
市町村名 施設名称

大阪市都島区 味彩
大阪市都島区 炭火割烹いなせ
大阪市都島区 串屋長右衛門
大阪市都島区 立ち飲み居酒屋銀座ドラム缶
大阪市都島区 コーヒーハウスムーミン
大阪市都島区 つるピカハゲ丸君
大阪市都島区 山とり
大阪市都島区 Ｃ・Ｒ・Ｉ・Ｓ
大阪市都島区 焼肉龍良
大阪市都島区 立ち飲み処にしの
大阪市都島区 JUN
大阪市都島区 スタンド カッコ
大阪市都島区 天竺伽哩AKASHA
大阪市都島区 立呑専科力雅
大阪市都島区 GARUDA
大阪市都島区 すなっくあまん
大阪市都島区 スナック茜
大阪市都島区 ウィスキーバー佐藤
大阪市都島区 紀の国屋くっすー
大阪市都島区 LiveHouse Arc
大阪市都島区 dog cafe Brilliantclub
大阪市都島区 アジアンダイニング 怡心
大阪市都島区 NewHimeyuri
大阪市都島区 さすけ
大阪市都島区 御馳走よし春
大阪市都島区 博多もつ鍋まぁる 京橋店
大阪市都島区 お出汁とスパイス元祖エレクトロニカレー
大阪市都島区 焼肉元気くん
大阪市都島区 一帆
大阪市都島区 大空
大阪市都島区 岡室酒店
大阪市都島区 焼鳥凡僧 都島店
大阪市都島区 鉄板居酒屋OHANA
大阪市都島区 WineBar base
大阪市都島区 BAR NORTH
大阪市都島区 立ち呑み酒場 あきまる
大阪市都島区 御座
大阪市都島区 Cafe Ruhe
大阪市都島区 居酒屋祭
大阪市都島区 丸安
大阪市都島区 BAR CHESTNUT
大阪市都島区 Lounge Pure
大阪市都島区 すし政
大阪市都島区 シャトレーヌ
大阪市都島区 旬鮮 一準
大阪市都島区 Mix Lounge 清本
大阪市都島区 Buddy
大阪市都島区 立ち呑み処とん両
大阪市都島区 BAR WISTERIA

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた
ご協力のお申し出ありがとうございました。

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年9月14日公表分）
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大阪市都島区 株式会社 高野酒店
大阪市都島区 スナックラパン
大阪市都島区 パブ今日子
大阪市都島区 カラオケ さくら
大阪市都島区 ウィット
大阪市都島区 KOKUMEI
大阪市都島区 すし常
大阪市都島区 中華料理ゆうちゃんの餃子
大阪市都島区 ファイヤープレート
大阪市都島区 PIZZA FORTUNA
大阪市都島区 越路
大阪市都島区 とんかつの店ミヤコ
大阪市都島区 三陸寿し
大阪市都島区 居酒屋 いち
大阪市都島区 ふるさと
大阪市都島区 グロッシー
大阪市都島区 7'kitchen
大阪市都島区 一番地
大阪市都島区 旬彩鮮魚 居酒屋 漁り火
大阪市都島区 焼鳥 こうちゃん
大阪市都島区 新世界 串かつ おこま
大阪市都島区 左馬
大阪市都島区 お好み焼き 銭形
大阪市都島区 酒場しろくま
大阪市都島区 バンクジョンソン
大阪市都島区 晃ちゃん
大阪市都島区 スナックフロンティア
大阪市福島区 マリリン・モンロー
大阪市福島区 スナック ポー
大阪市福島区 バーカモメ
大阪市福島区 ごろく
大阪市福島区 地獄谷カラオケバーつーやん
大阪市福島区 HOTPOT
大阪市福島区 はつえダイニング
大阪市福島区 さむらいきっちん
大阪市福島区 グリルタケヤ
大阪市福島区 中華そば無限
大阪市福島区 インディアンダイニング ダルシャナ
大阪市福島区 しもぶち
大阪市福島区 おとーり酒場 白菊
大阪市福島区 隠れ韓国kitchenカンス
大阪市福島区 串やき鳥 囲路裏
大阪市福島区 阿波尾鶏やきとり のん吉
大阪市福島区 さくちゃん
大阪市福島区 Fish&Meat HANDS
大阪市福島区 EL ALMA
大阪市福島区 R
大阪市福島区 すし地車
大阪市福島区 幸乃道
大阪市福島区 手打ちそば谷谷
大阪市福島区 TENEREZZA
大阪市福島区 フライボーイバーガーアンドコーヒー
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大阪市福島区 Ba-r anb-
大阪市福島区 一富士福島店
大阪市福島区 隆膳 
大阪市福島区 バナナムーン
大阪市福島区 BAR noisy ＋PLUS
大阪市福島区 さるとび
大阪市福島区 大丸屋
大阪市福島区 Barよつば
大阪市福島区 コルドバ
大阪市福島区 炭火焼肉ここから屋
大阪市福島区 コーヒーショップダイヤ
大阪市福島区 炭火焼鳥はれるや
大阪市福島区 Shima
大阪市福島区 地獄谷冥土バー
大阪市福島区 学舎
大阪市福島区 スナックJUJU苑
大阪市福島区 NeoThai
大阪市福島区 しゅん須佐見
大阪市福島区 勘之助 福島
大阪市福島区 のだ麺
大阪市福島区 お気楽酒場しろまる25
大阪市福島区 kimamana restaurant やまもと
大阪市福島区 大阪王将野田店
大阪市福島区 福島串かつや BANZAI
大阪市福島区 美味旬菜 穂の華
大阪市福島区 OTONOS
大阪市福島区 ほしの軒
大阪市福島区 Gold21
大阪市福島区 京風おでんと旬菜すが
大阪市福島区 炭火焼鳥 政
大阪市福島区 極薄ラムしゃぶ専門 工藤羊肉店 福島店
大阪市福島区 かっちゃん
大阪市福島区 中村屋
大阪市福島区 BASEBALL BAR Gee
大阪市福島区 大衆立呑酒場まるやす酒店
大阪市福島区 小原春香園
大阪市福島区 ひろや
大阪市福島区 そば切り からに
大阪市福島区 晴屋 福島店
大阪市福島区 こうふく
大阪市福島区 地酒と魚KAZU
大阪市福島区 room maru703
大阪市福島区 アニバーサリー・バール
大阪市福島区 鮮魚寿司 双葉
大阪市福島区 家庭料理ひよ子
大阪市福島区 Tyrni
大阪市福島区 スタジオJBL
大阪市福島区 CAFE GINZA
大阪市此花区 haru
大阪市此花区 伊万里
大阪市此花区 みかど 西九条店
大阪市此花区 マリーケント
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大阪市此花区 MANAKAMANA
大阪市此花区 SUNBASH
大阪市此花区 いずみ
大阪市此花区 Bar零
大阪市此花区 pargolo
大阪市此花区 焼肉 微吟
大阪市此花区 肉食酒場 はらぺこピエトリン
大阪市此花区 ちょい呑み酒場 ちいこ
大阪市此花区 酒菜三昧実乃里
大阪市此花区 カラオケステージGちゃんBちゃん
大阪市此花区 E komo mai Bar Lana
大阪市此花区 Ｍｉｒａｃｌｅ
大阪市此花区 匠
大阪市此花区 旭珉珉
大阪市此花区 AYA
大阪市此花区 ふくまる
大阪市此花区 呑み処美和
大阪市此花区 Mare d'oro
大阪市此花区 魚半
大阪市此花区 スナック ミキ
大阪市此花区 小林商店直売所
大阪市此花区 ハート＆ハード
大阪市此花区 食事処 つし里
大阪市此花区 一笑閣
大阪市此花区 大衆炭焼ステーキキタハラ
大阪市西区 蕎麦切りmasa
大阪市西区 Ecle.enishi
大阪市西区 Pilialoha
大阪市西区 みんりゅう
大阪市西区 GARI・BAR
大阪市西区 BUONAFORCHETTA
大阪市西区 BAR MINSUNG
大阪市西区 スナック ソウル
大阪市西区 酒盛り あいなる
大阪市西区 風鈴草
大阪市西区 ます田
大阪市西区 そば処かわだ家
大阪市西区 森川酒店
大阪市西区 ザ コーヒーコーヒーコーヒー
大阪市西区 華恋
大阪市西区 いずみバーグ
大阪市西区 Osteria La Cicerchia 
大阪市西区 割烹けま甚
大阪市西区 さくらvita
大阪市西区 鍬焼き 茶太郎 
大阪市西区 なみの華
大阪市西区 ボデガディーゴ
大阪市西区 ワインバー グラスハウス
大阪市西区 田中の中華そば
大阪市西区 イタリア料理ヴェントゥーノ
大阪市西区 Bar TSUBAME
大阪市西区 活魚創作料理かず
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大阪市西区 HELLO NEW DAY
大阪市西区 肥後橋／ダイニング Ｐｕｒｕｃｈｉｎｏ ＳＨＩＮ
大阪市西区 Wine bar build
大阪市西区 SO MANY ROADS
大阪市西区 Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｂａｒ ＨＢ
大阪市西区 九条おでんあかい
大阪市西区 佐用ホルモン焼きうどん 日の松
大阪市西区 ふるさと
大阪市西区 インドレストラン カァマデヌ
大阪市西区 サントリーオールドバー四ツ橋
大阪市西区 DINING1325
大阪市西区 大阪豚しゃぶの会本店
大阪市西区 立ち飲み キッチンスタジアム
大阪市西区 TRECCE 
大阪市西区 さかば一友
大阪市西区 とりっこ
大阪市西区 マハロカフェ
大阪市西区 noato.
大阪市西区 RiVi
大阪市西区 旬味和しん
大阪市西区 呑み処 喜好
大阪市西区 四国道 母寿
大阪市西区 菖蒲坂
大阪市西区 ちー坊のタンタン麺
大阪市西区 瞬BAR
大阪市西区 ラギャロワーズ
大阪市西区 THE TUBE
大阪市西区 Asian kitchen Cafe百福
大阪市西区 BAR RED PANDA
大阪市西区 遊食工房旬
大阪市西区 千両
大阪市西区 スナック 悪女
大阪市西区 新町あだち
大阪市西区 そば処田代
大阪市西区 堀江らーめん麺人
大阪市西区 Bistro pop a coco 
大阪市西区 得正 四ツ橋店
大阪市西区 伍久楽
大阪市西区 鉄板焼きお好み焼きOribe
大阪市西区 活ふぐ吉
大阪市西区 SPICECURRY43
大阪市西区 和味処 桜川
大阪市西区 カイピリーニャ
大阪市西区 鉄板焼・居酒屋 美味
大阪市西区 中華料理龍苑阿波座店
大阪市西区 九条 めしや
大阪市西区 Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｇｅｅｋ
大阪市西区 三好屋商店
大阪市西区 末広
大阪市西区 IZAKAYAかずやん
大阪市西区 うどん家あぶく
大阪市西区 和洋旬菜さんなすび
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大阪市西区 ニッカバー北堀江
大阪市西区 居酒屋 和音
大阪市西区 Remon
大阪市西区 Alakashi
大阪市西区 syusyu
大阪市西区 たこ海賊
大阪市西区 BARえんじょい
大阪市西区 ブンダブン
大阪市西区 bulerias
大阪市西区 ムカカ
大阪市西区 TOBE
大阪市西区 BISTRO◎BACCHUS
大阪市西区 本格炭火焼とり居酒屋ほんでん
大阪市西区 加賀屋
大阪市西区 Bar LIBRARY
大阪市西区 なにわの台所いたち
大阪市西区 カジュアルふれんちれすとらん おおの
大阪市西区 オピューム
大阪市西区 軸
大阪市西区 創作串料理DiningJuicys104
大阪市西区 給酒所番所
大阪市西区 立吞み居酒屋 磯っ子
大阪市西区 Patisserie  Mi-temps
大阪市西区 Bar SAVOY osaka
大阪市西区 BARRaindog
大阪市西区 パブリックダイナーkakashi
大阪市西区 宵酒肴みをつくし
大阪市西区 仁(JIN)
大阪市西区 ゴレン者
大阪市西区 日本酒とワイン せれくと
大阪市西区 komugi
大阪市西区 watering bar  PADDLE
大阪市西区 あづまや
大阪市西区 Bullet
大阪市西区 Ｔｅｐｐａｎ＆ｇｒｉｌｌＲ
大阪市西区 TIGER-８
大阪市西区 godailleゴダーユ
大阪市西区 bamboo
大阪市西区 DEVI Indian&Nepalese Restaurant
大阪市西区 ラポール
大阪市西区 トラットリアデジナーレ
大阪市西区 あまみ
大阪市西区 最上無二
大阪市西区 すし繁
大阪市西区 鶏屋 白羽鳥
大阪市西区 気ぶん屋 kitchen Free
大阪市西区 立売堀肴場どッと
大阪市西区 焼きもんバール新町メリハリ
大阪市西区 ヨバレヤカリー
大阪市西区 鯛専門店徳ます
大阪市西区 あじ彩
大阪市西区 時々昼cafeうた酒場alun
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大阪市西区 串カツ居酒屋火菜屋
大阪市西区 中華そば松
大阪市港区 丹頂
大阪市港区 はづき
大阪市港区 珈琲屋ばるね
大阪市港区 栄鮓
大阪市港区 サムギョプサルと鍋 y.s.s.
大阪市港区 中華の王将
大阪市港区 寿司Ber〇BOZU
大阪市港区 居酒屋 玉らん
大阪市港区 中国料理新揚州
大阪市港区 中華料理 興隆閣
大阪市港区 リモージュ
大阪市港区 やきとり大吉大阪港店
大阪市港区 焼肉たつ味
大阪市港区 ふぐ克
大阪市港区 久友
大阪市港区 鉄板 ます屋
大阪市港区 スナック夜汽車
大阪市港区 たこ焼きdiningギルド
大阪市港区 田中酒店
大阪市港区 和IN屋 古今
大阪市港区 スナック純
大阪市港区 庵
大阪市港区 たこ焼き王国
大阪市港区 穂のか
大阪市港区 べらみ
大阪市港区 Bar AROMA
大阪市港区 居酒屋 いのおか
大阪市港区 べぇりーぐっどまん
大阪市港区 ハル
大阪市港区 中国料理 共栄軒
大阪市港区 カラオケ喫茶DO-DO
大阪市港区 IDO.co
大阪市港区 炭火焼 櫻坊
大阪市港区 さくら
大阪市港区 呑み処こもだ
大阪市港区 teppan bar mirco
大阪市港区 La Vita Rosa
大阪市港区 たこ郎
大阪市港区 炭火焼みくりん坊
大阪市港区 Silver Spoon
大阪市港区 炭火焼鳥うめし
大阪市港区 食べてっ亭やすだ屋
大阪市港区 炭火焼め組
大阪市港区 かじ村
大阪市大正区 煮旬菜ろくろく
大阪市大正区 お好み焼き・もんじゃ焼き輪
大阪市大正区 お食事処花花
大阪市大正区 遊心
大阪市大正区 炭屋風天
大阪市大正区 食家龍吉
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大阪市大正区 居酒屋よっちゃん
大阪市大正区 スナック千龍
大阪市大正区 の～てんき
大阪市大正区 お家ごはんひとみ
大阪市大正区 コートダジュール
大阪市大正区 ニコヤ
大阪市大正区 お好み焼きだんく
大阪市大正区 たこ焼き＆鉄板焼居酒屋もぐら
大阪市大正区 誠ｓｅｉ
大阪市大正区 炭火やきとり大志
大阪市大正区 中華風居酒屋朋
大阪市大正区 立飲み酒場 やまいち
大阪市大正区 スナック伴佳
大阪市大正区 スナックフレンド
大阪市大正区 ホヌ
大阪市大正区 帆っ
大阪市大正区 若竹
大阪市大正区 石窯バール デコレ
大阪市大正区 味処やまもと
大阪市大正区 ALWAYS
大阪市大正区 居酒屋千成
大阪市大正区 パンジャブ
大阪市大正区 馬肉専門ダークホース
大阪市大正区 スナックびばり
大阪市大正区 Shot Bar Flip-Flap
大阪市大正区 炭焼茶屋やけぼっくい
大阪市大正区 和んでや
大阪市大正区 egg
大阪市大正区 居酒屋 気分屋
大阪市大正区 喫茶石川
大阪市大正区 沖縄そばたえ
大阪市大正区 居酒屋じゅん平
大阪市大正区 「響」
大阪市大正区 NANAMI
大阪市大正区 四季彩
大阪市大正区 焼肉 大五郎
大阪市大正区 やきにく焼いて屋明
大阪市大正区 Bar KOKOPELLI
大阪市大正区 まえ
大阪市大正区 咲場 紗穂音
大阪市大正区 トロピカルダンディ
大阪市大正区 cafe TOTORO
大阪市大正区 ラウンジかおり
大阪市大正区 サザンクロス
大阪市大正区 ＧＯＯＮＩＥＳ
大阪市大正区 三ちゃん
大阪市大正区 ニューインドパレス
大阪市天王寺区 旬菜とお酒まも梨
大阪市天王寺区 もつ鍋のむら 上本町店
大阪市天王寺区 MILLE FIORI
大阪市天王寺区 trattoria da Kaici
大阪市天王寺区 尚作
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大阪市天王寺区 生ハム&イタリアンVINO
大阪市天王寺区 Lounge le Casa（ラウンジルカーサ）
大阪市天王寺区 創作鉄板 菫
大阪市天王寺区 たからや
大阪市天王寺区 レストランコーイン
大阪市天王寺区 ナイト・イン ヒロミ
大阪市天王寺区 ＡＫ
大阪市天王寺区 restaurant bucheide
大阪市天王寺区 レストランボナンザ
大阪市天王寺区 アジアンバルglow
大阪市天王寺区 おおいた和牛焼肉金ちゃん鶴橋style
大阪市天王寺区 はじめ
大阪市天王寺区 市村酒店
大阪市天王寺区 すえひろ
大阪市天王寺区 イタリア料理ミナミ
大阪市天王寺区 まるたま亭
大阪市天王寺区 精進 眞田丸
大阪市天王寺区 お好み焼 金のてこ
大阪市天王寺区 おねだり酒場マルフク
大阪市天王寺区 きくや
大阪市天王寺区 ラウンジpakira
大阪市天王寺区 AquariumBarNoa
大阪市天王寺区 味里
大阪市天王寺区 はつせ
大阪市天王寺区 Traum
大阪市天王寺区 OSTERIASHIBAオステリアシバ
大阪市天王寺区 デザート・レスト Ka-Chi-Sou-Zou
大阪市天王寺区 うまいもんや酒まる
大阪市天王寺区 八光園
大阪市天王寺区 すし処びんび
大阪市天王寺区 たこ焼き笑多
大阪市天王寺区 串季
大阪市天王寺区 リストランテヒロタ
大阪市天王寺区 いちえん
大阪市天王寺区 上六焼肉JAPAN
大阪市天王寺区 立ち呑みおばんざい亀ちゃん
大阪市天王寺区 但馬屋うえろくハイハイタウン
大阪市天王寺区 からら（ｋａｒａｒａ）上本町
大阪市天王寺区 焼肉 つるや
大阪市天王寺区 居酒屋焼き鳥こけこっこ
大阪市天王寺区 がちゃがちゃ家
大阪市天王寺区 ペトリス
大阪市天王寺区 ナイトパブ ん
大阪市天王寺区 センムル
大阪市天王寺区 Cafe&Dining Karaltupo 
大阪市天王寺区 鶴八
大阪市天王寺区 ベトナム料理 クアンコム11
大阪市天王寺区 ワーク
大阪市天王寺区 松よし
大阪市天王寺区 地鶏焼肉熔岩屋上本町店
大阪市天王寺区 ピエールモンターニュ
大阪市浪速区 串かつ酒房 盛隆軒
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大阪市浪速区 リオンカフェ
大阪市浪速区 吾妻
大阪市浪速区 板前居酒屋ゆうや
大阪市浪速区 正杜屋
大阪市浪速区 お好み焼鉄板焼き瀬川
大阪市浪速区 酔歌
大阪市浪速区 焼肉三昧 玄
大阪市浪速区 麺屋こころ 難波南店
大阪市浪速区 赤シャツ
大阪市浪速区 カレン
大阪市浪速区 中華菜館一番
大阪市浪速区 楽-TANOSHI-
大阪市浪速区 home bar &kitchen HANA
大阪市浪速区 居酒屋はやて
大阪市浪速区 旬香ダイニング
大阪市浪速区 Sweet Tease
大阪市浪速区 トラベラーズバーアール
大阪市浪速区 二尺七輪 鳥玖
大阪市浪速区 BAR CLOVER
大阪市浪速区 ＣＥＮＴＵＲＩＯＮ ＨＯＴＥＬ ＣＥＮ 大阪 難波
大阪市浪速区 cafe spat's
大阪市浪速区 たべてやのんでやの ききじょうず
大阪市浪速区 Fields round Ryo
大阪市浪速区 BAR COURAGE
大阪市浪速区 立呑み処まるや
大阪市浪速区 スナックゆめ
大阪市浪速区 バー・ヘルズ
大阪市浪速区 らーめん製作所奏
大阪市浪速区 串カツげんてん
大阪市浪速区 浪花ひとくち餃子 チャオチャオなんば湊町店
大阪市浪速区 ベジタブルスタンドFukumasa
大阪市浪速区 炭火焼肉3丁目
大阪市浪速区 サウンドバード
大阪市浪速区 旬彩おばんざい大髙
大阪市浪速区 割烹博多
大阪市浪速区 リンダ
大阪市浪速区 立呑み処とんとん
大阪市浪速区 千匹屋
大阪市浪速区 ことねコーヒー
大阪市浪速区 Mesi-kutan?
大阪市浪速区 クチーナディタニグチ
大阪市浪速区 美茄子倶楽部
大阪市浪速区 chaque aout
大阪市浪速区 有川家居酒屋華
大阪市浪速区 Pool Bar YOLO
大阪市浪速区 虎ばん
大阪市浪速区 大正浪漫酒房 月読
大阪市浪速区 菫
大阪市浪速区 鉄板居酒屋 へらちょんぺ
大阪市浪速区 Southside Music Bar
大阪市浪速区 焼鶏だんな
大阪市浪速区 しゃかりき４３２難波元町店
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大阪市浪速区 Tink
大阪市浪速区 お好み焼 かえで
大阪市浪速区 きたや
大阪市浪速区 もんじゅ亭
大阪市浪速区 よりみち
大阪市浪速区 笑心
大阪市浪速区 焼肉はらけん
大阪市浪速区 明洞
大阪市浪速区 とまり木
大阪市西淀川区 秋田酒店
大阪市西淀川区 冨士屋食堂
大阪市西淀川区 焼き鳥すみの
大阪市西淀川区 ジャンジャン亭
大阪市西淀川区 焼鳥かんぱ
大阪市西淀川区 四季彩 和
大阪市西淀川区 レイ
大阪市西淀川区 Bar Stray Sheep
大阪市西淀川区 下町鉄板姫島
大阪市西淀川区 焼肉コッペギ
大阪市西淀川区 居酒屋マポ
大阪市西淀川区 ricomocoroll
大阪市西淀川区 Bar Mozu
大阪市西淀川区 Food & Bar K
大阪市西淀川区 居酒屋大笑
大阪市西淀川区 てん
大阪市西淀川区 酒処 あき
大阪市西淀川区 カラオケハウス
大阪市西淀川区 足跡
大阪市西淀川区 焼く鳥 射場本
大阪市西淀川区 cafe AloAlo
大阪市西淀川区 TKG
大阪市西淀川区 焼鳥 えびす
大阪市西淀川区 ここあみや
大阪市西淀川区 和歌
大阪市西淀川区 居酒屋マキ
大阪市西淀川区 居酒屋 みなつき
大阪市西淀川区 カラオケ優
大阪市西淀川区 Hystericボンバー
大阪市西淀川区 よろず家
大阪市西淀川区 立ち呑み居酒屋くしでん
大阪市西淀川区 ありか
大阪市西淀川区 株式会社蔭山
大阪市西淀川区 日本酒バルいぶき
大阪市西淀川区 スナックるんるん
大阪市西淀川区 ありふくや
大阪市西淀川区 Candy's-bar
大阪市西淀川区 カラオケ舞
大阪市西淀川区 笑
大阪市西淀川区 カラオケ喫茶＆スナックラウンジ難波船
大阪市西淀川区 Bar 蛸
大阪市西淀川区 スナック咲き
大阪市東淀川区 辛口Lab.
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大阪市東淀川区 幸
大阪市東淀川区 富味苑
大阪市東淀川区 寿司処 坊主
大阪市東淀川区 Cafe Sabay
大阪市東淀川区 オフラインサロンずぼら茶話会カノンコード
大阪市東淀川区 かをる
大阪市東淀川区 旬の彩り百武
大阪市東淀川区 ナマステ カフェ
大阪市東淀川区 本格からあげ専門店とりあい東淀川店
大阪市東淀川区 スパゲティー処いとや
大阪市東淀川区 焼肉元気屋
大阪市東淀川区 Cafe & Bar Win
大阪市東淀川区 Abani新大阪
大阪市東淀川区 居酒屋 太鼓判
大阪市東淀川区 スナック ツースリー
大阪市東淀川区 洋食＆樽生ワインしもじま亭
大阪市東淀川区 たる
大阪市東淀川区 割烹 次元
大阪市東淀川区 食べ呑み処 花
大阪市東淀川区 リカーショップかすがやちょっと一杯
大阪市東淀川区 次玄
大阪市東淀川区 柊il-gradino
大阪市東淀川区 COFFEE BEANS WORK
大阪市東淀川区 千代村
大阪市東淀川区 炭焼酒場 海人
大阪市東淀川区 一文銭
大阪市東淀川区 基庵
大阪市東淀川区 食酒家まるいち
大阪市東淀川区 もんちゃま  
大阪市東淀川区 お多福食堂
大阪市東淀川区 たこ焼き鉄板 ぱっちー
大阪市東淀川区 割旬つつ井
大阪市東淀川区 居酒屋 ケンちゃん
大阪市東淀川区 かにやゆる里
大阪市東淀川区 カラオケ愛
大阪市東淀川区 のり友
大阪市東淀川区 いづつ
大阪市東淀川区 串焼きBAL 簪 KANZASHI
大阪市東淀川区 Le Petit Bonheur
大阪市東淀川区 ゆのや
大阪市東淀川区 スナックみこ
大阪市東淀川区 下町スタイル 麺・丼・定
大阪市東淀川区 居酒屋宮古
大阪市東淀川区 お好み焼きでんでん
大阪市東淀川区 SnacK風雅1(前 和風スナック風雅)
大阪市東淀川区 炭火焼鳥 心
大阪市東淀川区 イタリア料理 とんがらし
大阪市東淀川区 江南
大阪市東淀川区 カラオケDENDEN
大阪市東淀川区 居酒屋友
大阪市東淀川区 炭火焼鶏 鴨久
大阪市東淀川区 味よし
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大阪市東淀川区 炭焼キッチンつかみ鶏
大阪市東淀川区 おそば処石州
大阪市東淀川区 クムスン
大阪市東淀川区 ファウンテン
大阪市東淀川区 Bar Lilac
大阪市東淀川区 Shot Bar Caprice
大阪市東淀川区 お好み焼き鉄板焼き道頓堀どむす
大阪市東淀川区 美海 ChuRa
大阪市東成区 ふりーじぁ
大阪市東成区 麺や 蔵人
大阪市東成区 スナックまえだ
大阪市東成区 arcobaleno
大阪市東成区 串カツ気合
大阪市東成区 居酒屋 豊鈴
大阪市東成区 fresh dining 木の芽
大阪市東成区 楽酒たまるば
大阪市東成区 中華料理 幸太楼
大阪市東成区 みつわや
大阪市東成区 手打ちうどん、そば処 七福
大阪市東成区 Cafe Perche 
大阪市東成区 居酒屋やすきよ
大阪市東成区 千翔
大阪市東成区 咲と
大阪市東成区 中国料理隆
大阪市東成区 Fortune
大阪市東成区 居酒屋旧友
大阪市東成区 ラウンジ森KIRIN
大阪市東成区 スマイルカフェ
大阪市東成区 鳥いちもんめ
大阪市東成区 ラーメン天邪鬼
大阪市東成区 ヴィアンデリア
大阪市東成区 THE DOGHOUSE INN
大阪市東成区 じゃんぼたこやきたっくん
大阪市東成区 ヨコワ
大阪市東成区 大衆酒場 酔楽
大阪市東成区 門堂 
大阪市東成区 勝ちゃん
大阪市東成区 JOE'S BAR
大阪市東成区 中国小皿料理彩七 今里店
大阪市東成区 お好み焼いとう
大阪市東成区 なにわ亭 造
大阪市東成区 ルディ
大阪市東成区 トラットリア ノーヴェ
大阪市東成区 酒 to curry アーチル
大阪市東成区 大富士
大阪市東成区 串や奏
大阪市東成区 居酒屋だい助
大阪市東成区 団らん酒房 笑夢
大阪市東成区 O・D・F・E
大阪市東成区 ふぐかに処 心福
大阪市東成区 カレーハウスＴ&Ａプラス
大阪市東成区 一番星
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大阪市東成区 BAR J'Z
大阪市東成区 ひらの
大阪市東成区 居酒屋さくら
大阪市東成区 BAR NINEMILES
大阪市東成区 炉端焼き石松
大阪市東成区 二刀流
大阪市東成区 なみは家
大阪市東成区 凛花
大阪市東成区 福々亭
大阪市東成区 串カツおいでおいで
大阪市東成区 Dada Bar
大阪市東成区 ALL REI
大阪市東成区 居酒屋まごころ
大阪市東成区 ３５８
大阪市東成区 アブラハム
大阪市東成区 緑食道園
大阪市東成区 星の家
大阪市東成区 大阪まんぷく堂
大阪市東成区 焼匠神田
大阪市東成区 道西安
大阪市東成区 Bistro酒場らくだ
大阪市東成区 スナック よう子
大阪市東成区 厳選焼肉やまや
大阪市生野区 てっちり修玄
大阪市生野区 BURGER PRODUCTS今里店
大阪市生野区 えびす商店
大阪市生野区 フェアリー Fairy
大阪市生野区 東寿司
大阪市生野区 居酒屋まるしょう
大阪市生野区 居酒屋ゆびきりげんまん
大阪市生野区 明日香屋
大阪市生野区 麺や福はら
大阪市生野区 eva
大阪市生野区 さくら通り
大阪市生野区 喫茶アポロ
大阪市生野区 わび助
大阪市生野区 きずな
大阪市生野区 ぎんのいえ
大阪市生野区 グーリーシャンシューシーテン
大阪市生野区 松寿司
大阪市生野区 カラオケシャルマン
大阪市生野区 カラオケえみ
大阪市生野区 喰い呑み処 とにかく
大阪市生野区 テールラーメンまる彦
大阪市生野区 ビール工房808
大阪市生野区 一心
大阪市生野区 まごころ
大阪市生野区 辰杏珠コリアタウン店
大阪市生野区 八光
大阪市生野区 アリとリス
大阪市生野区 手抜きご飯と酒の店くずや
大阪市生野区 お好み焼松ちゃん
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大阪市生野区 桃谷てんぐ
大阪市生野区 ミチンデジ
大阪市生野区 カラオケ朱雀
大阪市生野区 グリーン
大阪市生野区 てっちゃん
大阪市生野区 一力
大阪市生野区 ワンモア
大阪市生野区 韓国居酒屋よし
大阪市生野区 ニュー姫
大阪市生野区 Super crepes 
大阪市生野区 しま
大阪市生野区 アクア
大阪市生野区 福寿し
大阪市生野区 ジョニーのからあげ大池橋店
大阪市生野区 普門
大阪市生野区 炭の屋
大阪市生野区 ROSE  SOUL
大阪市生野区 麺や旭
大阪市生野区 韓味一 別館
大阪市生野区 お好み焼久
大阪市生野区 NANARA
大阪市生野区 ミツコの部屋
大阪市生野区 俺の炭火焼STYLE
大阪市生野区 カラオケ ウエスタン
大阪市生野区 Chicchi
大阪市生野区 韓国料理チング
大阪市生野区 オレンジ
大阪市生野区 ちゃちゃ
大阪市生野区 焼肉 龍
大阪市生野区 パセリはパセリ
大阪市生野区 ハチワレさん
大阪市生野区 味園
大阪市生野区 RE
大阪市生野区 Qoo クー
大阪市生野区 創居酒屋ボタ
大阪市生野区 カラオケ&バーDon９
大阪市生野区 宇宙
大阪市生野区 中華そば煮干しや
大阪市生野区 揚子江ラーメン大池橋店
大阪市生野区 居酒屋たんぽぽ
大阪市生野区 カレー倶楽部ルウ寺田町駅前店
大阪市生野区 今里'S キッチンもりた家
大阪市生野区 焼肉くいや
大阪市生野区 寿し吉
大阪市生野区 とりなべ亭北巽店
大阪市生野区 居酒屋 すもも
大阪市生野区 一石二鳥
大阪市生野区 美豊
大阪市生野区 SUNSHINE
大阪市生野区 くいしんぼう
大阪市生野区 ミュージックcafeレモン
大阪市生野区 トントン
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大阪市生野区 スナックおだ
大阪市生野区 桃福
大阪市生野区 チホ
大阪市生野区 焼肉 高麗
大阪市生野区 恵美（ヘミ）
大阪市生野区 ダイニングバー秀
大阪市生野区 ほし（星）
大阪市生野区 寛ぎの味 はなび
大阪市生野区 韓国料理幸福食堂
大阪市生野区 レコミ屋
大阪市生野区 黍だんご
大阪市生野区 THE LAID-BACK
大阪市生野区 Cafe&BAR ZEN
大阪市生野区 家庭料理てん
大阪市生野区 富士好
大阪市旭区 まさ家
大阪市旭区 lojjycafe
大阪市旭区 すずや
大阪市旭区 徳永酒店
大阪市旭区 たこよし
大阪市旭区 家庭料理とお酒 花えもん
大阪市旭区 吉鳥千林店
大阪市旭区 旭区清水一丁目
大阪市旭区 創作居酒屋ふぃーるど
大阪市旭区 ダイニングバーアズワン
大阪市旭区 得一
大阪市旭区 お好み焼き元気
大阪市旭区 すずめ
大阪市旭区 吉鳥大宮店
大阪市旭区 だんらんずばー
大阪市旭区 くら羅
大阪市旭区 みなづき
大阪市旭区 炭火焼鳥 匠
大阪市旭区 炭火焼鶏 一（はじめ）
大阪市旭区 カラオケステージヒット
大阪市旭区 銀宮
大阪市旭区 やきとり一番高殿店
大阪市旭区 おたまじゃくし
大阪市旭区 にかい屋
大阪市旭区 居酒屋七味
大阪市旭区 恭ちゃん処
大阪市旭区 金之助
大阪市旭区 らーめん大将
大阪市旭区 コーヒーショップルポ
大阪市旭区 居酒屋やな
大阪市旭区 旬味よし田
大阪市旭区 ニュー大関
大阪市旭区 元
大阪市旭区 しらいし家
大阪市旭区 楽酒処 彩楓
大阪市旭区 やまよし
大阪市旭区 有限会社ブルーオンブルー（ムービングブルー）
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大阪市旭区 お好み焼きチェリー
大阪市旭区 香琳園
大阪市旭区 糀とわたしまる
大阪市旭区 お好み焼きまき
大阪市旭区 ノヴァーレ
大阪市旭区 立ち飲み 居酒屋 ゆう
大阪市旭区 IZAKAYA MIYAKO
大阪市旭区 yaki yaki なるとや
大阪市城東区 豚々
大阪市城東区 きまぐれ
大阪市城東区 cafe utakata
大阪市城東区 味工房shoku
大阪市城東区 我が家
大阪市城東区 京橋バールすぽっと
大阪市城東区 よし寿し
大阪市城東区 海鮮酒家まつ
大阪市城東区 おうちカフェ
大阪市城東区 居酒屋  音々  ねおん
大阪市城東区 天香堂
大阪市城東区 鶏爛漫関目店
大阪市城東区 水加美
大阪市城東区 お造り・海鮮蒸し料理 うを瀬
大阪市城東区 志保
大阪市城東区 宵な夜な倶楽部
大阪市城東区 めんめん守屋
大阪市城東区 よしみっちゃん
大阪市城東区 BON'S curauneru
大阪市城東区 居酒屋 喰いしん坊
大阪市城東区 八丁堀
大阪市城東区 炭火串焼あおい鶏
大阪市城東区 酒とめし真剣
大阪市城東区 Snack&Bar Salute
大阪市城東区 創和Bistroボヌール
大阪市城東区 ごはんやうらら
大阪市城東区 串かつ元気屋
大阪市城東区 スナックＡｚ
大阪市城東区 多良福食堂
大阪市城東区 やきとり笑家
大阪市城東区 しぎの家
大阪市城東区 中華そばひのき屋
大阪市城東区 cache-cache
大阪市城東区 明洞
大阪市城東区 炭火焼肉 かよう亭
大阪市城東区 正源
大阪市城東区 unknown
大阪市城東区 炭火串焼きたむら
大阪市城東区 居酒屋ともちゃん
大阪市城東区 カフェバーラム
大阪市城東区 マザーズソングカフェ
大阪市城東区 緑橋料理店
大阪市城東区 鴫野商店 ＴＡＫＯ ＢＯーＺ
大阪市城東区 古市飯店
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大阪市城東区 串焼鳥 まほろば
大阪市城東区 すえひろ
大阪市城東区 京橋 新市
大阪市城東区 Cafe & BAR  Bee Line
大阪市城東区 究極らーめん
大阪市城東区 まさか
大阪市城東区 しのぶ
大阪市城東区 焼肉ノシアン
大阪市城東区 僕の店
大阪市城東区 ナイン
大阪市城東区 EVENT DINING BAR MORUDELIC
大阪市城東区 お好み屋
大阪市城東区 あげいん
大阪市城東区 NICOtt bar
大阪市城東区 肉食堂もぐ
大阪市城東区 鉄板ステーキたかひろ自家製ソースのお店
大阪市城東区 気まぐれたまやん
大阪市城東区 居酒屋張吉
大阪市城東区 インド料理レストラン RANI
大阪市城東区 かっきん
大阪市城東区 もも家本店
大阪市城東区 食事処 藍の花
大阪市阿倍野区 カラオケ喫茶ひばり
大阪市阿倍野区 いづみVAN
大阪市阿倍野区 焼鳥夜空に輝く光
大阪市阿倍野区 Bar Reepi
大阪市阿倍野区 季節料理いこいこ
大阪市阿倍野区 酒処 丸政
大阪市阿倍野区 三吉
大阪市阿倍野区 オオサカ堂
大阪市阿倍野区 鉄板万
大阪市阿倍野区 中華料理永楽
大阪市阿倍野区 炭火酒菜gnocchi
大阪市阿倍野区 恋路
大阪市阿倍野区 串かつ太郎
大阪市阿倍野区 焼肉たつみ
大阪市阿倍野区 カラオケ喫茶こだま
大阪市阿倍野区 Ｄｅｅｎｓ Ｂａｒ
大阪市阿倍野区 Bar de Espana risa risa
大阪市阿倍野区 亭亭
大阪市阿倍野区 なか亀
大阪市阿倍野区 カウンタースナックHARU
大阪市阿倍野区 焼き鳥酒房まいど
大阪市阿倍野区 SHOT BAR ボナセーラ
大阪市阿倍野区 Bar Lien
大阪市阿倍野区 カフェバーZION
大阪市阿倍野区 BAR SAIL
大阪市阿倍野区 来々軒
大阪市阿倍野区 橘屋
大阪市阿倍野区 二葉園
大阪市阿倍野区 お好み焼き 幸や
大阪市阿倍野区 昭和
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大阪市阿倍野区 サッポロラーメンほんば
大阪市阿倍野区 久富
大阪市阿倍野区 Aile 
大阪市阿倍野区 ベトナムシンチャオ
大阪市阿倍野区 呑み処こにし
大阪市阿倍野区 もつ鍋一将
大阪市阿倍野区 BODEGA
大阪市阿倍野区 modern bar XO
大阪市阿倍野区 蓬珉軒
大阪市阿倍野区 ｃａｆｅ ｇｒａｉｎｆｉｅｌｄ
大阪市阿倍野区 来々軒
大阪市阿倍野区 熟成麺屋 神来 阿倍野店
大阪市阿倍野区 ohana
大阪市阿倍野区 あづま
大阪市阿倍野区 楽味
大阪市阿倍野区 炭火焼鳥心
大阪市阿倍野区 石家餃子店
大阪市阿倍野区 炭火焼とり たくぼ
大阪市阿倍野区 お好み焼き はやし
大阪市阿倍野区 CAREFREE BAR Sao
大阪市阿倍野区 串揚げ処つくし
大阪市阿倍野区 Kitchen＆Bar O₂
大阪市阿倍野区 酒笑人
大阪市阿倍野区 igosso
大阪市阿倍野区 とり料理居酒屋ふぁみりー
大阪市阿倍野区 酒家ふっしゃん
大阪市阿倍野区 炭焼ビギー
大阪市阿倍野区 本陣
大阪市住吉区 鹿児島酒場さぶろく
大阪市住吉区 下町イタリアンぷちとまと
大阪市住吉区 わいん酒場SouRyu
大阪市住吉区 玉手館
大阪市住吉区 カレーうどんたちばな
大阪市住吉区 鳥義
大阪市住吉区 炭匠薫
大阪市住吉区 居酒屋ROOKIES
大阪市住吉区 創作料理kinoya
大阪市住吉区 j-kitchen
大阪市住吉区 桂
大阪市住吉区 さかた家
大阪市住吉区 居酒屋ゆかり
大阪市住吉区 こてぶき
大阪市住吉区 OSAKA酒場あじひと
大阪市住吉区 和食活鮮豊さん
大阪市住吉区 和酒菜彩 ゆらり
大阪市住吉区 たこ焼き正ちゃん
大阪市住吉区 日本酒バーひとつなぎ。
大阪市住吉区 bar T i.s.m
大阪市住吉区 トラットリアタケモト
大阪市住吉区 ショットバー音蔵
大阪市住吉区 喫茶グルマン
大阪市住吉区 紀州の恵みまごころゆめこ
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大阪市住吉区 Ａlma
大阪市住吉区 十色庵
大阪市住吉区 紀乃国屋マルナカ
大阪市住吉区 蓬莱飯店
大阪市住吉区 韓国料理ソウル
大阪市住吉区 モンキーポッドあびこ店
大阪市住吉区 やきま専科
大阪市住吉区 Y'z BAR
大阪市住吉区 神楽
大阪市住吉区 rico
大阪市住吉区 ミカク
大阪市住吉区 5FIVE.
大阪市住吉区 たのきゅう
大阪市住吉区 kitchen katakura
大阪市住吉区 たけの子
大阪市住吉区 らーめん3738(みなみや)
大阪市住吉区 やきとり処鳥鳥
大阪市住吉区 中華菜館小楽亭
大阪市住吉区 和光
大阪市住吉区 瑞葉
大阪市東住吉区 居酒屋えんむすび
大阪市東住吉区 お好屋ラッコ
大阪市東住吉区 レストラン アルザス
大阪市東住吉区 Jの空間
大阪市東住吉区 焼鳥わいわい
大阪市東住吉区 カラオケ エリピョン
大阪市東住吉区 とりなべ亭美章園店
大阪市東住吉区 季節料理ふるもと
大阪市東住吉区 カラオケスタジオ来夢
大阪市東住吉区 のぼりや
大阪市東住吉区 すとうぶ
大阪市東住吉区 伊那
大阪市東住吉区 すたんどカメレオン
大阪市東住吉区 fudan
大阪市東住吉区 味喜屋
大阪市東住吉区 旬和食 とり井
大阪市東住吉区 炭火焼鳥 あっぱれ
大阪市東住吉区 創作キッチンあんじゅ
大阪市東住吉区 ルナロッサ
大阪市東住吉区 スナック「南」
大阪市東住吉区 飛
大阪市東住吉区 酒楽彩魚ざまに
大阪市東住吉区 家庭料理青葉城
大阪市東住吉区 お好み焼ハウストマト
大阪市東住吉区 寿し太郎
大阪市東住吉区 お好み焼・鉄板焼 わかば
大阪市東住吉区 中華酒楽食堂KuRo
大阪市東住吉区 田辺松ずし
大阪市東住吉区 あおてん
大阪市東住吉区 LOCOROCO
大阪市東住吉区 カトマンズ
大阪市東住吉区 Beer'sHouse and's
大阪市東住吉区 呑み処 波来
大阪市東住吉区 炭焼ホルモンでこ
大阪市東住吉区 ライラック
大阪市東住吉区 ちから
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大阪市東住吉区 季節料理たき
大阪市東住吉区 和
大阪市東住吉区 こけし
大阪市東住吉区 炭火焼鳥おび
大阪市東住吉区 火入れ研究所
大阪市東住吉区 kuu
大阪市東住吉区 西成二代目にしかわや針中野店
大阪市西成区 たこ彦
大阪市西成区 ニューミッキー
大阪市西成区 喫茶エーデル
大阪市西成区 創作バル Bottoms Up
大阪市西成区 春之美
大阪市西成区 チャコール
大阪市西成区 味与志
大阪市西成区 Masaya
大阪市西成区 一紀noおでん屋
大阪市西成区 大澤屋
大阪市西成区 福寿し
大阪市西成区 CAFE BAR ISLAND MOON
大阪市西成区 カラオケ居酒屋フローリア
大阪市西成区 赤とんぼ
大阪市西成区 居酒屋 大好き
大阪市西成区 魚処 松善
大阪市西成区 私の部屋
大阪市西成区 メイド居酒屋カワイイ
大阪市西成区 クラシック音楽バー ココルーム
大阪市西成区 美香
大阪市西成区 居酒屋 馨
大阪市西成区 ビンタン角店
大阪市西成区 楽友
大阪市西成区 和楽
大阪市西成区 宇月
大阪市西成区 おおさか名物 カラオケ居酒屋 ゆっくり れいむの部屋
大阪市西成区 STAND TAMATSU
大阪市西成区 スナックミヒロ
大阪市西成区 居酒屋真美
大阪市西成区 Pizzeria Casa
大阪市西成区 一番
大阪市西成区 立呑処まるはち
大阪市西成区 立ち飲みやなや
大阪市西成区 居酒屋ラーク
大阪市西成区 居酒屋優華
大阪市西成区 ばぅ
大阪市西成区 美月
大阪市西成区 茶々
大阪市西成区 嘘８００
大阪市西成区 カラオケ居酒屋  星月
大阪市西成区 居酒屋どん
大阪市西成区 新フレッシュ
大阪市西成区 たけや
大阪市西成区 手打ちうどん五右衛門
大阪市西成区 ハチミツ
大阪市西成区 居酒屋山
大阪市西成区 ナイス
大阪市西成区 寺嶋酒店
大阪市西成区 優稀
大阪市西成区 恵
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大阪市西成区 Casual Bar ゆず
大阪市西成区 ＧＥＮ
大阪市西成区 むんじ
大阪市西成区 ホルモン居酒屋まさ
大阪市西成区 秀吉
大阪市西成区 glad
大阪市西成区 居酒屋ちえ
大阪市西成区 炭火焼鳥うめ木
大阪市西成区 陽
大阪市西成区 炭火やきとり・とり鍋 輪
大阪市西成区 香格里拉
大阪市西成区 焼肉の南大門 玉出店
大阪市西成区 山王園
大阪市西成区 焼肉処 ばらの木
大阪市西成区 うさぎ
大阪市西成区 満風麺
大阪市西成区 厨もり
大阪市西成区 イタリアンバルＹＯＳＨＩＤＡ
大阪市西成区 四季の味 幸
大阪市西成区 大阪せんや
大阪市西成区 立ち飲み銀仁
大阪市西成区 居酒屋 琴
大阪市西成区 ラッキーシスターズ
大阪市西成区 焼きとりのながひろ
大阪市西成区 呑み処やしき
大阪市西成区 萩之茶屋鶴一本店
大阪市西成区 唐津
大阪市西成区 和洋旬菜の みや 
大阪市西成区 民食軒
大阪市西成区 山女庵
大阪市淀川区 十三くま
大阪市淀川区 ラウンジクリス
大阪市淀川区 roomCAFE
大阪市淀川区 roomCAFE
大阪市淀川区 門黒すし
大阪市淀川区 Maki Beef Wine 正道塾
大阪市淀川区 ほろ酔
大阪市淀川区 members1972
大阪市淀川区 Ｂｉａｒｒｉｔｚ
大阪市淀川区 炭火焼道場 勝斗
大阪市淀川区 わいわい
大阪市淀川区 焼道楽丸八
大阪市淀川区 やま清
大阪市淀川区 cafe-bar  cross
大阪市淀川区 炭火焼くまがや
大阪市淀川区 炭火焼鳥 小鉄
大阪市淀川区 焼肉レストラン貴美苑
大阪市淀川区 panda tea
大阪市淀川区 餃子居酒屋ぎょびー
大阪市淀川区 茶太
大阪市淀川区 居酒屋 ま
大阪市淀川区 ぼぉーん
大阪市淀川区 ビーグルズ
大阪市淀川区 THE MANASLU
大阪市淀川区 Dupont
大阪市淀川区 焼肉「藤山」
大阪市淀川区 中島酒店

22 / 85 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年9月14日公表分）

大阪市淀川区 焼鳥 ＢＥＥＲ ＳＴＡＮＤ ＭＥＣＣＡ
大阪市淀川区 Club es
大阪市淀川区 Bar 婆娑羅
大阪市淀川区 アラジン
大阪市淀川区 スナック奈加乃
大阪市淀川区 BAR monk
大阪市淀川区 集来軒
大阪市淀川区 EnaDo
大阪市淀川区 居酒屋シエテ
大阪市淀川区 春夏冬
大阪市淀川区 長五郎寿司
大阪市淀川区 酒処まる
大阪市淀川区 Seven
大阪市淀川区 遊食屋創彩
大阪市淀川区 おいらのうどん しまちゃん
大阪市淀川区 パイの実
大阪市淀川区 呑食処とし
大阪市淀川区 酒肴家 いち助
大阪市淀川区 炭火焼鳥かしわ家
大阪市淀川区 町家DINING Hanako
大阪市淀川区 喫茶ローレル  
大阪市淀川区 かつ兵衛
大阪市淀川区 たちばな 新大阪店
大阪市淀川区 濱心
大阪市淀川区 満月西中島店
大阪市淀川区 繁盛酒場良しとも
大阪市淀川区 ぶん
大阪市淀川区 LoungeD&M
大阪市淀川区 ＺｉｌＬ
大阪市淀川区 Sun Bar 屋台バール
大阪市淀川区 和心 山ゆう
大阪市淀川区 三宅酒店
大阪市淀川区 お好み焼 鉄板焼 桃ちゃん
大阪市淀川区 peach
大阪市淀川区 JAKARA CAFE
大阪市淀川区 風まかせ 人まかせ
大阪市淀川区 カント・マリノ
大阪市淀川区 居酒屋ちいちゃん
大阪市淀川区 丹波屋
大阪市淀川区 olive  オリーブ
大阪市淀川区 カリーランテ金銀妖瞳
大阪市淀川区 イタリアンバル虹
大阪市淀川区 とろろん
大阪市淀川区 スナックまさみ
大阪市淀川区 LIEN
大阪市淀川区 カフェHIRO
大阪市淀川区 ALISON
大阪市淀川区 すなっく扇
大阪市淀川区 コーヒーハウスマリーン
大阪市淀川区 Club CL
大阪市淀川区 カラオケスタジアム サンキュー
大阪市淀川区 みつばち
大阪市淀川区 インドレストラン シコーテラマ
大阪市淀川区 スタンド煮ガ味
大阪市淀川区 Tiburon
大阪市淀川区 そば&酒房和らぎ
大阪市淀川区 カラオケBar Gut's
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大阪市淀川区 大石
大阪市淀川区 居酒屋はな花
大阪市淀川区 アジュ・マハカーラ
大阪市淀川区 八宝亭
大阪市淀川区 POCKET
大阪市淀川区 SALARY'S BAR
大阪市淀川区 旬創菜じんや
大阪市淀川区 まつや
大阪市淀川区 Kings Cross
大阪市淀川区 和風バル XIPE
大阪市淀川区 Ｉｒｉｓ
大阪市淀川区 たこ焼き たこDAN
大阪市淀川区 花鼓
大阪市淀川区 グランパ
大阪市淀川区 らーめん土竜
大阪市淀川区 居酒屋味琴
大阪市淀川区 風林火山
大阪市淀川区 小だるま十三西口店
大阪市淀川区 Reggae Bar Juggling
大阪市淀川区 TAKE ONE（テイクワン）
大阪市淀川区 TrattriaVarieta
大阪市淀川区 holy's ROCK SHOT
大阪市淀川区 串カツまぁーむ
大阪市淀川区 Cafe aqua
大阪市淀川区 スタンドちょびっと
大阪市淀川区 居酒屋ちゃんや
大阪市淀川区 カラオケバー SPADE
大阪市淀川区 Dream
大阪市淀川区 有絵巣炭
大阪市淀川区 シューティングバーポイントドッグス
大阪市淀川区 酒楽亭
大阪市淀川区 ふぁみー
大阪市淀川区 ラウンジ恋人
大阪市淀川区 おばんざい まお
大阪市淀川区 FLY OVER
大阪市淀川区 旬彩 つむぎ
大阪市淀川区 本陣
大阪市淀川区 かくうち
大阪市淀川区 漁楽亭
大阪市淀川区 ご馳走じきはら
大阪市淀川区 ｓｎａｃｋ Ｃｏｍｏｄｏ
大阪市淀川区 焼鳥アスカ
大阪市淀川区 SHOTBAR タイニーバブルス・TINY BABBLES
大阪市淀川区 まかない
大阪市淀川区 酒楽空間はなび
大阪市淀川区 銭屋西中島
大阪市淀川区 十三トリス
大阪市淀川区 バーナンバーナイン
大阪市淀川区 珈琲館阪急三国店
大阪市淀川区 LUCKY7
大阪市淀川区 スナックＫ子
大阪市淀川区 一寸亭
大阪市淀川区 手羽だるま三国駅前店
大阪市淀川区 カラオケスナック岳志
大阪市淀川区 炭火焼黒毛和牛専門店 岐山
大阪市淀川区 SNACKあげは
大阪市淀川区 串カツ居酒屋小太郎
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大阪市淀川区 Shot Bar DROP IN
大阪市鶴見区 道草
大阪市鶴見区 中島商店 なかじま酒店直売所
大阪市鶴見区 焼肉 いちりゅう
大阪市鶴見区 キッチン和
大阪市鶴見区 ミニ
大阪市鶴見区 CHICKSCAFE
大阪市鶴見区 和食居酒屋はな
大阪市鶴見区 ライラク
大阪市鶴見区 横浜家系ラーメン
大阪市鶴見区 SOLO UNO
大阪市鶴見区 REI
大阪市鶴見区 おるがん
大阪市鶴見区 居酒屋 翔
大阪市鶴見区 成根苑
大阪市鶴見区 スナック のこ
大阪市鶴見区 笑い和い
大阪市鶴見区 コーヒーショップDELTA
大阪市鶴見区 炭火焼肉ホルモン いっき
大阪市住之江区 韓味
大阪市住之江区 炉ばた焼一番
大阪市住之江区 韓国創作料理済州
大阪市住之江区 住之江 新浅草
大阪市住之江区 酒のいえＫ
大阪市住之江区 CrazeK
大阪市住之江区 restaurant KOBO
大阪市住之江区 ROKO
大阪市住之江区 呑み処虎ちゃん
大阪市住之江区 会席料理・仕出し 一 平
大阪市住之江区 へっぷばーん
大阪市住之江区 鮨銀鱗
大阪市住之江区 RIBBON
大阪市住之江区 信州そば
大阪市住之江区 千代吉
大阪市住之江区 ダイニングバーもぐもぐ庵
大阪市住之江区 BARパリ祭
大阪市住之江区 スナック世津子
大阪市住之江区 とんかつ工房和KAZU
大阪市住之江区 Bar 1959
大阪市住之江区 惣菜バルOhana 
大阪市住之江区 バッカス
大阪市住之江区 串虎
大阪市住之江区 ふるさと住之江公園店
大阪市住之江区 からおけ屋
大阪市住之江区 溶岩焼肉 とのさま
大阪市住之江区 Brunch-バル Sin
大阪市住之江区 べっぴんさん
大阪市住之江区 おかん
大阪市住之江区 Music&LiveBar LIVEHEART
大阪市住之江区 居酒屋 四季
大阪市住之江区 韓流味愛
大阪市住之江区 笑食楽酒こばやん
大阪市平野区 焼鳥 桃太郎
大阪市平野区 居酒屋&BAR ROOMS
大阪市平野区 お多福
大阪市平野区 Dining  Bar Bonds
大阪市平野区 居酒屋NOBO
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大阪市平野区 香リ 中華餃子屋
大阪市平野区 小田舎料理店
大阪市平野区 田舎
大阪市平野区 多津美
大阪市平野区 あじ平
大阪市平野区 カラオケスタジオ・キッサ、スナックボン
大阪市平野区 Marilyn
大阪市平野区 お好み焼き 靜
大阪市平野区 居酒屋真
大阪市平野区 さくら
大阪市平野区 なかさか
大阪市平野区 居酒屋 なにわっ子
大阪市平野区 焼き鳥 千鳥
大阪市平野区 くぐり戸
大阪市平野区 串かつゑびす
大阪市平野区 ひまつぶし
大阪市平野区 食の縁蒼乃
大阪市平野区 居酒屋ふくちゃん
大阪市平野区 かりていも
大阪市平野区 Hillary
大阪市平野区 松寿司
大阪市平野区 カラオケスタジオ つきのかおり
大阪市平野区 かもまさ
大阪市平野区 沖縄創作居酒屋ゆめや
大阪市平野区 カラオケルームろまんす
大阪市平野区 のんＢee
大阪市平野区 ベジバル Beauty Ron Ron
大阪市平野区 寿司正
大阪市平野区 中華料理吉祥
大阪市平野区 choice
大阪市平野区 うどん処 まこやん亭
大阪市平野区 居酒屋てるてるぼーず
大阪市平野区 焼肉らふ
大阪市平野区 K'sBAR
大阪市平野区 桃吉屋台
大阪市平野区 Ｋ'ｓ(ケーズ)
大阪市平野区 このみ亭
大阪市平野区 焼肉ハウスあすか
大阪市平野区 和風創作料理 雪月花
大阪市平野区 らすかる
大阪市平野区 ふくろうのひとやすみ
大阪市平野区 BAR TKC
大阪市平野区 気まぐれ酒場とと一
大阪市平野区 お好み焼き ふくや
大阪市平野区 山香
大阪市平野区 焼肉国産和牛きむら
大阪市平野区 杏
大阪市平野区 焼肉「小城里」
大阪市平野区 伊勢
大阪市平野区 きむら商店
大阪市平野区 SNACK ATLUS
大阪市平野区 ひらの兆治
大阪市平野区 旬彩桜もみじ
大阪市北区 麟家厨房
大阪市北区 メンバーズ草野
大阪市北区 マウントスギ
大阪市北区 アンティーク

26 / 85 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年9月14日公表分）

大阪市北区 ほっとあわとく
大阪市北区 bar Cajun Moon 
大阪市北区 炭火料理と地酒屋 まりも
大阪市北区 Shi an
大阪市北区 鶏人
大阪市北区 BAR STYLE 
大阪市北区 おばちゃんとこ
大阪市北区 世界
大阪市北区 やまがそば堀川店
大阪市北区 たこ焼き 鍛次郎
大阪市北区 つどい処鮨旬三郎
大阪市北区 酒房 竹うち
大阪市北区 ぶらんにゅう亭
大阪市北区 野乃鳥天参亭
大阪市北区 TANPOPO
大阪市北区 R
大阪市北区 澪和
大阪市北区 メンバーズ莉江
大阪市北区 cafe bar mosh
大阪市北区 くだものだもの
大阪市北区 Dining HATTORI
大阪市北区 やきとり居酒屋DAIGOMI
大阪市北区 ナオズプレイス
大阪市北区 BAR&MAGIC くすめっと
大阪市北区 Todo o Mundo
大阪市北区 朝引き鶏と旬味 彩鶏鳥
大阪市北区 鶏酒場 壮や
大阪市北区 焼肉割烹はま正
大阪市北区 おでんばる
大阪市北区 エリア１
大阪市北区 ひよこ
大阪市北区 暖心
大阪市北区 LeRepos
大阪市北区 呼福
大阪市北区 伊勢海老鍋いろは
大阪市北区 UMEDA CAFE&BAR ルポゼ
大阪市北区 水嶋
大阪市北区 DEEP
大阪市北区 笑福梅田店
大阪市北区 やきやき多幸じゅう
大阪市北区 日本酒食堂SO-KEN
大阪市北区 角打ち料理百足家
大阪市北区 ICHIFUJI
大阪市北区 喜楽
大阪市北区 HUNTER
大阪市北区 サウンドエレガンス
大阪市北区 弓しげ
大阪市北区 なかがわ
大阪市北区 妻味
大阪市北区 musiqueAnge 
大阪市北区 ThiDa
大阪市北区 きわ心
大阪市北区 宇宙家族
大阪市北区 ぱぴぷぺぽ
大阪市北区 Ｌｅ Ｃｈｉｅｎ
大阪市北区 Mogura梅田店mole
大阪市北区 心・旬・魚aburi dining仔za音
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大阪市北区 ジム・マッキュワンバー Jim McEwan Bar
大阪市北区 料理屋仲島
大阪市北区 澪
大阪市北区 伊ザカヤモトナリ
大阪市北区 てんつく天
大阪市北区 得得南森町店
大阪市北区 OH NICK
大阪市北区 まちゃど
大阪市北区 ゆるりや まどか
大阪市北区 マニフィーク
大阪市北区 おし鳥
大阪市北区 セレンディピティ
大阪市北区 ミステリーゾーンみちづれ
大阪市北区 アンド
大阪市北区 旬菜料理 ひまわり
大阪市北区 西屋
大阪市北区 おくどさん小柴
大阪市北区 食膳軒
大阪市北区 うどん処 落柿舎
大阪市北区 西天満いがらし
大阪市北区 串揚げ 花れんこん
大阪市北区 SHALOSH
大阪市北区 ミオレ
大阪市北区 藤花
大阪市北区 中華バルUMAMITASU
大阪市北区 ピアチェーレ大川
大阪市北区 Saloon de JOY
大阪市北区 Asahi
大阪市北区 MAGCHE
大阪市北区 中華料理ひげ
大阪市北区 新田バー
大阪市北区 ラ笑門
大阪市北区 TORATTORIA  Gus亭
大阪市北区 居酒屋てんちょ
大阪市北区 鳥仙 天六店
大阪市北区 FEAST
大阪市北区 弥太郎
大阪市北区 鉄板ステーキ淀屋
大阪市北区 海鮮・鉄板焼やまちゃん
大阪市北区 MAISON DE TOMOKO
大阪市北区 La Champagne
大阪市北区 ラヴソング
大阪市北区 La pizza d'oro
大阪市北区 カルネ
大阪市北区 Bagus Indonesian Kitchen
大阪市北区 粋
大阪市北区 ひさご
大阪市北区 マヅラ ジョニーウォーカー
大阪市北区 アッソダヤマグチ
大阪市北区 ブラックムース
大阪市北区 南所豆花
大阪市北区 真波炉
大阪市北区 み紀や
大阪市北区 愛媛酒場丸富
大阪市北区 酒肴旬菜 一季
大阪市北区 栞
大阪市北区 いち蘭
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大阪市北区 さらぼーん
大阪市北区 ラウンジ真珠
大阪市北区 令和
大阪市北区 Bar石田
大阪市北区 あべちゃん
大阪市北区 カチャトーレヤマガミ
大阪市北区 アーベント
大阪市北区 ＨＯＭＥ ＫＩＴＣＨＥＮ 金陵
大阪市北区 Bar UK
大阪市北区 森本
大阪市北区 ライムライト
大阪市北区 スナックOZ
大阪市北区 ともえ
大阪市北区 中崎バル エストレージャ
大阪市北区 串まん中津店
大阪市北区 members 野原
大阪市北区 備長炭火やきとり ひろ将
大阪市北区 食彩 ほ乃家
大阪市北区 中華料理 琳蘭
大阪市北区 Bar SUWAROnest
大阪市北区 北新地・五鉄
大阪市北区 anju sachi
大阪市北区 astau
大阪市北区 オリーヴ
大阪市北区 食楽こつま
大阪市北区 すえひろ
大阪市北区 Ｖｅｒａｉｓｏｎ
大阪市北区 TOWN SPACE H2
大阪市北区 串揚げしんば
大阪市北区 珍竹
大阪市北区 ＢＡＲ ＭＩＬＩ
大阪市北区 天神暮六ッ
大阪市北区 寅屋
大阪市北区 酒場
大阪市北区 idematsu
大阪市北区 奴すし
大阪市北区 ミニマム
大阪市北区 Zizz
大阪市北区 青ノBAR或ルとき
大阪市北区 ガリアーノ
大阪市北区 連
大阪市北区 旅人シェフのタイ食堂KHAO
大阪市北区 PIERO
大阪市北区 酒肴デンデケ
大阪市北区 焼肉どうらくお初天神店
大阪市北区 お茶漬けBAR Can's
大阪市北区 岬
大阪市北区 喜禄
大阪市北区 Felice
大阪市北区 uvauva
大阪市北区 きんぴら
大阪市北区 izakaya逢夢
大阪市北区 コッポレッタ
大阪市北区 BEVITORE2nd
大阪市北区 ゆうがお
大阪市北区 Ｄａｎｋｅ
大阪市北区 旬彩ダイニング一歩（旬彩dinning一歩）
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大阪市北区 稲田屋
大阪市北区 兵蔵
大阪市北区 嫣ENN
大阪市北区 串カツ居酒屋 manimani
大阪市北区 Kanyakumari
大阪市北区 台所や
大阪市北区 ソファー
大阪市北区 花
大阪市北区 梅田バル イタリア食堂 Cima
大阪市北区 MEMBERSいろは
大阪市北区 堂島ビバーソ
大阪市北区 Mou
大阪市北区 バーアンバー
大阪市北区 木綿
大阪市北区 ファミリーフルーツ フレッシュ
大阪市北区 BarBambi
大阪市北区 MARiS
大阪市北区 彩花菜
大阪市北区 cafe bourree
大阪市北区 天神橋おおもり
大阪市北区 居酒屋 ぜん
大阪市北区 まさいち屋
大阪市北区 bar Rish incanto
大阪市北区 串カツ七福神
大阪市北区 NAKAYAN BAR
大阪市北区 いか里
大阪市北区 立ち呑み くにし
大阪市北区 宮崎地鶏みやかん
大阪市北区 カリー＆ダイニングス ガラム
大阪市北区 La Casa Kudo
大阪市北区 鴇
大阪市北区 惣菜Bar 江川
大阪市北区 K's HILLS
大阪市北区 Sakura
大阪市北区 プチ・シャンス 
大阪市北区 すたんど 太雅
大阪市北区 酒と肴SAi
大阪市北区 OggiNovita
大阪市北区 in the base
大阪市北区 酒肴屋かわむら
大阪市北区 貴船
大阪市北区 アウロラ
大阪市北区 Bar Sasha
大阪市北区 立ち呑み処けいちゃん
大阪市北区 十年
大阪市北区 お料理加賀田
大阪市北区 こひろ
大阪市北区 シャンデリ
大阪市北区 マジックバーランディー
大阪市北区 Ｐａｃｅ
大阪市北区 鮨処しばさき
大阪市北区 ナーガカリー
大阪市北区 タイ料理プリック天満
大阪市北区 ホルモン焼おかだ
大阪市北区 肉鍋 しゃぶしゃぶ 029番地
大阪市北区 11点
大阪市北区 BAR UDA
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大阪市北区 天満市場奴寿し
大阪市北区 馳走や純平
大阪市北区 Mon charme par monsieur K
大阪市北区 BARFAKE
大阪市北区 嶋村
大阪市北区 Blue Wave
大阪市北区 サーモンベーネ鮭寮
大阪市北区 アキ
大阪市北区 やさい村元気
大阪市北区 北新地 こまつ
大阪市北区 百幸地
大阪市北区 U.KAI
大阪市北区 たちまち
大阪市北区 咲 Bloom
大阪市北区 さくら草
大阪市北区 nota
大阪市北区 ゆき
大阪市北区 カウンターバー 茂茂
大阪市北区 ラウンジ五番街
大阪市北区 ＪＩＧＧＥＲ
大阪市北区 空
大阪市北区 colors
大阪市北区 Talk Song Ms
大阪市北区 Be1
大阪市北区 Lounge  里恵
大阪市北区 マザー
大阪市北区 Le chemin
大阪市北区 近松
大阪市北区 メンバーズKitano
大阪市北区 スナックロン
大阪市北区 ビーム
大阪市北区 さぬきうどん四国屋
大阪市北区 wie ein BLITZ
大阪市北区 カレーショップミクロ
大阪市北区 min_na_ba
大阪市北区 にこらしか
大阪市北区 味奉行
大阪市北区 ワインバー樹
大阪市北区 はまぐりラーメンしえる
大阪市北区 テッパン食堂スワーハ
大阪市北区 ANTZ大阪北新地
大阪市北区 大家
大阪市北区 JUNE
大阪市北区 丸岸 お向かい
大阪市北区 FRONTIER
大阪市北区 bistro terroir
大阪市北区 THE BAR OSAKA
大阪市北区 びんちょう焼き八炭
大阪市北区 おばんざいや万菜
大阪市北区 珈琲店スパニョラ
大阪市北区 ゆんたく。
大阪市北区 ジ アザーサイド 
大阪市北区 バーネムリ
大阪市北区 讃岐路
大阪市北区 KitchenBarNoel
大阪市北区 スタンドしょう
大阪市北区 ボギー
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大阪市北区 MaCherie
大阪市北区 日本酒ビストロオダギリ
大阪市北区 日本酒 福
大阪市北区 マイバレリーナー
大阪市北区 トリッキーズ
大阪市北区 居酒屋 まこっちゃん
大阪市北区 和処Re楽
大阪市北区 ぴあの
大阪市北区 ALICE 
大阪市北区 CHINA BISTRO imose
大阪市北区 The 7 Luck Gods
大阪市北区 おしゃれ、バー アノット
大阪市北区 玉鬘
大阪市北区 DINING BAR楽都
大阪市北区 ショットバールアナ
大阪市北区 japanese tea & bar senn.
大阪市北区 とり焼かん美
大阪市北区 ストレンジフルーツ
大阪市北区 BAR ALBA
大阪市北区 酒とチーズと自由とENERGY
大阪市北区 ふくろうの集うカフェQuill
大阪市北区 FUJIWARA
大阪市北区 モスクワプリュスシェミ
大阪市北区 春穂
大阪市北区 煮込み
大阪市北区 正ちゃん
大阪市北区 Ｂａｒひろこ
大阪市北区 BAR NARITA
大阪市北区 焼鳥亭てんまはまだ
大阪市北区 sake倶楽部しの
大阪市北区 べろべろばあ
大阪市北区 大淀信州そば 中津店
大阪市北区 いわき
大阪市北区 DAWN(ドーン)
大阪市北区 チャイニーズビストロ明翔
大阪市北区 ブラッスリーランコン
大阪市北区 チワワ
大阪市北区 Ｄｉｏ
大阪市北区 Solaio
大阪市北区 うまいもん家１８
大阪市北区 AKANTE
大阪市北区 BAR Flex
大阪市北区 biroku
大阪市北区 ぢょか
大阪市北区 惣菜BAR味斗
大阪市北区 さかな割烹とめきち
大阪市北区 K's 倶楽部
大阪市北区 La SALUTE
大阪市北区 彩
大阪市北区 バージョーカーズワイルド
大阪市北区 momo
大阪市北区 スナック 梅の木
大阪市北区 ワインバー旬花秀萄
大阪市北区 美味in家しげ
大阪市北区 一
大阪市北区 CONNECT
大阪市北区 麺2
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大阪市北区 PERTICA
大阪市北区 みずぐち
大阪市北区 船場カリー大阪天満宮店
大阪市北区 コインズアウル
大阪市北区 hal
大阪市北区 BAR山上(BAR YAMAGAMI)
大阪市北区 Bar  C-covo 
大阪市北区 chirin
大阪市北区 カラオケ酒場two
大阪市北区 まるや
大阪市北区 梅田お初天神大人の神戸牛焼肉
大阪市北区 for you 伸子
大阪市北区 Luana
大阪市北区 おでんおぐら
大阪市北区 Take-Sake
大阪市北区 堂島サンボア バー
大阪市北区 お好み 鉄板 のき
大阪市北区 GuLf
大阪市北区 日和山
大阪市北区 Bar Borracho
大阪市北区 酒菜家 友
大阪市北区 DUNGAREE
大阪市北区 へぶんりーろまんす
大阪市北区 Synchro シンクロ
大阪市北区 et Patati et Patata 
大阪市北区 唐津ん のぼせもん
大阪市北区 北新地平八
大阪市北区 CHICKENHOUSE一歩
大阪市北区 クリエイティブ・ディシーズ タコウ
大阪市北区 Fresta
大阪市北区 barガシウメガレージ
大阪市北区 ふぐや さでん
大阪市北区 居酒屋かねこ
大阪市北区 串焼き居酒屋結び
大阪市北区 高校野球BAR 高三の夏
大阪市北区 Barりんか
大阪市北区 福味
大阪市北区 屋台餃子
大阪市北区 龍ノ蔵
大阪市北区 寿司中村
大阪市北区 Pecorara
大阪市北区 BAR EXPAT
大阪市北区 G clef
大阪市北区 zappa
大阪市北区 Charo
大阪市北区 AdamEva
大阪市北区 ふすまにかけろ中崎壱丁中崎商店會１－６－１８号ラーメン
大阪市北区 北新地 丸鶏屋
大阪市北区 小径
大阪市北区 ワイン&世界の酒 北京
大阪市北区 ミーファイユ
大阪市北区 pizzeria  scugnizzo
大阪市北区 Mosquito
大阪市北区 WALL-with  Ｔ-
大阪市北区 レインボー
大阪市北区 Ｈｉ－ＰＥＡＲＬ
大阪市北区 梅小町
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大阪市北区 サンドリオン
大阪市北区 TOSSY
大阪市北区 カフェバーイマドマ
大阪市北区 スナック銀
大阪市北区 Ｃａｆｅ Ｔｅｒｒａｃｅ Ｐｉａ
大阪市北区 つきや
大阪市北区 日本酒   かんき
大阪市北区 BAR  IVY
大阪市北区 寿司ふじ本
大阪市北区 cocona
大阪市北区 Ｃｏｌ
大阪市北区 家庭料理なか
大阪市北区 酒楽いのうえ
大阪市北区 Rose Marry
大阪市北区 株式会社プルニエ  新梅田食道街 プルニエ カラオケ店
大阪市北区 優香
大阪市北区 NORTHBAR(ノースバー)
大阪市北区 Tomarigi
大阪市北区 Bar lounge S
大阪市北区 DIYcafe 梅田中崎町店
大阪市北区 West
大阪市北区 Fujitaka
大阪市北区 ＴＲＩＳＴＡＲ
大阪市北区 蕎麦らうんじ東山
大阪市北区 花狩人かとう
大阪市北区 Bar Calm
大阪市北区 Apero
大阪市北区 Rose blu
大阪市北区 膳途洋々
大阪市北区 new ansony
大阪市北区 リトル ボン
大阪市北区 うたり亭
大阪市北区 Bar Jin 仁
大阪市北区 bateau ivre
大阪市北区 CHEESE HOLIC BAR
大阪市北区 Bar Glory Flower
大阪市北区 MIX BAR M3
大阪市北区 Ace In The Hole
大阪市北区 BOOKMARK
大阪市北区 Pasteria Il sole ed Il mare
大阪市北区 sunny
大阪市北区 フェニックス
大阪市北区 ちかバー
大阪市北区 焼肉あらたよ
大阪市北区 サロンド大島
大阪市北区 北新地Snow
大阪市北区 北新地 馬虎亜
大阪市北区 炭火焼肉精竜
大阪市北区 ワイン酒場BORRACHO
大阪市北区 山本食品東店
大阪市北区 和×伊 大衆酒場カランコロン
大阪市北区 初代 バタヤ
大阪市北区 Wine Salon Le Temps ワインサロン ル・タン
大阪市北区 PEG LINE ペグライン
大阪市北区 Craftbeerbar Marciero
大阪市北区 中華料理三光
大阪市北区 株式会社京松
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大阪市北区 JACK IN THE BOX
大阪市北区 童
大阪市北区 ピザ＆スコッチハウスカーニバル
大阪市北区 フェニックスバード
大阪市北区 プチフルール
大阪市北区 さすらいのカンテキ天六酒場
大阪市北区 GAZIN ガザン
大阪市北区 Seed -Supporter's Field-
大阪市北区 夢灯
大阪市北区 スナック長野
大阪市北区 スナック喫茶メルシー
大阪市北区 Lily-リリィ-
大阪市北区 大衆呑み処大和
大阪市北区 あみ焼き みよし
大阪市北区 福好
大阪市北区 和榮屋
大阪市北区 ジュン
大阪市北区 焼き鳥渡鳥
大阪市北区 akky-B
大阪市北区 GIRAFE
大阪市北区 しんきょうパート２
大阪市北区 WHITE RABBIT TAVERN
大阪市北区 パイン・バー
大阪市北区 HOLIMASALA
大阪市北区 あじわい酒房あづま天満宮店
大阪市北区 炭割烹誉
大阪市北区 恕楽
大阪市北区 鶏魂鳥福
大阪市北区 ツバクロすっぽん食堂大阪店
大阪市北区 グリルMonster
大阪市北区 ひさご酒店
大阪市北区 来多楼
大阪市北区 吉豊
大阪市北区 DADAN
大阪市北区 焼鳥むぎ
大阪市北区 Song Line
大阪市北区 串焼 くる味
大阪市北区 お食事処さかえ
大阪市北区 rosee
大阪市北区 割烹・ろばた 和心
大阪市北区 スタンドbasue
大阪市北区 チャイニーズレストラン三好
大阪市北区 居酒屋 兆か繁
大阪市北区 レオン
大阪市北区 メンバーズ直美
大阪市北区 梅田サンボア
大阪市北区 仏食堂Ronronner
大阪市北区 北新地 串柾
大阪市北区 文 おかざき
大阪市北区 屋上バーｂｅｅ
大阪市北区 串揚厨房 K anta
大阪市北区 Cafe&Dining SugarCube
大阪市北区 EMANON
大阪市北区 りん
大阪市北区 おのみち屋
大阪市北区 BAR THE MEMORY
大阪市北区 すなっく やよい
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大阪市北区 和藤もと
大阪市北区 小料理 和
大阪市北区 BAR white L
大阪市北区 お酒とマジックの店バーノンズバー
大阪市北区 SHOTBAR  OAR
大阪市北区 鉄板料理とクラフトビールBnD
大阪市北区 Bar中村
大阪市北区 いざ韓やすたいる
大阪市北区 ギブクイーン
大阪市北区 ミュージックバー モーテルショット
大阪市北区 南森町きんせい
大阪市北区 モンテラート
大阪市北区 Ｍａｒｉｎｅ
大阪市北区 BAR La Vita
大阪市北区 No.20
大阪市北区 メンバーズおかだ
大阪市北区 北新地空海
大阪市北区 バー ターゲット
大阪市北区 Brilliant.
大阪市北区 のんのん。
大阪市北区 風月
大阪市北区 玄武丼丸
大阪市北区 韓国料理ソウル
大阪市北区 SAKE 玄座
大阪市北区 Bar聚闇
大阪市北区 珈琲舎・書肆アラビク
大阪市中央区 Phoe-be
大阪市中央区 かぎ屋
大阪市中央区 トンカツ とん一郎
大阪市中央区 ミナミ伊太バル ボッカ食堂
大阪市中央区 炭火やきとり なごみや
大阪市中央区 cafe & bar三匹のカエル
大阪市中央区 てじや
大阪市中央区 ROCOなんば店
大阪市中央区 ぢどり亭谷六店
大阪市中央区 かくれんぼつぼつ
大阪市中央区 BAR NiCOLE
大阪市中央区 イマジンプラス
大阪市中央区 mini鳥舞台
大阪市中央区 小料理BAR 雪月花
大阪市中央区 喫茶リバー
大阪市中央区 ともんとこ
大阪市中央区 スタイリッシュグリルＴｙｕ
大阪市中央区 かなん
大阪市中央区 泰平
大阪市中央区 占いと喫茶 渚
大阪市中央区 酒菜家 とく
大阪市中央区 船場カリー瓦町店
大阪市中央区 Mole & Hosoi Coffees
大阪市中央区 旬菜 楽
大阪市中央区 えしあ
大阪市中央区 らかんか
大阪市中央区 きよちゃん
大阪市中央区 RETRO BAR レト
大阪市中央区 もしも偶然あの夜に
大阪市中央区 theババケン
大阪市中央区 得得うどん 谷町店
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大阪市中央区 楽酒楽肴 越冬
大阪市中央区 アラン
大阪市中央区 Le日本食堂
大阪市中央区 縁(えにし)
大阪市中央区 舞台袖
大阪市中央区 K・Rose
大阪市中央区 韓国料理アラマァー
大阪市中央区 美家古すし
大阪市中央区 TEPPAN&ITALIAN Ceppo
大阪市中央区 BAR  SOPHIA
大阪市中央区 ラ・マン
大阪市中央区 酒房しん
大阪市中央区 石ノ花
大阪市中央区 WAX69
大阪市中央区 イデアル ビストロ
大阪市中央区 ワイン食堂アレコレ
大阪市中央区 ピンクのとなり
大阪市中央区 シード
大阪市中央区 BAR識
大阪市中央区 Tanoshi Japanese Tapas and Sake Bar
大阪市中央区 ソウルハートキッチンはら房
大阪市中央区 The Drunken Clam 
大阪市中央区 ALIETO
大阪市中央区 ビストロ＆バール ヴィスコ
大阪市中央区 ペーパームーン
大阪市中央区 AS BAR
大阪市中央区 おの冨久
大阪市中央区 ちょっと呑みえんな
大阪市中央区 こなもん天国
大阪市中央区 アイン
大阪市中央区 如月
大阪市中央区 Lotus
大阪市中央区 韓国料理こばこ
大阪市中央区 カレー倶楽部ルウ南船場店
大阪市中央区 串皇難波店
大阪市中央区 イエローテール
大阪市中央区 串皇千日前店
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 すぎまち
大阪市中央区 アトラクト
大阪市中央区 ネパール＆インド料理Manakamana
大阪市中央区 宇屋
大阪市中央区 Bar Lucia
大阪市中央区 炭火焼鳥とおり
大阪市中央区 あざ味
大阪市中央区 BAR Buzz
大阪市中央区 ブラッスリールアルジャン
大阪市中央区 ＳＵＢ
大阪市中央区 Arrow
大阪市中央区 Ｄａｎ家Ｒ
大阪市中央区 どば屋
大阪市中央区 ＳＡＬＴＡＲＥ
大阪市中央区 時分時
大阪市中央区 Lisboa
大阪市中央区 ＢＡＲ りふれーむ
大阪市中央区 高麗橋吉兆 本店
大阪市中央区 BAR  Lee  Lee
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大阪市中央区 華ya
大阪市中央区 パッシオン
大阪市中央区 南たこ梅
大阪市中央区 小谷姐姐マーラータン
大阪市中央区 ラウンジshow
大阪市中央区 雑魚坐
大阪市中央区 NCCI
大阪市中央区 どら鴨
大阪市中央区 蒼彩
大阪市中央区 ろばた焼 藤の猿
大阪市中央区 cabarna
大阪市中央区 マジックバートライアンフ！
大阪市中央区 福の花
大阪市中央区 カレー専門店 富士乃屋
大阪市中央区 旬彩 かどかぜ
大阪市中央区 Y-3 BAR 宗右衛門店
大阪市中央区 小料理 咲 saku
大阪市中央区 ニドワゾォー
大阪市中央区 STYLISH BAR VALET
大阪市中央区 えびす
大阪市中央区 旅館くら本
大阪市中央区 サカホン酒場
大阪市中央区 立呑またた灯
大阪市中央区 和魂
大阪市中央区 炭火焼き三平
大阪市中央区 あげたての味 天亭 なんばウォーク店
大阪市中央区 ラーメン薩摩
大阪市中央区 BAR Rabbits
大阪市中央区 レストランスリランカ
大阪市中央区 食欒
大阪市中央区 GS
大阪市中央区 カフェアンドバーPeg
大阪市中央区 MAIN BAR SPIRITS
大阪市中央区 麺処信州多華
大阪市中央区 ねぼけ堂
大阪市中央区 REDWOLF
大阪市中央区 nomulabo 
大阪市中央区 創作料理 鮨 たかひろ
大阪市中央区 ＣＯＶＯ
大阪市中央区 Sweets&Bar White Bunny
大阪市中央区 のと楽東店
大阪市中央区 銀河
大阪市中央区 Bar&Dinner U2S
大阪市中央区 すし処利八
大阪市中央区 green bar 心斎橋店
大阪市中央区 たから亭
大阪市中央区 黒門酒場
大阪市中央区 モモノキ
大阪市中央区 和牛専門店ぐるり
大阪市中央区 和牛焼肉大志
大阪市中央区 和洋酒菜アシャール
大阪市中央区 あいだ
大阪市中央区 かき小屋ランドリー
大阪市中央区 T-ZONE
大阪市中央区 ＮｉＣＥ
大阪市中央区 Queue
大阪市中央区 Vivo
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大阪市中央区 ゆう亭
大阪市中央区 こやなぎ 
大阪市中央区 リロ珈琲喫茶
大阪市中央区 にしかわ
大阪市中央区 ケント
大阪市中央区 ZERO
大阪市中央区 鉄板ダイニングほなな
大阪市中央区 おかんの店
大阪市中央区 Pont-l'Abbe
大阪市中央区 ミニスポットセドナ
大阪市中央区 Mix Bar S.L.Y
大阪市中央区 旬肴料理人裕
大阪市中央区 スタンド
大阪市中央区 林翔
大阪市中央区 Club ACQUA
大阪市中央区 BAR Altopino
大阪市中央区 イタリア料理アヴェルラ
大阪市中央区 からほりコモン
大阪市中央区 土佐武&難波のあぶさん
大阪市中央区 お好み 吉田
大阪市中央区 Serena
大阪市中央区 White
大阪市中央区 粋膳ダイニングあにゅー
大阪市中央区 台湾料理華丸
大阪市中央区 壺心
大阪市中央区 Jeeno
大阪市中央区 CRUNK
大阪市中央区 Kitchen Salt ＆Pepper
大阪市中央区 BAR Frees
大阪市中央区 スナックコネコ
大阪市中央区 ８０８
大阪市中央区 ｍｉｘ
大阪市中央区 DADDY
大阪市中央区 心斎橋麓鳴館
大阪市中央区 酒房一富士
大阪市中央区 鮨一
大阪市中央区 VOLVER SECOND
大阪市中央区 洋風創菜アコモデTATEYA
大阪市中央区 和食フレンチと日本酒専門店 TABI
大阪市中央区 難波海鮮酒場 海味家
大阪市中央区 みまさか
大阪市中央区 彩龍飲茶薬膳料理中国茶
大阪市中央区 members正木
大阪市中央区 食酒処ふるさわ
大阪市中央区 お茶漬け処ひよとこ
大阪市中央区 あさりとしじみちゃん
大阪市中央区 the9thvillage
大阪市中央区 和食おり
大阪市中央区 四季彩Palette
大阪市中央区 縁の道
大阪市中央区 Bar Baroque
大阪市中央区 遊食家
大阪市中央区 割烹家 一本松
大阪市中央区 Shreepech
大阪市中央区 夢ごこち
大阪市中央区 食や鶴喜
大阪市中央区 ハモンドルーム五郎の店
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大阪市中央区 Dining Bar Roa.
大阪市中央区 キャラバン
大阪市中央区 ルイジアナカフェ
大阪市中央区 小洞天
大阪市中央区 ベラガッタ
大阪市中央区 Simple韓食堂
大阪市中央区 CochonRose
大阪市中央区 Shot BAR ウイスキー研究所
大阪市中央区 カナル
大阪市中央区 風味堂
大阪市中央区 喫茶とまと
大阪市中央区 Bar compass rose
大阪市中央区 MKRミカリ
大阪市中央区 道頓堀いこい
大阪市中央区 Bar 一般保護例外
大阪市中央区 すぎはら
大阪市中央区 BAR ens
大阪市中央区 stand liber
大阪市中央区 エルベ
大阪市中央区 若鰤
大阪市中央区 BAR赤い彗星
大阪市中央区 ラウンジローダン
大阪市中央区 茜屋
大阪市中央区 ごんべ
大阪市中央区 楽酒活菜 武者
大阪市中央区 un rocher -アンロシェ-
大阪市中央区 Singing Bar diva
大阪市中央区 ひふみ日本橋店
大阪市中央区 煮炊きすずなり
大阪市中央区 鶏プルスリー
大阪市中央区 BAR柴平
大阪市中央区 PoPPo
大阪市中央区 Maybee
大阪市中央区 ダイニングバーツバメ
大阪市中央区 ＣＡＦＥ ＢＩＮＴＡＮＧ
大阪市中央区 オールドバーマツミヤ
大阪市中央区 BAR PONY
大阪市中央区 ボードゲームＢＡＲダイス
大阪市中央区 遊人里
大阪市中央区 アルモンデ
大阪市中央区 まるじゅうのにぎり 南店
大阪市中央区 喫茶蔵
大阪市中央区 カフェレストラン凛
大阪市中央区 TK
大阪市中央区 VANGUARD
大阪市中央区 割烹やながわ
大阪市中央区 ねぎ焼きもえぎ
大阪市中央区 九州八豊やせうまだんご汁
大阪市中央区 colony
大阪市中央区 エドモンダンテス
大阪市中央区 定食呑み処いけだ家
大阪市中央区 ナガーン クッチーナイタリアーナ
大阪市中央区 焼肉新恵
大阪市中央区 忠弥
大阪市中央区 小料理 北富士
大阪市中央区 くつろぎのワインNico
大阪市中央区 Bloom ブルーム
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大阪市中央区 珈琲館香豆
大阪市中央区 響や
大阪市中央区 Grandfchina
大阪市中央区 スナック さち
大阪市中央区 蛇の目
大阪市中央区 居酒屋やぐ
大阪市中央区 Member's裕
大阪市中央区 メルシャンバーシャン
大阪市中央区 TAVERNA albero villaggio 
大阪市中央区 アステリア
大阪市中央区 クラフト カフェ
大阪市中央区 響
大阪市中央区 Billiards Cafe&Bar BRO
大阪市中央区 CINQUECENTO
大阪市中央区 hang
大阪市中央区 ＢＡＲ ＴＡＫＥＮ
大阪市中央区 上等カレーBR長堀橋店
大阪市中央区 LIT VAPOR Cafe & Bar
大阪市中央区 中国料理大徳
大阪市中央区 張亮麻辣燙
大阪市中央区 ＯＲＯ
大阪市中央区 プールジャム心斎橋
大阪市中央区 東心斎橋ほおずき
大阪市中央区 串くわ焼き けー坊
大阪市中央区 光寿司
大阪市中央区 ラバーズ
大阪市中央区 OKうちの家
大阪市中央区 三代目おしゃべりろばー
大阪市中央区 ニューダルニー
大阪市中央区 おにごっこ
大阪市中央区 VENTUNO
大阪市中央区 GEO.MIYABI
大阪市中央区 マジックバーフレンチドロップ
大阪市中央区 STORY
大阪市中央区 FABRICA
大阪市中央区 すし処松本
大阪市中央区 鉄板焼屋五連
大阪市中央区 バーレッドホット
大阪市中央区 ストリーム
大阪市中央区 BAR NICE
大阪市中央区 バーセブン
大阪市中央区 にしかわくん家
大阪市中央区 ダイアモンドロックスBAR
大阪市中央区 ＲＵＢＹ
大阪市中央区 串乃助
大阪市中央区 bar pura vida
大阪市中央区 かのん
大阪市中央区 なべやinome
大阪市中央区 おでんと和み料理こすもす
大阪市中央区 鉄板キッチンまつもと
大阪市中央区 ベイブ
大阪市中央区 日本料理希粋
大阪市中央区 スナック 生
大阪市中央区 Ｂａｒ Ｓｉｐ
大阪市中央区 KARAOKE BAR SHIKI 星の時間
大阪市中央区 スタート
大阪市中央区 イタリアンダイニング BARACCA
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大阪市中央区 Salute
大阪市中央区 Ｌｉｖｅ ｂａｒ Ｎ
大阪市中央区 バー梅木
大阪市中央区 ねこや
大阪市中央区 洋酒くろしお
大阪市中央区 MICAZUKI
大阪市中央区 BAR9１
大阪市中央区 炭火かわらや
大阪市中央区 サウス８８
大阪市中央区 とんかつ大喜
大阪市中央区 南サンボア洋酒店
大阪市中央区 盛じゅん
大阪市中央区 煌楽
大阪市中央区 gep
大阪市中央区 鳥酒力
大阪市中央区 たまりば
大阪市中央区 酒房丹波屋
大阪市中央区 心斎橋 魄瑛
大阪市中央区 旬食和心 志
大阪市中央区 TapiLand
大阪市中央区 ＭＵＳＥＵＭ
大阪市中央区 おかずバー文月
大阪市中央区 CLIP
大阪市中央区 大丸屋
大阪市中央区 味処けん
大阪市中央区 トスンイ
大阪市中央区 バールナティック
大阪市中央区 小町
大阪市中央区 BAR FUN
大阪市中央区 那由多
大阪市中央区 カラオケバーメンバーズ
大阪市中央区 まるふ食堂
大阪市中央区 なかたに
大阪市中央区 麺屋あげは
大阪市中央区 串揚げ千尋
大阪市中央区 ユキ
大阪市中央区 鮨いんべ
大阪市中央区 Bar Buu.
大阪市中央区 Bar DILEMMA
大阪市中央区 食彩茶屋渡邉
大阪市中央区 四川食房福龍
大阪市中央区 雪之丞
大阪市中央区 ライブスポットテンション
大阪市中央区 大松
大阪市中央区 La Vie en Rose
大阪市中央区 プティ佳代
大阪市中央区 一八
大阪市中央区 マイオール
大阪市中央区 まぐろ小屋別邸
大阪市中央区 凸凹 DECOBOCO
大阪市中央区 はるみ家
大阪市中央区 ヴィーノマンマルーヴァ
大阪市中央区 鉄板食房かぶんす
大阪市中央区 ぽかぽか屋
大阪市中央区 押忍えびたこ家
大阪市中央区 p.pouch
大阪市中央区 BARチュチュブランカ
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大阪市中央区 Bar M
大阪市中央区 TOMMY
大阪市中央区 和そば食堂入福
大阪市中央区 雅
大阪市中央区 BAR4GATS
大阪市中央区 天ぷらいちば
大阪市中央区 旬彩Barりあん
大阪市中央区 立呑屋串天ロック
大阪市中央区 つづみ
大阪市中央区 千客万来まねきだこ アメリカ村店
大阪市中央区 salon de grandir
大阪市中央区 フルアヘッド
大阪市中央区 DISH&BAR BASE
大阪市中央区 福田屋珈琲店
大阪市中央区 meza
大阪市中央区 串かつやん！
大阪市中央区 天下の台所魚仁
大阪市中央区 サロン喫茶フレイムハウス
大阪市中央区 櫻
大阪市中央区 Milk Bar
大阪市中央区 Abcb
大阪市中央区 久実家(くみや)
大阪市中央区 みんなのリビング
大阪市中央区 花勢
大阪市中央区 バー アーゴ
大阪市中央区 サワディカー
大阪市中央区 喜心
大阪市中央区 雅楽
大阪市中央区 ＢＯＳＣＯ
大阪市中央区 bar D
大阪市中央区 cafe 黒岩伽哩
大阪市中央区 BAR 7s
大阪市中央区 storage
大阪市中央区 arashi
大阪市中央区 東心斎橋 みなみ
大阪市中央区 マダム麗子１７８
大阪市中央区 スナックキング
大阪市中央区 綏泉
大阪市中央区 たこ萬
大阪市中央区 BAR THREE
大阪市中央区 エミ
大阪市中央区 プチ呑み酒場 Oui
大阪市中央区 小料理天秤棒
大阪市中央区 雅
大阪市中央区 月光仮面 純ちゃん家
大阪市中央区 富美
大阪市中央区 とっとっと
大阪市中央区 のまずくわず
大阪市中央区 肴処 サムライ
大阪市中央区 ちんちら
大阪市中央区 Xieシエ
大阪市中央区 セラバーケント
大阪市中央区 ねぇね
大阪市中央区 ストレートプール
大阪市中央区 Salon Mstyle
大阪市中央区 しじみラーメンShi43屋
大阪市中央区 喫茶 ふくだ
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大阪市中央区 茶わん蒸し日髙
大阪市中央区 タロー
大阪市中央区 タコつるバー
大阪市中央区 SKYYBLUE
大阪市中央区 デーバク
大阪市中央区 Pink elephant
大阪市中央区 萊萊
大阪市中央区 おっかんの寿司
大阪市中央区 貴代
大阪市中央区 SHUNSAIKA NAKA
大阪市中央区 あしべ
大阪市中央区 Loop
大阪市中央区 馬肉料理専門店ホース
大阪市中央区 貝と海老そして蟹
大阪市中央区 ジェムソン・バー
大阪市中央区 ルナージュ
大阪市中央区 hope&anchor
大阪市中央区 串仁和
大阪市中央区 鶴亀
大阪市中央区 かみなり亭
大阪市中央区 お好み鉄板焼きむら
大阪市中央区 NOMISKY 谷町店
大阪市中央区 串かつワイン泉
大阪市中央区 おばんざい割烹新宮
大阪市中央区 bar Secret Chamber
大阪市中央区 よるごはん居酒屋どどん
大阪市中央区 近江屋心斎橋鰻谷
大阪市中央区 ストークサウス
大阪市中央区 Ｂｅｌｌ
大阪市中央区 ACE
大阪市中央区 Ｃａｒｎｅｔ
大阪市中央区 フィリピンＣＬＵＢ ファンタジア
大阪市中央区 スナック 若草
大阪市中央区 なおみん家
大阪市中央区 Maco
大阪市中央区 Bar&Lounge M2
大阪市中央区 cavallo
大阪市中央区 バー マーブル
大阪市中央区 nidomi
大阪市中央区 ハンアリ
大阪市中央区 たに川
大阪市中央区 年金BAR
大阪市中央区 bar shelter
大阪市中央区 龍や
大阪市中央区 JAGALCHI
大阪市中央区 和洋酒菜ひで
大阪市中央区 BAR KEN
大阪市中央区 レストラン ミツヤマ
大阪市中央区 凛
大阪市中央区 Libra（リブラ）
大阪市中央区 スポーツマンクラブポール
大阪市中央区 四季の味 いま井
大阪市中央区 チェリー
大阪市中央区 南風酒膳庵
大阪市中央区 順（ＪＵＮ）
大阪市中央区 洋食あわじ屋
大阪市中央区 ARTIST BAR
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大阪市中央区 マッコポチャ
大阪市中央区 あくび
大阪市中央区 ＲＥＳＵＴＡＵＲＡＮＴ&ＢＡＲ ＴＡＮＩＱＵＥ
大阪市中央区 大阪ゆでたまご
大阪市中央区 gazuA
大阪市中央区 大家
大阪市中央区 そば切り岳空
大阪市中央区 任意門クシバー
大阪市中央区 モイセ
大阪市中央区 大衆酒場オーガスタ
大阪市中央区 串天ぷらとワインと焼酎のお店きいろ
大阪市中央区 チヂミのやすす
大阪市中央区 おでん旬菜 桔梗
大阪市中央区 ジョーク
大阪市中央区 メルシー
大阪市中央区 GAGA
大阪市中央区 スパイス酒場AAMA
大阪市中央区 とり一
大阪市中央区 縁
大阪市中央区 肉まる
大阪市中央区 ribbon DINING BAR
大阪市中央区 クックスマダン
大阪市中央区 ボンボネーラ
大阪市中央区 suk
大阪市中央区 洋風料理 ニシモト
大阪市中央区 ラウンジメイ
大阪市中央区 月家
大阪市中央区 たけ坊
大阪市中央区 A769 the BAR
大阪市中央区 桂山
大阪市中央区 月虹
大阪市中央区 mellow
大阪市中央区 炭火串焼  蔵万
大阪市中央区 Toyoさんの台所
大阪市中央区 眞
大阪市中央区 アヴォロンテ
大阪市中央区 海雲台（ヘウンデ）
大阪市中央区 オファビュラス
大阪市中央区 New GOLD
大阪市中央区 春
大阪市中央区 BLUE MAN
大阪市中央区 じんのばぁー
大阪市中央区 香港点心小籠包専門店
大阪市中央区 明子
大阪市中央区 BarTK
大阪市中央区 ポリカルポ
大阪市中央区 dining bar秋山
大阪市中央区 酒肆ポンシェビ
大阪市中央区 椿姫
大阪市中央区 アガッタリーナ
大阪市中央区 韓国料理関西
大阪市中央区 ル・ビストロ クードポール
大阪市中央区 炭火焼鳥の店ささき
大阪市中央区 すずめ
大阪市中央区 寿し谷
大阪市中央区 ホルモンラーメン白寿 東心斎橋店
大阪市中央区 湖木(みずき)
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大阪市中央区 小都路
大阪市中央区 destin
大阪市中央区 ゆり
大阪市中央区 ラウドスピーカー
大阪市中央区 釜戸ダイニング縁
大阪市中央区 ラウンジふみ
大阪市中央区 アンサンブル
大阪市中央区 カエル
大阪市中央区 ズッパ
大阪市中央区 かおり
大阪市中央区 韓国料理錦
大阪市中央区 Trattoria Vino 
大阪市中央区 焼肉龍
大阪市中央区 天満橋バルHut
大阪市中央区 ショコラ
大阪市中央区 立ち呑みやっすん
大阪市中央区 イタリアわいんBAR 54
大阪市中央区 月の雫
大阪市中央区 ダイニングカフェバーフラット
大阪市中央区 Bar seven
大阪市中央区 Five Stars Bar
大阪市中央区 Jasmine
大阪市中央区 ラウンジ蟻
大阪市中央区 騎文屋
大阪市中央区 高やＣＡＮＴＩＮＥ
大阪市中央区 TRAP QUEEN
大阪市中央区 IlbarBice
大阪市中央区 GB&M
大阪市中央区 Tsukiyomi
大阪市中央区 屋台屋
大阪市中央区 G.BLUE
大阪市中央区 メンバーズレーベ
大阪市中央区 BAR BUTANOHANA
大阪市中央区 BAR athena
大阪市中央区 kic
大阪市中央区 札幌らーめん獅子王大阪店
大阪市中央区 すなつくりょう
大阪市中央区 音iro
大阪市中央区 Fitness Cafe TOOLE
大阪市中央区 海
大阪市中央区 MEMBER'S 酒肆小澤
大阪市中央区 はじめ
大阪市中央区 居酒屋もつっ子きっそう
大阪市中央区 わとい
大阪市中央区 四姉妹店道頓堀おおくぼ 都わすれ
大阪市中央区 fal Borderless kitchen
大阪市中央区 かつおの遊び場
大阪市中央区 musicbar ROCKROCK
大阪市中央区 炭火焼鳥なかお
大阪市中央区 シャレード
大阪市中央区 日本酒BAR四季
大阪市中央区 肴谷
大阪市中央区 Bar ky's
大阪市中央区 カフェフルー
大阪市中央区 B
大阪市中央区 Z-BRA
大阪市中央区 懐楽料理おかん
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大阪市中央区 青葉らあめん ほんまもん屋
大阪市中央区 ミュージックバーエム
大阪市中央区 串揚げ はこや
大阪市中央区 しゃぶＫＡＺＺ
大阪市中央区 紀州梅河
大阪市中央区 セリフォス
大阪市中央区 Likoa
大阪市中央区 Cafe and Bar Bancone
大阪市中央区 せぷてんBar
大阪市中央区 Bigマーメイド
大阪市中央区 ダンテス
大阪市中央区 Cactus Cantina
大阪市中央区 マミーズきっちん
大阪市中央区 SALON de BAR MOGULLA
大阪市中央区 小皿kitchen cocoro
大阪市中央区 らぐう
大阪市中央区 スナック冬記
大阪市中央区 おかず居酒屋くう
大阪市中央区 酒場ぽち
大阪市中央区 庵の梅
大阪市中央区 Cafe&Bar Pier1
大阪市中央区 Tracks (トラックス）
大阪市中央区 硬貨酒Barぷ～２
大阪市中央区 新夜
大阪市中央区 Chielly
大阪市中央区 various
大阪市中央区 魚菜・酒肴 すざき
大阪市中央区 さかいえん弥
大阪市中央区 キーストン
大阪市中央区 M831
大阪市中央区 笑庵
大阪市中央区 ピッコロモンド
大阪市中央区 梨
大阪市中央区 旬彩 翔
大阪市中央区 居酒屋よってや
大阪市中央区 1416
大阪市中央区 グリル ばらの木
大阪市中央区 バーヒロシ
大阪市中央区 BARZone
大阪市中央区 ごへい
大阪市中央区 Joe
大阪市中央区 サクラノマ
大阪市中央区 Legion d'honneur
大阪市中央区 ゴールドキャッスル
大阪市中央区 バー山田
大阪市中央区 天晴れ
大阪市中央区 BAR U7
大阪市中央区 旬や きときと
大阪市中央区 Home Party
大阪市中央区 とん足びーちゃん
大阪市中央区 お好み焼 みふ
大阪市中央区 kitchen bar ma-ha
大阪市中央区 酒房 大阪屋
大阪市中央区 中国東北料理 月縁春
大阪市中央区 こなもんや三よ志
大阪市中央区 バード56
大阪市中央区 Boo8
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大阪市中央区 Bar AZZURRI
大阪市中央区 ラッキー
大阪市中央区 うを卯
大阪市中央区 オカメカフェ
大阪市中央区 GOEN
大阪市中央区 BAR AMBER
大阪市中央区 活ふぐ青柳
大阪市中央区 旬菜魚 おかもと
大阪市中央区 dark gothic bar camille
大阪市中央区 ほうげん
大阪市中央区 キッチン&リカー遊ya家
大阪市中央区 花よし
大阪市中央区 いとはん
大阪市中央区 ひろせ
大阪市中央区 miembros CORAZON
大阪市中央区 喫茶イベール
大阪市中央区 スナックclear
大阪市中央区 BarRetroBox
大阪市中央区 NaNa's Bar
大阪市中央区 HEARTS
大阪市中央区 串かつ一品 AI あい
大阪市中央区 ぎょうざ専門店2号店
大阪市中央区 大衆居酒屋 宴
大阪市中央区 WIF
大阪市中央区 食酒楽 一歩
大阪市中央区 長堀バル &
大阪市中央区 vivre
大阪市中央区 Ｓｕｒｆ Ａｃｅ
大阪市中央区 きっちん桃源郷
大阪市中央区 ツィンクル
大阪市中央区 アモーレ
堺市堺区 Bistro violet
堺市堺区 けん蔵
堺市堺区 スナック洋
堺市堺区 ・人間・交差店・
堺市堺区 美羅
堺市堺区 SyURI
堺市堺区 欧州バル ロッソギターラ
堺市堺区 カフェ ケセラセラ
堺市堺区 炭焼 やきとり一番 堺東店
堺市堺区 たみや
堺市堺区 利休
堺市堺区 鉄板ちゃんこ暖
堺市堺区 永吉
堺市堺区 bar CLASSICAL
堺市堺区 メンバーズ オウル
堺市堺区 パインヴィレッジ
堺市堺区 こにしや
堺市堺区 ボアール
堺市堺区 スナック基男
堺市堺区 あぐー豚のせいろ蒸しかりぃー
堺市堺区 ヨンス
堺市堺区 カラオケオアシス
堺市堺区 TERRORIST
堺市堺区 旬彩酒楽 きはち
堺市堺区 立ち飲みOJO
堺市堺区 Live&Dining 盟神探湯
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堺市堺区 カフェドジオカットロ
堺市堺区 Ｒｅｖｅｌ
堺市堺区 Club Rain
堺市堺区 ＹＯＳＨＩ
堺市堺区 やまびこ
堺市堺区 レストラン フィーネ
堺市堺区 シェルブール
堺市堺区 和洋彩寿 大翔
堺市堺区 お好み焼きふくや
堺市堺区 Ｂａｌ ｈａｃｈｉ－Ｇｏ
堺市堺区 一番亭
堺市堺区 グリルトミーパート2
堺市堺区 焼き鳥にゃろめ
堺市堺区 Ｂａｒ ｏｆｆ
堺市堺区 炭火焼鳥居酒屋勝羅
堺市堺区 トンボ鮓
堺市堺区 MOE-BAR
堺市堺区 コリアンキッチン 秀彬
堺市堺区 悠由
堺市堺区 生ホルモン玉屋
堺市堺区 なかま家
堺市堺区 ARAWAK
堺市堺区 鳥元
堺市堺区 SANCHEZ
堺市堺区 西田鮨
堺市堺区 下町バル REONA
堺市堺区 炭火ホルモンぎゅう侍
堺市堺区 酒肴ゆうご
堺市堺区 味通り
堺市堺区 SAKURA STYLE
堺市堺区 シンデレラストーリー
堺市堺区 you
堺市堺区 寺地町酒場
堺市堺区 昭和うた酒場ふうてん
堺市堺区 海鮮居酒屋うおいち
堺市堺区 スナック ヴォーグ
堺市堺区 CanCan
堺市堺区 低人堂
堺市堺区 KE
堺市堺区 焼肉彩
堺市堺区 メンバーズANEW
堺市堺区 ポポピアーチェ
堺市堺区 北野
堺市堺区 Habit K
堺市堺区 スナックゆか
堺市堺区 カラオケ おもてなし
堺市堺区 スランジバール
堺市堺区 きふね
堺市堺区 バル ブルーバード
堺市堺区 Bar Ohana
堺市堺区 居酒屋ヲヰヌ温泉
堺市堺区 Cocha Bar
堺市堺区 やいて屋
堺市堺区 沖縄料理あだん
堺市堺区 Bar Polis
堺市堺区 にんにくラーメン一力
堺市堺区 味工房 ちか
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堺市堺区 華舞
堺市堺区 春 中央軒
堺市堺区 プールホールGR 
堺市堺区 藍
堺市堺区 串かつ魂
堺市堺区 家庭料理 おばんざい Laulea ラウレア
堺市堺区 立ち呑みおおたに
堺市堺区 カラオケ酒場 ももじり
堺市堺区 Bar PROST
堺市堺区 ARIJI
堺市堺区 居酒屋ダイニングSABO
堺市堺区 エンゼル堺
堺市堺区 トレティオバル
堺市堺区 鬼もつ
堺市堺区 囲炉裏乃逸品
堺市堺区 カラオケGoo
堺市堺区 ミスター天津飯
堺市堺区 肉食堂はなしん
堺市堺区 ちりとり鍋ふじ田
堺市堺区 sail
堺市堺区 スナック惠子
堺市堺区 お好み焼き ます福
堺市堺区 ふぐ屋松
堺市堺区 えん
堺市堺区 chopin
堺市堺区 こんなもん屋
堺市堺区 F&M
堺市堺区 Seven Gods  7ゴッド居酒屋
堺市堺区 195
堺市堺区 スナック小梅
堺市堺区 串カツ新世界
堺市堺区 たこ焼き・いか焼き ひろ家
堺市堺区 焼肉牛ハツ
堺市堺区 呑み処だんだん
堺市堺区 ONEF
堺市堺区 JAM
堺市堺区 立ち飲み小谷
堺市堺区 マインマイン
堺市堺区 一徳亭
堺市堺区 宿院食堂バル47・47
堺市堺区 韓国料理チャングム
堺市堺区 スナックふれんず
堺市堺区 駅亭泊
堺市堺区 まるや
堺市堺区 Co.FUNカフェ
堺市堺区 Bar Fukuzato
堺市堺区 アイズ
堺市堺区 明治色亭
堺市堺区 みやぶたと沖縄料理 沖炭
堺市堺区 アルファ
堺市堺区 肴labo.
堺市堺区 スナックＫ
堺市堺区 FreedomRoad 自遊道宿院店
堺市堺区 地鶏・鶏焼肉 寛
堺市堺区 金太郎
堺市堺区 めぐみ
堺市堺区 酒菜やまと
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堺市堺区 風天
堺市堺区 スナックしのぶ
堺市堺区 玉味亭
堺市堺区 ドゥテルテ
堺市堺区 直子の母
堺市堺区 韓国屋台料理とらじ
堺市堺区 なご海
堺市堺区 和彩食 来都
堺市堺区 大衆鉄板酒場味彩
堺市堺区 ワインハウス Ｋ＆Ｋ
堺市中区 和風酒家なお家
堺市中区 和ダイニングなの華
堺市中区 スナック真理
堺市中区 ＨＡＭＡＩＣＨＩ
堺市中区 一杯飲み屋ちんくえ
堺市中区 アイ・テニスクラブ
堺市中区 和食心根
堺市中区 crazy room 不良 WARU
堺市中区 旬菜遊膳たけ蔵
堺市中区 肉バルクラン
堺市中区 立ち呑みマルヒロ
堺市中区 シェフの隠れ家
堺市中区 四季彩ＩＫＥ家
堺市中区 めし処堺屋
堺市中区 焼き鳥 壱歩
堺市中区 あじと
堺市中区 レインボーつぼみ
堺市中区 喫茶スナック みゆき
堺市中区 ONE SHOT BAR DREAM
堺市中区 Jun²
堺市中区 くいしん坊
堺市中区 ルミエール
堺市中区 小料理さとみ
堺市中区 なかむら屋
堺市中区 居酒屋 鷹
堺市中区 ぢどり庵
堺市中区 立呑処 大当り
堺市中区 御食事処なんでも屋幸太郎
堺市中区 地鶏居酒屋 日向
堺市中区 しゃぶしゃぶみなみ
堺市中区 居酒屋グウフォ
堺市中区 Bar key
堺市中区 福茂寿司
堺市中区 Deep point
堺市中区 Freedom Road 自遊道
堺市中区 インド料理レストラン スラジュ 深井店
堺市中区 肉バルＪＡＷＳ
堺市中区 スナック 心愛
堺市中区 原価Bar  シンバ
堺市中区 一唐
堺市中区 季節料理和彩
堺市中区 創作フレンチNoir
堺市東区 Dining Cafe Mika
堺市東区 カラオケかめちゃん
堺市東区 岩根北酒店
堺市東区 ラウンジ トロワ
堺市東区 インド ネパール料理 ナマステサガル
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堺市東区 天ぷらとワイン SARASHINA
堺市東区 まりん
堺市東区 カラオケ喫茶ヒロ＆ハル
堺市東区 職人焼肉岸
堺市東区 バッバルーチ
堺市東区 創作和食楓
堺市東区 レストハウスれんげ
堺市東区 大阪食鶏販売北野田店
堺市東区 さうす
堺市東区 なんば一番堺北野田店
堺市東区 居酒屋いこい
堺市東区 阿呍
堺市東区 フジヤマドラゴン北野田店
堺市東区 カズビッチ
堺市東区 創作ダイニングキッチンPePe
堺市東区 サランサラム
堺市東区 La cucina massa Felice
堺市東区 とっとこ家 白鷺店
堺市東区 のんびり空間和ダイニングキッチン克
堺市東区 居酒屋 いし川
堺市東区 Cafe Bar Jeu
堺市東区 寿司一品しゃんこ土田
堺市東区 大蔵
堺市東区 うまいもんやこうちゃん
堺市東区 欧風ダイニングTanto
堺市東区 OUGA
堺市東区 おでん もり虎
堺市東区 心八剣伝 初芝駅前店
堺市東区 Casual Bar Allegra
堺市東区 ほっこり立呑み くりゅう
堺市東区 ホルモン くりゅう
堺市東区 すなっく どりいむ
堺市西区 割烹あをき
堺市西区 麺屋DAIKOKU
堺市西区 居酒屋裕彩
堺市西区 カフェ&バー ロキタ
堺市西区 じんだま
堺市西区 肥後つばき
堺市西区 とりまこ
堺市西区 カラオケひまわり
堺市西区 ほっこり牧場
堺市西区 らーめん醤
堺市西区 ZAZA
堺市西区 ２４
堺市西区 三海
堺市西区 のまのま
堺市西区 とんがらし
堺市西区 酒憩我菜 未琉
堺市西区 真鯛研究所
堺市西区 魚々匠
堺市西区 鳥司
堺市西区 ホルホース
堺市西区 ダイニングおくの
堺市西区 cafe dining beaubleu
堺市西区 コロケット
堺市西区 立ち飲みトラ寅
堺市西区 もつ鍋 でん
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堺市西区 オリンピア
堺市西区 みちくさ
堺市西区 寿し丸
堺市西区 鉄板焼とり豊
堺市西区 酔ってこ屋 恒幸
堺市西区 BAR SLOW
堺市西区 C＆M
堺市西区 ふぐ政津久野店
堺市西区 Dining&Wine Story
堺市西区 餃子の王将鳳店
堺市西区 はっぴ
堺市西区 Ｂａｒ Ｌｉｇｈｔｈｏｕｓｅ
堺市西区 こぶた
堺市西区 新世界はるちゃん
堺市西区 Time
堺市西区 はなぶさ
堺市西区 うどん屋六五
堺市西区 立呑処 拓
堺市西区 天の御座
堺市西区 NAKAYA酒場
堺市西区 菊水
堺市西区 串活料理にしむら
堺市西区 立ち呑み焼肉サクラ屋
堺市西区 八剣伝石津川駅前店
堺市南区 Aran
堺市南区 パブラウンジDAN
堺市南区 炉端 ちとせ
堺市南区 VOGA
堺市南区 Low
堺市南区 ビストロ寿司居酒屋 魚屋
堺市南区 てげてげ
堺市南区 おばんざい居酒屋心しん
堺市南区 焼鳥 むらすずめ
堺市南区 お好み焼きゆず
堺市南区 Restaurant Ma vie レストラン マヴィ
堺市南区 chillout lounge OASIS
堺市南区 るくく
堺市南区 からおけ タッチ
堺市南区 BAR AVALEZ
堺市南区 和食cafe魚米
堺市南区 日本酒横丁３１０
堺市南区 PURPOSE CAFE
堺市南区 Snack Akane
堺市南区 Bar Cask
堺市北区 ミキヤ食堂
堺市北区 音楽酒場Puff
堺市北区 居酒屋てんてん
堺市北区 KOA
堺市北区 スナックテン
堺市北区 天婦羅はたけ
堺市北区 じゅげむ長助
堺市北区 WhiskyCat
堺市北区 旬彩酒 喰
堺市北区 NEO.Darts/Factory
堺市北区 やきとり笑家長尾店
堺市北区 Mocha Art Cafe
堺市北区 かせぜん
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堺市北区 カフェ・ド・ターム
堺市北区 Wine Salon Coulant
堺市北区 Sダイニング
堺市北区 備長炭焼鶏草刈
堺市北区 ラーメンウーパイ
堺市北区 Night inAyako
堺市北区 居酒屋 愛咲
堺市北区 輝月
堺市北区 炭火鶏焼 山吹
堺市北区 和ダイニング そう家
堺市北区 酒菜屋いっかく
堺市北区 cafe dining Kohga
堺市北区 麺や 鶏次と貝次
堺市北区 Darts Bar End
堺市北区 焼き鳥 雷 北花田店
堺市北区 おばんざい わさび
堺市北区 季節料理 楽多
堺市北区 福笑
堺市北区 Ｔｉｋｉ
堺市北区 鳥きさんじ
堺市北区 G831
堺市北区 チロリン村
堺市北区 うれしの
堺市北区 木の実食堂
堺市北区 インドレストランスラジュ 中百舌鳥店
堺市北区 炭火焼ちきん くい・くい
堺市北区 お万菜りょう
堺市北区 海王丸
堺市北区 おうちごはん和楽
堺市美原区 美原人酒場
堺市美原区 居酒屋ダイニングだるま
堺市美原区 ラウンジ フローレンス
岸和田市 お好み焼き味美亭
岸和田市 創作ダイニングこうゆう
岸和田市 en
岸和田市 岸和田オレンジ山
岸和田市 カラオケサロン翔
岸和田市 お好み焼き・鉄板焼きOWL
岸和田市 しょう家
岸和田市 韓国料理 KOREANA
岸和田市 茶房茶蔵
岸和田市 Woo
岸和田市 昌平
岸和田市 お好み焼き 鉄板焼き ちっち
岸和田市 喜鶴
岸和田市 ちょこちょこcafe
岸和田市 心和みキッチン茶が間
岸和田市 呑喜
岸和田市 焼鳥酒家やまや
岸和田市 カフェ・居酒屋ＮａＮａ
岸和田市 大和家
岸和田市 Fortune
岸和田市 酒の肴 あがりや膳
岸和田市 たんたんたぬき
岸和田市 焼肉 みらく亭
岸和田市 魚とおだし しずく
岸和田市 Joe
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岸和田市 raha
岸和田市 炭火焼鳥とおばんざいかし和屋
岸和田市 蛸よし
岸和田市 居酒屋ＢａｒＭＫ
岸和田市 おばんざい  うさぎ
岸和田市 PISCES
岸和田市 串処 呑処 みっちゃん
岸和田市 toitoitoi.cafe&surf
岸和田市 家庭料理入舟
岸和田市 串酔処かねさん
岸和田市 スタジオF
岸和田市 お好み焼きてっぱん焼きGutto
岸和田市 舌好鳥
岸和田市 海坊主八阪店
岸和田市 居酒屋 ぜんとら
岸和田市 アベニール
岸和田市 Night SQUARE
岸和田市 M&H
岸和田市 Iris
岸和田市 Bar dude
岸和田市 Ina's
岸和田市 うどんば しん
岸和田市 手打ちうどん 鶴八
岸和田市 のみくい処しょーべぇ
岸和田市 和み屋 昆野
岸和田市 居酒屋 仁
岸和田市 snow
岸和田市 旬菜や いなせ
岸和田市 ちょっと不思議な創作料理おぼえてね
岸和田市 TEPPAN BAR TACK'N ROLL
岸和田市 PetitBois
岸和田市 酒肴家えがお
岸和田市 串亭 童
岸和田市 うを音
岸和田市 酒房かんと
岸和田市 幸家有楽
岸和田市 CHIPPER
岸和田市 浜焼太郎岸和田店
岸和田市 仁川
岸和田市 焼肉ひよし
岸和田市 ALLURE アリュール
岸和田市 さぬきや
岸和田市 田代食堂 深夜定食堂たっしぃ
岸和田市 すいか
岸和田市 にぎわいや
岸和田市 お好み焼きじゅじゅ
岸和田市 Good
岸和田市 おかん
岸和田市 ジンギスカン白樺
岸和田市 のみくいやつくし
岸和田市 おりょうり あかい
岸和田市 酒処ちょっと恋
岸和田市 御そば処ごんまつ
岸和田市 五大屋
岸和田市 楽食楽酒 貴
岸和田市 ディープラウンジ
岸和田市 焼肉食うちゃん
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岸和田市 bar HipaHipa
岸和田市 カラオケ居恋
岸和田市 鶏牛
岸和田市 辰美家
岸和田市 たこ焼得心森野店
岸和田市 スナックcrazygirl
岸和田市 ミュージックスポットアプローズ
岸和田市 食酒 小麦
岸和田市 居酒屋友情
岸和田市 スナックPRIDE
豊中市 PIZZERIA  GETTEN
豊中市 Bar Quon tity
豊中市 ステーキハウス ウエダ
豊中市 B-ambitious
豊中市 DUCKHOOK
豊中市 Bar smile
豊中市 立呑みまえざわ
豊中市 海鮮うろこ
豊中市 add knot
豊中市 めっちゃおいしいカレー屋さんBOSS
豊中市 焼肉 大井
豊中市 天プラらっきー
豊中市 BEARD&GLAMOUR
豊中市 とり長
豊中市 Bar Reset
豊中市 Cui LARDOISE
豊中市 久保田
豊中市 和食屋喜助
豊中市 Tavernaラッポルト
豊中市 セントローリエ
豊中市 key
豊中市 らーめん大宝軒
豊中市 生パスタの店felice
豊中市 中国名菜さだひろ
豊中市 ビストロ ハシ
豊中市 盛飯店
豊中市 ラウンジポッケ
豊中市 海鮮網焼き海ほたる
豊中市 HAWAIKI
豊中市 にしき亭
豊中市 正心亭
豊中市 ロックス
豊中市 居酒屋 媛ちゃん
豊中市 呑み処昌太
豊中市 義八
豊中市 スナック ユサ
豊中市 肉うどんの丸十
豊中市 居酒屋ハイビスカス
豊中市 BAR HARIJYU
豊中市 旬菜処 あやめ
豊中市 shotbar 4out
豊中市 ニューリトルインディア
豊中市 MJ
豊中市 EAUDOT
豊中市 魚富水産・ぎょっぷ
豊中市 居酒屋 WHO
豊中市 串もんやりょうちゃん
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豊中市 カフェ＆レストラン みうらんど
豊中市 おやっどん
豊中市 焼肉三太三国店
豊中市 night in ステーション
豊中市 お好み焼ハウスアジジ
豊中市 創作和食とよ吉
豊中市 衣
豊中市 焼肉三品
豊中市 スナックMIJIN
豊中市 天ぷら 山﨑
豊中市 我巣灯
豊中市 スナッ区23
豊中市 本格炭火焼鳥 楽笑
豊中市 十津川
豊中市 お好み幸房 和楽
豊中市 まるみ屋
豊中市 Joes Steak&Burgers
豊中市 末廣
豊中市 イタリア酒Bar ドロップイン
豊中市 スナック夢二
豊中市 CASUAL BAR KITEYA
豊中市 カトマンドゥ
豊中市 とんかつますもと
豊中市 ごえん
豊中市 呑み処 はぎ
豊中市 千客万来まねきだこ 千里中央店
豊中市 遊食酒家 聖
豊中市 たすく
豊中市 欧風料理屋RAISIN
豊中市 カラオケ居酒屋 かよちゃん
豊中市 やきとり大吉服部元町店
豊中市 庄内ブルース＆ライブバールーズ
豊中市 ＬＩＴ
豊中市 創作串焼きAKANBEE
豊中市 浜焼太郎豊中庄内店
豊中市 ラウンジAlfa
豊中市 一品料理ゆき
豊中市 バーディー
豊中市 美味旬彩塩井
豊中市 スタンドバルamanozyaku
豊中市 いなほ
豊中市 ショットバーリー
豊中市 秀吉
豊中市 居酒屋ポエム
豊中市 ＣＨＡＴＡＳＯ
豊中市 フェリーチェ
豊中市 カラオケスナック妙
豊中市 BAR Pocket
豊中市 炉ばた焼 喜楽
豊中市 カルボリ
豊中市 ガスステーション
豊中市 家庭料理とお酒  亜木
豊中市 居酒屋春夏あきない冬
豊中市 こだわり焼鳥とおいしいお酒 森仁、
豊中市 起世
豊中市 創作料理おばんざいきむら
豊中市 酒蔵 えるく
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豊中市 つくも
豊中市 カラオケサロン フェアリー
豊中市 串もん
豊中市 Bar Oasis
豊中市 わがまま
豊中市 カメナリ酒店
豊中市 やきとり大吉蛍池店
豊中市 ダイニングバーとまと
豊中市 Little Pine
豊中市 居酒屋 舞
池田市 cucina Hiro keyaki
池田市 CLUB III
池田市 NITEKLUBRUDY
池田市 Mangan
池田市 Shot Bar 居月
池田市 お食事処ふじた
池田市 Ryu'sBar
池田市 スナックイースト
池田市 Dining SHU
池田市 一品料理えんや
池田市 炭火焼肉 華苑
池田市 Italian Bar Felice
池田市 お食事処えだまめ
池田市 しろくま
池田市 串かつまつり 池田駅前店
池田市 カラオケ ルナール
池田市 Lilas
池田市 照の家
池田市 カラオケ ドリーム
池田市 カフェアタ
池田市 鶏魚酒場炭治郎石橋店
池田市 スナックセミ
池田市 眞 JIN
池田市 秋吉 石橋店
池田市 串揚げ屋本舗
池田市 馬肉料理ばにっくん
池田市 松前
池田市 スナックセイナ
池田市 Ｒｏｕｔｅ１７８ｓｕｎ
池田市 BUTASAN
池田市 旬創作 酔処 月天
池田市 MIYAMA
池田市 笑酒楽
池田市 吉喜
池田市 ルークカフェ
池田市 桜喜
池田市 串ダイニングてっぺん
池田市 フォーシーズン
池田市 立ち飲み処 かすみ
池田市 What's new
池田市 中国小皿料理彩七
池田市 立ち呑みの虎
池田市 きらくや魚天
池田市 珍吉
池田市 ＢＬＵＥ ＯＣＥＡＮ
池田市 ひとあじ
池田市 らーめん天輝路
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池田市 中華そば 表があれば裏もある
池田市 弥栄
池田市 麺や凛
池田市 ラーメン一大事
池田市 こうちゃんの台所
池田市 HAPPY  TODAY
池田市 ラウンジMiki
池田市 MAX
池田市 鳥鳥 石橋店
池田市 とまる
池田市 鳥鳥 池田店
池田市 鳥み堂
池田市 宵ノKOFUKU
池田市 カジュアルスナックAbout
池田市 かしわ処 滋久
池田市 無煙炭火焼肉 晃
池田市 喫茶スナックオンリー
吹田市 SANK cafe&bar
吹田市 ハタノ酒店小里
吹田市 牛らく
吹田市 居酒屋ここ
吹田市 つけ麺雀 関大前店
吹田市 コトブキカレー
吹田市 いっぷく処 わか
吹田市 居酒屋千
吹田市 元町カレー
吹田市 麺匠 北の工房
吹田市 遊食中華 吃飯
吹田市 饂飩とお酒金爾
吹田市 旬菜ぎんいちりん
吹田市 栄すし
吹田市 有限会社 フィッシュカンパニー
吹田市 梅澤
吹田市 YES
吹田市 欧和食・鉄板焼Nakagawa
吹田市 食彩酒家びーわん
吹田市 千里山BASE
吹田市 鮨処すえ広
吹田市 居酒屋ふるさと
吹田市 Othello
吹田市 一品料理 山川
吹田市 バレンタイン
吹田市 北摂バル
吹田市 shotbar RAINFOREST
吹田市 ななまる食堂
吹田市 タイごはんSepata
吹田市 フレンド
吹田市 Soul Kitchen
吹田市 ラウンジルナ
吹田市 鶏炭火焼きうえ田
吹田市 讃岐うどん四八
吹田市 モチーロ
吹田市 ビストログールマン
吹田市 森のカフェ&ハンドメイド工房Bande
吹田市 呑み食い処  鉄ちゃん
吹田市 千房 江坂店
吹田市 ダーツバーＲＯＳＩＥ
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吹田市 豚人関大前店
吹田市 GO.ST
吹田市 洋食キッチンFAMILLE
吹田市 ワインバーリトゥム
吹田市 やきとり大吉岸部店（きしべ大吉）
吹田市 シャイニングストーン
吹田市 ラウンジ姫
吹田市 うさぎ
吹田市 らーめん蓮
吹田市 鳥べえ
吹田市 まるとラボ
吹田市 ラウンジ K
吹田市 DONBURI ASADA
吹田市 紅葉庵
吹田市 和ダイニング笙
吹田市 鮨こにし
吹田市 スナックみさこ
吹田市 山田村夘さく
吹田市 魚と地酒 元屋
吹田市 まる
吹田市 居酒屋まさき
吹田市 一文字
吹田市 Shot Bar NADURRA
吹田市 ななを
吹田市 ミニラウンジチャップリン
吹田市 陶板焼肉てん、てん
吹田市 しゃぶbar柏木
吹田市 ことぶき亭
吹田市 BAR BAＮZAI
吹田市 アジアン酒場HIPON
吹田市 千一
吹田市 駅うどん吹田
吹田市 広島お好み焼 よしだや
吹田市 スナック京子の部屋
吹田市 炭火串焼 鳥堂
吹田市 寿屋  コトブキヤ
吹田市 南国飯店ぬまやー
吹田市 ごますりとんかつさんき
吹田市 ワイン食堂ココロナ
吹田市 寿し久
吹田市 豆の木
吹田市 カラオケバーわーわ
吹田市 熱く勢ろ
吹田市 料理とお酒晴ル
吹田市 寿司・肴・日本酒 しんなり
泉大津市 MauLoa
泉大津市 KAYAplace
泉大津市 ラッキー
泉大津市 あい
泉大津市 ラメール
泉大津市 こまき
泉大津市 ながい
泉大津市 創作鍋料理吉
泉大津市 こなモン大王
泉大津市 ル・クール
泉大津市 焼肉 伽倻 
泉大津市 RICOLAMA
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泉大津市 ひなたぼっこ
泉大津市 牧
泉大津市 居酒屋わが家
泉大津市 ほっこり酒場 らん
泉大津市 酒菜処まとや
泉大津市 とりや
泉大津市 相撲料理両国
泉大津市 おでん処 あゆみ
泉大津市 呑気家
泉大津市 Luce
泉大津市 酒場ダイニングしん
泉大津市 味道楽無法松
泉大津市 睦月
泉大津市 味のより道 有ぞの
泉大津市 Lipss
泉大津市 有貴屋
泉大津市 むらかみ
泉大津市 Dining居酒屋あいかつ
泉大津市 ルピナス
泉大津市 ダイアモンドムーン
泉大津市 Cafe+PIZZA Felice
泉大津市 天ぷら 瞬
泉大津市 季節料理 味彩
泉大津市 サニーカフェ
泉大津市 BRIDGE
泉大津市 昇龍
泉大津市 たこ焼き極
泉大津市 SHOT BAR BUNBUN
泉大津市 絹 しるく
泉大津市 焼肉はな
泉大津市 DEKOBOKO凸凹
泉大津市 中華料理天安
泉大津市 カラオケマイソング
泉大津市 たかちゃん
泉大津市 ふじ好
泉大津市 韓国館
泉大津市 えん
泉大津市 やきとり大吉泉大津アルザ通り店
泉大津市 めんya 伊勢家
泉大津市 喫茶軽食もりた家
泉大津市 えびすラーメン
高槻市 まつい
高槻市 串焼き炙
高槻市 和ダイニング四季彩々
高槻市 ファンタジーBARカメレオン
高槻市 プルメリアリゾート
高槻市 ごえん
高槻市 Bar AKIRA
高槻市 さふらん駅前本店
高槻市 由佳
高槻市 Bar Build
高槻市 よりみちおみつ
高槻市 ワンメニーオエステ
高槻市 お好み焼 鉄板焼 ただいま
高槻市 BONOS
高槻市 感chan
高槻市 スナック光一
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高槻市 たけやん
高槻市 鉄板焼らぷらぷ
高槻市 八方美人
高槻市 TETSU庵
高槻市 居酒屋どん
高槻市 ジーラソーレ
高槻市 門亭
高槻市 スナックVENUS
高槻市 緑
高槻市 やきとり大吉高槻病院前店
高槻市 BAR OZ
高槻市 ブルーム
高槻市 ＪＫ高槻店
高槻市 ＪＫ富田店
高槻市 Cafe & Bar  FLAUTA
高槻市 Dining bar & live Flame
高槻市 幸蔵別館玄
高槻市 スナック ハレハレ じぃーばぁー
高槻市 ハンバーグOne
高槻市 喫茶ポアレ
高槻市 本格広島お好み焼きたにもと
高槻市 The RockRoses
高槻市 たきび家
高槻市 まわり道
高槻市 Lua
高槻市 Bistro  Le Coin Discret
高槻市 久志屋
高槻市 肉バル＆ダイナーJajaja
高槻市 スナックBelieve 
高槻市 京口町てるい
高槻市 ナッシュビルウエスト
高槻市 らふ
高槻市 ジュリアナ
高槻市 小力
高槻市 REONE
高槻市 手打ち蕎麦花の里 あら木
高槻市 鉄板焼 とらよし
高槻市 びすとろほり伊
高槻市 とっぱん
高槻市 本格熟成うどん一期一麺
高槻市 やきとり二郎
高槻市 藤
高槻市 まことや
高槻市 喫茶カラオケぬー
高槻市 鶏さん
高槻市 I zakaya 16番地
高槻市 ひろ
高槻市 スナック チュチュ
高槻市 手打吉兆 阪急高槻店
高槻市 プースカフェ
高槻市 Luana
高槻市 炭火焼肉大野屋本店
高槻市 和ダイニング治
高槻市 楽笑
高槻市 ショットバーラッシー
高槻市 炭火串焼 はなきりん
高槻市 立ち飲みBAR串磨磋
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高槻市 焼肉 こてつ
高槻市 天津
高槻市 Tea House DOG CAFE ぷらっとわん
高槻市 TONDAMACHI CAFE
高槻市 うさぎや
高槻市 加茂川
高槻市 カラオケスタジオハッピー
高槻市 はましょう
高槻市 酔っ払い めぐちゃん
高槻市 ル・シェール
高槻市 スナックいとこ
高槻市 小料理 さよ
高槻市 BAR GRAN RESERVA
高槻市 PASTA COVO
高槻市 山城
高槻市 JAM
高槻市 立ち呑み処ぽんちゃん
高槻市 ビリヤード・ダーツ&Food bar Ozbuddy
高槻市 スタミナ百番
高槻市 らぁめん甚
高槻市 あまえんぼう
高槻市 SEED
高槻市 STEAK-KAPPO  TSUKI
高槻市 たかつきレバー
高槻市 やきとりダイニング だちょうや
高槻市 Cats gate
貝塚市 手打ち蕎麦仙太郎
貝塚市 やす
貝塚市 うつ輪
貝塚市 スナックバーAMERICA
貝塚市 スナックかりん
貝塚市 M.Haloha
貝塚市 ウマウマ
貝塚市 居酒屋 林三郎
貝塚市 そばどころ つなぎや
貝塚市 焼肉ふじ
貝塚市 葉月
貝塚市 アダムジュニア
貝塚市 割烹仕出しむかい
貝塚市 居酒屋渉人
貝塚市 居酒屋 富士見屋
貝塚市 ピカ一
貝塚市 スナック 百音
貝塚市 SOUNDバル
貝塚市 遊食処味彌
貝塚市 Darts and Bar Hola
貝塚市 とりたこ御殿
貝塚市 酒と肴あべちゃん
貝塚市 naminami cafe
貝塚市 たこ作
貝塚市 GFC香港スタイル飲茶レストラン
貝塚市 ＫＡＩ
貝塚市 肉バル ダイニング sai-ton
貝塚市 旭川ラーメン
守口市 ラエスペランサ
守口市 河内屋
守口市 喫茶スナック 彩
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守口市 NOA
守口市 なだ市
守口市 遊遊
守口市 vogue
守口市 紅型
守口市 スナックバージュン
守口市 旬味創作しゃらく
守口市 樽
守口市 HACHI
守口市 鉄板中むら
守口市 居酒屋田川
守口市 ヨッコイショ
守口市 Glanz
守口市 より道
守口市 文禄堤茶味
守口市 風和り
守口市 七輪焼肉 あけぼの食堂
守口市 ガブ飲みバルMotti
守口市 スナックFIT
守口市 日本酒の店 一合
守口市 ファジィー
守口市 bar Loretto
守口市 鳥右衛門
守口市 スナック鈴蘭
守口市 くるみ
守口市 大穴
守口市 焼肉文禄庵
守口市 T-smile
守口市 鉄板酒場 野次馬
守口市 BAR 信天翁
守口市 エイトビット
守口市 うまいもん家 繋-TSUNAGU-
守口市 8bit
守口市 和ダイニングはなりき
守口市 かおる
守口市 ニコルクラブ
守口市 長崎ちゃんぽんとまと
守口市 お花ちゃん
守口市 天佑すし
守口市 一品料理吉祥
守口市 クリンク千恵
守口市 焼肉やっちゃん
守口市 スナック凛
守口市 お好み焼 千草
守口市 侑
守口市 夢千里
守口市 ダンススタジオ＆バー RJ
守口市 BISTRO NANMO
守口市 ICHI
守口市 Lamode
守口市 Avie
守口市 Actress
守口市 BAR Desperado
守口市 パブ＆レストハウス ブリュッケ
守口市 お茶処わん
守口市 Bar&Lounge 絆
守口市 和風居酒屋在所
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守口市 かう苑
守口市 お好み焼 やまもと
守口市 おばんざい さんかく
守口市 コリアン酒場 せじょん
守口市 笑良う
守口市 ロデオドライブ
守口市 Fresh Fruit Bar Hua
守口市 かっぽう味平
守口市 中華宝仙
守口市 エムズキッチン
守口市 やきにく処樹樹
枚方市 八剣伝長尾駅前店
枚方市 串し処串幸
枚方市 居酒屋英
枚方市 ダイニング 槐
枚方市 味処丸山
枚方市 居酒屋一（kazu)
枚方市 家庭料理 金太郎
枚方市 豆どき、ワインどき
枚方市 麗華
枚方市 worlds end
枚方市 Bene
枚方市 居酒屋 一揆 枚方店
枚方市 10's CAFE 長尾
枚方市 きらら
枚方市 淡路島ええとこどり
枚方市 ラーメンあおやま
枚方市 MAICHOCO
枚方市 Snack Saki
枚方市 八剣伝家具団地店
枚方市 美味しんぼのぶや
枚方市 ニューシーマ
枚方市 味道楽しゅんちょう
枚方市 大丸屋
枚方市 moms+kitchen & Cafe
枚方市 karaokebar SNY
枚方市 いつき
枚方市 ラウンジ北新地
枚方市 枚方焼肉 冷麺館 新羅
枚方市 ラウンジRegina
枚方市 スナックkei
枚方市 海鮮料理 居酒屋 さつま 枚方店
枚方市 WINEHOUSESANOYA
枚方市 エターナル
枚方市 四季祭
枚方市 Free style bar 福
枚方市 焼肉まる八
枚方市 いちどう
枚方市 炭火焼鳥 山くら
枚方市 CafeArbre
枚方市 Bistro Quatre Feuilles
枚方市 中尾商店
枚方市 富久路
枚方市 A SIDE/B SIDE
枚方市 えーす
枚方市 てんぷら 鈴木屋
枚方市 お好み焼花茶栗
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枚方市 喫茶Jin
枚方市 和季あいあいえん
枚方市 ホワイトヒルズ
枚方市 一休庵
枚方市 Bar gram
枚方市 家系ラーメン頂㐂家牧野店
枚方市 わっしょい酒場十笑
枚方市 ととりや
枚方市 寿し昌
枚方市 馳どり屋枚方公園駅前店
枚方市 天の川かささぎ
枚方市 ごはんダイニングshinka511
枚方市 韓喜屋
枚方市 喫茶＆スナック 花恋
枚方市 肉の匠大野屋本店須山店
枚方市 dining bar cantata
枚方市 カラオケ喫茶＆スナックゆき
枚方市 カラオケ喫茶礼砂美
枚方市 すし処 たかの
枚方市 立ち飲み処 酒倉
枚方市 やきとり一番光善寺駅前店
枚方市 喜えん
枚方市 天邑 あつが瀬
枚方市 ふく家
枚方市 頑ばりや
枚方市 モスバーガー枚方茄子作店
枚方市 puppy's bar
枚方市 カフェきたら
枚方市 味そ庵
枚方市 壱心
枚方市 みのり
枚方市 喫茶軽食トレビアン
枚方市 利楽
枚方市 カラオケ喫茶ＨＡＰＰＹ
枚方市 カラオケ喫茶あすか
枚方市 酒房 よしむね
枚方市 お好み焼幸
枚方市 Bar vivid
枚方市 創作料理わだ
枚方市 和家
枚方市 創作和食ダイニング暦
枚方市 卯智優
枚方市 大阪王将くずは朝日店
枚方市 せりな
枚方市 焼肉黒江
枚方市 たこやき けんちゃん
枚方市 和菜おか蔵
枚方市 カラオケ三昧
枚方市 なんじゃもんじゃ
枚方市 カラオケBAR NAGOMI
枚方市 The Second BAR
枚方市 スナックマジョリカ
茨木市 スナックテルキャット
茨木市 iZAKAYA凪美Navi
茨木市 鮨龍平
茨木市 料理屋はなせ
茨木市 お好み焼きさくら
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茨木市 ラ・メール
茨木市 喫茶カラオケ四季
茨木市 にゅーさらりいまん
茨木市 心月輪
茨木市 バルタナハシ
茨木市 みのや
茨木市 いろどり中華たけ
茨木市 松葉寿司
茨木市 気まま料理 くってん
茨木市 お好み焼きたこ焼きとんとん
茨木市 ＪＫ茨木
茨木市 酒菜屋あかまる
茨木市 熟成魚と酒.ｊｐ春夏冬
茨木市 DaiTai  
茨木市 さんぞう
茨木市 熊本ラーメンひごっこ
茨木市 IL PISTACCIO
茨木市 ちょこ呑み処 奥ちゃん家
茨木市 grand
茨木市 スナックレイン
茨木市 Precieuxse.endroit
茨木市 居酒屋はらぐち
茨木市 サカバー
茨木市 la RosieRs
茨木市 cafe&bar HOUSE of DREAD
茨木市 北野酒店
茨木市 ラウンジコスモス
茨木市 希望軒 茨木郡山店
茨木市 すし割烹桂
茨木市 ナイトスポットＭ２
茨木市 薩摩の牛太  南茨木店
茨木市 居酒屋 よしむら
茨木市 カラオケノア
茨木市 さかえ
茨木市 焼肉かいせい
茨木市 スナックのり子
茨木市 吟屋
茨木市 ラウンジJUNKO
茨木市 味楽
茨木市 焼肉こころ亭
茨木市 華音
茨木市 Gーやん
茨木市 とりとっとー
茨木市 カラオケスナック秋桜
茨木市 cafe  &  bar  You  on  kan
茨木市 OHANA
茨木市 カメちゃんの店
茨木市 BAR華音
茨木市 かぐや姫
茨木市 味一魂くぼた
茨木市 小松屋
茨木市 BAR GRAPES
茨木市 佳肴ながつき
茨木市 うまいもん家 わいわい
茨木市 お好み焼 やす子
茨木市 天婦羅 小料理 搗布
茨木市 水餃子の店ハルビン
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茨木市 のんき
茨木市 かつ工房 しの家
茨木市 あじわい茶屋 妙
茨木市 焼肉 お多福
茨木市 おばんざいや駐輪前
茨木市 酒肴菜結庵
茨木市 遊食倶楽部はるはる
茨木市 居酒屋はなちゃん
茨木市 DOLPHIN
茨木市 エトワール
茨木市 酒菜黒瀬
茨木市 あきない
茨木市 燻製ビストロ中
茨木市 カフェレードル
茨木市 馬人
茨木市 やまの家
茨木市 居酒屋繁ちゃん
茨木市 Lounge nao
茨木市 炭火焼き牛タン 縁家
茨木市 MOX
茨木市 RE . MOX
茨木市 . MOX
茨木市 カラオケスナックつなぐ
茨木市 T's Bar
茨木市 ふんわり家
八尾市 カラオケエイコー
八尾市 ブレンダ
八尾市 たこの家 八尾店
八尾市 ヤキソバベイベー・オコノミヤキベイベー
八尾市 J.one
八尾市 J.bros
八尾市 四季旬彩 正庵
八尾市 酒房平安
八尾市 平安 姫
八尾市 立呑み金田酒店
八尾市 ひろ政
八尾市 スナックじゅん
八尾市 味わいなごみ富天
八尾市 八尾飯店山本店
八尾市 三野郷
八尾市 おでん
八尾市 カラオケ喫茶 歌姫
八尾市 カラオケじゃらんじゃらん
八尾市 割烹四季
八尾市 カラオケ蘭
八尾市 shell
八尾市 天ぷらスタンド北吉
八尾市 地酒と旬彩処もりた
八尾市 Tokiaprofumo
八尾市 のより
八尾市 政ごろう
八尾市 酒場 一輪
八尾市 ふじ
八尾市 ひなた
八尾市 菜花
八尾市 からあげ専門店 からまる。
八尾市 スナック遥
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八尾市 串料理りき
八尾市 ダイニング＆バーShirohige
八尾市 Sea
八尾市 串カツ 串喜
八尾市 酒きっさくろ
八尾市 農家直送野菜ぺっこりん食堂
八尾市 MIRAI
八尾市 こてつ
八尾市 らーめん工房 RISE
八尾市 髭鯨
八尾市 カラオケ道場優
八尾市 cafe bar re cher
八尾市 焼鳥まも善
八尾市 優善
八尾市 DRESS
八尾市 ARROWS
八尾市 カラオケキッチンおかん
八尾市 焼屋和楽亭
八尾市 じんべい
八尾市 スナックとんぼ
八尾市 ひでぼん東久宝寺店
八尾市 焼肉のたらふく八尾南店
八尾市 ファミリエ
八尾市 中華料理まいど
八尾市 味よし
八尾市 ふくろう
八尾市 BLUESSY
八尾市 BAR PAIN
八尾市 居酒屋 福ちゃん
八尾市 鳥や まめ
八尾市 炉ばた焼ちょうすけ
八尾市 やきとり大吉八尾空港
八尾市 ラウンジ ViVi
八尾市 TACHINOMI朝日
八尾市 串清
八尾市 料理や たつな
八尾市 小料理 ゆるり
八尾市 Pinky
八尾市 LAPICCOLACUCINA
八尾市 遊び心鈴鈴
八尾市 みよし
八尾市 蓮
八尾市 ビストロ酒場 Wahaha
八尾市 ナイトクルーズRIO
八尾市 美津家
八尾市 ゆめかさご
八尾市 手打ち蕎麦さとたけ
八尾市 たこ焼き居酒屋 たこ心
八尾市 カラオケれい子
八尾市 韓国料理テバク
八尾市 カラオケ喫茶またね
八尾市 居酒屋 和楽
八尾市 天ぷら心。
泉佐野市 kichi kichi
泉佐野市 Hangout
泉佐野市 歌処 花道
泉佐野市 居酒屋八角
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泉佐野市 貫手喜
泉佐野市 串揚げまる勝
泉佐野市 隠れ家ダイニング林
泉佐野市 スナックセレナ
泉佐野市 キッチンバー ディークス
泉佐野市 カラオケ 向日葵
泉佐野市 カラオケ喫茶ひかり
泉佐野市 中華料理 ときよし
泉佐野市 居酒屋 八重
泉佐野市 スナックかほる
泉佐野市 もつ鍋 狸ばやし
泉佐野市 焼肉ひろき
泉佐野市 花明かり
泉佐野市 松寿司
泉佐野市 鳥屋鶏人
泉佐野市 いちご
泉佐野市 仕事人
泉佐野市 喫茶るるぶ
泉佐野市 つづら
泉佐野市 あさひ亭
泉佐野市 スナック実花
泉佐野市 恋音
泉佐野市 BAR rest
泉佐野市 七輪焼レストラン花みずき
泉佐野市 梅の里
泉佐野市 たこ焼き とんちゃん
泉佐野市 boku
泉佐野市 スナックpiano
泉佐野市 理斗
泉佐野市 Feliz
泉佐野市 みさき工房
泉佐野市 スナックひまわり
泉佐野市 Beer&CocktailPubAn
泉佐野市 居酒屋 料理 さのちり亭
泉佐野市 居酒屋 九十九
泉佐野市 ストロングスタイル
泉佐野市 カラオケみわ
泉佐野市 スナック 羅蘭
泉佐野市 魚寿
泉佐野市 PLAZA IN KANKU HOTELレストラン
泉佐野市 ぼくたこ
泉佐野市 焼肉 夢
泉佐野市 お好み焼き まつ林
泉佐野市 とりけい
泉佐野市 お晩菜徳
泉佐野市 ななつ
富田林市 oasi
富田林市 居酒屋うどん処おかえり
富田林市 ダイニング バー タマラン
富田林市 宜候
富田林市 あかんたれ
富田林市 町家カフェ栞
富田林市 大衆食堂めしどき
富田林市 西ます兵支店
富田林市 カラオケハウスキューピット
富田林市 立ち呑みやっちゃん
富田林市 串かつはやし
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富田林市 ニャン福
富田林市 彩
富田林市 鳥福
富田林市 和洋空間居食屋いさりび富田林店
富田林市 居酒屋富佐
富田林市 chair&bar hisa
富田林市 Dardos
富田林市 大衆割烹たかはし
富田林市 お好み焼き鉄板焼ここ
富田林市 カラオケホール美家（めいちゃ）
富田林市 Handcafe
富田林市 炉端 大海
富田林市 SHO-KYU MART
寝屋川市 ダイニング WASABI
寝屋川市 OBANI (おばに)
寝屋川市 炉ばた焼ふるさと
寝屋川市 Kitchen bar chiki-chiki
寝屋川市 Romio
寝屋川市 ann
寝屋川市 キッチン＆リカー遊ya家
寝屋川市 亀すし
寝屋川市 ぼんてん丸
寝屋川市 きよし寿司
寝屋川市 カラオケ力
寝屋川市 イオンラポルタデルクオーレ
寝屋川市 麺屋護城
寝屋川市 ラーメン五誓
寝屋川市 酒楽
寝屋川市 三六 立呑屋 ひろし
寝屋川市 天鴻
寝屋川市 串くわ焼 助角 駅前店
寝屋川市 居酒屋 気まぐれ
寝屋川市 Italian Bar PIOGGIA
寝屋川市 ぶーやん
寝屋川市 南紀郷土料理 我心
寝屋川市 焼肉Ju-Ju
寝屋川市 お食事処川原
寝屋川市 ボトルBARフルール
寝屋川市 BARマルーブラ
寝屋川市 酒バル ヴェルデ
寝屋川市 隠れ家メキシカンTacoTacoCafe
寝屋川市 ろばた焼鳥 八金
寝屋川市 カラオケ吞み処きにちゃん
寝屋川市 GARDEN
寝屋川市 古民家ビストロバルハコ
寝屋川市 炉端バルハコ
寝屋川市 彩鷄
寝屋川市 じゅうさんや
寝屋川市 花らんまん
寝屋川市 Cielo
寝屋川市 BAR No.10
寝屋川市 ＢａｒＥｓｃａｐｅ
寝屋川市 カンナ
寝屋川市 韓国炉端 済州
寝屋川市 ザスナック
寝屋川市 カラオケ ふじちゃん
寝屋川市 焼鳥おしどり
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寝屋川市 ゆず
寝屋川市 やきとり大吉 寝屋川店
寝屋川市 くし焼 佳
寝屋川市 ACE Bar
寝屋川市 おばんざい春や
寝屋川市 中華ビストロうちだ
寝屋川市 鳥良
寝屋川市 中華料理 東峰軒
寝屋川市 カラオケ処なごみ
寝屋川市 和洋創菜ゆめや
寝屋川市 居酒屋 味庵
寝屋川市 shot bar kingdom
寝屋川市 助六鮓
寝屋川市 大安寿司
寝屋川市 AMAMIYA
寝屋川市 ラウンジSherry
寝屋川市 ウインク
寝屋川市 カラオケ喫茶 ケイ
寝屋川市 伊仏食堂DAI
寝屋川市 JAH
寝屋川市 Bar Lazo
寝屋川市 創作串焼 詩穏
寝屋川市 イザカヤエビス
寝屋川市 中華料理 平
寝屋川市 焼鳥酒家 七福神
寝屋川市 入福
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 末廣寿司
寝屋川市 うなすけ
寝屋川市 がらく亭
寝屋川市 一休
寝屋川市 黒毛和牛焼肉 牛極 雅楽
寝屋川市 やさぐれとも
寝屋川市 居酒屋 雅楽亭 早子店
寝屋川市 たけ友
寝屋川市 カラオケ喫茶ゆき
寝屋川市 カラオケ喫茶なかま
寝屋川市 Sake bar ゆう
寝屋川市 カフェカターラ
寝屋川市 Lounge M
寝屋川市 優
寝屋川市 Barジュエル
寝屋川市 呑処 きまぐれ
寝屋川市 居酒屋友
寝屋川市 飲み処いっちゃん
寝屋川市 爽
寝屋川市 一品料理かず
寝屋川市 ピースリー
寝屋川市 食美歌処 今泉
寝屋川市 ハレルヤ
寝屋川市 居酒屋れん
寝屋川市 海鮮居酒屋 まどいせん
寝屋川市 武辰
寝屋川市 BARCACHECACHE
寝屋川市 賢蔵辣麺
河内長野市 和洋スモークダイニング優
河内長野市 トパーズ
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河内長野市 創作居酒屋笑
河内長野市 すし源
河内長野市 居酒屋 くーさん
河内長野市 スナックセイル
河内長野市 晴バル
河内長野市 芦屋
河内長野市 スナック殿
河内長野市 ４０６
河内長野市 Ｍ＇ｓ－ｃａｆｅ
河内長野市 丸昌
河内長野市 古民家カフェ福智庵
河内長野市 heel
河内長野市 カフェバー&カラオケ「ALOHA」
河内長野市 ゴールデンベジグランドママ
河内長野市 柚乃香
河内長野市 肉割烹 御箱
河内長野市 カフェピッフル
河内長野市 やきとり大吉 南花台店
河内長野市 ほっとうたごえ心来
河内長野市 炭焼バル久
松原市 串カツたけのや
松原市 JUNKO
松原市 カラオケ 桜
松原市 寿司処 仲政
松原市 HANAmizuki ハナミズキ
松原市 大衆酒場 こづち
松原市 とつの店
松原市 Heaven
松原市 ｒｏｏｔｓ
松原市 寿
松原市 カラオケJIN
松原市 三田
松原市 鉄板竜
松原市 たけちゃん
松原市 ホルモン焼きてん
松原市 焼肉泰明
松原市 土師酒店
松原市 タグ
松原市 Rouge
松原市 お好み焼き鉄板焼き福
松原市 北川酒店
松原市 うどん屋 辰海
松原市 スナック ハイヒール
松原市 居酒屋すず
松原市 すし処桂
松原市 RAION
松原市 フレンチ食堂Bochi Bochi
松原市 Kエイト
松原市 居酒屋天
松原市 魚重寿司
松原市 きっさ＆カラオケチェリー
松原市 バンコクタイ料理
松原市 eve
松原市 PAPER MOON
大東市 スナック&バー あゆ美
大東市 鉄板焼居酒屋たけちゃん
大東市 スナック舞夢
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大東市 BAR 心臓
大東市 串かつ串あん
大東市 大文字屋龍田川
大東市 きばいやんせ
大東市 ひとくちからあげこがねちゃん
大東市 居酒屋 東風
大東市 カラオケ喫茶はる
大東市 ラウンジもず
大東市 さかな亭
大東市 中国創作料理熊猫
大東市 板前居酒屋 八のや
大東市 いこま食堂
大東市 らぁめん万福
大東市 ライブラリーBAR昭和Factory
大東市 Angela
大東市 ジョイント
大東市 saffy
大東市 四季菜家 彩
大東市 ドン・マルキーノ
大東市 焼肉仙炎
大東市 居酒屋いろり
大東市 ビストロI makura
大東市 dix Mois
大東市 たこ焼きアール
大東市 kitchenBaum
大東市 チキンハート野崎店
大東市 Minerva
和泉市 ほのぼの食堂
和泉市 中華料理龍宝
和泉市 Mahalo
和泉市 海鮮炉端 匠
和泉市 イタリア料理LACASA
和泉市 もりたや
和泉市 ＢＡＲ ＫＩＮＧ
和泉市 ワイン食堂すまいる
和泉市 コンポステラ
和泉市 居酒屋かさやん
和泉市 BAR Mays
和泉市 居酒屋ダイニング千鳥
和泉市 酒と肴 まんまん。
和泉市 四季彩
和泉市 ピンクストーン
和泉市 ぴよぴよ
和泉市 BAR潤る
和泉市 やきとり大吉 光明池店
和泉市 鉄板居酒屋 しえろ
和泉市 得得 光明池店
和泉市 五飯屋
和泉市 地鶏一品料理 喜楽屋
和泉市 酒房 こまつ
和泉市 Aladdin
和泉市 亜羅人
和泉市 つるいち
和泉市 人と喜
和泉市 フライドキッチン酎介君
和泉市 リラクゼーション＆キッチンびせり
和泉市 創作串揚げ昇輝

74 / 85 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年9月14日公表分）

和泉市 旬彩居酒屋福みみ
和泉市 SANGO BAR サンゴバル
和泉市 Bar ウオッカ
和泉市 夕食Diningげんべ
和泉市 鍋料理山麗盛
和泉市 かつら
和泉市 たこ焼き丸将
和泉市 ルチアーノ
和泉市 居酒屋伏屋町三丁目
和泉市 鉄板焼たまからひろこちゃん
和泉市 スナック 珊瑚礁
和泉市 あかとんぼ
和泉市 カラオケ喫茶スナック憩
和泉市 お好み焼きたまちゃん
和泉市 porte
和泉市 スナックAsuka
和泉市 居酒屋かしやん
和泉市 居酒屋 前
和泉市 飯酒家柚多香
和泉市 スナックれん
和泉市 ダイニング オハナ
和泉市 たこ福
和泉市 カラオケ＆Bar ALLURE
和泉市 Bar L'ami
和泉市 @home kitchen 祐 たすく
和泉市 炭火焼鳥じゅん家
和泉市 カラオケ炉端花山
和泉市 インドレストランスラジュ 和泉店
和泉市 ハイランダー
和泉市 ステーキハウスゲラン
和泉市 焼鳥 三上
和泉市 しらかば
和泉市 イリアンジャ
和泉市 大阪王将和泉府中店
和泉市 お好み焼 好
和泉市 焼肉かわしま
和泉市 田舎亭
和泉市 紀ノ川
和泉市 お好み焼 彩
和泉市 お好み焼 栄吉
和泉市 居酒屋Bar縁
箕面市 笑和
箕面市 焼き鳥しゃっくん
箕面市 喫茶ダンヒル
箕面市 牧落のおっさんの店 和
箕面市 わらび
箕面市 茂里鮨
箕面市 Kyun plus
箕面市 cafe a。u。n
箕面市 フクロウカフェクルー
箕面市 masu
箕面市 カラオケカフェしぶおんぷ
箕面市 cafe de10番 箕面市役所前
箕面市 百一
箕面市 炭火焼肉頂
箕面市 磯よし 本店
箕面市 Juno
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箕面市 神音比
箕面市 きんちゃん食堂
箕面市 らーめんだいにんぐ味紀亭
箕面市 スナックMR
箕面市 K'sキッチン
箕面市 Cafe Mature
箕面市 Orange
箕面市 丸美171店
箕面市 bar K spirits 
箕面市 お好み焼いまくら
箕面市 スナック桜音
箕面市 NIKU
箕面市 明石倶楽部
箕面市 お好み焼だいにんぐ はる家
箕面市 せんしゅう
箕面市 ダイニング天
箕面市 中華料理秀林
箕面市 もりハ
箕面市 魁羅洲
柏原市 麺のろちん
柏原市 味わい工房庄や
柏原市 居酒屋チャンピオン
柏原市 カラオケシアターえっちゃん
柏原市 スナックふらっと
柏原市 うまいもん南部屋
柏原市 河内の中華蕎麦風かおる麦かおる時かおる
柏原市 創作中華ダイニングバーKoto-na
柏原市 スナックしず
柏原市 つぼみ
柏原市 ライブバーパウンド
柏原市 和バル 楓
柏原市 ＣＡＮＣＡＮ
柏原市 Ciao
柏原市 河内亭
柏原市 かんぱち寿司
柏原市 炉ばた焼豆狸
柏原市 ミートショップマルシン
柏原市 スタンドしえん
羽曳野市 MAMI
羽曳野市 オンカフェ
羽曳野市 菜
羽曳野市 居酒屋 翔紀
羽曳野市 CAFE&PUB理維
羽曳野市 ことぶき
羽曳野市 絆
羽曳野市 とりふく
羽曳野市 立ち呑み処 満月
羽曳野市 I&I
羽曳野市 鳥之助
羽曳野市 花蓮
羽曳野市 焼き鳥鷄家きとり
羽曳野市 炭火串焼あうん
羽曳野市 旬彩割鮮 きむら
羽曳野市 昭和酒場 満海
羽曳野市 手しごと家 くる
羽曳野市 水響館
羽曳野市 焼肉甲子園
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羽曳野市 笑蓮
羽曳野市 酒処お酒のくまい
門真市 スナックヒロヰン
門真市 江端 かみなり
門真市 PALMYRA
門真市 カラオケ酒場多喜ちゃん
門真市 ふぁみれど
門真市 焼肉だいせん
門真市 ふぐ料理ぼて門真店
門真市 扇屋
門真市 居酒屋なるこ
門真市 丹波篠山うどん一真
門真市 焼肉 香里苑
門真市 居酒屋 八嶋
門真市 鳥藤
門真市 kaikai
門真市 戦国屋
門真市 あゆみ
門真市 グリーングラス
門真市 カラオケ春彩
門真市 カラオケ喫茶やすらぎ
門真市 アロー
門真市 平戸
門真市 呑み処 穏
門真市 たんぽぽ
門真市 XIAH's kitchen
門真市 炭火工房鳥庵ばん吉
門真市 創作和食料理やわらぎ
門真市 立呑屋さん門真本店
門真市 居酒屋 味
門真市 串とよ
門真市 ゲームサルーンWEST
門真市 BAR KANAHAI
門真市 ちゃあちゃん
門真市 さくら
門真市 立ち呑み輝
門真市 T3cafe
門真市 産直魚貝センター
門真市 ワンコイン・ソウル・アジュマ・カラオケ
門真市 チョアチョア
門真市 お笑い酒場おばけ
門真市 Maki
門真市 スナック呑ん希
門真市 旬の味さくら
門真市 やきとり味頂
門真市 塩梅ダイナー門真店
門真市 喫茶ボルボ
門真市 炭火焼肉三千里
門真市 旬菜酒房shin
門真市 スナック千
門真市 桶八
門真市 ひまわり
門真市 chiccken leon 
門真市 駄菓子屋倶楽部エムズ
門真市 鶏と鯨専門店あぶり家
門真市 スナックdaybyday
門真市 スナック 那智
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門真市 ダイニングペンギン館
門真市 ほんわか
門真市 季まぐれ料理 舞卯
門真市 居酒屋 桜さくら
門真市 プリマ
門真市 さごじょう
門真市 炭火ダイニング善
門真市 居酒家 よつば
門真市 麺王
門真市 フレん家
摂津市 trattoria fiori del sole
摂津市 食堂ちえ
摂津市 カラオケ酔道楽
摂津市 あじらく
摂津市 炭火焼鳥Dining縁
摂津市 ふわふわ焼 智
摂津市 我楽遊人
摂津市 苺
摂津市 鳥庵
摂津市 あだん
摂津市 ラウンジふみ
摂津市 カラオケライブ 摂津鳥飼店
摂津市 たこ焼き鉄板中ちゃん
摂津市 輪々や
摂津市 炭火焼きよし
摂津市 串かつ居酒屋はじけ家 鳥飼店
摂津市 一成
摂津市 EMER
摂津市 居酒屋たんぽぽ
摂津市 昊
摂津市 カラオケ喫茶ハッピースマイル和
摂津市 WALL
摂津市 寿し匠おがわ
摂津市 やもめ
摂津市 ほっこり
摂津市 ひょっこり
摂津市 スナックミルキー
摂津市 とっかり本店
高石市 居酒屋 加茂路
高石市 chott bar
高石市 呑喰処 ぎん
高石市 鳥工房ほっかい屋
高石市 メンバーズ有希子
高石市 エターナルムーン
高石市 やきとり響。
高石市 ばーるばなーれ
高石市 海鮮工房中川
高石市 寿し仁
高石市 てん仁さん
高石市 hope
高石市 すし兆
高石市 ふくじゅう
高石市 楽庵
高石市 ホルモン満福屋
高石市 旬の彩 ゆめや
高石市 かっぽう 美坂
高石市 音色カフェ一子
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高石市 歌演
高石市 もつ鍋屋かっさん
高石市 喫茶オリーブ
高石市 Stand  MIRAKURU
高石市 立飲酒場 ICO 家
高石市 酒と肴櫻井
高石市 croquette
高石市 カラオケpeace
高石市 PACE
藤井寺市 手作り酒房 ひさみ
藤井寺市 気まぐれ道中ちょる
藤井寺市 麺屋黒船
藤井寺市 焼肉一世
藤井寺市 ナイトイン ひまわり
藤井寺市 焼き肉革命
藤井寺市 N.Dining Bar MiyaG-Style
藤井寺市 .Darts Bar MiyaG-Style
藤井寺市 とりや
藤井寺市 むらさき
藤井寺市 パスタピアチェーレ
藤井寺市 やきとり鷄道
藤井寺市 おたる八角屋
藤井寺市 アミューズ
藤井寺市 居酒屋ダイニングさとう
藤井寺市 じゅう兵衛
藤井寺市 FsDining     エフズダイニング
藤井寺市 よりみち 
藤井寺市 麺家六二助
藤井寺市 異食彩々まことや
藤井寺市 カラオケ春日
藤井寺市 ラウンジCoCo
藤井寺市 立飲HAJIME
藤井寺市 一品料理馬酔木
藤井寺市 スナック・ジョーカー
藤井寺市 オステリアベッカフィーコ
藤井寺市 なごみ
藤井寺市 くつろぎダイニングさくら
東大阪市 Sound Lounge OMARA
東大阪市 町屋イタリアン食堂ぶるたぁにゅ
東大阪市 炭火焼鳥笑っしょい
東大阪市 ディスカウントカフェ
東大阪市 むくろじ
東大阪市 蛸金
東大阪市 Calla
東大阪市 みけ猫
東大阪市 bouya
東大阪市 杉心
東大阪市 焼肉酒場けんし
東大阪市 韓国料理まる
東大阪市 炭火串焼きほんだ
東大阪市 あづち
東大阪市 Lapin
東大阪市 お食事処しまづ
東大阪市 天芸 こもれ美
東大阪市 BAR村尾
東大阪市 さとみ
東大阪市 J'adore ジャドール
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東大阪市 あげもん馳走春菜
東大阪市 BAR FUNHOUSE26
東大阪市 CLUB GENERAL
東大阪市 食楽よしや
東大阪市 やぶれかぶれ
東大阪市 カラオケ パンジー
東大阪市 和
東大阪市 Taon
東大阪市 よし恵
東大阪市 La・Vie・en・Rose
東大阪市 和牛家たくちゃん
東大阪市 ほがらか本店
東大阪市 焼肉武藏
東大阪市 サッポロラーメン 文
東大阪市 ミンミン瓢箪山店
東大阪市 スナック台北莉莉
東大阪市 BrotheR
東大阪市 スポーツバー月猫
東大阪市 焼肉の元 花園駅前店
東大阪市 てっぱん 峯ノ頂
東大阪市 ビストロプルミエ
東大阪市 やきにく田邊
東大阪市 旬彩料理 民美八
東大阪市 地鶏炭火焼 かしわや
東大阪市 ごはん家 三六
東大阪市 四季彩酒 至
東大阪市 スナック 瑠美
東大阪市 ニューギャル
東大阪市 大海庵
東大阪市 ぐるめ旬菜居酒屋てっちん
東大阪市 ser'a
東大阪市 カラオケ居酒屋花林
東大阪市 花帆
東大阪市 GP
東大阪市 焼肉ことぶき屋
東大阪市 旬菜旬魚丹後のさと
東大阪市 超多加水純手打ち麺 仁しむら
東大阪市 カラオケライブ 徳庵駅前店
東大阪市 Crafty
東大阪市 黒毛和牛焼肉 庚
東大阪市 浜焼太郎 瓢箪山店
東大阪市 居酒屋大将
東大阪市 布施風月
東大阪市 あ・うん
東大阪市 松崎屋
東大阪市 源平
東大阪市 ステージシャンティ
東大阪市 中華料理三平
東大阪市 東明飯店
東大阪市 スナック誉
東大阪市 焼鳥居酒屋 輝竜
東大阪市 まみ
東大阪市 鶏飛人 河内永和店
東大阪市 Craftbeer Tavern
東大阪市 Bar Stax
東大阪市 カラオケ喫茶オリーブ
東大阪市 讃岐うどん豊力
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東大阪市 紅まる 新石切店
東大阪市 遊食処円満
東大阪市 Prim Rose
東大阪市 T2DINER 
東大阪市 ほっこり
東大阪市 スタンドバー西野
東大阪市 ＣｏＣｏ＇ｓ ｃａｆｅ
東大阪市 グラーノ
東大阪市 旬膳八起
東大阪市 松五郎
東大阪市 焼鳥庄ちゃん
東大阪市 BAR2439
東大阪市 キララ
東大阪市 COLOR
東大阪市 とりまる
東大阪市 鉄板鍋哲っちゃん
東大阪市 SaesByeolセッビョル
東大阪市 居酒屋 布施駅前給油所
東大阪市 Barジルナンデス
東大阪市 ちゃんこ奄美
東大阪市 居酒屋き楽や
東大阪市 樹
東大阪市 鉄板焼お好み焼きの店 TEN
東大阪市 夢道
東大阪市 もり井
東大阪市 御食事御宴会 ますみつ
東大阪市 金糸雀
東大阪市 エターナル
東大阪市 珉珉東花園店
東大阪市 天理スタミナラーメン
東大阪市 小料理 花万
東大阪市 大阪王将 布施店
東大阪市 きやす屋
東大阪市 布施酒場かい
東大阪市 希望新風長瀬近大前店
東大阪市 お野菜料理ふれんちん
東大阪市 恵
東大阪市 needs
東大阪市 ステーキ創作料理 樹々
東大阪市 あじわいきっちん
東大阪市 ＣｉｎｑＰａｉｎ
東大阪市 ダイニングバー birdman
東大阪市 Nouveau
東大阪市 立呑 おおにし
東大阪市 Juno
東大阪市 和風ダイニングはん蔵
東大阪市 居酒屋山ちゃん
東大阪市 お食事処 おきな家
東大阪市 Osteria Animato オステリア アニマート
東大阪市 じゅうじゅう亭
東大阪市 Earlys cafe
東大阪市 徹平
東大阪市 串かつちとせ
東大阪市 居酒屋球太
東大阪市 あや田
東大阪市 居酒屋華福
東大阪市 丸福
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東大阪市 はらぺこちゃん
東大阪市 ジャンボハイボール酒場鴻池新田店
東大阪市 喫茶すわん
東大阪市 居酒屋 Sugar Salt
東大阪市 お好み焼き竹の子
東大阪市 こお家
東大阪市 Family
東大阪市 時代屋
東大阪市 千の笑い
東大阪市 Hangover
東大阪市 カラオケパブ ビリケン
東大阪市 寿司魚将
東大阪市 アンジュ
東大阪市 カラオケステージ絆
東大阪市 ホルモン焼 慶ちゃん
東大阪市 焼肉 喜楽
東大阪市 海鮮料理ふぐ活
東大阪市 かしむら
東大阪市 ＬＡ・ＰＡＩＸ（ラ・ペ）
東大阪市 Bar&Dining LiNCUE
東大阪市 串揚げいのうえ
東大阪市 キッチンバーセロー
東大阪市 串活
東大阪市 Lecoeur（ルクール）
東大阪市 まりぃ菜
東大阪市 Paradis
東大阪市 あんどう亭
東大阪市 お食事処とんとん
東大阪市 ちょい飲み かなかな
東大阪市 BAR el camino
東大阪市 PINK SODA
東大阪市 大盛寿司
東大阪市 キッチン宗
東大阪市 ワンビ
東大阪市 炭火焼鳥もんじ
東大阪市 華蓮
東大阪市 中華料理 要晋
東大阪市 カラオケスタジオルック
東大阪市 SWAG OSAKA
東大阪市 居酒屋あじろ亭
東大阪市 焼鳥一番柏田店
東大阪市 炭焼きたぁ
東大阪市 家庭料理ひよこ
東大阪市 ROCKER'S DINER
東大阪市 73'sBAR
東大阪市 焼物処まえだ
東大阪市 屋台風呑み処武ちゃん
東大阪市 オーロラ
東大阪市 中華料理999
東大阪市 ホルモン焼肉まる湧
東大阪市 cafe&bar ChouChou
東大阪市 炭火焼き よしや
東大阪市 四季折々の和食＆ビストロsakura
東大阪市 ストーン
東大阪市 山海屋
東大阪市 カレーハウス ぼくとあの娘
東大阪市 酒処食処さか井
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東大阪市 ぽん太
東大阪市 chotto
東大阪市 居酒屋一郎
東大阪市 Bar S-studio
東大阪市 BARあい
東大阪市 和ら樹
東大阪市 炭焼屋ニノ道
東大阪市 お好み焼きひょうたん
東大阪市 バーカンガルー
東大阪市 ペコちゃん
東大阪市 DYカンパニー
東大阪市 Ｗhity
東大阪市 レジーナ
東大阪市 スナック ルイ
東大阪市 うまいもんや陣
東大阪市 Cafe&KitchenGOLLY's
東大阪市 炭焼居酒家もんじゅろう
東大阪市 鮨錦
東大阪市 徹ちゃん
東大阪市 MUSIC BAR EASY
東大阪市 串カツ浪漫亭
東大阪市 バー トリニティー
東大阪市 Lounge reve
東大阪市 メンバーズビリーブ
東大阪市 Jewel ジュエル
東大阪市 彩りsoba九兵衛
東大阪市 スワン
東大阪市 ＪＥＭ
東大阪市 ＫＡＳＵＹＡ布施店
東大阪市 焼肉 元 若江岩田店
東大阪市 和バル Ubu
東大阪市 花園ラグビー酒場
東大阪市 頂屋
東大阪市 スナックマリリン
東大阪市 スナック慶
東大阪市 スナックくみ
東大阪市 CasualBarAnn
東大阪市 マンマミーア
東大阪市 Rose
東大阪市 利兵衛すし
東大阪市 カラオケ メルシー
東大阪市 串かつ伸
東大阪市 焼き牛屋 安来や
東大阪市 炭火焼肉あきら
東大阪市 チキンハート
東大阪市 宮島ラーメンスクール
東大阪市 油
東大阪市 カラオケ大門
東大阪市 Cafe   Sand Kitchen
東大阪市 居酒屋 大将(イザカヤタイショウ)
東大阪市 ばんぶぅ
東大阪市 COCKTAIL CLUB
東大阪市 炭火居酒屋 良-ryo-
東大阪市 居酒屋まさる
東大阪市 スナック 鈴
東大阪市 たぁ～んと
東大阪市 炭火串焼き登鶏
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泉南市 セレクション
泉南市 花月
泉南市 星來
泉南市 大桝
泉南市 創作串揚げめいめい
泉南市 なぶ羅
泉南市 じゅん湖
泉南市 味十味
泉南市 BAR S
泉南市 ごはんとお酒 わらかど
泉南市 焼肉むさし
泉南市 楽食酒処 和来
泉南市 旬の居酒屋飛郎
泉南市 カラオケバーhome
泉南市 夢工房 吟選
四條畷市 活麺富蔵
四條畷市 Lily Chou Chou
四條畷市 おかじ家
四條畷市 田うどん
四條畷市 魚匠海人
四條畷市 縁
四條畷市 仏蘭西屋
四條畷市 酒場想庫
四條畷市 塩梅ダイナー忍ヶ丘店
四條畷市 酔いどれ とおまわり
四條畷市 more
四條畷市 和心洋彩 たつ家
四條畷市 炭火居酒屋仁々
四條畷市 酒Bar仁人
交野市 気楽中華TENTEN
交野市 スナックばってん
交野市 やじろ兵衛
交野市 赤ひげ
交野市 Merci
交野市 居酒屋 はんじょう
交野市 農園レストランDEN蔵
交野市 カラオケ喫茶 Room ＃9
大阪狭山市 lirio
大阪狭山市 香瑞
大阪狭山市 カラオケ喫茶 スマイル
大阪狭山市 カラオケ喫茶寿々
大阪狭山市 ピヨピヨ
大阪狭山市 肉マル水産
大阪狭山市 うす皮餃子専門店ぎょうざ太郎
大阪狭山市 鉄板居酒屋まんぷく
大阪狭山市 カラオケ喫茶パール
大阪狭山市 一軒目
大阪狭山市 純情屋
大阪狭山市 和欧欲ばりバル WAO
大阪狭山市 とりとり
大阪狭山市 acerbo
大阪狭山市 遊魚材菜昭
大阪狭山市 鉄板ダイニング夢元
大阪狭山市 大吉 大野台店
大阪狭山市 カラオケ喫茶たろう
大阪狭山市 大吉狭山店
大阪狭山市 御座礼
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大阪狭山市 JOE ZUCKER
大阪狭山市 レッドリボーン
大阪狭山市 居酒屋 KONGO GONBE
大阪狭山市 カントリーロード
阪南市 J.S family
阪南市 やきとり大吉尾崎店
阪南市 中国料理やぐら
阪南市 SHAKA SHAKA
阪南市 かぶら
阪南市 Secret 2
阪南市 炉ばた地車
阪南市 西野商店 たこ亭
阪南市 酒菜工房 想
阪南市 居酒屋次郎長
阪南市 カラオケ工房ソロ
阪南市 魚ダイニング光
阪南市 和の郷 祭歌
阪南市 ご馳走や鮨でん
阪南市 あすな郞
島本町 丸智
島本町 風恋
島本町 スナックchao
島本町 すみれ
島本町 お好み鉄板焼あわちゃん
島本町 ちょい呑みのんた
島本町 炭火焼鳥鳥あそび
島本町 居酒屋みやび
島本町 カラオケスナック＆喫茶 カトレア
豊能町 たこその２
能勢町 能勢路
能勢町 タツヒロ・能勢
忠岡町 ひょうたん屋
忠岡町 文月
忠岡町 ありあけ
熊取町 季節料理 松ふじ
熊取町 中国亭
熊取町 竹取物語
熊取町 TE kara TE
熊取町 鶏焼気まま
熊取町 弁慶
熊取町 居酒屋のぶろう
熊取町 SOCIO
熊取町 中国料理ちゃいなたうん
熊取町 ココハウス
熊取町 スイ―ツスリール369
熊取町 うまいもんや とも
田尻町 喫茶シャンボール
田尻町 BARBULL
田尻町 ソウル亭
岬町 なご弥
岬町 焼肉 じゃりン子
河南町 喫茶 園
河南町 中国四川料理 梅花子
河南町 居酒屋いろり
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