銀扇 

柏原市 カラオケたくちゃん 

柏原市 ラーメン横綱柏原店 

羽曳野市 カラオケ喫茶ブーケ 

羽曳野市 きんのぶた羽曳野尺度店 

羽曳野市 ごちそうカフェ うかたま 

羽曳野市 スシロー 羽曳野店 

羽曳野市 フラワー 古市古墳群店 

羽曳野市 フラワー 竹内街道 軽里店 

羽曳野市 ホリーズカフェ イズミヤ古市店 

羽曳野市 ワンカルビ羽曳野店 

羽曳野市 羽曳野食堂 

羽曳野市 居酒屋ふくや 

羽曳野市 彩羽 

羽曳野市 呑・食・歌奈々 

門真市 ＢＡＲＬＥＯＮ 

門真市 Libre 

門真市 ジャンボカラオケ広場 京阪大和田店 

門真市 たこ焼き＆鉄板 蛸 

門真市 なにわ魚菜わさび 

門真市 まじめや門真店 

門真市 ミスタードーナッツ 古川橋ショップ 

門真市 めしや宮本むなし 京阪古川橋駅前店 

門真市 ワンカルビ門真店 

門真市 居酒屋 いけ蔵 

門真市 居酒屋 恋・恋 

門真市 酔虎伝門真店 

門真市 中華料理 祥和 

門真市 鳥貴族 萱島店 

門真市 鳥貴族 古川橋店 

門真市 名も無き弁当屋 

門真市 門真桑才食堂 

摂津市 Santa caFe HASH 
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摂津市 カラオケスナック君香 

摂津市 すし処 裕喜 千里丘店 

摂津市 ワンカルビ摂津鳥飼店 

摂津市 摂津井上食堂 

高石市 力士料理 天籟山 

藤井寺市 Holly's＆Coffeeイオン藤井寺店 

藤井寺市 TARA 

藤井寺市 ジャンボカラオケ広場 藤井寺駅前店 

藤井寺市 スシロー 藤井寺店 

藤井寺市 ふあみりー 

藤井寺市 フラワー 藤井寺駅前南店 

藤井寺市 朝日堂琮源 

東大阪市 １８平米 

東大阪市 everyDay goodDay 

東大阪市 LION 

東大阪市 night in fine 

東大阪市 pasepase 

東大阪市 Sky Lounge 22 

東大阪市 いま岡 

東大阪市 インド料理 ＬＵＭＢＩ（ルンビニ） 

東大阪市 えびのや 荒本店 

東大阪市 お魚スタンドゆうじ 

東大阪市 お好み焼き 志のぶ 

東大阪市 お食事処ひらた 

東大阪市 カフェドクリエ HOS小阪店 

東大阪市 カラオケスナックひまわり 

東大阪市 カラオケ喫茶かおり 

東大阪市 クィーンズコート 

東大阪市 ケンタッキーフライドチキン近鉄河内小阪駅店 

東大阪市 ジャルダン・デ・ラン 

東大阪市 ジャンボカラオケ広場 鴻池新田店 

東大阪市 ジャンボカラオケ広場 八戸ノ里駅前店 

東大阪市 ジャンボカラオケ広場 布施駅前２号店 

東大阪市 スシロー 久宝寺店 

東大阪市 スシロー 東大阪みくりや店 
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東大阪市 スシロー 東大阪花園店 

東大阪市 スナックジャイ子 

東大阪市 スナック夢 

東大阪市 ちゃきちゃき 

東大阪市 なごみ鴻池新田駅前店 

東大阪市 メガビッグ布施駅前店 

東大阪市 モスバーガー布施店 

東大阪市 やきとり千代 

東大阪市 ラーメン横綱東大阪店 

東大阪市 リンガーハット東大阪西堤店 

東大阪市 ワンカルビ西堤店 

東大阪市 歌輪 

東大阪市 花園食堂 

東大阪市 塊肉石窯焼き肉'S Kitchinきたうち長田店 

東大阪市 韓国料理 漢拏 

東大阪市 魚輝水産 高井田店 

東大阪市 鶏鳥 Kitchinゆう布施本店 

東大阪市 旬菜喜いち 

東大阪市 焼鳥居酒屋 輝竜 

東大阪市 炭焼ききっちん祐星 

東大阪市 鳥貴族 荒本店 

東大阪市 鳥貴族 長田店 

東大阪市 鳥貴族布施西店 

東大阪市 徹ちゃん 

東大阪市 東大阪高井田食堂 

東大阪市 東大阪寺前食堂 

東大阪市 夢屋鳥衛門 

泉南市 bakeicoi 

泉南市 マクドナルド 26号泉南店 

泉南市 割烹 魚政 

泉南市 串家物語 りんくう店 

四條畷市 KITCHEN CAFE foo 

四條畷市 さち福やＣＡＦＥ イオンモール四條畷店 

四條畷市 磯のがってん寿司イオンモール四條畷店 

四條畷市 空とぶからあげ本店 
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四條畷市 四條畷食堂 

四條畷市 神楽食堂 串家物語 イオンモール四條畷店 

四條畷市 天ぷらえびのや イオンモール四條畷店 

四條畷市 楠港水産 

四條畷市 粉物 Diningまいどや 

交野市 かつ満 交野倉治店 

交野市 カフェキッチン ローズガーデン 倉治店 

交野市 交野向井田食堂 

交野市 交野星田北食堂 

大阪狭山市 KENT Cafe 

大阪狭山市 SAYAMAHISTORYCAFE 

大阪狭山市 UCCブルーマウンテン 

大阪狭山市 スシロー 狭山店 

大阪狭山市 フラワー 狭山池店 

大阪狭山市 ワインバー   Grand Vin 

大阪狭山市 ワンカルビ狭山店 

大阪狭山市 亀の甲らーめん 

大阪狭山市 狭山池之原食堂 

大阪狭山市 自家焙煎工房カフェ little island 

大阪狭山市 洋食のラグー 

阪南市 マクドナルド阪南店 

阪南市 阪南下出食堂 

忠岡町 レストランホルン 

忠岡町 泉北忠岡食堂 

熊取町 ワンカルビ熊取店 

田尻町 どうとんぼり神座 関西空港店 

田尻町 焼鳥酒場ヨシミヤ 

岬町 さらし 

岬町 なご弥 

河南町 LiLy 

 


