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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 15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 MERRY GREEN 

大阪市都島区 MM GRILL&CAFE 

大阪市都島区 popina Festina Lente 

大阪市都島区 カラオケ喫茶ハナイロ 

大阪市都島区 ロイヤルホスト都島 

大阪市都島区 京橋うどん 

大阪市都島区 自然海料理小太郎 

大阪市都島区 寿司処 翔海 

大阪市都島区 旬ごはん ほのぼの  

大阪市都島区 旬ごはんとお酒 三心 

大阪市都島区 焼肉 TAJIRI大阪京橋店 さんぱち家京橋店 

大阪市都島区 心斎橋ミツヤ 京阪モール店 

大阪市都島区 新世界じゃんじゃん横丁 串かつ 勝大 京橋店 

大阪市都島区 新世界もつ鍋屋 京橋店 

大阪市都島区 赤からチキチキチキン京橋店 

大阪市都島区 赤から京橋駅前店 ゆずの庭京橋店 

大阪市都島区 大阪王将 京橋店 

大阪市都島区 炭火焼鳥真骨鳥 京橋店 

大阪市都島区 地魚酒場 魚八商店 京橋店 

大阪市都島区 鉄板肉酒場 ＬＯＶＥ＆２９ 京橋店 

大阪市都島区 北の家族 京橋コムズガーデン店 

大阪市都島区 蜜家珈琲店 京橋店 

大阪市都島区 目利きの銀次 京橋北口駅前店 

大阪市都島区 立ち寿司 まぐろ一徹 京橋店 

大阪市都島区 和風肉匠 六感 

大阪市都島区 餃子の王将 都島本通り店 
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市町村名 施設名称 

大阪市福島区 LIVE SQUARE 2nd LINE 

大阪市福島区 mama's kitchen 市力 

大阪市福島区 さち福やＣＡＦＥ イオンスタイル海老江 

大阪市福島区 ラーメンまこと屋福島店 

大阪市福島区 ワイン食堂ビストロ JIN 

大阪市福島区 花りん 

大阪市福島区 我流 総本家 

大阪市福島区 大阪王将 福島店 

大阪市福島区 仲卸果実厚生食堂 

大阪市福島区 鉄板肉酒場 ＬＯＶＥ＆２９ 福島店 

大阪市福島区 肉中華バル WOK 

大阪市福島区 日本酒と焼鳥 百 ～MOMO～ 

大阪市福島区 福島食堂 

大阪市福島区 六徳恒河沙 

大阪市福島区 鮨 千陽 

大阪市此花区 しゃぶ菜 大阪 UCW 

大阪市此花区 スナックバッカス 

大阪市此花区 ホテル京阪ユニバーサル・タワー ガーデン 

大阪市此花区 ホテル京阪ユニバーサル・タワー トップ・オブ・ユニバーサル 

大阪市此花区 鎌倉パスタ ユニバーサルシティウォーク店 

大阪市此花区 居酒屋 凛 

大阪市此花区 大阪王将 西九条店 

大阪市此花区 白木屋 西九条西口駅前店 

大阪市西区 basket case 

大阪市西区 ＣＯＵＲＥＲＵＤＩＮＯ 

大阪市西区 PROPTEIN LAB. 

大阪市西区 RegaloCafe 

大阪市西区 おばんざい はっち 

大阪市西区 カウボーイ家族大阪ドームシティ店 

大阪市西区 かつかつカレー 肥後橋店 

大阪市西区 ケセランパサラン南堀江店 

大阪市西区 タリーズコーヒーオリックス本町ビル店 

大阪市西区 パティスリー&カフェイチブル 

大阪市西区 ペッシェニトロ 

大阪市西区 ロイヤルホストあみだ池店 
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市町村名 施設名称 

大阪市西区 四国酒場 肥後橋店 

大阪市西区 旬菜しゃぶ重 イオン大阪ドーム 

大阪市西区 焼鳥と麹 一石五鳥 肥後橋店 

大阪市西区 焼肉まるしま西本町店 

大阪市西区 焼肉らくはち 

大阪市港区 やきとり南 

大阪市港区 ロイヤルホスト朝潮橋店 

大阪市港区 ローソン大阪港駅前店 

大阪市港区 串紀代 

大阪市港区 松庵まえ川 

大阪市大正区 1173 

大阪市大正区 ツツジラウンジ 

大阪市大正区 フィニー 

大阪市大正区 一品料理 姉妹 

大阪市大正区 株式会社杢谷商店 

大阪市大正区 肉欲パープル 

大阪市天王寺区 ＡＯＩ ＮＡＰＯＬＩ ＩＮ ＴＨＡ ＰＡＲＫ 

大阪市天王寺区 STARLIVE U6 

大阪市天王寺区 カスカード 天王寺ミオ店 

大阪市天王寺区 しゃぶ菜 天王寺ミオ 

大阪市天王寺区 バラエティーキッチンとことん 

大阪市天王寺区 ポンガラカレー天王寺 MIO店 

大阪市天王寺区 ゆかり 天王寺ミオプラザ館店 

大阪市天王寺区 ロイヤルホスト上本町店 

大阪市天王寺区 鎌倉パスタ 上本町ＹＵＦＵＲＡ店 

大阪市天王寺区 亀屋マル八上本町店 

大阪市天王寺区 魚民 鶴橋中央口駅前店 

大阪市天王寺区 寿し佳 

大阪市天王寺区 心斎橋ミツヤ アベノ店 

大阪市天王寺区 鉄板酒場 犇屋 

大阪市天王寺区 白木屋 上本町駅前店 

大阪市浪速区 BAR TARO 

大阪市浪速区 CAFE&BEERBARLEGRANDBLEU 

大阪市浪速区 Green Cafe 

大阪市浪速区 Ｔａｂｌｅ Ｎｉｃｅ 
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市町村名 施設名称 

大阪市浪速区 ＴＡＩＴＨＡＩ 

大阪市浪速区 アジアスパイス食堂 五・八・五 

大阪市浪速区 エスカーレ 

大阪市浪速区 おでん・韓国料理 ニコル 

大阪市浪速区 お食事処三久 

大阪市浪速区 スナック無我 

大阪市浪速区 タリーズコーヒー ヤマダ電機なんば店 

大阪市浪速区 タリーズコーヒーなんば EKIKAN店 

大阪市浪速区 てっぺん 

大阪市浪速区 ホテルモントレグラスミア大阪 ２３Ｆ宴会場ほか 

大阪市浪速区 ホテルモントレグラスミア大阪 ２２Ｆ宴会場ほか 

大阪市浪速区 ラーメン道楽 

大阪市浪速区 ロイヤルホスト桜川店 

大阪市浪速区 丸一屋 

大阪市浪速区 喫茶キャロル 

大阪市浪速区 居酒屋天龍 

大阪市浪速区 蕎麦切りおぐら 

大阪市浪速区 甲州麺 

大阪市浪速区 香港蒸籠 なんばパークス 

大阪市浪速区 山内農場 南海なんば南口駅前店 

大阪市浪速区 七宝麻辣湯なんばパークス店 

大阪市浪速区 勝太鼓 

大阪市浪速区 昭和ロマンス酒場難波中店 

大阪市浪速区 新世界もつ鍋屋 本店 

大阪市浪速区 神戸 

大阪市浪速区 大阪王将 恵美須町店 

大阪市浪速区 大阪王将 大国町店 

大阪市浪速区 白木屋 大国町駅前店 

大阪市浪速区 白木屋 通天閣本通店 

大阪市浪速区 無鉄砲 大阪店 

大阪市浪速区 犇屋 

大阪市浪速区 隨縁亭 

大阪市西淀川区 AANZ HALAL MARKET&CAFE 

大阪市西淀川区 お好焼 やっちゃん 

大阪市西淀川区 つるや 
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市町村名 施設名称 

大阪市西淀川区 ローソン御幣島駅前店 

大阪市西淀川区 ローソン御幣島三丁目店 

大阪市西淀川区 下町鉄板姫島 

大阪市東淀川区 ALBAR 淡路店 

大阪市東淀川区 ＡＷＡＷＡ 

大阪市東淀川区 bar Amakara 

大阪市東淀川区 Cielo 

大阪市東淀川区 kamishinjo diner Amakara Rich 

大阪市東淀川区 おばんざい処小桜 

大阪市東淀川区 スナック ツースリー 

大阪市東淀川区 浦さん 

大阪市東淀川区 海鮮れすとらん魚輝水産上新庄店 

大阪市東淀川区 食いらしゃいませ 

大阪市東淀川区 戦 

大阪市東淀川区 大阪王将 淡路店 

大阪市東淀川区 中華料理 「豚珍館」 

大阪市東淀川区 白木屋 上新庄南口駅前店 

大阪市東淀川区 白木屋 淡路西口駅前店 

大阪市東成区 kーコプチャン 

大阪市東成区 ロイヤルホスト森ノ宮店 

大阪市東成区 牛びより 

大阪市東成区 座敷居酒屋 隠れ家 

大阪市東成区 人情家 

大阪市東成区 創作キッチン 治【Ｈａｒｕ】 

大阪市生野区 ふぐ太郎 

大阪市生野区 ミスタードーナツ北巽ショップ 

大阪市生野区 大阪王将 寺田町店 

大阪市旭区 なかむら亭 

大阪市旭区 ローソン生江三丁目店 

大阪市旭区 海鮮・寿司 まぐろ一徹 千林店 

大阪市旭区 通天閣もつ鍋屋 関目高殿店 

大阪市城東区 cafe bar 鐘の音 

大阪市城東区 お好み焼 扇 

大阪市城東区 シャトー１ 

大阪市城東区 らーめん男塾 蒲生四丁目店 
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市町村名 施設名称 

大阪市城東区 ロイヤルホスト蒲生店 

大阪市城東区 ローソン蒲生四丁目店 

大阪市城東区 ローソン京阪野江駅前店 

大阪市城東区 ローソン城東中央三丁目店 

大阪市城東区 今福近江屋 

大阪市城東区 宿カフェ Chelsea's Rainbow 

大阪市城東区 城東 烈火 

大阪市城東区 大阪王将 蒲生店 

大阪市阿倍野区 洋風居酒屋風作 

大阪市阿倍野区 Little Grebe 

大阪市阿倍野区 うさぎとぼく 

大阪市阿倍野区 すし辰 

大阪市阿倍野区 タコヤキ TEN 

大阪市阿倍野区 
テーブルオーダーバイキング 焼肉 王道ｆａｍｉｌｉａｒ あべのキューズモー

ル店 

大阪市阿倍野区 パスタハウス AWkitchen 

大阪市阿倍野区 ポアール帝塚山本店 

大阪市阿倍野区 やさい家めい  あべのハルカス 

大阪市阿倍野区 ロイヤルホスト文の里店 

大阪市阿倍野区 楽蔵 あべのごちそうビル店 

大阪市阿倍野区 楽蔵うたげ 天王寺アポロビル店 

大阪市阿倍野区 鎌倉パスタ あべのＨｏｏｐ店 

大阪市阿倍野区 喫茶フローラー 

大阪市阿倍野区 魚民 天王寺アポロビル店 

大阪市阿倍野区 紫 

大阪市阿倍野区 酒房 なる アベノ店 

大阪市阿倍野区 焼鳥ふぁみりーとりとりの匠東口店 

大阪市阿倍野区 焼肉三谷家 

大阪市阿倍野区 昔洋食みつけ亭 あべのキューズモール店 

大阪市阿倍野区 赤からあべのハルカスダイニング店 

大阪市阿倍野区 白木屋 阿倍野駅前店 

大阪市阿倍野区 福福らーめん 昭和町店 

大阪市阿倍野区 蜜家珈琲店 あべのキューズモール店 

大阪市住吉区 CLOUD9 

大阪市住吉区 カフェと雑貨のお店 ねことひるね 
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市町村名 施設名称 

大阪市住吉区 スナックぷちリバティ 

大阪市住吉区 なか川 

大阪市住吉区 ロイヤルホストおりおの店 

大阪市住吉区 ロイヤルホスト帝塚山店 

大阪市住吉区 四方酒店 

大阪市住吉区 大阪王将 長居店 

大阪市住吉区 肉匠 牛虎あびこ店 

大阪市住吉区 本場博多ラーメン・油そば 麺匠 一号艇 

大阪市東住吉区 お食事処ほうれい 

大阪市東住吉区 とり奉行 

大阪市東住吉区 ラーメンまこと屋長居公園南店 

大阪市東住吉区 火入れ研究所 

大阪市東住吉区 海鮮れすとらん魚輝水産湯里店 

大阪市東住吉区 鎌倉パスタ 大阪東住吉店 

大阪市東住吉区 福 

大阪市東住吉区 福福らーめん湯里店 

大阪市西成区 REST 

大阪市西成区 エレガンス 

大阪市西成区 おぐら 

大阪市西成区 グレーヌ・ド・ポアール 玉出店 

大阪市西成区 スナック LINK 

大阪市西成区 やきやき 

大阪市西成区 千年の宴 玉出駅前店 

大阪市西成区 多良福 

大阪市西成区 大阪王将 玉出店 

大阪市淀川区 BAR DUDE 

大阪市淀川区 DNRAN酒家そら 

大阪市淀川区 La Tepparnya 

大阪市淀川区 ROUTE512 

大阪市淀川区 Shisha Bar Chillchill 

大阪市淀川区 TrattriaVarieta 

大阪市淀川区 アロ HA食堂。 

大阪市淀川区 いせや 

大阪市淀川区 カラオケ＆ダーツ Bar 福 

大阪市淀川区 カラオケ酒場 ゲゲゲ 
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市町村名 施設名称 

大阪市淀川区 じゅうじゅう屋 西宮原食堂 

大阪市淀川区 スナックらぶ 

大阪市淀川区 ビストロ JIN 

大阪市淀川区 ふくちぁんらーめん 塚本店 

大阪市淀川区 ミスタードーナツ東三国ショップ 

大阪市淀川区 やきやき鉄板 ぼんくら家 西中島店 

大阪市淀川区 ラウンジミキヨツー 

大阪市淀川区 ロイヤルホスト三国店 

大阪市淀川区 ロイヤルホスト南田辺店 

大阪市淀川区 わらわら 十三東口駅前店 

大阪市淀川区 塊肉酒場ＬＯＶＥ＆２９西中島店 

大阪市淀川区 七輪焼鳥 一鳥 西中島店 

大阪市淀川区 十三屋大光 

大阪市淀川区 昭和大衆ホルモン 十三店 

大阪市淀川区 笑楽 

大阪市淀川区 新世界じゃんじゃん横丁 串かつ 勝大 西中島店 

大阪市淀川区 神鍋食堂 

大阪市淀川区 大阪ラーメン研究所 

大阪市淀川区 大阪王将 十三店 

大阪市淀川区 天ぷら一品杉尾西中島店 

大阪市淀川区 肉匠 牛虎 西中島店 

大阪市淀川区 豊後高田どり酒場 西中島南方駅前店 

大阪市淀川区 目利きの銀次 新大阪北口駅前店 

大阪市淀川区 目利きの銀次 西中島南方駅前店 

大阪市淀川区 立ち寿司 杉尾 西中島店 

大阪市鶴見区 しゃぶ菜 イオン鶴見緑地 

大阪市鶴見区 はらドーナッツ 三井アウトレットパーク大阪鶴見店 

大阪市鶴見区 ローソン今福鶴見駅東店 

大阪市鶴見区 ローソン諸口三丁目店 

大阪市鶴見区 ローソン鶴見緑地駅前店 

大阪市鶴見区 鎌倉パスタ イオンモール鶴見緑地店 

大阪市鶴見区 鎌倉パスタ 鶴見店 

大阪市鶴見区 喫茶 沙知 

大阪市鶴見区 食堂ペロ 

大阪市住之江区 BlackBerry 
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市町村名 施設名称 

大阪市住之江区 ふくちあんラーメン 南加賀屋店 

大阪市住之江区 鎌倉パスタ 北加賀屋店 

大阪市住之江区 串かつ居酒屋倭 

大阪市住之江区 焼肉 TAJIRI Family大阪住之江店 

大阪市住之江区 赤から・梅の小町住之江公園店 

大阪市住之江区 千年の宴 インテックス大阪前店 

大阪市住之江区 和創屋 奏 

大阪市平野区 SACUEVA 

大阪市平野区 さんざい 

大阪市平野区 スナック ベティ 

大阪市平野区 ビストロビアニカ 

大阪市平野区 ファミリーメモリアル HIRANO 

大阪市平野区 やきとりたづや 喜連瓜破店 

大阪市平野区 ラーメンまこと屋平野馬場店 

大阪市平野区 ロイヤルホスト平野店 

大阪市平野区 海鮮れすとらん魚輝水産 

大阪市平野区 海鮮れすとらん魚輝水産 JR平野駅前店 

大阪市平野区 居酒屋 歩 

大阪市平野区 寿司徳本店 

大阪市平野区 旬彩さかなと酒匠海 

大阪市平野区 大阪ふくちぁんラーメン 長原店 

大阪市平野区 鉄板酒場なんなん 

大阪市平野区 平野中央メモリアルホール 

大阪市平野区 万よし食堂 

大阪市北区 Bistro Magie 

大阪市北区 ｃａｂａｒｅｔ 

大阪市北区 cafe&bar HANAKO 

大阪市北区 CAVE 

大阪市北区 CLUB BRUTUS 

大阪市北区 club centurion 

大阪市北区 CLUB Junior 

大阪市北区 CLUB The Courte 

大阪市北区 CLUB The World 

大阪市北区 CLUB Vicuena 

大阪市北区 Deel 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 ＤＩＰ ＲＡＳＮＡ 西天満店 

大阪市北区 ＧＡＲＢ weeks 

大阪市北区 GO-SPOT 

大阪市北区 HANAKO おんすてーじ 

大阪市北区 ＨＡＮＡＫＯねくすとすてーじ 

大阪市北区 Helo-Helo 

大阪市北区 IBIS大阪梅田 COOKPARK 

大阪市北区 ＮＡＫＡＮＯSＨＩＭＡ ＳＯＣＩＡＬ ＥＡＴ ＡＷＡＫＥ 

大阪市北区 nitro 

大阪市北区 Passage 

大阪市北区 PROPTEIN LAB. NU茶屋町 

大阪市北区 Re:ENT楽韓堂 

大阪市北区 S 

大阪市北区 TEAROOM KIKI 

大阪市北区 THE PLATINUM 

大阪市北区 ア・フリーク Residence garden RISTORANTE AFREAK 

大阪市北区 ア・ル・ロイック 

大阪市北区 アレコレ 阪急三番街店 

大阪市北区 エスカーレ 

大阪市北区 お初天神ハイボールバー 

大阪市北区 お料理 ふじ原 

大阪市北区 ガーデンシティクラブ大阪 

大阪市北区 カスカード 阪急三番街店 

大阪市北区 かつかつカレー888 つるまる天一店 

大阪市北区 かつかつカレー888 中之島店 

大阪市北区 カフェ ラ・ポーズ ルクア大阪店 

大阪市北区 カフェブレーク ホワイティ梅田店 

大阪市北区 くいもんどころ酒家 蕪家 

大阪市北区 ザ・リッツ・カールトン大阪 ザ・リッツ・カールトン・ボールルーム 

大阪市北区 ザ・リッツ・カールトン大阪 ザ・グランド・ボールルーム 

大阪市北区 シェルブール 

大阪市北区 しゃぶ菜 新梅田食堂街 

大阪市北区 しゃぶ菜 阪急三番街 

大阪市北区 しゅうまい天国 

大阪市北区 スシロー 梅田茶屋町店 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 スナック屋台 

大阪市北区 スナック桜島 

大阪市北区 タブレーテベベドール 

大阪市北区 つるまる饂飩 中之島店 

大阪市北区 テッパン食堂スワーハ 

大阪市北区 ドトールコーヒーショップ大阪駅前第 1ビル店 

大阪市北区 とりぼうず 

大阪市北区 ニューじゅんこ 

大阪市北区 バージョーク 

大阪市北区 ハニーミツバチ珈琲南森町店 

大阪市北区 はま栄 

大阪市北区 はらドーナッツ 天三店 

大阪市北区 はらドーナッツ 天神橋店 

大阪市北区 パルテール 

大阪市北区 ビアブルグ DDハウス 

大阪市北区 ピッコロ ＪＲ大阪駅店 

大阪市北区 ピッコロ ホワイティ梅田店 

大阪市北区 ピッコロ 阪急かっぱ横丁店 

大阪市北区 ヒルトン大阪 エグゼクティブ・ラウンジ ゴールデン・キー・クラブ 

大阪市北区 ヒルトン大阪 セントラム グリル&ワイン 

大阪市北区 ヒルトン大阪 フォルク キッチン 

大阪市北区 ヒルトン大阪 マイプレイス 

大阪市北区 ヒルトン大阪 川梅 傳火  

大阪市北区 プロント 

大阪市北区 ポアール・ド・ジュネス 堂島店 

大阪市北区 ポンガラカレー阪急サン広場店 

大阪市北区 マル長鮮魚店 

大阪市北区 めんたいプリッ たらこスパゲティ専門店 阪急三番街店 

大阪市北区 やまねや生パスタ研究所 

大阪市北区 ゆずの庭梅田店 さんぱち家お初天神店 

大阪市北区 らーめん伊藝 

大阪市北区 リコッタ 阪急三番街 

大阪市北区 ルポ Lupo 

大阪市北区 レストランノワドココ 

大阪市北区 レッドリバー 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 ロイヤルホスト東天満店 

大阪市北区 ローズ 

大阪市北区 ワイルドサイドキッチン SO-YA 

大阪市北区 わくら家・石狩漁場 お初天神店 

大阪市北区 一石五鳥 

大阪市北区 壱岐島本店 

大阪市北区 可真人 

大阪市北区 家庭料理かりん 

大阪市北区 楽蔵うたげ 梅田店 

大阪市北区 割烹秋やま 

大阪市北区 喜庵 

大阪市北区 喫茶グリル ピノキオ 天三店 

大阪市北区 魚民 大阪梅田茶屋町口駅前店 

大阪市北区 京ほのか赤から梅田中央店 

大阪市北区 串揚げとワイン Ｏｈａｎａ 北新地店 

大阪市北区 香港蒸籠 ヨドバシ梅田 

大阪市北区 高乃屋 

大阪市北区 酒場六平 

大阪市北区 酒毎日 

大阪市北区 寿司鷹 

大阪市北区 昭和大衆ホルモン お初天神店 

大阪市北区 昭和大衆ホルモン 梅田東通り店 

大阪市北区 焼肉 TAJIRI 梅田お初天神店 

大阪市北区 焼肉ライク天満関テレ前店 

大阪市北区 笑福梅田店 

大阪市北区 心斎橋ミツヤ ホワイティ梅田店 

大阪市北区 新浅草 

大阪市北区 神楽食堂 串家物語 ヨドバシ梅田店 

大阪市北区 清十郎グランフロント店 

大阪市北区 清十郎三番街店 

大阪市北区 精養軒 

大阪市北区 昔洋食みつけ亭 阪急三番街店 

大阪市北区 赤から石狩漁場 HEPナビオ店 

大阪市北区 赤から梅田東通り店 チキチキチキン梅田東通り店 

大阪市北区 大阪王将 天六店 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 炭火焼肉 超世界 

大阪市北区 馳走三昧 大丸梅田 

大阪市北区 中崎パスタ店 山根屋 

大阪市北区 鳥二郎お初天神店 

大阪市北区 鳥二郎梅田東通り店 

大阪市北区 鉄板屋 

大阪市北区 鉄板創作串 てっぺん 天六店 

大阪市北区 天満貝蒸屋 

大阪市北区 島ぬ風 阪急三番街 

大阪市北区 堂島 grand bar 

大阪市北区 瞳 

大阪市北区 肉太郎 

大阪市北区 肉問屋・ワイン・ダーツ ホルモン小川商店天五店 

大阪市北区 肉料理 犇屋 

大阪市北区 日々是好日 

大阪市北区 梅の小町亀屋鶴八梅田店 

大阪市北区 梅田ブルク 7 

大阪市北区 博多 火の音水の音 ハービスＰＬＡＺＡ店 

大阪市北区 白木屋 大阪梅田茶屋町口駅前店 

大阪市北区 不純喫茶トマンナヨ 

大阪市北区 穂希 

大阪市北区 北海道キタ酒場 梅田店 

大阪市北区 北新地てんり 

大阪市北区 北新地なか尾 

大阪市北区 本通り伽羅 

大阪市北区 麺屋船橋 

大阪市北区 洋食宴会厨房 

大阪市北区 立ち寿司 まぐろ一徹 天六店 

大阪市北区 龍馬本店 

大阪市北区 和牛まつした 上通り店 

大阪市北区 和酒 BARま 

大阪市北区 和食宴会厨房 

大阪市北区 犇屋 

大阪市北区 琥珀の泉・チキチキチキン お初天神店 

大阪市北区 隨縁亭 
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市町村名 施設名称 

大阪市北区 鮨美菜月 

大阪市北区 槇の屋 

大阪市中央区 4 

大阪市中央区 ANIMA 

大阪市中央区 bar Nuts 

大阪市中央区 BARGROSS 

大阪市中央区 ＢＡＲＫＴ 

大阪市中央区 Bottle  Bar  Karura 

大阪市中央区 gendai kappou momo 

大阪市中央区 GOOD TIMES 

大阪市中央区 GURUGURU 

大阪市中央区 Hime 

大阪市中央区 J eeno 

大阪市中央区 MACCHA HOUSE 

大阪市中央区 Mole 

大阪市中央区 Pangea 

大阪市中央区 Rocker's Espresso&Co 

大阪市中央区 SnackBar Moo 

大阪市中央区 TAI THAI & PAPA 

大阪市中央区 TANTOTANTO 大丸心斎橋 

大阪市中央区 TSURUGI なんば店 

大阪市中央区 W Osaka MIXup 

大阪市中央区 W Osaka Oh.lala... 

大阪市中央区 W Osaka Sushi UKIYO 

大阪市中央区 W Osaka Teppanyaki MYDO 

大阪市中央区 WOOL本町ビヤアーケード店 

大阪市中央区 Yup!Nop! 

大阪市中央区 アルモニーアンブラッセイットハウス（it house） 

大阪市中央区 いはら屋 本店 

大阪市中央区 うたげや 

大阪市中央区 エスカーレ 

大阪市中央区 えん 

大阪市中央区 お好み焼き･鉄板焼 ぼんくら家 道頓堀店 

大阪市中央区 かつかつカレー OMM店 

大阪市中央区 カフェブレーク クリスタ長堀店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 カフェブレーク トゥザフォレストなんば CITY店 

大阪市中央区 カフェブレーク なんばウオーク店 

大阪市中央区 キャッスルガーデン OSAKA 

大阪市中央区 グミチョコレートパイン 

大阪市中央区 ゲコ亭 大丸心斎橋店 

大阪市中央区 ザ・ニューワールド 

大阪市中央区 さち福や 京阪シティモール店 

大阪市中央区 さち福やＣＡＦＥ なんばＣＩＴＹ店 

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ ハーブの子豚 なんばＣＩＴＹ 

大阪市中央区 すし居酒屋しんご 

大阪市中央区 スパ・トリニテ 

大阪市中央区 そば専科植田塾 

大阪市中央区 デリス タルトアンドカフェ 大丸心斎橋 

大阪市中央区 ばんざい一三屋 

大阪市中央区 ハンバール なんばウォーク店 

大阪市中央区 ピッコロ なんばウォーク店 

大阪市中央区 ひな鶏唐揚新次郎 

大阪市中央区 ホルモン・肉問屋 小川商店 虎目横丁店 

大阪市中央区 ホルモン肉問屋 小川商店 日本橋店 

大阪市中央区 メンバーズうえまち 

大阪市中央区 やきやき鉄板 ぼんくら家 虎目横丁店 

大阪市中央区 やきやき鉄板 ぼんくら家 千日前店 

大阪市中央区 ラ テッパーニャ 天満橋 

大阪市中央区 ラーメンまこと屋心斎橋本店 

大阪市中央区 レノン 

大阪市中央区 ローソン瓦屋町三丁目店 

大阪市中央区 ローソン大丸心斎橋店 

大阪市中央区 一夜一夜別宅寸菜太福 

大阪市中央区 横濱魚萬 谷町四丁目駅前店 

大阪市中央区 沖縄料理花しょうぶ 

大阪市中央区 佳芽 

大阪市中央区 海鮮イタリアン トラットリア バンビーノ 虎目横丁店 

大阪市中央区 楽蔵大阪本町店 

大阪市中央区 釜戸ダイニング縁 

大阪市中央区 鎌倉パスタ クリスタ長堀店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 鎌倉パスタ なんばＣＩＴＹ店 

大阪市中央区 金龍ラーメン 御堂筋店 

大阪市中央区 金龍ラーメン 道頓堀店 

大阪市中央区 金龍ラーメン 難波千日前店 

大阪市中央区 金龍ラーメン戎橋店 

大阪市中央区 金龍ラーメン相合橋店 

大阪市中央区 串かつ・お好み鉄板 ぼんくら酒場 天満橋店 

大阪市中央区 串揚げとワイン Ｏｈａｎａ 北浜店 

大阪市中央区 佐知子 

大阪市中央区 彩雲 

大阪市中央区 山内農場 天満橋駅前店 

大阪市中央区 産地直送 地魚酒場 魚八商店 虎目横丁店 

大阪市中央区 四国酒場 本町店 

大阪市中央区 七輪焼鳥バル Ｆｕｎｋｙ Ｊｕｎｋ Ｆｕｌｌ Ｃｈｉｃｋｅｎ 裏難波店 

大阪市中央区 勝手にサワー 白木屋 南船場心斎橋筋店 

大阪市中央区 昭和大衆ホルモン 宗右衛門町店 

大阪市中央区 昭和大衆ホルモン 千日前店 

大阪市中央区 昭和大衆ホルモン 総本店 

大阪市中央区 昭和大衆ホルモン 道頓堀店 

大阪市中央区 焼肉とオモニ料理 千日前 李休 

大阪市中央区 焼肉まるしま本店 

大阪市中央区 焼肉萬牛 

大阪市中央区 心斎橋ミツヤ なんばウオーク店 

大阪市中央区 心斎橋ミツヤ 心斎橋本店 

大阪市中央区 新世界 串カツ 名店 小鉄 虎目横丁店 

大阪市中央区 新世界 串カツ 名店 小鉄 千日前店 

大阪市中央区 新世界 串カツ名店 小鉄 道頓堀店 

大阪市中央区 新世界じゃんじゃん横丁 串かつ 勝大 道頓堀店 

大阪市中央区 新世界もつ鍋屋西心斎橋店 

大阪市中央区 生パスタ専門店山根屋 

大阪市中央区 赤からさんぱち家難波アムザ店 

大阪市中央区 赤から難波戎橋店 

大阪市中央区 大阪グランベルホテル 実乃里 deバル 

大阪市中央区 大阪王将 上本町店 

大阪市中央区 大阪王将 天満橋店 
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市町村名 施設名称 

大阪市中央区 大富久 

大阪市中央区 大分中津からあげ とり福 虎目横丁店 

大阪市中央区 担々麺青藍 

大阪市中央区 炭火焼鳥とこ葉 なんば店 

大阪市中央区 炭火焼鳥真骨鳥 虎目横丁店 

大阪市中央区 茶里茶里 ChaLiChaLi 

大阪市中央区 中華酒場 つよし  

大阪市中央区 鳥二郎道頓堀店 

大阪市中央区 通天閣もつ鍋屋 道頓堀店 

大阪市中央区 天麩羅えびのや なんばウォーク店 

大阪市中央区 奴茶屋 

大阪市中央区 肉匠 牛虎 心斎橋店 

大阪市中央区 肉匠牛虎 堺筋本町店 

大阪市中央区 白木屋 谷町四丁目駅前店 

大阪市中央区 白木屋 道頓堀店 

大阪市中央区 備長焼鳥 トサカ商會 日本橋店 

大阪市中央区 美都 

大阪市中央区 福来亭 

大阪市中央区 平蔵チキン 

大阪市中央区 北の家族 千日前店 

大阪市中央区 北京飯店 

大阪市中央区 本串家物語 オー・エム・ホテル日航ビル店 

大阪市中央区 本町キッチン 

大阪市中央区 湊一や大阪本町店 

大阪市中央区 麺点心酒家 ペギィスゥ 

大阪市中央区 目利きの銀次 南海なんば北口駅前店 

大阪市中央区 洋食宴会厨房 

大阪市中央区 烈火 パナンテ京阪天満橋店 

大阪市中央区 恋愛酒場メイ子 

大阪市中央区 隨縁亭 

大阪市中央区 鮨処 八三郎 

堺市堺区 1Route 

堺市堺区 cafe&bar AnotherSKY 

堺市堺区 CLOUD 

堺市堺区 grow 
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市町村名 施設名称 

堺市堺区 カラオケ喫茶薔薇 

堺市堺区 はのはの 

堺市堺区 ホルモン肉問屋小川商店堺東店 

堺市堺区 メンバーズモエ 

堺市堺区 ラウンジ Ren 

堺市堺区 わさ美 

堺市堺区 鎌倉パスタ イオンモール堺鉄砲町店 

堺市堺区 居酒屋青葉 

堺市堺区 魚民 南海堺西口駅前店 

堺市堺区 堺中央メモリアルホール 

堺市堺区 鯛宝寿し 

堺市堺区 鍋ズ キッチン 

堺市堺区 梅木さんちの台所 

堺市堺区 北の家族 アパホテル堺駅前店 

堺市中区 たこ焼鉄板いろは 

堺市中区 ナチュラルガーデン 

堺市中区 パパ・ヘミングウェイ 

堺市中区 パン・ド・エッセ 

堺市中区 ファミリーメモリアル深井 

堺市中区 ラーメンまこと屋堺新家町店 

堺市中区 一茶幸福 いろどり茶寮 

堺市中区 居酒屋 味園 

堺市中区 魚民 深井駅前店 

堺市中区 大阪王将 深井店 

堺市東区 スシロー 初芝店 

堺市東区 ラーメンまこと屋堺中央環状店 

堺市西区 SAKAI総合医療センター食堂 

堺市西区 おおとりメモリアルホール 

堺市西区 ドトールコーヒーショップ堺市総合医療センター店 

堺市西区 ピアチェーレ 

堺市西区 ほろ酔い さと 

堺市西区 やさしい風 

堺市西区 ラーメンまこと屋堺石津店 

堺市西区 ロイヤルホスト堺石津川店 

堺市西区 家族葬空間 ファミリーメモリアル SAKAI 
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堺市西区 鎌倉パスタ アリオ鳳店 

堺市西区 四季彩 

堺市西区 昔洋食みつけ亭 アリオ鳳店 

堺市西区 鉄板 DINING EBIS 

堺市西区 鉄板焼とり豊 

堺市西区 麺屋ふくちぁん石津店 

堺市西区 野の花 

堺市南区 こんぺいとう 

堺市南区 スシロー 泉北 2号線店 

堺市南区 ドンク 泉北高島屋店 

堺市南区 メガビッグ光明池駅前店 

堺市南区 ラーメンまこと屋堺泉北大庭寺店 

堺市南区 鎌倉パスタ 堺泉北店 

堺市南区 鎌倉パスタ 泉北パンジョ店 

堺市南区 魚民 光明池南口駅前店 

堺市南区 泉ヶ丘メモリアルホール 

堺市南区 泉北メモリアルホール 

堺市南区 天野山カントリークラブ 

堺市南区 天野山カントリークラブ  

堺市南区 天野山カントリークラブききょう 

堺市北区 カラオケスナックサイド 

堺市北区 ごちそう村 堺なかもず 

堺市北区 メゾンドイリゼ 

堺市北区 ロイヤルホスト堺長曽根店 

堺市北区 鎌倉パスタ イオンモール堺北花田店 

堺市北区 鎌倉パスタ なかもず店 

堺市北区 居酒屋 羽和 

堺市北区 大阪王将 中百舌鳥店 

堺市北区 炭焼創作料理モズ 

堺市北区 北海炉端 MOZU別館 

堺市北区 立ちのみ かおり 

堺市北区 龍神丸 イオンモール堺北花田店 

岸和田市 cucina TENTO 

岸和田市 ごちそう村 岸和田 

岸和田市 ファミリーメモリアル久米田 
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岸和田市 ラーメンまこと屋岸和田三田店 

岸和田市 鎌倉パスタ 岸和田店 

岸和田市 居酒屋てんじん 

岸和田市 魚民 和泉大宮駅前店 

岸和田市 小山梅花堂 

岸和田市 焼肉膳 

岸和田市 大阪ふくちあんラーメン 岸和田店 

岸和田市 目利きの銀次 東岸和田東口駅前店 

豊中市 ALBAR 服部店 

豊中市 cafe BOND 

豊中市 ＤＩＰ ＲＡＳＮＡ 柴原店 

豊中市 うどん・そば処なかま 

豊中市 ごちそう村 豊中上新田店 

豊中市 スナック向日葵 

豊中市 バーアンシャンテ 

豊中市 らーめん八八 

豊中市 ロイヤルホスト豊中桜塚店 

豊中市 鎌倉パスタ 豊中服部店 

豊中市 厳選和牛 犇屋 豊中店 

豊中市 勝手にサワー 魚民 庄内東口駅前店 

豊中市 清十郎大阪国際空港店 

豊中市 白木屋 蛍池東口駅前店 

豊中市 白木屋 千里中央南口駅前店 

豊中市 白木屋 緑地公園駅前店 

豊中市 烈火 

池田市 ALBAR 石橋店 

池田市 ニジュウマル 88 

池田市 みやぎ屋 本店 

池田市 ロイヤルホスト池田天神店 

池田市 炭火焼鳥専門店 陽の鶏 石橋店 

池田市 豊後高田どり酒場 池田北口駅前店 

池田市 目利きの銀次 石橋阪大前東口駅前店 

吹田市 ｃａｆｅ ｅｄｅｎ 江坂店 

吹田市 Club心粋 

吹田市 ｎｅｕ ｃａｆｅ  万博店 
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吹田市 アトランティック  ららぽーとエキスポシティ 

吹田市 インドネパール料理パプリカ 

吹田市 うどん屋柏本 

吹田市 スシロー 江坂店 

吹田市 タリーズコーヒーららぽーと EXPOCITY店 

吹田市 トラットリア イル フィオレット 

吹田市 ドンク エディテ Dew阪急山田店 

吹田市 パボット 

吹田市 ビッグエコー吹田岸辺店 

吹田市 ミスタードーナツ江坂東急ショップ 

吹田市 ミスタードーナツ南千里駅前ショップ 

吹田市 ミツケキッチン ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店 

吹田市 ローソン吹田江坂一丁目店 

吹田市 わがまま倶楽部 わろう亭 

吹田市 卯らら華 

吹田市 鎌倉パスタ Ｄｅｗ阪急山田店 

吹田市 喫茶ルパン 

吹田市 咲蘭 

吹田市 鳥二郎関大前店 

吹田市 美味奏うるま島 

吹田市 目利きの銀次 千里山西口駅前店 

泉大津市 cafeapsサザン泉大津店 

泉大津市 おふくろの味ゆう 

泉大津市 めん ya 伊勢家 

泉大津市 らぁめん まるなか 

泉大津市 沖寿司 

泉大津市 泉大津メモリアルホール 

泉大津市 炭火焼鳥 まるなか 

高槻市 カラオケ酒場~おつかれさま N１１ 

高槻市 ドンク 高槻松坂屋店 

高槻市 ビッグエコー高槻中央店 

高槻市 メガビッグ高槻店 

高槻市 やぐるま 

高槻市 ロイヤルホスト高槻店 

高槻市 山内農場 阪急高槻市駅前店 
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高槻市 昭龍軒 

高槻市 深夜食堂 

高槻市 赤焼瓶 

貝塚市 islandcafe 

貝塚市 タイザンカク中華料理 

貝塚市 ラーメンまこと屋貝塚店 

貝塚市 ラーメン男塾 貝塚小瀬店 

貝塚市 貝塚メモリアルホーム 

貝塚市 喫茶杏樹 

貝塚市 七輪焼鳥のぞみ 

貝塚市 大阪ふくちぁんラーメン 貝塚店 

守口市 AnimalZoo 

守口市 カラオケ チエ 

守口市 ぎをん椿庵 イオンモール大日店 

守口市 しゃぶ菜 イオン大日 

守口市 トロアメゾン 守口店 

守口市 ビッグエコー京阪守口駅前店 

守口市 ビッグエコー大日店 

守口市 昭和大衆ホルモン 守口寺方店 

守口市 焼肉 ＰＡＹ 

守口市 村田屋 

枚方市 HI ROMI 

枚方市 おばんざい春千代 

枚方市 お食事処 なんとか 

枚方市 カラオケ喫茶＆スナックドレミ 

枚方市 ともちゃんち 

枚方市 ハニーミツバチ 枚方高野道店 

枚方市 ハンバール 枚方 T-SITE店 

枚方市 ビッグエコー枚方駅前店 

枚方市 ふくちぁんラーメン 枚方店 

枚方市 ポムの樹枚方店 

枚方市 ラーメンまこと屋枚方磯島元町店 

枚方市 ラーメンまこと屋枚方高野道店 

枚方市 リヴァージュ 

枚方市 SSAカンパニー 琴 
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枚方市 鎌倉パスタ くずはモール店 

枚方市 居酒屋旬 

枚方市 山内農場 枚方市北口駅前店 

枚方市 昔洋食みつけ亭 くずはモール店 

枚方市 大阪ふくちぁん RAVO 樟葉店 

枚方市 炭火やきとり春千代 

枚方市 蜜家珈琲店 枚方店 

枚方市 濱焼北海道魚萬 枚方市北口駅前店 

茨木市 TAJMAHAL EVEREST SEEMA CURRY 

茨木市 Yummy Fruits 

茨木市 サウスと花子 

茨木市 もんど一兆 

茨木市 ロイヤルホスト茨木店 

茨木市 雲母 

茨木市 串虎赤から茨木店 

茨木市 神楽食堂 串家物語 イオン茨木店 

茨木市 鉄板焼 とんぼ 

茨木市 麺屋 ふくちあん 

茨木市 麺屋ふくちぁん ビエラ茨木店 

八尾市 garden 

八尾市 カラオケスタジオカサブランカ 

八尾市 カラオケ喫茶ウーマン 

八尾市 さんまりの 

八尾市 しゃぶ菜 アリオ八尾 

八尾市 ミスタードーナツアリオ八尾ショップ 

八尾市 ミスタードーナツ八尾ペントプラザショップ 

八尾市 ラーメンまこと屋八尾南太子堂店 

八尾市 昔洋食みつけ亭 アリオ八尾店 

八尾市 大阪王将 山本店 

八尾市 鳥貴族 近鉄山本店 

八尾市 鳥貴族 近鉄八尾駅前店 

八尾市 福福らーめん 八尾店 

泉佐野市 Dining 典 

泉佐野市 カラオケ喫茶ひかり 

泉佐野市 ごちそう村 泉佐野 
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泉佐野市 ロイヤルホスト泉佐野店 

泉佐野市 白木屋 泉佐野東口駅前店 

富田林市 ラーメンまこと屋富田林甲田店 

富田林市 魚民 富田林南口駅前店 

富田林市 富田林メモリアルホール 

寝屋川市 MA  CHERIE 

寝屋川市 お台処 かしゅら 

寝屋川市 カラオケ Bar foXY 

寝屋川市 カラオケ喫茶蓮華 

寝屋川市 ビッグエコー香里園駅前店 

寝屋川市 ビッグエコー寝屋川駅前店 

寝屋川市 ビッグエコー寝屋川中木田店 

寝屋川市 ふぁにや 

寝屋川市 ふくちあんラーメン 寝屋川店 

寝屋川市 ミスタードーナツ アドバンス寝屋川ショップ 

寝屋川市 酒処花ぐるま 

寝屋川市 犇屋 寝屋川店 

河内長野市 BALI COFFEE 

河内長野市 ラーメンまこと屋河内長野千代田店 

河内長野市 河内長野メモリアルホール 

河内長野市 焼肉笑福園 

河内長野市 千代田メモリアルホール 

河内長野市 創作居酒屋 もえべえ 

河内長野市 創作居食屋彦兵衛匠 

河内長野市 仏事サポートセンター 

松原市 海鮮れすとらん魚輝水産天美店 

松原市 牛萬 

松原市 松原メモリアルホール 

松原市 大阪ふくちぁんラーメン 丹南店 

大東市 cafe ねむの木堂 

大東市 とりよし 

大東市 ふくちあんらーめん 大東店 

大東市 ラーメンまこと屋大東南新田店 

大東市 らぁめん大阪 住道店 

大東市 居酒屋たちばな 
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大東市 大阪ふくちぁんラーメン鶴見店 

大東市 炭火焼ひろや 

大東市 白木屋 四条畷東口駅前店 

大東市 白木屋 住道北口駅前店 

和泉市 けやき珈琲 

和泉市 ごちそう村和泉中央店 

和泉市 しゃぶ菜 ららぽーと和泉 

和泉市 ドンクエディテ ららぽーと和泉店 

和泉市 ミツケキッチン ららぽーと和泉店 

和泉市 リコッタ ららぽーと和泉 

和泉市 レストランセイリング 

和泉市 喫茶モア（北部コミュニティセンター内） 

和泉市 三好食堂 

和泉市 笑笑 和泉府中駅前店 

和泉市 大阪ふくちあんラーメン 和泉店 

和泉市 白木屋 和泉府中駅前店 

和泉市 和泉中央メモリアルホール 

和泉市 和泉府中メモリアルホール 

箕面市 coffee&bakesYATT 

箕面市 ＤＩＰ ＲＡＳＮＡ 箕面船場店 

箕面市 ＤＩＰ ＲＡＳＮＡ 箕面本店 

箕面市 GOLD CASTLE COFFEE 

箕面市 ｎｅｕ・ｃａｆｅ 箕面船場本店 

箕面市 ｐｏｐｉｎｃｏｕｒｔ ｃａｆｅ 箕面本店   

箕面市 しらんけど 

箕面市 フランエレガン 

箕面市 フランエレガン YUZUYA 

箕面市 フランエレガン YUZUYA別邸 

箕面市 ラーメンまこと屋箕面牧落店 

箕面市 株式会社ヒロコーヒー箕面小野原店 

箕面市 鎌倉パスタ みのおキューズモール店 

箕面市 鎌倉パスタ 箕面小野原店 

箕面市 魚民 箕面駅前店 

箕面市 金平ラーメン 

箕面市 旬寿 
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箕面市 大海 

箕面市 地鶏焼肉 一鳥 みのおキューズモール店 

箕面市 箕面今宮よし田 

柏原市 魚民 柏原東口駅前店 

羽曳野市 カフェスイート 

羽曳野市 メイプルカフェ 

羽曳野市 ラーメンまこと屋羽曳野尺度外環店 

羽曳野市 鎌倉パスタ 羽曳野店 

羽曳野市 大阪王将 古市店 

門真市 からあげ まるなか 

門真市 ふくちゃんラーメン 門真店 

門真市 ローソン門真大橋町店 

門真市 喫茶ミューズ 

門真市 魚民 萱島西口駅前店 

門真市 大阪王将 古川橋店 

門真市 鶴丸饂飩本舗 門真店 

門真市 肉匠 くら乃 古川橋店 

摂津市 ミスタードーナツ ＪＲ千里丘ショップ 

摂津市 白木屋 千里丘東口駅前店 

高石市 ごちそう村 高石店 

高石市 てこいっぽん 

高石市 魚民 高石駅前店 

高石市 高石メモリアルホール 

藤井寺市 バリヤス酒場 藤井寺北口駅前店 

東大阪市 BARPATRA 

東大阪市 Family 

東大阪市 Pizza albany N.Y. 

東大阪市 sai 

東大阪市 yard 

東大阪市 ヴィドフランス小阪店 

東大阪市 カラオケ喫茶憧れ遊び 

東大阪市 キッチンニトロ 

東大阪市 ちょっと居酒屋 ぜろ 

東大阪市 とり焼こじまる 

東大阪市 ふくちあんラーメン布施渋川町店 
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東大阪市 やや 

東大阪市 ラーメンまこと屋外環横小路店 

東大阪市 ラーメンまこと屋近大前店 

東大阪市 ロイヤルホスト八戸ノ里店 

東大阪市 ロイヤルホスト菱江店 

東大阪市 ローソン外環東大阪善根寺店 

東大阪市 ローソン東大阪花園桜通り店 

東大阪市 ローソン東大阪玉串町東店 

東大阪市 ローソン東大阪若江北三丁目店 

東大阪市 ローソン東大阪小坂一丁目店 

東大阪市 ローソン東大阪西鴻池一丁目店 

東大阪市 ローソン東大阪善根寺町五丁目店 

東大阪市 一信 

東大阪市 隠家 Ｎａｒｒｏｗ 

東大阪市 宴会場孔舎衙平蔵 

東大阪市 沖縄料理垣花家 

東大阪市 花園スペインバル HEIZO 

東大阪市 宮崎の地鶏 拉麺マン 近代通り店 

東大阪市 鶏のジョージ 河内小阪北口駅前店 

東大阪市 鶏のジョージ 荒本駅前店 

東大阪市 合華縁台湾料理 

東大阪市 山内農場 鴻池新田南口駅前店 

東大阪市 旬彩さかなと酒匠海隠れ家 

東大阪市 大阪ふくちぁんラーメン 横枕店 

東大阪市 大阪ふくちぁんラーメン 八戸ノ里店 

東大阪市 大阪ふくちあん吉田店 

東大阪市 大阪王将 石切店 

東大阪市 中華そば九兵衛 長田店 

東大阪市 白木屋 河内花園北口駅前店 

東大阪市 白木屋 長瀬駅前店 

東大阪市 白木屋 布施北口駅前店 

東大阪市 鵬聚縁 台湾料理 

東大阪市 目利きの銀次 八戸ノ里駅前店 

東大阪市 萬や 

東大阪市 餃子専門店舗三國志 
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市町村名 施設名称 

泉南市 しゃぶ菜 イオンりんくう泉南 

泉南市 割烹 魚政 北野店 

四條畷市 プレシャスビュッフェ イオン四条畷 

四條畷市 ローソン四条畷田原台七丁目店 

四條畷市 鎌倉パスタ イオンモール四條畷店 

四條畷市 美山（四条畷店） 

交野市 餃子専門舗三國志交野店 

大阪狭山市 竹麺亭 

大阪狭山市 麺屋ふくちぁん 狭山店 

忠岡町 にゅうまごころ 

田尻町 SORATERIA 

田尻町 お好み焼 水無月 

田尻町 鎌倉パスタ 関西空港店 

岬町 ホテル龍吉 

 


