
市町村名 施設名称

大阪市都島区 COSCOクレープ
大阪市都島区 鶏っく京橋店
大阪市都島区 天ぷらとワイン小島 京橋店
大阪市都島区 グリルとおでん kante.PJT
大阪市都島区 中華料理 隨心亭
大阪市都島区 焼肉のあじまる 都島店
大阪市都島区 うおすけ
大阪市都島区 有う希
大阪市都島区 海鮮おどりや市場
大阪市都島区 山商饂飩店東野田店
大阪市都島区 SoundBarZERO
大阪市都島区 徳田酒店京阪高架下店
大阪市都島区 有限会社京屋本店
大阪市都島区 オコメノカミサマ
大阪市都島区 ムーンリバー
大阪市都島区 スナックいづみ
大阪市都島区 目利きの銀次
大阪市都島区 イタリアンバールGENYA
大阪市都島区 石窯和ピザCOVO
大阪市都島区 一生懸麺
大阪市都島区 キッチンカリン
大阪市都島区 カラオケ広場ねこ
大阪市都島区 Bar Toddy
大阪市都島区 酒バク
大阪市都島区 シュシュ
大阪市都島区 煮干しらーめん玉五郎 京橋店
大阪市都島区 居酒屋とよ
大阪市都島区 古狸
大阪市都島区 京橋酒販
大阪市都島区 むさし屋
大阪市都島区 ゆずの小町京橋店
大阪市都島区 マクドナルド都島ベルファ店
大阪市都島区 手作り料理 エスタミネ
大阪市都島区 トラジャコーヒー 京阪モール店
大阪市都島区 三代目かっちゃん
大阪市都島区 THE GARDEN ORIENTAL OSAKA
大阪市都島区 但馬屋 都島
大阪市都島区 旬魚旬彩げんき
大阪市都島区 浅い月会い
大阪市都島区 Bar ZERO
大阪市都島区 おおくぼ
大阪市都島区 旬菜ぼちぼち
大阪市都島区 ジョニーのからあげ都島店
大阪市都島区 浪漫倶楽部
大阪市都島区 炉端焼き桃太郎
大阪市都島区 スターバックスコーヒー 京橋京阪モール店
大阪市都島区 スターバックスコーヒー 京阪京橋駅片町口店
大阪市都島区 らぽっぽファーム京阪京橋駅店
大阪市都島区 京橋東応援団 勝男

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4年2月28日公表分）
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大阪市都島区 立喰焼肉ごぶ
大阪市都島区 近江牛ホルモン二代目次郎 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 スナック cheri
大阪市都島区 酔楽
大阪市都島区 鉄板バル炎
大阪市都島区 寿しBARフォーギブン
大阪市都島区 ＪＯＹ風月風の街 京橋店
大阪市都島区 ＪＯＹ風月風の街京橋飛騨店
大阪市都島区 スナックジェラシー
大阪市都島区 明月館京橋店
大阪市都島区 肉バル×イタリアン RIVIO 京橋北店
大阪市都島区 弁当屋
大阪市都島区 ぎょうざの満洲 JR 京橋駅店
大阪市都島区 飯時マム
大阪市都島区 ポムの樹 京橋京阪モール店
大阪市都島区 満ぞく屋
大阪市都島区 たこ焼けんちゃん
大阪市都島区 丸進
大阪市都島区 スナック マイドリーム
大阪市都島区 ロビン
大阪市都島区 一軒め酒場 エル京橋店
大阪市都島区 あん焼き焼きそば 陳麻婆豆腐 ＳＴＯＲＭ
大阪市都島区 ゑびすうどん
大阪市都島区 格安 王将 都島店
大阪市都島区 ジラフ京橋浪漫東口店
大阪市都島区 くずし肉割烹とろにく
大阪市都島区 カフェ かぽ
大阪市都島区 BAR bless...
大阪市都島区 カルピハウス青山
大阪市都島区 セブンデイズ京橋
大阪市都島区 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ京阪京橋駅前店
大阪市都島区 家族亭 京橋店
大阪市都島区 ハマヤ
大阪市都島区 ステーキハウス近江
大阪市都島区 ロイヤルホスト都島店
大阪市都島区 アフタヌーンティー・ティールーム 京阪モール
大阪市都島区 鳥貴族 京橋南店
大阪市都島区 鳥貴族 京橋西店
大阪市都島区 麺家京橋東西線店
大阪市都島区 麺家京橋外回
大阪市都島区 鳥貴族 京橋北店
大阪市都島区 めしや宮本むなし ＪＲ京橋駅前店
大阪市都島区 めしや宮本むなし 京阪京橋駅前店
大阪市都島区 サイゼリヤ京橋コムズガーデン店
大阪市都島区 ジャンルプラン都島店
大阪市都島区 ３・６・５酒場 京橋店
大阪市都島区 播鳥 京橋店
大阪市都島区 まつい亭
大阪市都島区 ガスト都島本通店
大阪市都島区 鉄板肉酒場 LOVE＆２９ 京橋店
大阪市都島区 有限会社薩摩の久保
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大阪市都島区 みやび（レストラン）
大阪市都島区 Osaka Osake Dining 鶫
大阪市都島区 洋酒喫茶ニューリド
大阪市都島区 玄米カフェ実身美 京橋店
大阪市都島区 実演手打うどん杵屋
大阪市都島区 HybriD
大阪市都島区 淀川邸
大阪市都島区 板前焼肉一斗 京橋店
大阪市都島区 梅の花京橋店
大阪市都島区 炭火焼肉じゅじゅ庵 京橋店
大阪市都島区 とっつぁん 京橋店
大阪市都島区 京橋酒場
大阪市都島区 カジュアル肉懐石 京橋粋な
大阪市都島区 AGGRE cafe the terrace
大阪市都島区 喫茶スワン京橋店
大阪市都島区 栄鮓・庄屋はん京橋店
大阪市都島区 串かつキャメルクラッチ京橋らくだや
大阪市都島区 志なのすけ京橋店
大阪市都島区 立ち呑み天ぷら魚漁
大阪市都島区 クレイジーホース
大阪市都島区 きらく
大阪市都島区 別館平八亭
大阪市都島区 さかなや
大阪市都島区 さかなや京阪京橋店
大阪市福島区 スナック赤坂
大阪市福島区 炭火焼鳥コクレ
大阪市福島区 CREDIS COFFEE 野田駅店
大阪市福島区 大洋軒
大阪市福島区 MASQ
大阪市福島区 土山人 大阪
大阪市福島区 割烹 岩田
大阪市福島区 まるカフェ・キッチン１号
大阪市福島区 ガレリア梅田店
大阪市福島区 dasiyaふぁーる
大阪市福島区 食堂タボリノ
大阪市福島区 大阪餃子MARUKAMI
大阪市福島区 しゃべりBAR
大阪市福島区 喫茶麝香
大阪市福島区 スナックUP
大阪市福島区 アデルネクスト
大阪市福島区 炭火割烹いしい
大阪市福島区 ｃａｎａｒｙ ｃｕｒｒｙ
大阪市福島区 丸忠 寿司割烹
大阪市福島区 わんとケンムン野田店
大阪市福島区 純
大阪市福島区 うらきんぎょ
大阪市福島区 炭火焼鳥とり央
大阪市福島区 満海
大阪市福島区 えぷろん
大阪市福島区 天ぷら 大坂屋 草哲
大阪市福島区 サルメリアポルチーニ
大阪市福島区 AGOHIGE 野田店
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大阪市福島区 とん彩や
大阪市福島区 さぬきや
大阪市福島区 ミスタードーナツ野田ショップ
大阪市福島区 生ハムとイタメシ 86 ストア
大阪市福島区 さかい珈琲
大阪市福島区 Patisserie chau.chau
大阪市福島区 浦江亭 福島店
大阪市福島区 こっそりカレー
大阪市福島区 BAR NELLIE
大阪市福島区 天下一品野田阪神店
大阪市福島区 天下一品福島店
大阪市福島区 大阪成吉思汗ひつじ倶楽部
大阪市福島区 黒毛和牛 焼肉一 野田阪神店
大阪市福島区 ラッテリアポルチーニ
大阪市福島区 更科食堂
大阪市福島区 居酒屋 丸永 MARUEI
大阪市福島区 さち福やCAFE  イオンスタイル海老江店
大阪市福島区 焼鳥屋 味十味
大阪市福島区 和牛焼肉 布上本店
大阪市福島区 和牛焼肉 布上2nd.
大阪市福島区 堂島グラッチェ福島店
大阪市福島区 ミスタードーナツ 福島大開ショップ
大阪市福島区 けとばし屋チャンピオン福島店
大阪市福島区 いわ志
大阪市福島区 メゾンチャイナウメモト
大阪市福島区 元禄寿司野田店
大阪市福島区 肉中華バルWOK
大阪市福島区 家族亭 野田阪神店
大阪市福島区 和酒吟蔵
大阪市福島区 立ち呑みジャックとマチルダ
大阪市福島区 Ｔｈｅ ｂａｒ ｈａｎａ
大阪市福島区 ジェネラルレストラントレド
大阪市福島区 ステーキガスト大阪鷺洲店
大阪市福島区 ガスト野田阪神店
大阪市福島区 ビストリア魚タリアン
大阪市福島区 中筋水産 福島店
大阪市福島区 やきとり家すみれ 福島
大阪市福島区 福島 あじ平
大阪市福島区 ファンタジー・ローラン
大阪市福島区 Oyster Bar Charcoal Grill Lemon
大阪市福島区 龍馬亭
大阪市福島区 福島金魚
大阪市福島区 花座
大阪市福島区 RUTSUBO
大阪市福島区 鮨 千陽
大阪市福島区 BAR ARNECK
大阪市福島区 やきとり番長 福島店
大阪市福島区 鶏料理pao
大阪市福島区 VOGUE
大阪市福島区 酒菜や うおまる
大阪市福島区 街の肉バルBuff福島店
大阪市福島区 SABAR+福島店
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大阪市福島区 もみだれ辛ホルモン獅子楼
大阪市福島区 若葉屋福島店
大阪市福島区 焼肉牛とろ屋
大阪市福島区 焼肉ホルモンブンゴ 福島店
大阪市福島区 鉄板焼THE VILLAGE 
大阪市此花区 チェリッシュ
大阪市此花区 ちろのカフェ
大阪市此花区 しまんと
大阪市此花区 月山 祐寿司
大阪市此花区 千石寿司
大阪市此花区 Hemingway大阪
大阪市此花区 ホルモン大和 西九条本店
大阪市此花区 一品料理 君
大阪市此花区 きまぐれカラオケスナック
大阪市此花区 スナックバッカス
大阪市此花区 大同飯店
大阪市此花区 お好み焼き みやもと
大阪市此花区 飲食店 美奈ちゃん
大阪市此花区 スナック あげまん
大阪市此花区 そば処美松
大阪市此花区 大阪王将 西九条店
大阪市此花区 和家
大阪市此花区 ニュー みさかや
大阪市此花区 くし山
大阪市此花区 餃子の王将 西九条店
大阪市此花区 カラオケスナックＫ＆Ｋ
大阪市此花区 ホテルユニバーサルポート ／ レックスカフェ
大阪市此花区 ホテルユニバーサルポート ／ ラウンジR
大阪市此花区 ととり
大阪市此花区 神戸元町ドリア ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪市此花区 濱寿司
大阪市此花区 濱いち
大阪市此花区 麺家西九条
大阪市此花区 餃子酒場 ROOKIE
大阪市此花区 サイゼリヤユニバーサルシティ和幸ビル店
大阪市此花区 しゃぶ菜 大阪UCW
大阪市此花区 屋台居酒屋大阪満マル西九条南
大阪市此花区 山内農場
大阪市此花区 ホテルユニバーサルポート ／ リコリコ
大阪市此花区 アーカラ
大阪市此花区 Gottie'sBEEFユニバーサルシティウォーク大阪店
大阪市此花区 京都勝牛 ユニバーサルシティウォーク大阪店
大阪市此花区 GoodBBQ舞洲オーチャードグラス
大阪市此花区 焼とり居酒屋 吉鳥
大阪市西区 まつじゅう
大阪市西区 お好み焼き 庄助
大阪市西区 ビンドゥ イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 馭慮
大阪市西区 Number405
大阪市西区 ゴーゴーバーフジタ
大阪市西区 中国料理ラーメンきらく
大阪市西区 スターバックスコーヒー 西本町店
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大阪市西区 THE MARK
大阪市西区 魚介イタリア酒場サチアーレ
大阪市西区 こはん
大阪市西区 伽羅
大阪市西区 白鷺
大阪市西区 スナイパー
大阪市西区 ピッツェリア・ラ ポルタ
大阪市西区 COFFEE  HOUSE 5th Street
大阪市西区 路地裏のボリィズ
大阪市西区 信州そば
大阪市西区 鶏ロック
大阪市西区 江戸堀 なごみ家
大阪市西区 一笑
大阪市西区 結美
大阪市西区 さやか
大阪市西区 咲
大阪市西区 PROTEIN.LAB
大阪市西区 テンシンランラン
大阪市西区 9
大阪市西区 大衆居酒屋きっちょむ
大阪市西区 洋食屋なにわ亭
大阪市西区 しゃぶしゃぶ西谷
大阪市西区 ツェット
大阪市西区 千姫
大阪市西区 心花
大阪市西区 楽園
大阪市西区 ぶうけ
大阪市西区 パティスリー＆カフェＩＣＨＩＢＵＬＵ
大阪市西区 花
大阪市西区 ききょう家
大阪市西区 masquerade xi
大阪市西区 自家製麺杵屋京セラドーム大阪店
大阪市西区 ヨツバカリー 靱本町店
大阪市西区 中華料理 大洋軒
大阪市西区 肉とレモンサワー BISTRO アキラ ～肉肉愛してる～
大阪市西区 大富士 堀江店
大阪市西区 ニューほり江
大阪市西区 もりもり寿しイオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 そばよし庵信濃橋店
大阪市西区 カフェ＆バー ラキラビ
大阪市西区 うどん・そば 茶屋亭
大阪市西区 Ｆｉｖｅ南堀江
大阪市西区 MOULiN
大阪市西区 香
大阪市西区 にんにくらーめん天洋 新町店
大阪市西区 スナックりんどう
大阪市西区 四季料理 入兆
大阪市西区 農家厨房 肥後橋
大阪市西区 天王殿
大阪市西区 スマイルデリバリー
大阪市西区 ひかり亭
大阪市西区 酒中花 空心
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大阪市西区 ぼてぢゅう屋台 イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 松屋九条店
大阪市西区 すし活魚 魚蔵 肥後橋店
大阪市西区 炭火やきとん 丸寿 肥後橋店
大阪市西区 スターバックスコーヒー イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 サイゼリヤフォレオ大阪ドームシティ店
大阪市西区 鶏soba座銀
大阪市西区 館
大阪市西区 すしの助
大阪市西区 うを卯
大阪市西区 回転木馬
大阪市西区 シアターカフェNyan
大阪市西区 girl's bar KreA
大阪市西区 焼鳥ろじ
大阪市西区 OKAKI
大阪市西区 京都北白川ラーメン魁力屋 イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 一風堂 堀江店
大阪市西区 辛いもんやギロチン
大阪市西区 やきやき三輪
大阪市西区 沖縄ジンジャーを使ったカレーとからあげの店 Suggy 肥後橋店
大阪市西区 DELHI
大阪市西区 料理屋新町壱丁目
大阪市西区 南堀江knave
大阪市西区 喫茶ジョイ
大阪市西区 禧光
大阪市西区 お食事処さっちゃん
大阪市西区 かごの屋大阪ドームシティ店
大阪市西区 かっぱ寿司 境川店
大阪市西区 徐園
大阪市西区 おらが蕎麦
大阪市西区 おおはら
大阪市西区 楽天
大阪市西区 京伽
大阪市西区 料亭 うえだ
大阪市西区 酒房 とまり木
大阪市西区 ねこ色
大阪市西区 雪月花
大阪市西区 渚
大阪市西区 さらんちぇ江戸堀
大阪市西区 ゆう
大阪市西区 肉匠 紋次郎 北堀江店
大阪市西区 M.Y labo
大阪市西区 アミューズメントバープラスツー
大阪市西区 吾一 肥後橋店
大阪市西区 ティアラ
大阪市西区 さくら
大阪市西区 お食事カフェ asahi
大阪市西区 粋なご飯と粋な酒酒将群
大阪市西区 粋なご飯と粋な酒蒼馬
大阪市西区 料亭ゆかり
大阪市西区 料亭 ゆめしまい
大阪市西区 酒場とらず 西本町店
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大阪市西区 八剣伝 阿波座店
大阪市西区 HAJIME
大阪市西区 味囍園
大阪市西区 岩崎キャフェテリア
大阪市西区 住友クラブ食堂
大阪市西区 ロイヤルホストあみだ池店
大阪市西区 一宝 本店
大阪市西区 家族亭
大阪市西区 阿波座食堂
大阪市西区 CUBIERTA
大阪市西区 播鳥 肥後橋店
大阪市西区 杏厨キッチン 新町店
大阪市西区 カラオケスナックままや
大阪市西区 SABU＆EGG
大阪市西区 八百屋とごはんうらや 西本町店
大阪市西区 八百屋とごはん しみず
大阪市西区 肥後橋南蛮亭
大阪市西区 ロンフーダイニングイオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 なじみ
大阪市西区 中華料理 海華飯店
大阪市西区 お好み焼きなお家
大阪市西区 お魚きっちん祐星
大阪市西区 contact
大阪市西区 秋吉阿波座店
大阪市西区 天下一品西長堀店
大阪市西区 伊賀肉料理 半蔵
大阪市西区 ホリーズカフェ阿波座店
大阪市西区 リストランテ サリーレ
大阪市西区 it.oven
大阪市西区 南蛮食堂 四ツ橋本町店
大阪市西区 １９６８古潭
大阪市西区 orange
大阪市西区 夢叶
大阪市西区 トラットリアパッパ
大阪市西区 Cafe ABSINTHE
大阪市西区 Ocona
大阪市西区 炭火焼肉ほんまち
大阪市西区 梅田明月館 阿波座店
大阪市西区 韓味一 朴邸
大阪市西区 THE CALENDAR（カレンダー） 本店
大阪市西区 焼肉牛魔 四ツ橋店
大阪市港区 お好み亭 山茶庵
大阪市港区 あづまや
大阪市港区 とと海月 波除店
大阪市港区 なかもと
大阪市港区 Theater Cafe 信天翁
大阪市港区 AKARENGA STEAK HOUSE
大阪市港区 株式会社中元商店
大阪市港区 灯台
大阪市港区 sweet home NA・TSU・KI
大阪市港区 なか卯みなと通店
大阪市港区 笠利三先
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大阪市港区 岩山海鮮
大阪市港区 お好み焼きチエ
大阪市港区 芳家
大阪市港区 自由軒 天保山店
大阪市港区 アートホテル大阪ベイタワー 割烹みなと
大阪市港区 アートホテル大阪ベイタワー 鉄板焼RURI
大阪市港区 威威
大阪市港区 お好み焼 由美
大阪市港区 やまもと屋 飲食店営業
大阪市港区 スナック暖々
大阪市港区 ふる里
大阪市港区 CAFE＆BAR AUDREY （オードリー）
大阪市港区 大成苑
大阪市港区 スターバックスコーヒー 海遊館店
大阪市港区 元祖いか焼き桃谷いかやき屋海遊館店
大阪市港区 喫茶カラオケ Ｒ
大阪市港区 鳥貴族 天保山店
大阪市港区 黒毛和牛 焼肉一 市岡店
大阪市港区 たんぽぽ弁天町店
大阪市港区 ぼてぢゅう 天保山店
大阪市港区 ホルモン館
大阪市港区 ゆめ
大阪市港区 田村酒店
大阪市港区 カラオケ居酒屋 万亜－呂
大阪市港区 Queens
大阪市港区 居心伝 天保山店
大阪市港区 居酒屋 菜花野
大阪市港区 ガスト港弁天町店
大阪市港区 鶴橋風月 弁天町店
大阪市港区 あぶり屋 まんま
大阪市港区 信州そば処そじ坊
大阪市港区 鳴門
大阪市港区 お好み焼 香月
大阪市港区 居酒屋いざ新
大阪市港区 レストラン ソウル
大阪市大正区 スナック 万寿
大阪市大正区 居酒屋よあけ
大阪市大正区 てんしんのきもち
大阪市大正区 蛸ぎゃんぐ
大阪市大正区 一品料理 伊和音
大阪市大正区 うるま御殿
大阪市大正区 スナック マキ
大阪市大正区 スナック絵理
大阪市大正区 スナック幸
大阪市大正区 さぶちゃん
大阪市大正区 アジアンスタンドキリークThai
大阪市大正区 カラオケ 京都
大阪市大正区 焼肉食堂かど家大正駅前店
大阪市大正区 うすぱれ 豊年
大阪市大正区 ツツジラウンジ
大阪市大正区 立呑み処鶴田
大阪市大正区 明洞

9 / 97 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4年2月28日公表分）

大阪市大正区 ワンカルビ大正店
大阪市大正区 大桝屋
大阪市大正区 カラオケ喫茶 心
大阪市大正区 CoffeeHouse アンダンテ
大阪市大正区 中国料理 再来苑
大阪市大正区 うかれや
大阪市大正区 カラオケスナック東尋坊
大阪市大正区 気康屋
大阪市大正区 姉妹
大阪市大正区 おばんざい利庵
大阪市大正区 THE MARKET BENTO
大阪市大正区 肉匠 紋次郎 （大正店）
大阪市大正区 炙り家陶山
大阪市大正区 好来軒
大阪市天王寺区 Ｃｌｉｃｋ＆Ｃｌａｃｋ
大阪市天王寺区 甘太郎 天王寺ＭＩＯ店
大阪市天王寺区 天王寺百楽
大阪市天王寺区 海南亭
大阪市天王寺区 ゆずの小町天王寺店
大阪市天王寺区 ひよこ
大阪市天王寺区 楽菜わさびや
大阪市天王寺区 一軒め酒場 天王寺北口店
大阪市天王寺区 焼肉吉田 新館
大阪市天王寺区 サロン卵と私近鉄上本町店
大阪市天王寺区 すし丈
大阪市天王寺区 四天王寺はやうち
大阪市天王寺区 秋吉天王寺店
大阪市天王寺区 らーめん風ちゃん
大阪市天王寺区 圓
大阪市天王寺区 居楽屋 白木屋 上本町駅前店
大阪市天王寺区 焼鳥と麦 カッシーワ
大阪市天王寺区 ライブハウスタカラ大阪
大阪市天王寺区 WARAKU
大阪市天王寺区 W／W  Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ
大阪市天王寺区 冨士屋 天王寺MIOプラザ館店
大阪市天王寺区 Lingua World Cafe
大阪市天王寺区 TRATTORIA il Campo da SHIGE
大阪市天王寺区 炭火居酒屋 やな川
大阪市天王寺区 甘辛や上一
大阪市天王寺区 味平
大阪市天王寺区 三豊麺上本町ハイハイタウン店
大阪市天王寺区 デッカ
大阪市天王寺区 てんしばBBQエリア THE BBQ GARDEN in てんしばイーナ
大阪市天王寺区 お魚食堂かど家天王寺公園前店
大阪市天王寺区 焼肉食堂かど家鶴橋本店
大阪市天王寺区 紀州さかなや
大阪市天王寺区 すし処八孝
大阪市天王寺区 松屋鶴橋店
大阪市天王寺区 料亭 天王殿
大阪市天王寺区 スターバックスコーヒー JR 桃谷駅店
大阪市天王寺区 ツリーカフェ
大阪市天王寺区 麺家みちくさ
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大阪市天王寺区 さち福や天王寺ミオプラザ館
大阪市天王寺区 いぶき
大阪市天王寺区 つきひ
大阪市天王寺区 スターバックスコーヒー 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 カフェチャオプレッソ
大阪市天王寺区 クレープリースタンドシャンデレール天王寺
大阪市天王寺区 スターバックスコーヒー 天王寺ミオ プラザ館店
大阪市天王寺区 ロッテリア天王寺駅北口店
大阪市天王寺区 にんにくラーメン寺田町
大阪市天王寺区 カラオケ笑（えがお）
大阪市天王寺区 バナナノキモチ
大阪市天王寺区 真呑菜
大阪市天王寺区 風の街 玉造店
大阪市天王寺区 季節料理 天田
大阪市天王寺区 すしはな上本町店
大阪市天王寺区 神和牛新館
大阪市天王寺区 raffinarto
大阪市天王寺区 STARLIVE U6
大阪市天王寺区 大邱家
大阪市天王寺区 地魚酒場 魚八商店 鶴橋店
大阪市天王寺区 J.S.FOODIES 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 machimachi天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 鶴橋風月 本店
大阪市天王寺区 アローツリー 天王寺ＭＩＯ店
大阪市天王寺区 新力
大阪市天王寺区 お好み焼 あじくらや
大阪市天王寺区 天下一品天王寺駅北口店
大阪市天王寺区 菜乃庵
大阪市天王寺区 天王寺ルーローハン
大阪市天王寺区 神楽食堂 串家物語 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 神戸元町ドリア 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 台湾小籠包 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 MuuMuuDiner
大阪市天王寺区 ＣＡＦＥ ＲＥＳＴ 風の物語
大阪市天王寺区 韓国料理bibim天王寺MIOプラザ館店
大阪市天王寺区 アフタヌーンティー・ティールーム 天王寺ミオ
大阪市天王寺区 麺家天王寺
大阪市天王寺区 麺家鶴橋
大阪市天王寺区 家カフェおたま 天王寺ミオ本館店
大阪市天王寺区 サイゼリヤ上本町店
大阪市天王寺区 えび頼み あべちか店
大阪市天王寺区 北京料理 百楽本店
大阪市天王寺区 ガスト天王寺桃山店
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 裏天王寺 肉寿司
大阪市天王寺区 KoreanKitchen まだん鶴橋店
大阪市天王寺区 天麩羅 はな天 鶴橋店
大阪市天王寺区 レストランカステロ
大阪市天王寺区 じゃんぼ焼鳥 鳥貴族 天王寺北口店
大阪市天王寺区 じゃんぼ焼鳥 鳥貴族上本町店
大阪市天王寺区 久世福商店 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 卵と私天王寺ミオ店
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大阪市天王寺区 しゃぶかつ かつ㐂
大阪市天王寺区 牛たんと和牛焼き 青葉苑 天王寺ミオプラザ館店
大阪市天王寺区 紅虎軒
大阪市天王寺区 nana's green tea 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 くら寿司上本町店
大阪市天王寺区 心斎橋ミツヤ アベノ店
大阪市天王寺区 コリアンダイニング李朝園上本町店
大阪市天王寺区 めいげつ
大阪市天王寺区 プロムナードカフェあべちか店
大阪市天王寺区 鉄板酒場 犇屋
大阪市天王寺区 luvwine裏天王寺
大阪市天王寺区 WINE SUMI vinvin瓶備 上本町
大阪市天王寺区 焼肉鶴橋新館
大阪市天王寺区 焼肉鶴橋 別邸
大阪市天王寺区 ポモドーロフレスカ
大阪市天王寺区 赤目
大阪市天王寺区 ほてい寿司
大阪市天王寺区 カフェ クレバー アベ地下店
大阪市天王寺区 魚屋スタンド裏天王寺すしセンター
大阪市天王寺区 肉バル居酒屋そざいや
大阪市天王寺区 魚や なべいち
大阪市天王寺区 焼肉 喜久安
大阪市天王寺区 BOONEYS
大阪市天王寺区 得一
大阪市浪速区 大京園
大阪市浪速区 楽彩
大阪市浪速区 COLLABO CAFE HONPO
大阪市浪速区 よし坊
大阪市浪速区 堂島グラッチェなんば店
大阪市浪速区 大阪や
大阪市浪速区 なにわ串かつ七福
大阪市浪速区 炭焼ホルモン七福
大阪市浪速区 有限会社 大阪秋吉 なんば店
大阪市浪速区 油そばきりん寺なんば駅前店
大阪市浪速区 灘屋酒店直売所
大阪市浪速区 BAR LINQ
大阪市浪速区 居楽屋 白木屋 通天閣本通店
大阪市浪速区 太平飯店
大阪市浪速区 ル・ポン
大阪市浪速区 ミニッツデリ
大阪市浪速区 ブルターニュ
大阪市浪速区 居酒屋春香
大阪市浪速区 元祖 343 鮨
大阪市浪速区 手打ちうどん一休
大阪市浪速区 CRISPY CHICKEN n' TOMATOなんば店
大阪市浪速区 Cafe&Bar ちいさなおみせ
大阪市浪速区 スナック相良
大阪市浪速区 あかつき
大阪市浪速区 なか卯恵美須店
大阪市浪速区 鹿児島 勝
大阪市浪速区 さんかく
大阪市浪速区 地酒と釜飯の店 森
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大阪市浪速区 周黒鴨 大阪１号店
大阪市浪速区 大興寿司南店
大阪市浪速区 藤原酒販 立呑処
大阪市浪速区 響
大阪市浪速区 串かつ ３３３
大阪市浪速区 ラウンジ奈々
大阪市浪速区 やきにく CHAN
大阪市浪速区 焼肉酒家じげん
大阪市浪速区 ダイニング・マミー
大阪市浪速区 BURGER PRODUCTS
大阪市浪速区 焼肉定食こいろり日本橋店
大阪市浪速区 SABAR+なんばCITY店
大阪市浪速区 バナナの神様 大阪難波店
大阪市浪速区 平蔵チキン
大阪市浪速区 きりん寺 大阪総本店
大阪市浪速区 花邑
大阪市浪速区 近江屋 別館
大阪市浪速区 LANDSCAPE COFFEE PRODUCTS
大阪市浪速区 ＨＡＣＯＰＬＵＳ
大阪市浪速区 松屋大国町店
大阪市浪速区 やさい家めい なんばパークス
大阪市浪速区 きのくに製麺所
大阪市浪速区 大阪なんば 魂心家
大阪市浪速区 お食事処 三久
大阪市浪速区 オリジナルパンケーキハウスなんばパークス店
大阪市浪速区 赤坂屋
大阪市浪速区 餃子と唐揚げの酒場 難波のしんちゃん
大阪市浪速区 スターバックスコーヒー なんばパークス店
大阪市浪速区 焼肉力丸 なんば湊町店
大阪市浪速区 えびす一升庵
大阪市浪速区 どんぶり居酒屋 令和
大阪市浪速区 立ち呑み小春
大阪市浪速区 お好み焼 鉄板焼 間
大阪市浪速区 スナック よい.そい
大阪市浪速区 新世界串かつ福笑家
大阪市浪速区 百十 なんばこめじるし店
大阪市浪速区 カフェ・ド・ミー
大阪市浪速区 串かつダイニングひろたか
大阪市浪速区 ちょいめしあさチャン
大阪市浪速区 うまや
大阪市浪速区 ピットイン
大阪市浪速区 サモア
大阪市浪速区 ファニーティアーズ
大阪市浪速区 大興寿司
大阪市浪速区 ＳＴＥＡＫ＆ＢＡＲ Ｂｌｏｃｋ なんばＣＩＴＹ店
大阪市浪速区 ラビードビー
大阪市浪速区 味の大丸
大阪市浪速区 ときすしなんばパークス店
大阪市浪速区 旬和席うおまんなんばパークス店
大阪市浪速区 初代 エビス
大阪市浪速区 そばよし元町本店
大阪市浪速区 MAGICAPPLE
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大阪市浪速区 神戸牛みやび 日本橋本店
大阪市浪速区 神戸牛あかぎ屋 日本橋FIVE店
大阪市浪速区 風来坊
大阪市浪速区 一風堂なんば店
大阪市浪速区 喫茶 鴉鷺
大阪市浪速区 カレーショップマドラス
大阪市浪速区 スーパードライＯＣＡＴモール街
大阪市浪速区 中国酒家 朝陽閣 難波
大阪市浪速区 神戸元町ドリア なんばパークス店
大阪市浪速区 とんかつがんこ難波店
大阪市浪速区 KUA'AINAなんばパークス
大阪市浪速区 隨縁亭
大阪市浪速区 ロイヤルホスト桜川店
大阪市浪速区 ポムの樹Gold なんばパークス店
大阪市浪速区 北京料理 龍
大阪市浪速区 ＮＩＧＨＴＷＡＸ
大阪市浪速区 力餅
大阪市浪速区 牛かつ冨田
大阪市浪速区 サイゼリヤなんばOCAT店
大阪市浪速区 Anna Colors COFFEE
大阪市浪速区 やよい軒 難波元町店
大阪市浪速区 鶴橋風月 OCAT店
大阪市浪速区 八百屋とごはん うらや本店
大阪市浪速区 天ぷら大吉 なんば店
大阪市浪速区 博多もつ鍋おおやま なんば店
大阪市浪速区 天地人２号店
大阪市浪速区 天下一品難波ウインズ前店
大阪市浪速区 串かつじゃんじゃん新世界本店
大阪市浪速区 Blue bird minami
大阪市浪速区 スナック マーくん
大阪市浪速区 お好み焼き くいしん坊
大阪市浪速区 ＠ほぉ～むカフェ大阪本店
大阪市浪速区 三豊麺 なんば日本橋店
大阪市浪速区 Green Cafe
大阪市浪速区 ガンボ＆オイスターバー なんばパークス店
大阪市浪速区 海鮮屋台おくまん難波元町店
大阪市浪速区 天からてん 難波なんさん通り店
大阪市浪速区 三麗
大阪市浪速区 ＢａｒＧｒａｎ
大阪市浪速区 道頓堀ＣＲＡＦＴＢＥＥＲ醸造所
大阪市浪速区 貴鶏屋 本店
大阪市浪速区 大衆酒場裏剣
大阪市西淀川区 たんたん
大阪市西淀川区 カラオケ喫茶 絆
大阪市西淀川区 紆折
大阪市西淀川区 無添加酒場アカルイミライ
大阪市西淀川区 きまぐれ海鮮居酒屋おやじ
大阪市西淀川区 スタジオKM
大阪市西淀川区 くろだ
大阪市西淀川区 たこ家輝 御幣島店
大阪市西淀川区 麺一盃
大阪市西淀川区 ,,,ing
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大阪市西淀川区 わんとケンムン佃店
大阪市西淀川区 まるじん
大阪市西淀川区 居酒屋ふくろう
大阪市西淀川区 和食さと メラード大和田店
大阪市西淀川区 じゅん
大阪市西淀川区 鈴園
大阪市西淀川区 呑処 田
大阪市西淀川区 和風 お食事処いろは
大阪市西淀川区 居酒屋呑み処大谷酒店
大阪市西淀川区 居酒屋とびこみ
大阪市西淀川区 一富士
大阪市西淀川区 くぼ お好み焼き
大阪市西淀川区 スシロー 歌島店
大阪市西淀川区 nanairo
大阪市西淀川区 すし半塚本店
大阪市東淀川区 麺や輝 淡路店
大阪市東淀川区 手作りサンドはさみ
大阪市東淀川区 ステーキ松阪
大阪市東淀川区 Loungeame
大阪市東淀川区 Ｂ‐ｓｔｙｌｅ
大阪市東淀川区 カラオケ姫
大阪市東淀川区 NAKAGAWAわず
大阪市東淀川区 スナックRiko
大阪市東淀川区 大山
大阪市東淀川区 新大阪きらく アパホテル店
大阪市東淀川区 じゃんぼ總本店 淡路商店街店
大阪市東淀川区 じゃんぼ總本店 相川駅前店
大阪市東淀川区 大衆馬肉酒場 馬王
大阪市東淀川区 牛タンと京葱処 ねぎぼうず
大阪市東淀川区 酒処 安
大阪市東淀川区 お好み焼き 阿蘇
大阪市東淀川区 Lareine
大阪市東淀川区 スナック 天草
大阪市東淀川区 スナックみどり
大阪市東淀川区 さぼてん
大阪市東淀川区 クッキングバーSHIZU
大阪市東淀川区 浦さん
大阪市東淀川区 カラオケスナック キャロット
大阪市東淀川区 松屋東淀川菅原店
大阪市東淀川区 松屋上新庄店
大阪市東淀川区 カフェレストりん
大阪市東淀川区 大阪王将 淡路店
大阪市東淀川区 やきにく 大黒家
大阪市東淀川区 炉路裏ごっつ
大阪市東淀川区 ちいさいママ
大阪市東淀川区 大衆酒場ヒロタヤ３号
大阪市東淀川区 ウオターキッチン シーソー
大阪市東淀川区 バッファローマン
大阪市東淀川区 slow bird
大阪市東淀川区 お好み焼 三ツ星亭
大阪市東淀川区 縁
大阪市東淀川区 居心伝 上新庄店
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大阪市東淀川区 スナック アンコール
大阪市東淀川区 スシロー 東淀川2号店
大阪市東淀川区 清昌館上新庄店
大阪市東淀川区 ガスト上新庄駅前店
大阪市東淀川区 ガスト江口橋店
大阪市東淀川区 ココス東淀川店
大阪市東淀川区 手羽小僧ｂｙ小さいおっちゃんの店
大阪市東淀川区 ライス&リカー 立ち呑みコーナー
大阪市東淀川区 かっぱ寿司 東淀川店
大阪市東淀川区 喫茶 レインドール
大阪市東淀川区 おばんざい処 小桜
大阪市東淀川区 リカーショップくらみつ
大阪市東淀川区 Chip in
大阪市東淀川区 新大阪海鮮食堂 おーうえすと
大阪市東成区 中華ダイニング 菜演
大阪市東成区 ビストロエスカーゴ オランジュ
大阪市東成区 中国料理 友園
大阪市東成区 大阪王将 玉造店
大阪市東成区 カラオケスナック ニューはりま
大阪市東成区 はりま亭
大阪市東成区 シャトウ
大阪市東成区 楽食深江橋おこげ
大阪市東成区 喫茶フジ
大阪市東成区 フリースタイル
大阪市東成区 スイートサロンクイン
大阪市東成区 鈴屋
大阪市東成区 じゃんぼ總本店 緑橋駅前店
大阪市東成区 百万石
大阪市東成区 ぎょうざ専門店チャンピオン 深江橋店
大阪市東成区 ぎょうざ専門店チャンピオン 小路店
大阪市東成区 すし居酒屋 まるはち
大阪市東成区 一盛
大阪市東成区 お食事処長崎雲仙屋
大阪市東成区 コメダ珈琲店大阪メトロ今里北口店
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 まいど
大阪市東成区 Kーコプチャン
大阪市東成区 炭火焼鳥とりだん今里店
大阪市東成区 松屋今里店
大阪市東成区 和み
大阪市東成区 ポケット
大阪市東成区 炭火焼肉キョロちゃん
大阪市東成区 中華料理 明洋軒
大阪市東成区 入船寿司
大阪市東成区 中華料理天心
大阪市東成区 セクションエイト
大阪市東成区 お好み焼 鉄板 Liberta
大阪市東成区 辛麺屋桝元大阪本店
大阪市東成区 居酒屋 光
大阪市東成区 立ち呑処 みやざき
大阪市東成区 居酒屋 きよ
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大阪市東成区 ほのか
大阪市東成区 創作キッチン 治【Haru】
大阪市東成区 松井酒店
大阪市東成区 トラットリアロクダイ
大阪市東成区 崔おばさんのキムチ 株式会社サンセイフーズ
大阪市東成区 なごみ
大阪市東成区 中華そば 源さん
大阪市東成区 ロイヤルホスト森ノ宮店
大阪市東成区 ガスト大今里店
大阪市東成区 串焼肉串焼きホルモンてが利
大阪市東成区 YAMAMON
大阪市東成区 いり船寿司
大阪市東成区 きくや
大阪市東成区 肉匠 紋次郎 森之宮店
大阪市東成区 焼肉ホルモンまうん
大阪市東成区 焼肉海昇園
大阪市東成区 ラーメン人生JET600
大阪市東成区 焼き鳥居酒屋まるよし
大阪市東成区 居酒や ぶあいそう
大阪市生野区 石ころ
大阪市生野区 有限会社 戎湯
大阪市生野区 BambooFlower
大阪市生野区 Ella Gimbap
大阪市生野区 ラウンジ ラタン
大阪市生野区 スナック 南実
大阪市生野区 スナックニュー慶
大阪市生野区 PHO BEO GAY
大阪市生野区 カラオケ 居酒屋 きんぎょ
大阪市生野区 ハート学校（ハートハッキョ）
大阪市生野区 たかお
大阪市生野区 大原
大阪市生野区 僕のなべや
大阪市生野区 ハチの家
大阪市生野区 杉田
大阪市生野区 居酒屋 ちゃあちゃん
大阪市生野区 ふぐ料理 あじ平
大阪市生野区 焼肉 さわ
大阪市生野区 サミーハウス
大阪市生野区 ブルボン
大阪市生野区 １００＄の瞳
大阪市生野区 フニフニ
大阪市生野区 とらこ
大阪市生野区 出世湯
大阪市生野区 ナップンナムジャ
大阪市生野区 中華料理 万福
大阪市生野区 ダイニングキッチンみなみ
大阪市生野区 Jelly fish
大阪市生野区 友
大阪市生野区 うどん・そば弁慶
大阪市生野区 スナック 蘭
大阪市生野区 麺吉
大阪市生野区 菊屋酒店
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大阪市生野区 ZERO
大阪市生野区 炭火焼肉炫屋
大阪市生野区 ぎょうざ専門店チャンピオン 今里本店
大阪市生野区 ニュー北京
大阪市生野区 立ち呑み チング
大阪市生野区 ワンカルビ生野巽店
大阪市生野区 焼肉倶楽部いちばん 巽店
大阪市生野区 喫茶ビビ
大阪市生野区 ＶＯＣＡＬ
大阪市生野区 天龍堂丸福
大阪市生野区 八ぽん寺田町店
大阪市生野区 鳥貴族 寺田町店
大阪市生野区 ニンニクラーメン天洋
大阪市生野区 大阪王将 寺田町店
大阪市生野区 僕のくれーぷ
大阪市生野区 SAI GON QUAN TAP HOA HOA HUONG DUONG
大阪市生野区 サクラQUON
大阪市生野区 ライブハウス ワン・ワールド
大阪市生野区 まるはん
大阪市生野区 cafe & craft 月光舎
大阪市生野区 八百萬屋
大阪市生野区 木曽路北巽店
大阪市生野区 鉄板焼 今里
大阪市生野区 snack Trap
大阪市生野区 かっぱ寿司 生野店
大阪市生野区 さくら
大阪市生野区 カラオケスタジオ ミルクハウス
大阪市生野区 三京
大阪市生野区 力餅
大阪市生野区 キッチン月
大阪市生野区 なごみ
大阪市生野区 ヤマダ酒販
大阪市生野区 中華料理 山水
大阪市生野区 coffee YAMAGUCHI musicpub
大阪市生野区 活喜寿し
大阪市生野区 TORUS
大阪市生野区 ヨプトッポッキ（大阪店）
大阪市生野区 福徳温泉
大阪市生野区 カラオケ喫茶ジュン
大阪市生野区 炭火焼鳥とりだん南巽店
大阪市生野区 お好み焼オモニ
大阪市生野区 焼肉の小川
大阪市生野区 道
大阪市生野区 あじ平
大阪市生野区 カラオケ＆スナック 久美
大阪市生野区 鶴橋風月 桃谷店
大阪市生野区 ガスト天王寺東店
大阪市生野区 焼肉食堂かど家北巽店
大阪市生野区 カラオケスナック 城
大阪市生野区 天ぷら 千津賀
大阪市生野区 メジャーリーグ
大阪市生野区 ＨＵＮＴ
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大阪市生野区 冷麺館
大阪市生野区 麻雀クラブ プラチナ
大阪市生野区 鳥貴族桃谷店
大阪市生野区 となりのキッチンVento
大阪市生野区 グリルポッケ
大阪市生野区 ラウンジＢＢ
大阪市旭区 居酒屋 まるや
大阪市旭区 居酒屋 たんぽぽ
大阪市旭区 インドネパールレストラン ラクシミ
大阪市旭区 おやじのキッチン元気
大阪市旭区 なかむら亭
大阪市旭区 お食事処まい
大阪市旭区 食の古民家サロン
大阪市旭区 創作キッチンクンストハウス
大阪市旭区 松屋千林大宮店
大阪市旭区 ワンカルビ旭赤川店
大阪市旭区 cafe & sweets Cherfi
大阪市旭区 思い出
大阪市旭区 風の街 千林店
大阪市旭区 千子
大阪市旭区 海鮮丼ジャイキリ
大阪市旭区 いちおし
大阪市旭区 海鮮・寿司 まぐろ一徹 千林店
大阪市旭区 やきとり大蔵千林店
大阪市旭区 道
大阪市旭区 Oinaina
大阪市旭区 和食さと 赤川店
大阪市旭区 中華料理 ちゅー
大阪市旭区 とり福
大阪市旭区 鳥貴族 大倉家
大阪市旭区 さくら
大阪市旭区 炭焼きうなぎの魚伊 本店
大阪市旭区 屋台居酒屋 大阪 満マル 千林
大阪市城東区 コミュニティ・スポット 諏訪新地
大阪市城東区 ひだまり
大阪市城東区 うどん酒場 はちまん
大阪市城東区 立呑しょうちゃん
大阪市城東区 古里
大阪市城東区 城東玉泉院 調理部
大阪市城東区 洋風旬菜 風来亭
大阪市城東区 焼鳥雷鳥
大阪市城東区 カラオケファンファーレ
大阪市城東区 のらや深江橋店
大阪市城東区 炭火焼肉河内屋 京橋店
大阪市城東区 焼肉美食亭いわや
大阪市城東区 カレーハウスCoCo壱番屋 城東関目店
大阪市城東区 カラオケ喫茶 藤
大阪市城東区 居酒屋 とみや
大阪市城東区 中華飯店 ひのくに
大阪市城東区 スナック Ｙ
大阪市城東区 源八
大阪市城東区 喫茶グラウンド
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大阪市城東区 居酒屋 たけ乃
大阪市城東区 三丁ゴハン
大阪市城東区 焼き鳥居酒屋吉鳥関目店
大阪市城東区 海鮮屋台まいこ関目店
大阪市城東区 大衆酒場あげもんや蒲生四丁目店
大阪市城東区 restaurant&cafe GAIA
大阪市城東区 麦
大阪市城東区 肉匠 くら乃 関目店
大阪市城東区 CAFE COOK酢
大阪市城東区 蛸焼き炭火満家
大阪市城東区 居酒屋ファミリー
大阪市城東区 くら寿司城東今福店
大阪市城東区 ばんざい氣儘
大阪市城東区 大阪王将 蒲生店
大阪市城東区 かつアンドかつ 関目店
大阪市城東区 ロイヤルホスト蒲生店
大阪市城東区 鳥貴族 鴫野店
大阪市城東区 ラーメン魁力屋 鴫野店
大阪市城東区 すし半今福店
大阪市城東区 白龍
大阪市城東区 居酒屋 膳
大阪市城東区 海鮮屋台おくまん蒲生四店
大阪市城東区 リストランテイルコンティヌオ
大阪市阿倍野区 ちょーず堂
大阪市阿倍野区 軽食喫茶 ユートピア
大阪市阿倍野区 阿倍野庵
大阪市阿倍野区 九州魂天王寺店
大阪市阿倍野区 十六夜二丁目
大阪市阿倍野区 花鳥風月
大阪市阿倍野区 中国料理 桃谷樓 阿倍野賓莚
大阪市阿倍野区 焼肉モモンジ
大阪市阿倍野区 ホルモン屋ももんじ
大阪市阿倍野区 星乃珈琲店あべのＨｏｏｐ店
大阪市阿倍野区 サロンウフエモアあべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 秋吉あべの店
大阪市阿倍野区 軽食エーボン
大阪市阿倍野区 葡萄家まはり
大阪市阿倍野区 CLIP
大阪市阿倍野区 大衆焼き とり元
大阪市阿倍野区 KAＳＵＹＡヴィアあべのウォーク店
大阪市阿倍野区 焼肉ホルモンBUNGO 天王寺店
大阪市阿倍野区 あ らん ハルカス店
大阪市阿倍野区 Ｎ's Tasty Lab
大阪市阿倍野区 Ｐｅｒ Ｐｒｉｍｏ
大阪市阿倍野区 モクモク直営農場レストランお日さまのえがお
大阪市阿倍野区 焼肉華
大阪市阿倍野区 楓林閣
大阪市阿倍野区 グリルキャピタル東洋亭 あべのハルカス店
大阪市阿倍野区 らーめんstyle JUNK STORY あべの味店...時々 麺と心7
大阪市阿倍野区 センナリヤフルーツパーラー あべのハルカスダイニング
大阪市阿倍野区 肉匠かど家 アポロ店
大阪市阿倍野区 吾作亭阿倍野店
大阪市阿倍野区 焼肉食堂かど家 鶴ヶ丘店
大阪市阿倍野区 ブリーズ
大阪市阿倍野区 狸狸亭
大阪市阿倍野区 LEMONADEbyLEMONICAあべのキューズモール店
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大阪市阿倍野区 CAFE&BAR 色s
大阪市阿倍野区 あっぱれ天風 あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 大かまど飯 寅福
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 ダーツ ドラマティコ Ｄ．Ｄ
大阪市阿倍野区 スターバックスコーヒー あべのsolaha店
大阪市阿倍野区 カフェソラーレTsumugi あべのsolaha店
大阪市阿倍野区 芳すし
大阪市阿倍野区 Heart Bread ANTIQUE あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 双葉
大阪市阿倍野区 カプリチョーザあべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 ミスタードーナツ ｅｋｉｍｏ天王寺ショップ
大阪市阿倍野区 あべのひろ
大阪市阿倍野区 玄米カフェ実身美 阿倍野店
大阪市阿倍野区 麺厨房103
大阪市阿倍野区 あべのコンタクト
大阪市阿倍野区 天下一品天王寺あべのウォーク店
大阪市阿倍野区 男はつらい 阿倍野筋店
大阪市阿倍野区 eo ベルナール・ロワゾ―・スィニャテュール
大阪市阿倍野区 神戸 アールティー あべのルシアス店
大阪市阿倍野区 スナック アミー
大阪市阿倍野区 旬菜KOMAI
大阪市阿倍野区 キッチン＆バー 雅楽
大阪市阿倍野区 焼肉ライク あべの橋店
大阪市阿倍野区 かごの屋阿倍野王子町店
大阪市阿倍野区 ミスタードーナツ イトーヨーカドーあべのショップ
大阪市阿倍野区 エトワール
大阪市阿倍野区 カフェ英國屋あべのハルカス店
大阪市阿倍野区 先斗入ルあべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 鶏のいいとこどり 一鳥一炭 阿倍野店
大阪市阿倍野区 千房あべのキューズモール支店
大阪市阿倍野区 リンガーハット近鉄あべのハルカス店
大阪市阿倍野区 Cafe&MealMUJI近鉄あべのハルカス
大阪市阿倍野区 湯処あべの橋
大阪市阿倍野区 gons bake shop
大阪市阿倍野区 美々卯 あべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 スタンド富
大阪市阿倍野区 紫
大阪市阿倍野区 街かど屋阿倍野店
大阪市阿倍野区 ロビンフッド阿倍野店
大阪市阿倍野区 いきなりステーキ あべのルシアス店
大阪市阿倍野区 フォールームス あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 三宝庵 あべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 アサヒビアケラーアベノ
大阪市阿倍野区 ＢＥＥＲ＆ＧＲＩＬＬ ＳＵＰＥＲ ＤＲＹ あべの
大阪市阿倍野区 どうとんぼり神座 あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 串の坊あべのハルカス店
大阪市阿倍野区 ジョリーパスタ天王寺店
大阪市阿倍野区 鮨航
大阪市阿倍野区 青空食堂
大阪市阿倍野区 居酒屋アマンド
大阪市阿倍野区 プロントあべの橋駅店
大阪市阿倍野区 CAFFE CIAO PRESSO あべのハルカス店
大阪市阿倍野区 大阪竹葉亭
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 西光園あべの店
大阪市阿倍野区 ハーブス 近鉄あべのハルカス店
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大阪市阿倍野区 正宗屋
大阪市阿倍野区 ＩＮＴHEＰＩＮＫ
大阪市阿倍野区 熊五郎
大阪市阿倍野区 天びん棒
大阪市阿倍野区 たべてや一得 阿倍野店
大阪市阿倍野区 吾作どんルシアス店
大阪市阿倍野区 徳山・肉の東郷
大阪市阿倍野区 らーめん極
大阪市阿倍野区 寿司二八
大阪市阿倍野区 吾作どんアポロ店
大阪市阿倍野区 酒房 なる アベノ店
大阪市阿倍野区 6年4組阿倍野・天王寺駅前分校
大阪市阿倍野区 鎌倉パスタ あべのＨｏｏｐ店
大阪市阿倍野区 なかの家 あべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 ビストロスタンドフジ
大阪市阿倍野区 源兵衛 天王寺あべの店
大阪市阿倍野区 海鮮居酒屋 照
大阪市阿倍野区 コメダ珈琲店あべの店
大阪市阿倍野区 五源大喜
大阪市阿倍野区 食やますぞう
大阪市阿倍野区 ルーチェサンタルチアあべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 貴鶏屋 西田辺店
大阪市阿倍野区 松寿司
大阪市住吉区 熊野
大阪市住吉区 板前焼肉一光 あびこ店
大阪市住吉区 鮨右衛門
大阪市住吉区 炭火焼ステーキ あおき
大阪市住吉区 カラオケ酒場 おしゃべり
大阪市住吉区 koumi kitchen
大阪市住吉区 じゃんぼ總本店 沢ノ町駅前店
大阪市住吉区 じゃんぼ總本店 ＪR我孫子町駅前店
大阪市住吉区 BRILLANTE
大阪市住吉区 一隅
大阪市住吉区 ミスタードーナツ長居店
大阪市住吉区 花藝タピオカ
大阪市住吉区 カラオケ喫茶 ドレミ
大阪市住吉区 Ray
大阪市住吉区 薩摩×炉ばた 燈火
大阪市住吉区 よってって
大阪市住吉区 CAFE MILKY WAY
大阪市住吉区 鳥貴族長居店
大阪市住吉区 つくしんぼ
大阪市住吉区 フレンド
大阪市住吉区 大富士
大阪市住吉区 じゃんぼ
大阪市住吉区 天下一品長居店
大阪市住吉区 炭火やきとり将吉
大阪市住吉区 炭のあかり松本
大阪市住吉区 大阪王将 長居店
大阪市住吉区 一福食堂
大阪市住吉区 かつ藤次郎
大阪市住吉区 きりん寺 長居店
大阪市住吉区 ホルモン本舗 長居店
大阪市住吉区 麺匠はなみち あびこ店
大阪市住吉区 すし半住吉店
大阪市住吉区 まるい飯店
大阪市住吉区 南徳
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大阪市住吉区 大安すし
大阪市住吉区 まるよし
大阪市住吉区 ビリヤードCOZY
大阪市住吉区 街かど屋万代店
大阪市住吉区 我孫子前焼そばセンター
大阪市住吉区 カラオケ喫茶ひまわり
大阪市住吉区 ガスト我孫子町駅前店
大阪市住吉区 釜飯と網焼 いその ＪＲ長居駅前店
大阪市住吉区 珍珉
大阪市住吉区 焼肉伊まりや
大阪市住吉区 麺匠はなみち 長居店
大阪市住吉区 黒毛和牛焼肉と韓国料理ハヌル
大阪市東住吉区 カラオケ喫茶 あい
大阪市東住吉区 居酒屋ダイニング ちょう
大阪市東住吉区 アガリスパイス
大阪市東住吉区 飲食店 プチ・コスモス（ドリンクハウス）
大阪市東住吉区 木曽路長居公園店
大阪市東住吉区 CafeBest
大阪市東住吉区 王将針中野店
大阪市東住吉区 讃岐うどん工房 かどっこ
大阪市東住吉区 ステーキ 十兵衛
大阪市東住吉区 和食 稲見
大阪市東住吉区 炭火食堂みのり
大阪市東住吉区 BAR Cheek
大阪市東住吉区 ソウル園
大阪市東住吉区 喫茶花咲
大阪市東住吉区 居酒屋 和
大阪市東住吉区 福
大阪市東住吉区 餃子食堂なんともはや
大阪市東住吉区 来明亭 
大阪市東住吉区 和心ハナ
大阪市東住吉区 ジャンたこ今川店
大阪市東住吉区 ふくろくじゅう
大阪市東住吉区 お食事処 ほうれい
大阪市東住吉区 アプリコット
大阪市東住吉区 スナック奄美
大阪市東住吉区 来来亭長居公園店
大阪市東住吉区 スシロー 東住吉店
大阪市東住吉区 喜多楼寿司
大阪市東住吉区 鉄板お好み焼おまかせ
大阪市東住吉区 居酒屋かずちゃん
大阪市東住吉区 お食事処 誠
大阪市東住吉区 成駒屋
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 居酒屋 美香
大阪市東住吉区 カラオケくれよん
大阪市東住吉区 串かつ 結
大阪市東住吉区 かっぱ寿司 東住吉店
大阪市東住吉区 お食事処 呑み処 さかぐら
大阪市東住吉区 八剣伝針中野駅前店
大阪市東住吉区 ふる里
大阪市東住吉区 喜多方ラーメン坂内 小法師 針中野店
大阪市東住吉区 おばんざい おかん
大阪市東住吉区 焼き鳥居酒屋暫時
大阪市東住吉区 ザめしや東住吉中野店
大阪市東住吉区 はなまるうどん 東住吉湯里店
大阪市東住吉区 フジオ軒 針中野店
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大阪市東住吉区 和食さと 湯里店
大阪市東住吉区 和食さと 杭全店
大阪市東住吉区 ロイヤルホスト南田辺店
大阪市東住吉区 おばんざい.一品.みき
大阪市東住吉区 住道矢田食堂
大阪市東住吉区 屋台居酒屋 大阪 満マル 駒川店
大阪市東住吉区 牡丹江
大阪市東住吉区 ずんどう屋 東住吉今川店
大阪市東住吉区 福福らーめん湯里店
大阪市東住吉区 RELAIR
大阪市東住吉区 花まる
大阪市西成区 離宮
大阪市西成区 BAC  GIANG  QUAN
大阪市西成区 香
大阪市西成区 紫 
大阪市西成区 バーランド集
大阪市西成区 夢乃家
大阪市西成区 茶居夢
大阪市西成区 大寅食堂
大阪市西成区 スタジオJ
大阪市西成区 楽山
大阪市西成区 宝田
大阪市西成区 お好み焼 ぐう
大阪市西成区 中華料理 愛花園
大阪市西成区 とみや食堂
大阪市西成区 カラオケ居酒屋太陽
大阪市西成区 赤ふくちあんラーメン 玉出店
大阪市西成区 愛幸
大阪市西成区 鶴
大阪市西成区 千年の宴
大阪市西成区 岩ちゃんのいまみや亭
大阪市西成区 居酒屋あぐり
大阪市西成区 夕霧
大阪市西成区 居酒屋花跡
大阪市西成区 ホルモン専科 李
大阪市西成区 入
大阪市西成区 満マル天下茶屋店
大阪市西成区 路
大阪市西成区 お好み 福ちゃん
大阪市西成区 とんかつ道場 玉出店
大阪市西成区 居酒屋こころ
大阪市西成区 天海
大阪市西成区 マルフク
大阪市西成区 串かつ 宝楽
大阪市西成区 串かつ 陽�
大阪市西成区 響あい
大阪市西成区 居酒屋相楽
大阪市西成区 金太郎
大阪市西成区 たまや
大阪市西成区 旬
大阪市西成区 らーめん伊藝玉出店
大阪市西成区 居酒屋 十八番
大阪市西成区 こまき
大阪市西成区 立ち呑み処やけくそ
大阪市西成区 居酒屋 きく
大阪市西成区 居酒屋 木のえ
大阪市西成区 うらまち
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大阪市西成区 カラオケとんぼ
大阪市西成区 Ａｚｕｍｉ
大阪市西成区 居酒屋ちよちゃん
大阪市西成区 とんかつ一番
大阪市西成区 瑞希
大阪市西成区 松幸昇
大阪市西成区 焼肉うのうはなれ（かつら亭）
大阪市西成区 焼とんyaたゆたゆ 天下茶屋 本店
大阪市西成区 居酒屋愛ちゃん
大阪市西成区 橋本酒店
大阪市西成区 大阪王将 玉出店
大阪市西成区 銀の鈴
大阪市西成区 味庭 玉金
大阪市西成区 カラオケ居酒屋 聖子
大阪市西成区 春蘭
大阪市西成区 ぜん吉
大阪市西成区 辛麺屋桝元大阪西成店
大阪市西成区 かっぱ寿司 南津守店
大阪市西成区 リリアン
大阪市西成区 たつ屋
大阪市西成区 千世
大阪市西成区 九重
大阪市西成区 くら寿司北津守店
大阪市西成区 コーヒー＆グリル むさし
大阪市西成区 一八
大阪市西成区 入船
大阪市西成区 フレッシュマート
大阪市西成区 雛
大阪市西成区 呑み処 八福神
大阪市西成区 森脇酒店
大阪市西成区 青龍
大阪市西成区 街かど屋南津守店
大阪市西成区 吉祥
大阪市西成区 つるまる 天下茶屋店
大阪市西成区 めしや宮本むなし 地下鉄花園町駅前店
大阪市西成区 ガスト玉出店
大阪市西成区 まんぷくや
大阪市西成区 海鮮工房 鮨 たけ市
大阪市西成区 居酒屋 雪
大阪市西成区 いっぷく屋
大阪市西成区 新なぎさ
大阪市西成区 中華料理 上海家
大阪市西成区 カラオケ居酒屋 キャステル
大阪市西成区 かわせみ
大阪市西成区 海鮮屋台おくまん北加賀屋店
大阪市西成区 焼肉満腹リッチ
大阪市淀川区 げそ
大阪市淀川区 力餅食堂
大阪市淀川区 西中島海鮮個室居酒屋 瀬戸内 大庵 新大阪店
大阪市淀川区 ラウンジ 釜山
大阪市淀川区 吞処 うめもと
大阪市淀川区 うまか新大阪店
大阪市淀川区 ３・６・５酒場 新大阪ソーラ２１店
大阪市淀川区 火の音水の音 新大阪店
大阪市淀川区 河童ラーメン本舗 新大阪店
大阪市淀川区 らーめん しおじ
大阪市淀川区 ドトールコーヒーショップ 新幹線新大阪駅店
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大阪市淀川区 十三餃子酒場 満太郎
大阪市淀川区 一軒め酒場 十三店
大阪市淀川区 HIRO
大阪市淀川区 ビーハウス
大阪市淀川区 ラウンジ 井上
大阪市淀川区 ラーク
大阪市淀川区 お食事処 なんてん
大阪市淀川区 イタリア食堂ほのぼーの
大阪市淀川区 明洞カルビ
大阪市淀川区 目利きの銀次
大阪市淀川区 目利きの銀次
大阪市淀川区 （カラオケ・スナック）パブ・シルク１３６
大阪市淀川区 新鮮漁港 明石
大阪市淀川区 うまい麺には福来たる 西中島店
大阪市淀川区 手打うどん豊しげ
大阪市淀川区 仁尚
大阪市淀川区 料理菊川
大阪市淀川区 SpaSpaSpicyCurry
大阪市淀川区 そば処勝盛
大阪市淀川区 スナック 島
大阪市淀川区 8 エイト
大阪市淀川区 たこ焼き酒場まるはち
大阪市淀川区 紗紗
大阪市淀川区 CastleCombeカッスルクーム
大阪市淀川区 銀だこ大衆酒場新大阪店
大阪市淀川区 活魚てっちりたかしま
大阪市淀川区 CLCL1010
大阪市淀川区 炭焼きジョニー西中島店
大阪市淀川区 カラオケステージ きらら
大阪市淀川区 いこい
大阪市淀川区 ちゃぶだい
大阪市淀川区 Park （パーク）
大阪市淀川区 肉酒場 犇屋 西中島店
大阪市淀川区 醤油らーめんピース東三国店
大阪市淀川区 スタンド四坪
大阪市淀川区 BAMBINA
大阪市淀川区 Do-up
大阪市淀川区 沖縄料理と島唄 はながさ
大阪市淀川区 焼肉勇麻衣屋十三店
大阪市淀川区 居酒屋 朱
大阪市淀川区 くくるハナタコエキマルシェ新大阪店
大阪市淀川区 ぼてぢゅう 新大阪駅店
大阪市淀川区 まいどおおきに南方食堂
大阪市淀川区 〇de△（マルデサンカク）
大阪市淀川区 七輪焼鳥 一鳥 十三店
大阪市淀川区 魚居酒屋あぷちゃ本店
大阪市淀川区 味八
大阪市淀川区 割烹 花貴
大阪市淀川区 鉄板焼ささがわ
大阪市淀川区 カラオケ喫茶・エンゼル
大阪市淀川区 天ぷら・おでん 天之介
大阪市淀川区 コンパ （飲食店）
大阪市淀川区 ラウンジはっぴー
大阪市淀川区 奴寿し
大阪市淀川区 カラオケパブ 花帆
大阪市淀川区 居酒屋魚人 西中島店
大阪市淀川区 焼肉店安来
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大阪市淀川区 ちゃんぽん亭総本家西中島店
大阪市淀川区 道頓堀今井 大阪のれんめぐり店
大阪市淀川区 おんどり庵 十三店
大阪市淀川区 Tirare
大阪市淀川区 トラットリアチェーロ
大阪市淀川区 すなおや
大阪市淀川区 喫茶ケニア
大阪市淀川区 大阪ガーデンパレス和食堂 花綴
大阪市淀川区 海鮮酒房 川
大阪市淀川区 まねきねこ
大阪市淀川区 喜多郎寿し十三店
大阪市淀川区 スナック わがままきまま
大阪市淀川区 すき家 三国本町店
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 ホルモン肉問屋 小川商店 西中島店
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 中国料理璠房
大阪市淀川区 万里音
大阪市淀川区 下町居酒屋らいどおん
大阪市淀川区 塩元帥 西中島店
大阪市淀川区 信州そば処そじ坊
大阪市淀川区 信州そば処そじ坊
大阪市淀川区 ＴＨＥＢＡＲ新大阪
大阪市淀川区 カフェさくら
大阪市淀川区 アラレ
大阪市淀川区 Ａもんや
大阪市淀川区 中国料理 あづま家
大阪市淀川区 グランドサロン十三
大阪市淀川区 らーめん宝
大阪市淀川区 大歩危
大阪市淀川区 松葉エキマルシェ新大阪店
大阪市淀川区 JAPANESE ZEN STYLE 一作
大阪市淀川区 麺屋穂
大阪市淀川区 まいどおおきに新大阪食堂
大阪市淀川区 美々卯 新大阪店別館
大阪市淀川区 Mi Amor（ミーアモー）
大阪市淀川区 餃子食堂マルケン 西中島南方店
大阪市淀川区 八剣伝 加島駅前店
大阪市淀川区 居酒屋 駅前屋
大阪市淀川区 ＢＷ ＳＴＡＴＩＯＮ
大阪市淀川区 リストランテバルヴァリオ
大阪市淀川区 立喰酒場 金獅子 西中島南方店
大阪市淀川区 ガスト西中島店
大阪市淀川区 九州熱中屋 十三LIVE
大阪市淀川区 エスタシオンカフェタイム
大阪市淀川区 鳥貴族 西中島店
大阪市淀川区 麺家新大阪上り店
大阪市淀川区 鳥味家
大阪市淀川区 めしや宮本むなし 地下鉄東三国駅前店
大阪市淀川区 めしや宮本むなし ＪＲ塚本駅前店
大阪市淀川区 ロイヤルホスト三国店
大阪市淀川区 スターバックスコーヒー JR 新大阪アルデ店
大阪市淀川区 サイゼリヤ新大阪駅西宮原店
大阪市淀川区 作り居酒屋 かつぽうぎ 新大阪店
大阪市淀川区 肉家 串八
大阪市淀川区 真肉焼屋
大阪市淀川区 大衆酒場十三屋
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大阪市淀川区 にしのみや宮っ子ラーメン十三店
大阪市淀川区 ガスト阪急三国駅店
大阪市淀川区 やよい軒 西中島５丁目店
大阪市淀川区 居酒屋なをみ
大阪市淀川区 大阪焼肉 松屋 新大阪店
大阪市淀川区 ガスト十三店
大阪市淀川区 アロＨＡ食堂
大阪市淀川区 立ち寿司 杉尾 西中島店
大阪市淀川区 カレーハウスCoCo壱番屋 淀川区三国本町店
大阪市淀川区 DANRAN酒家 そら
大阪市淀川区 Cendana
大阪市淀川区 火凛亭
大阪市淀川区 串カツきがるや
大阪市淀川区 エリーゼ
大阪市淀川区 くつろぎ庵
大阪市淀川区 ASAL
大阪市淀川区 十三村どたぬき
大阪市淀川区 一番どりニッセイ新大阪ビル店
大阪市淀川区 牛傳 ニッセイ新大阪ビル店
大阪市淀川区 豊後高田どり酒場
大阪市淀川区 居楽屋 わらわら
大阪市淀川区 黒毛和牛焼肉 肉處 きっしゃん 西中島総本店
大阪市淀川区 ダイニングバー デスペラード
大阪市淀川区 高崎流クリエイティブキッチン道場西中島店
大阪市淀川区 わだ家新大阪店
大阪市淀川区 酒菜家ペッシェロッソ
大阪市淀川区 マウンテン
大阪市淀川区 京ちゃばな 新大阪駅店
大阪市淀川区 大衆ビストロ匠
大阪市淀川区 ととすし
大阪市淀川区 今日しかない本店
大阪市淀川区 美々卯 新大阪店本館（２階）
大阪市淀川区 クローバー
大阪市淀川区 Ｂパニック
大阪市淀川区 boofoowoo
大阪市淀川区 喫茶 サンチョ
大阪市淀川区 club EDEN
大阪市鶴見区 鶴見緑食堂
大阪市鶴見区 plus＋ 韓国料理
大阪市鶴見区 寿司正
大阪市鶴見区 かあちゃん
大阪市鶴見区 魚々代
大阪市鶴見区 お好み焼・鉄板焼 きん太 今福鶴見店
大阪市鶴見区 ラーメン 丸っ子
大阪市鶴見区 ミスタードーナツ今福鶴見ショップ
大阪市鶴見区 ミスタードーナツイオンモール鶴見緑地ショップ
大阪市鶴見区 倉式珈琲店 大阪鶴見店
大阪市鶴見区 きみ屋食堂
大阪市鶴見区 鶴見緑地水春亭
大阪市鶴見区 遊
大阪市鶴見区 どうとんぼり神座 鶴見店
大阪市鶴見区 長浜ラーメンまる長鶴見緑店
大阪市鶴見区 喫茶幸2号館
大阪市鶴見区 鶴活PJ 鶴蛸
大阪市鶴見区 洋麺屋五右衛門鶴見
大阪市鶴見区 Ｖマイ ショップ マルヤス
大阪市鶴見区 餃子食堂マルケン 今福鶴見店
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大阪市鶴見区 BUFFET EX BLUE
大阪市鶴見区 キャナリィ・ロウ 鶴見緑地店
大阪市鶴見区 ジャンルプラン 花博店
大阪市鶴見区 七二八
大阪市鶴見区 鳥貴族 横堤店
大阪市鶴見区 しゃぶ菜 イオン鶴見緑地
大阪市鶴見区 串家物語 イオンモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 焼肉マルカ
大阪市鶴見区 ガスト鶴見緑地公園店
大阪市鶴見区 四六時中鶴見店
大阪市鶴見区 DAIBAN COFFEE cafe
大阪市鶴見区 コメダ珈琲店 鶴見諸口店
大阪市住之江区 居酒屋 吉兆
大阪市住之江区 恋
大阪市住之江区 より愛
大阪市住之江区 木曽路住之江公園店
大阪市住之江区 とんかつながた園 コスモタワー店
大阪市住之江区 ｙｅｌｌ １１７
大阪市住之江区 明月
大阪市住之江区 喫茶軽食 アキ
大阪市住之江区 喫茶ＯＮＥ＆ＳＩＸ
大阪市住之江区 焼肉ホルモン進
大阪市住之江区 adagietto
大阪市住之江区 cafe&dining goo-note
大阪市住之江区 世奈
大阪市住之江区 飲食店 蜂光
大阪市住之江区 サイゼリヤ大阪南港ATC店
大阪市住之江区 モスバーガー南港ATC店
大阪市住之江区 板前焼肉一光 住之江店
大阪市住之江区 NAMS
大阪市住之江区 沖縄料理みゃーく島
大阪市住之江区 金久右衛門 ＡＴＣ店
大阪市住之江区 グランディール
大阪市住之江区 スナック裕美
大阪市住之江区 日本料理 令
大阪市住之江区 アルバルダン
大阪市住之江区 梅本酒店
大阪市住之江区 ミートハウス みー家
大阪市住之江区 天下一品住之江店
大阪市住之江区 焼肉えむかん 粉浜店
大阪市住之江区 カレーハウスCoCo壱番屋玉出駅前店
大阪市住之江区 家風料理想い
大阪市住之江区 Kitchen こもれび
大阪市住之江区 田中酒店
大阪市住之江区 カフェ＆バーにむら
大阪市住之江区 喫茶スナックエム
大阪市住之江区 花水木
大阪市住之江区 太陽のカフェ南港店
大阪市住之江区 おにぎり山
大阪市住之江区 ま也
大阪市住之江区 バンジュ
大阪市住之江区 喫茶ポケット
大阪市住之江区 家族亭 住之江店
大阪市住之江区 和食さと 住之江公園前店
大阪市住之江区 めしや宮本むなし パウ住之江公園店
大阪市住之江区 ガスト住之江スポーツビレッジ店
大阪市住之江区 焼肉丼・旨辛うどん すみのえ食堂

29 / 97 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4年2月28日公表分）

大阪市住之江区 鶴橋風月 南港店
大阪市住之江区 湯楽亭
大阪市住之江区 本家さぬきや 住之江店
大阪市住之江区 じゃんぼ焼鳥 鳥貴族 住之江公園店
大阪市住之江区 喫茶ニューリーベ
大阪市住之江区 和食 手打ちうどん杵屋
大阪市住之江区 カラオケ１８バン
大阪市住之江区 有限会社 珉娘
大阪市住之江区 割烹 喜世
大阪市住之江区 千年の宴
大阪市住之江区 鳥貴族ATC店
大阪市住之江区 ハイアットリージェンシー大阪内１階 彩
大阪市住之江区 チャイナハウス大雅
大阪市平野区 鉄板フレンチ・ステーキ 秋月
大阪市平野区 焼肉特急PREMIUM 長吉長原駅
大阪市平野区 ｃｏｆｆｅｅ＆ｄｒｉｎｋｓＩＮＯＵＥ
大阪市平野区 あじさい
大阪市平野区 こぶくろ
大阪市平野区 大福屋ラーメン
大阪市平野区 和風カラオケ やまと
大阪市平野区 じゅうじゅう
大阪市平野区 たこ焼きはまだ
大阪市平野区 ｈｏｏｄｂａｒＩＤＬＥＷＩＬＤ
大阪市平野区 ラウンジ そら
大阪市平野区 じゃんぼ總本店 喜連瓜破店
大阪市平野区 すし一喜
大阪市平野区 たこ焼 てる
大阪市平野区 喫茶 プランタン
大阪市平野区 和食 美千
大阪市平野区 大阪王
大阪市平野区 串かつ専門店はせ
大阪市平野区 ダイニングマルコ
大阪市平野区 海鮮れすとらん魚輝水産
大阪市平野区 スナック舞
大阪市平野区 焼肉 うし田
大阪市平野区 楽や
大阪市平野区 龍伸
大阪市平野区 和食さと 長原店
大阪市平野区 さん天 長吉長原店
大阪市平野区 ワンカルビ平野北店
大阪市平野区 鳥貴族 長吉長原店
大阪市平野区 熟成焼肉いちばん 平野店
大阪市平野区 千景
大阪市平野区 大幸
大阪市平野区 カラオケ喫茶
大阪市平野区 沖縄料理 でいご
大阪市平野区 カラオケ喫茶 千姫
大阪市平野区 たこ焼きまるか
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 華かんざし
大阪市平野区 大阪ふくちぁんラーメン瓜破店
大阪市平野区 サッポロラーメン美好
大阪市平野区 和食れすとらん天狗 喜連瓜破店
大阪市平野区 串本舗とさか鳥てん
大阪市平野区 カラオケちぃちゃん
大阪市平野区 （居酒屋）丸ちゃん
大阪市平野区 お好焼カクショウ
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大阪市平野区 かおるちやん
大阪市平野区 鉄板酒場なんなん
大阪市平野区 歌える喫茶サンエイド
大阪市平野区 スナック chou-chou
大阪市平野区 来夢２
大阪市平野区 ロクロク
大阪市平野区 吉鳥平野駅前店
大阪市平野区 みずな
大阪市平野区 ジャンボ総本店 平野駅前店
大阪市平野区 喫茶 ＭＩＳＡ
大阪市平野区 サイゼリヤイオンタウン平野店
大阪市平野区 平野長吉食堂
大阪市平野区 ガスト長吉長原店
大阪市平野区 土間土間喜連瓜破店
大阪市平野区 サイゼリヤ長原インター店
大阪市平野区 ガスト平野加美店
大阪市平野区 すたみな太郎 平野加美店
大阪市平野区 まいどおおきに 長吉六反食堂
大阪市平野区 カラオケ てる
大阪市平野区 コメダ珈琲店 イオン長吉店
大阪市平野区 鳥貴族平野加美東店
大阪市平野区 ひかり
大阪市平野区 炭火焼鳥Ｄｉｎｉｎｇ門
大阪市平野区 旬彩さかなと酒匠海
大阪市北区 麺と出汁が絡むとき
大阪市北区 YoKoChinToKo
大阪市北区 mr.kanso
大阪市北区 タカラバコカフェ
大阪市北区 和ラウンジ 朱音
大阪市北区 唯
大阪市北区 タリーズコーヒー 大丸梅田店
大阪市北区 光 中央軒
大阪市北区 御料理 堀川
大阪市北区 酒の大将
大阪市北区 粋sui
大阪市北区 HUB LINKS UMEDA店
大阪市北区 ７ seven
大阪市北区 本さち福や
大阪市北区 えびのや 天六店
大阪市北区 かつ満 天五店
大阪市北区 知留久 OS 店
大阪市北区 博多 火の音水の音 ハービスPLAZA店
大阪市北区 とり平中店
大阪市北区 ばんこ
大阪市北区 日本料理 なかむら
大阪市北区 さち福やＣＡＦＥ ＬＩＮＫＳ ＵＭＥＤＡ
大阪市北区 天神橋青木
大阪市北区 鉄板牛串 アベ亭
大阪市北区 鶴橋風月 天神橋筋四番街店
大阪市北区 新浅草
大阪市北区 昭和喫茶ニューMASA
大阪市北区 天麩羅 えびのや 南森町店
大阪市北区 大阪新阪急ホテル 大阪竹葉亭
大阪市北区 カプリチョーザリンクスウメダ店
大阪市北区 令恩
大阪市北区 カフェテリア北野ガーデン
大阪市北区 CafeBARカラス
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大阪市北区 貮拾四番館
大阪市北区 居酒屋ピンチ鶏
大阪市北区 北新地みち田
大阪市北区 木曽路北新地店
大阪市北区 博多長浜ラーメン 清乃
大阪市北区 堂島グラッチェ本店
大阪市北区 和佐
大阪市北区 帝塚山 季 TOKI
大阪市北区 鶴太良
大阪市北区 星乃珈琲店阪急三番街店
大阪市北区 明華園
大阪市北区 Ｍｏｏ
大阪市北区 壁の自由
大阪市北区 焼きそば専門 水ト 大阪駅前第2ビル店
大阪市北区 粉もん屋 とん平 梅田東店
大阪市北区 居酒屋飛
大阪市北区 博多味処水たきいろは 梅田店
大阪市北区 大阪なだ万
大阪市北区 藤田
大阪市北区 星乃珈琲店天神橋筋六丁目店
大阪市北区 サロン卵と私ルクア大阪店
大阪市北区 洋麺屋五右衛門ホワイティうめだ店
大阪市北区 ATTA Cafe
大阪市北区 鉄板焼きと日本のお酒conne
大阪市北区 サブウェイ梅田富国生命ビル店
大阪市北区 ミキコサロンダイニング
大阪市北区 九分九厘 ざんまい屋
大阪市北区 らーめん つけそば 古今亭
大阪市北区 たこ梅 北店
大阪市北区 たこ梅 分店
大阪市北区 JAZZ＆BAR ホワッツ・ニュー
大阪市北区 天神 土山人
大阪市北区 わいん屋ゆとり
大阪市北区 ロスインカス
大阪市北区 Ｒｅｖｅ レーヴ
大阪市北区 新ちゃん
大阪市北区 侘助
大阪市北区 Chi-Fu
大阪市北区 うどん処福倉
大阪市北区 SHERYL
大阪市北区 奄美島料理てぃだ
大阪市北区 BLT STEAK OSAKA
大阪市北区 権太呂すし
大阪市北区 あすか
大阪市北区 餃子専門 芳寿飯店
大阪市北区 天一更科
大阪市北区 焼鳥 匠
大阪市北区 中央軒ドーチカ店
大阪市北区 中央軒マルビル店
大阪市北区 和牛まつした吟匠邸
大阪市北区 居楽屋 白木屋 大阪梅田茶屋町口駅前店
大阪市北区 メンバーズ維
大阪市北区 しゃぶしゃぶ・日本料理たちばな
大阪市北区 梅よし
大阪市北区 焼酎バー くらくら
大阪市北区 魚民
大阪市北区 和
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大阪市北区 きっしゃん 松
大阪市北区 ＴＨＡＩＫＩＴＣＨＥＮＳ
大阪市北区 しゃぶしゃぶ桜
大阪市北区 大阪飲酒倶楽部 JINBO
大阪市北区 CLEVER COFFEE 1953 ディアモール店
大阪市北区 カラフルタコワッフル フルフル
大阪市北区 あ らん サウスゲート店
大阪市北区 天婦羅ひらいし
大阪市北区 Bar Master Key
大阪市北区 BARとらぴかる
大阪市北区 銀座 久兵衛
大阪市北区 火鍋成都
大阪市北区 本気炭火焼鶏豆
大阪市北区 つけ麺KOZARU
大阪市北区 幸せのパンケーキ 梅田阪急東通り店
大阪市北区 ソウルラブ
大阪市北区 しまなみふれんちMurakami
大阪市北区 たこ茶屋
大阪市北区 マンゴツリーキッチンカオマンガイ
大阪市北区 Uvillage
大阪市北区 反欠
大阪市北区 八寸
大阪市北区 snackknock
大阪市北区 ＡｎｇｉｅⅡ
大阪市北区 Bar OHACO
大阪市北区 Dining Bar JiNnO
大阪市北区 魚がし日本一 梅田阪神店
大阪市北区 ダンシングクラブ大阪
大阪市北区 マンゴツリーカフェ大阪
大阪市北区 出入橋助六
大阪市北区 手品家梅田店
大阪市北区 SanwaCoffeeWorks天満本店
大阪市北区 うつわcafeと手作り雑貨の店 ゆう 大阪梅田店
大阪市北区 SAKI
大阪市北区 昔懐曲
大阪市北区 おおさかぐりる
大阪市北区 燻製屋
大阪市北区 煮干しらーめん玉五郎 北新地店
大阪市北区 カフェーサラtoアン
大阪市北区 la sopa
大阪市北区 Bonheur ボヌール
大阪市北区 ジローズ ジュニア
大阪市北区 ひめ もんじゃ焼き居酒屋
大阪市北区 北新地キャンプ
大阪市北区 天ぷらの山 梅田阪神店
大阪市北区 Bar358
大阪市北区 bar geragera
大阪市北区 れもんや
大阪市北区 竹乃膳
大阪市北区 BENJAMINA
大阪市北区 鳥匠いし井
大阪市北区 Giungino
大阪市北区 鉄板屋
大阪市北区 あぶりや梅田店
大阪市北区 北新地 喜多郎寿し
大阪市北区 BAR・FOGGY（フォギー）
大阪市北区 トリッペリア モツーダ 大阪マルビル店
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大阪市北区 Enchantee
大阪市北区 きたいち酒場
大阪市北区 麦とろ自然生物語
大阪市北区 四季彩粋柴田
大阪市北区 宇治園 茶の彩 阪急三番街店
大阪市北区 da pai dang 105
大阪市北区 匠味
大阪市北区 海鮮割烹 藪
大阪市北区 大阪東急ＲＥＩホテル リトルモンスター
大阪市北区 リーチバー
大阪市北区 メンバーズラウンジ スピア
大阪市北区 寅八商店梅田店
大阪市北区 もぐら酒場 アジイチバ
大阪市北区 居酒屋 本陣
大阪市北区 とんこつらぁ麺 ＣＨＡＢＵＴＯＮ ＬＩＮＫＳ ＵＭＥＤＡ店
大阪市北区 創作膳感
大阪市北区 さか本
大阪市北区 やまびこベーカリー梅田店
大阪市北区 エトワール
大阪市北区 やよい軒東天満店
大阪市北区 函館 函太郎
大阪市北区 新世界串カツいっとく 大阪駅前第一ビル店
大阪市北区 ＴｈｅＢａｒＥｌｉｘｉｒ－Ｋ
大阪市北区 グリルキャピタル東洋亭 阪急うめだ本店
大阪市北区 鉄板焼ステーキレストラン碧うめきた店
大阪市北区 La Baie
大阪市北区 KITASHINCHI LOUNGE 松田
大阪市北区 吟遊家ＫＥＮＺＯ
大阪市北区 奈樹
大阪市北区 串かつ ひろ
大阪市北区 春駒本店
大阪市北区 バー クリーク
大阪市北区 よがりや ドゥーマーナ
大阪市北区 ひといき
大阪市北区 BROWN MASH
大阪市北区 杜乃家
大阪市北区 浪速ひとくち餃子 餃々 大阪駅前第三ビル店
大阪市北区 きよし
大阪市北区 春駒支店
大阪市北区 石田一龍天満店
大阪市北区 CRAFT BEER BASE BUD
大阪市北区 やまんそら
大阪市北区 チャオチャオ餃子
大阪市北区 喫茶エスカルゴ
大阪市北区 キッチンバーあとりえ
大阪市北区 Bar Aqua Ring
大阪市北区 うきみ
大阪市北区 亀八お初天神裏参道店
大阪市北区 浪花ひとくち餃子 餃々天満店
大阪市北区 MEAT LAB.８１２９
大阪市北区 カラオケスポットジョイ
大阪市北区 炉端 零
大阪市北区 天麩羅佶祥
大阪市北区 okitaya東通り店
大阪市北区 KoKoRotake
大阪市北区 和食オタクの店MANIACOS
大阪市北区 イタリアン居酒屋 ペンギンバー
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大阪市北区 別館山名
大阪市北区 鯛之鯛 梅田店
大阪市北区 BEER STAND molto!!
大阪市北区 ぶどう酒バル虎月堂
大阪市北区 KAPILINA
大阪市北区 肉卸直営大衆肉酒場きたうち中津店
大阪市北区 casa de alcala
大阪市北区 日々是好日
大阪市北区 カレーハウスCoCo壱番屋北区太融寺店
大阪市北区 キュイジーヌ福の舞
大阪市北区 焼ふぐ夢鉄砲北新地店
大阪市北区 北新地鳥屋本店
大阪市北区 虎龍 浪漫亭
大阪市北区 Rod梅田エスト
大阪市北区 華神
大阪市北区 はうおり
大阪市北区 鉄板焼えん
大阪市北区 スーペルノーバ北新地店(supernova)
大阪市北区 おでんとお料理 かさね
大阪市北区 ナチュラル・カフェ菜園
大阪市北区 堂山
大阪市北区 圓石本店
大阪市北区 神山小籠包
大阪市北区 梟あうる
大阪市北区 アイビー
大阪市北区 SANTE
大阪市北区 串の坊阪急うめだ店
大阪市北区 ピッツエリア イル ソーレ
大阪市北区 ギャング³
大阪市北区 大和屋さんげん 大阪梅田店
大阪市北区 カウンター割烹 みおつくし
大阪市北区 スターバックスコーヒー LUCUAosaka 地下2階店
大阪市北区 Pelcola HEPFIVE店
大阪市北区 松屋天神橋六丁目店
大阪市北区 Unico西梅田店
大阪市北区 松屋梅田店
大阪市北区 串かつでんがな大阪駅前第3ビル店
大阪市北区 どうとんぼり神座 ルクア大阪店
大阪市北区 串かつでんがな大阪駅前第2ビル店
大阪市北区 焼肉トラジ ルクア大阪店
大阪市北区 清十郎グランフロント店
大阪市北区 エスカーレ
大阪市北区 隨縁亭
大阪市北区 パイナップル
大阪市北区 ブギウギオラクルベリー
大阪市北区 立ち呑みあずき色のマーカス
大阪市北区 ピッツェリア マンマミーア
大阪市北区 お好みたまちゃんルクア大阪店
大阪市北区 UMEDA BOX cafe&space
大阪市北区 Ｍｅｍｂｅｒｓ ＴＡＬＯＳ
大阪市北区 リストランテ・ヒロ 大阪
大阪市北区 ステーキハウス榊原
大阪市北区 グランカフェ
大阪市北区 ワインショップ・エノテカ 大阪店
大阪市北区 ワインショップ・エノテカ グランフロント大阪店 カフェ＆バー エノテカ・ミレ
大阪市北区 ろここ
大阪市北区 SaLon
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大阪市北区 台湾料理 味仙
大阪市北区 茶屋町風流田舎そば
大阪市北区 風流田毎そば 三番街店
大阪市北区 風流田舎そば 梅田店
大阪市北区 Ｂａｒ Ｎａｓｈｖｉｌｌ
大阪市北区 charmer
大阪市北区 インターコンチネンタルホテル大阪 宴会場
大阪市北区 HUB東梅田店
大阪市北区 S DINING
大阪市北区 和づつみ
大阪市北区 ビランチャ梅田店
大阪市北区 堂山食堂 別館
大阪市北区 炉端美酒食堂 炉とマタギ
大阪市北区 串揚げ 起世
大阪市北区 サバ６製麺所 源八橋店
大阪市北区 ＢａｒＡｌｔａｉｒ
大阪市北区 石川庭
大阪市北区 LeBRESSOグランフロント大阪店
大阪市北区 麺処居酒屋 萬寿味
大阪市北区 夢幻
大阪市北区 Living place sun 
大阪市北区 レストランアラスカフェスティバルタワー
大阪市北区 香住 北よし別館 
大阪市北区 レストラン 菱冨
大阪市北区 和ダイニングゆめ咲小町
大阪市北区 Synergy
大阪市北区 シャルベーシャ LUX
大阪市北区 えでぃさんの店
大阪市北区 花みずき
大阪市北区 ＣｉｎＣｉｎ
大阪市北区 牛寶
大阪市北区 大野プチボヌール
大阪市北区 麻拉麵 揚揚
大阪市北区 mitsui murata
大阪市北区 グレイビーバード・日南鶏
大阪市北区 鉄板ダイニング 炫(げん)
大阪市北区 ビタミンＥ
大阪市北区 Dossun
大阪市北区 ニュードン
大阪市北区 麺処えぐち
大阪市北区 そば処 吉々
大阪市北区 ヴァイセリアタバーン
大阪市北区 蟻ぎりす
大阪市北区 FOODS ＆ BEER アレグレ
大阪市北区 ＢＥＩＧＮＥＴ
大阪市北区 New Snack Kaori
大阪市北区 若菜そば阪急茶屋町口店
大阪市北区 焼肉どん²東通り店
大阪市北区 御鷹茶屋阪急三番街店
大阪市北区 和キッチン 花ごころ
大阪市北区 つる家 大丸梅田店
大阪市北区 天下一品東梅田店
大阪市北区 トラットリア アルポンピエーレ
大阪市北区 壁の穴 HEP ナビオ店
大阪市北区 BAR BANKS
大阪市北区 大幸庵 玄
大阪市北区 饂飩の四國 西梅田店
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大阪市北区 北新地 SUMIYA
大阪市北区 天下一品中津店
大阪市北区 日本料理うかむ瀬
大阪市北区 鮨うろこ
大阪市北区 キッチン＆マーケットルクア大阪店（RODベーカリー）
大阪市北区 大同門 阪急三番街店
大阪市北区 バンビー
大阪市北区 ITALIARYOURI ECLOCHE
大阪市北区 串の坊北新地東店
大阪市北区 エキ ポンテベッキオ ア オオサカ
大阪市北区 サブウェイ 野菜ラボ グランフロント大阪店
大阪市北区 グリル欧風軒
大阪市北区 味楽房
大阪市北区 ＣＲＥＰＥＲＩＥＬｅＢｅｕｒｒｅＮｏｉｓｅｔｔｅ
大阪市北区 寿し秋野
大阪市北区 大衆酒場あげもんや兎我野店
大阪市北区 タイ食堂アローイ
大阪市北区 遊遊 中之島フェスティバルプラザ店
大阪市北区 なか匠
大阪市北区 料理酒房しょうち
大阪市北区 foryouフォーユー
大阪市北区 ドルフィンズ梅田店
大阪市北区 ＴＨＡＩ－ＫＡＫＵＲＥＹＡ－ＴＡＩ （タイ－カクレヤ－タイ）
大阪市北区 SHIROMARU-BASE梅田店
大阪市北区 テンマスタンドコバチ
大阪市北区 備長炭火焼鳥 たか鳥 梅田店
大阪市北区 裏天満こばち屋
大阪市北区 榮華亭 天神橋本店
大阪市北区 韓国バルハラペコ
大阪市北区 梅田明月館 堂山店
大阪市北区 Briller
大阪市北区 や満祢 本店 二葉ビル
大阪市北区 天ぷらとワイン大塩 天五店
大阪市北区 海千山千 本店
大阪市北区 田﨑珈琲
大阪市北区 大阪王将 天六店
大阪市北区 ひとくち北店
大阪市北区 和食鉄板透河
大阪市北区 旨味熟成肉専門焼肉ふじ山
大阪市北区 TAMANE
大阪市北区 琥珀
大阪市北区 サントリーハウス 奈伊留
大阪市北区 CODE
大阪市北区 HAROLD CAFE
大阪市北区 啐啄
大阪市北区 極楽たこ望
大阪市北区 五番館
大阪市北区 ワインを嗜むお店 デグラセ（Deglacer）
大阪市北区 仏のガンプク
大阪市北区 串揚げもの旬S SHUNS
大阪市北区 Ｃａｎａｌ
大阪市北区 ヴィンテージ
大阪市北区 ステーキハウス薔薇園
大阪市北区 ショットバー カアラ
大阪市北区 渚くらぶ
大阪市北区 バージョーク
大阪市北区 LINDO

37 / 97 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4年2月28日公表分）

大阪市北区 カジュアル鉄板酒場ハナミチ
大阪市北区 チェディルアン ハービスエント
大阪市北区 レストラン シャンボール
大阪市北区 薔薇
大阪市北区 oggi
大阪市北区 SOHOLM CAFE グランフロント店
大阪市北区 すきやき しゃぶしゃぶ 神戸牛石田 ハービスＰＬＡＺＡ店
大阪市北区 wanna mannna
大阪市北区 ＣＬＵＢ善
大阪市北区 酒菜やいしもん
大阪市北区 酒菜やいしもん対屋
大阪市北区 Dining Bar Gold
大阪市北区 焼肉やまや
大阪市北区 名物もも焼 大山
大阪市北区 魚国総本社 大阪27966 カフェルカ堂島アバンザ店
大阪市北区 肉屋のビストロ ＴＡＪＩＭＡＹＡ
大阪市北区 とんかつ薩摩
大阪市北区 鶴橋風月 梅田お初天神通り店
大阪市北区 鶴橋風月 阪急３２番街店
大阪市北区 ドトールコーヒーショップ梅田シティ店
大阪市北区 カサバ 
大阪市北区 らーめん あらうま堂
大阪市北区 とんかつまい泉 ルクアイーレ店
大阪市北区 ＡＳＯＢＩＢＡＲ 梅田お初天神店
大阪市北区 色 shiki
大阪市北区 阪急三番街南館リバーカフェ
大阪市北区 餃子の王将 阪急東通店
大阪市北区 ＡｍｕｓｅｍｅｎｔＤｉｎｉｎｇＢｏｎＢｏｎ
大阪市北区 絲-Ito-
大阪市北区 大起水産回転寿司 ホワイティうめだ店
大阪市北区 フェスティバルキッチン（北区 キッチン 42 ）
大阪市北区 西家
大阪市北区 日本料理 湯木 本店
大阪市北区 トラットリア ラッフィナート 
大阪市北区 バール ジェラテリア ラッフィナート 
大阪市北区 天満ビストロワイン酒場ゴブプラス
大阪市北区 土佐料理司 阪急３２番街店
大阪市北区 焼きとん ええもん家 北
大阪市北区 ダ・ボッチャーノ梅田店
大阪市北区 一鶴 西梅田店
大阪市北区 先斗入ルヨドバシ梅田店
大阪市北区 チーズとＷＩＮＥホワイティうめだ店
大阪市北区 ゼウス&ヘラ
大阪市北区 ルクア 週５ステーキ
大阪市北区 中之島ミューズ
大阪市北区 串カツ専門店縁日
大阪市北区 大阪とらふぐの会 PREMIUM
大阪市北区 Party×2 北新地
大阪市北区 Deza
大阪市北区 韓国屋台Mr.チージュ
大阪市北区 鮨 廣見
大阪市北区 皆様酒場 昭和ゴールデン
大阪市北区 鶏割烹ならや
大阪市北区 Bee UMEDA
大阪市北区 Meat Market
大阪市北区 メデリン
大阪市北区 炭焼きBar 心
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大阪市北区 燻製と焼き鳥心
大阪市北区 麦酒＆洋食スタンド グリル異人館
大阪市北区 洋食マルマン
大阪市北区 軽食喫茶 レストラン ベル
大阪市北区 かりん
大阪市北区 大井
大阪市北区 鉄板厳島
大阪市北区 笑楽
大阪市北区 ゼロワン
大阪市北区 永楽町スエヒロ本店
大阪市北区 鎌倉グリル
大阪市北区 徳田酒店ホワイティ店
大阪市北区 香港海鮮飲茶樓 梅田ブリーゼ店
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 セントラム グリル&ワイン
大阪市北区 君と薩摩猛者
大阪市北区 コーヒーサロン蘭館 大丸店
大阪市北区 Bar ごんべえ
大阪市北区 居酒屋「諭吉」
大阪市北区 すずのね
大阪市北区 笑吉
大阪市北区 農家ごはんつかだ食堂阪急32番街
大阪市北区 若菜そば阪急梅田３階店
大阪市北区 煮干しラーメン玉五郎 大阪駅前第四ビル店
大阪市北区 㐂鮨 くらま
大阪市北区 サーティ．フォーティ
大阪市北区 パレ有馬
大阪市北区 お酒がススムごはんや１９７５
大阪市北区 魚匠すし割烹さかぐち
大阪市北区 平和樓
大阪市北区 クラブ 洋
大阪市北区 TAVERNA ENTRATA
大阪市北区 すしいち 大阪駅前第４ビル店
大阪市北区 イタリア酒場エントラータ
大阪市北区 CRAFT BEER HOUSE moloto!!
大阪市北区 PIZZA&WINE BAR ENTRATA
大阪市北区 串の坊北新地西店
大阪市北区 天下一品西梅田店
大阪市北区 BAR一真
大阪市北区 鳴門鯛焼本舗 天神橋3丁目店
大阪市北区 焼肉弌
大阪市北区 GODD PROVISON
大阪市北区 TORA鶏YA
大阪市北区 chikichiki 天満店
大阪市北区 角田 蛸之徹
大阪市北区 Premiere
大阪市北区 居酒屋 はちきん
大阪市北区 kai本店 醸す
大阪市北区 炭火焼バールVOLTA
大阪市北区 cafe and bar SOL
大阪市北区 &JOKER/Neo鉄板dining
大阪市北区 yvonne
大阪市北区 サクラビルヂング
大阪市北区 Pierrot de Pierrot Le Cafe（ピエロドピエロ）
大阪市北区 ローマ軒阪急三番街店
大阪市北区 ひもの野郎第４ビル店
大阪市北区 ひもの野郎梅田ナビオ店

39 / 97 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4年2月28日公表分）

大阪市北区 WIRED CAFE
大阪市北区 ワイアードカフェ茶屋町店
大阪市北区 伊右衛門カフェ ルクアイーレ
大阪市北区 あかねシフクノオト
大阪市北区 クラブ合林
大阪市北区 街かど屋南森町店
大阪市北区 洋食宴会厨房
大阪市北区 和食宴会厨房
大阪市北区 ウメダ クダン
大阪市北区 賀城
大阪市北区 THE MUNCHIES BURGER WORKS
大阪市北区 てけてけ阪急梅田店
大阪市北区 四川料理御馥大阪マルビル本店
大阪市北区 人家
大阪市北区 いきなりステーキ 梅田堂山店
大阪市北区 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ梅田お初天神通り店
大阪市北区 喫茶パボ
大阪市北区 家族亭 梅田地下街店
大阪市北区 家族亭 梅田阪急三番街店
大阪市北区 天麩羅 えびのや ヨドバシ梅田店
大阪市北区 家族亭 梅田ナビオ店
大阪市北区 花旬庵 ＬＩＮＫＳ ＵＭＥＤＡ店
大阪市北区 スーパードライ梅田
大阪市北区 ポントレース太融寺本店
大阪市北区 Eggs 'n Things 梅田茶屋町店
大阪市北区 THE CITY BAKERY BRASSERIE RUBIN グランフロント大阪
大阪市北区 いろどり西梅田店
大阪市北区 魚と野菜と天ぷらと酒場リベリー
大阪市北区 はなまるうどん 天神橋筋三丁目店
大阪市北区 鴨と牛とワイン割烹 六花
大阪市北区 cuimotte nakanoshima
大阪市北区 THE COSMOPOLITAN GRILL BAR TERRACE
大阪市北区 龍福小籠堂
大阪市北区 BAB梅田店
大阪市北区 居酒屋 あづま
大阪市北区 達屋 阪急梅田店
大阪市北区 ベラボッカ 阪急梅田店
大阪市北区 韓国酒場コッキオ
大阪市北区 肉炭馨和衷
大阪市北区 銀座 天一
大阪市北区 DEVESO
大阪市北区 個室居酒屋 陽菜喰 梅田東通り店
大阪市北区 中崎バールSwitch
大阪市北区 アフタヌーンティー・ティールーム 阪急うめだ本店
大阪市北区 わらやき屋 大阪北新地
大阪市北区 メンバーズ華
大阪市北区 寿し処黒杉
大阪市北区 Pizzeria&BarLOGIC UMEDA店
大阪市北区 いずみカリー
大阪市北区 初音
大阪市北区 とりあん 天六店
大阪市北区 粉心
大阪市北区 サイゼリヤ梅田東店
大阪市北区 Ｄｒｉｐ－Ｘ－Ｃａｆｅホテルヴィスキオ大阪店
大阪市北区 ロイヤルホスト東天満店
大阪市北区 曽根崎ホルモン よう太
大阪市北区 アフタヌーンティー・ティールーム グランフロント大阪
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大阪市北区 鳥貴族 天神橋３丁目店
大阪市北区 麺家大阪みどう
大阪市北区 パルテール
大阪市北区 博多もつ鍋やまやエキマルシェ大阪
大阪市北区 ビフテキのHibio
大阪市北区 がんこ堂島アバンザ店
大阪市北区 オーバカナル梅田店
大阪市北区 うなぎじん田
大阪市北区 かんみこよりNU茶屋町プラス店
大阪市北区 MEAT&WINE WINEHALL GLAMOUR 中之島
大阪市北区 サイゼリヤ大阪駅前第3ビル店
大阪市北区 chano-ma 茶屋町
大阪市北区 カフェインザパーク
大阪市北区 愉快酒場大阪駅前第一ビル店
大阪市北区 贔屓屋 茶屋町店
大阪市北区 ラウンジ「３－６０」
大阪市北区 き・ら・ら・
大阪市北区 うまか梅田店
大阪市北区 ゆずの小町梅田店
大阪市北区 たなごころ
大阪市北区 鮨ほしやま
大阪市北区 おばんざい・炙り焼き・酒 菜な ルクア大阪店
大阪市北区 cafe&bar spoon
大阪市北区 XEX WEST
大阪市北区 いづも
大阪市北区 マルモキッチン グランフロント大阪店
大阪市北区 サイゼリヤ大阪樋之口店
大阪市北区 サイゼリヤ梅田OSホテル店
大阪市北区 俺のフレンチ梅田
大阪市北区 しゃぶ菜 阪急三番街
大阪市北区 た藁や天満店
大阪市北区 パンケーキカフェベルヴィル ホワイティうめだ店
大阪市北区 Double北新地
大阪市北区 本間
大阪市北区 一芯 大阪店
大阪市北区 つけ麺紋次郎
大阪市北区 Salon du President 雅の間
大阪市北区 和食堂 吉兆
大阪市北区 香住 北よし
大阪市北区 播鳥 南森町北店
大阪市北区 梅田東通り肉寿司
大阪市北区 福吉兆
大阪市北区 ハワイアンパンケーキファクトリーLINKS UMEDA
大阪市北区 ベトナム屋台酒屋デンロン
大阪市北区 ちーず亭
大阪市北区 ユニゾン
大阪市北区 かに道楽北新地店
大阪市北区 TRAD BAR ESPRIT ギャザ阪急
大阪市北区 一蘭 梅田阪急東通店
大阪市北区 トップサーティー
大阪市北区 DueFiori
大阪市北区 エスタディオ梅田店
大阪市北区 アンティコカフェアルアビス ディアモール大阪店
大阪市北区 ハンバーグ＆ステーキBLAdiner
大阪市北区 博多天神ホルモン
大阪市北区 串かつ凡
大阪市北区 串揚げキッチンだん
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大阪市北区 竹葉亭
大阪市北区 博多もつ鍋おおやま 茶屋町店
大阪市北区 鳥貴族 天神橋店
大阪市北区 鶏三和ルクア大阪店
大阪市北区 鶴橋風月 LINKS UMEDA 店
大阪市北区 ハラミ馬鹿
大阪市北区 焼肉大番
大阪市北区 サーレペペドゥエ
大阪市北区 旧ヤム鐵道
大阪市北区 CLUB Lotus
大阪市北区 牛たん焼き仙台辺見ハービス大阪店
大阪市北区 ごちとんホワイティうめだ店
大阪市北区 夛田葡萄酒店
大阪市北区 別邸 夛田葡萄酒店
大阪市北区 大衆酒場 松屋
大阪市北区 韓国家庭料理アリラン 第三ビル店 
大阪市北区 カフェグランシェ梅田大丸店
大阪市北区 カフェ英國屋阪急17番街店
大阪市北区 髙﨑
大阪市北区 カフェデューク
大阪市北区 博多味処水たきいろは 北新地店
大阪市北区 イタメシヤ エイト
大阪市北区 割烹そば 神田
大阪市北区 IL GHIOTTONE di piu
大阪市北区 ルクアメルカパーラー
大阪市北区 ルクアメノテカ
大阪市北区 維心
大阪市北区 旬和席うおまん西梅田本店
大阪市北区 ラヴァーニャ
大阪市北区 地産酒場十八番ホワイティウメダ店
大阪市北区 中之島うおまん
大阪市北区 ラルゴ
大阪市北区 Donostia
大阪市北区 cafe cocodoco
大阪市北区 幸福飯店 ハッピーハンテン  ルクア大阪店
大阪市北区 BeeRUSH UMEDA
大阪市北区 Ｃｏｏ－Ｃｏｏ 大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 大阪玉姫館 グランアーモ タマヒメ
大阪市北区 生尾
大阪市北区 活魚すし じねん お初天神店
大阪市北区 世界のワイン博物館グランフロント大阪
大阪市北区 ダル食堂
大阪市北区 NAKANOSHIMA  SOCIAL  EAT  AWAKE
大阪市北区 徳田酒店第４ビルＢ２店
大阪市北区 はーとらんど
大阪市北区 得正 西梅田店
大阪市北区 nana's green tea ディアモール大阪店
大阪市北区 ザ・ロビーラウンジ
大阪市北区 花筐
大阪市北区 ラ・ベ
大阪市北区 香桃
大阪市北区 ザ・バー
大阪市北区 ガーデンシティクラブ大阪
大阪市北区 本町製麺所 天 ルクア大阪店
大阪市北区 相席屋阪急東通り店
大阪市北区 The Public Stand阪急東通り店
大阪市北区 彩花はなれ
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大阪市北区 BAN×KARA ZONE-UK
大阪市北区 ショットバー ルイシャネラ
大阪市北区 喫茶軽食レインボー
大阪市北区 DINING BAR いわさき
大阪市北区 パレス
大阪市北区 一番どり 梅田店
大阪市北区 是しん
大阪市北区 BLOW北新地
大阪市北区 ずんどう屋 梅田東通り店
大阪市北区 新地 鮓 ゆうじろう
大阪市北区 ずんどう屋 天神橋四丁目店
大阪市北区 梅田・芝田1丁目 まぐろや
大阪市北区 茶屋町まぐろや
大阪市北区 咲
大阪市北区 つる家 リーガロイヤルホテル店
大阪市北区 SABAR阪急三番街店
大阪市北区 ＩＮＤＩＡＮ ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ ＢＡＲ ＢＡＮＪＡＲＡ
大阪市北区 ＠BAR
大阪市北区 堂島鮨清水
大阪市北区 やぶそば ＯＡＰタワーズ２階
大阪市北区 trainーTRAIN
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル ４Ｆ 中宴会厨房
大阪市北区 クラブまりあ
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル ５Ｆ 小宴会厨房
大阪市北区 大阪新阪急ホテル 宴会場 紫の間
大阪市北区 NY DELI STYLE
大阪市北区 大阪新阪急ホテル ２階宴会場
大阪市北区 大阪新阪急ホテル ２階宴会パントリー
大阪市北区 墨国回転鶏料理
大阪市北区 ニューワクラ リンクスウメダ店
大阪市北区 ザ・ダイニング カンパーニュ ワイン酒場
大阪市北区 nana's green tea HEP FIVE店
大阪市北区 田ごと
大阪市北区 ＫＩＥＦＥＬ 三番街店
大阪市北区 梅田 雀トップ
大阪市北区 焼肉酒家牛角 はなれ阪急東通り店
大阪市北区 大坂おでん焼きとん久
大阪市北区 地魚屋台 とっつぁん 天六店
大阪市北区 但馬屋 梅田
大阪市北区 燒賣太樓OAP店
大阪市北区 キュッヒェ ニューミュンヘン店
大阪市北区 ニューミュンヘン曽根崎店
大阪市北区 北新地 福多亭
大阪市北区 ミルカレス
大阪市北区 そば處とき
大阪市北区 緒乃
大阪市北区 なにわ料理有
大阪市北区 野菜巻き串ともつ鍋 おくお天満店
大阪市北区 亀多寿司別館
大阪市北区 焼肉定食こいろり天満店
大阪市北区 ロンドン・ティールーム 阪急メンズ館店
大阪市北区 シュリンプシュリンプ 阪急梅田店
大阪市北区 梅田大衆酒場H
大阪市北区 梅田産直市場
大阪市北区 七つ家
大阪市北区 璃泉
大阪市北区 春水堂 グランフロント大阪店
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大阪市北区 極楽うどんＴＫＵ
大阪市北区 メンバーズあや乃
大阪市北区 福岡鮮魚卸直営店ビストロ酒場ウオスケ
大阪市北区 笑卵 梅田店
大阪市北区 博多串焼きバッテンよかとぉ天満店
大阪市北区 ALFRED TEA ROOM
大阪市北区 新喜楽 ヒルトンプラザ店
大阪市北区 らーめん亀王 堂島店
大阪市北区 燒賣太樓桜橋店
大阪市北区 釜山
大阪市北区 luvwine
大阪市北区 炭焼きうなぎの魚伊 天五店
大阪市北区 バリラックス ザ ガーデン梅田
大阪市北区 敦煌
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル２５Ｆスカイバンケット「ソラメンテ」パントリー
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル２Ｆティーラウンジ「パルテール」パントリー
大阪市北区 梅田ガーデンファーム/ＧＡＢＵＲＩＣＯ
大阪市北区 大阪新阪急ホテル オリンピア
大阪市北区 大阪新阪急 ホテルステーキハウスロイン
大阪市北区 しゃぶしゃぶ鉄板焼 有馬
大阪市北区 ステーキハウス ロイン ＨＥＰ ＮＡＶＩＯ
大阪市北区 カフェテラスクレール
大阪市北区 大阪新阪急ホテル ロビーラウンジサントル
大阪市北区 ブルーノＨＥＰナビオ
大阪市北区 AGEHA
大阪市北区 スタイリッシュサロン 凜
大阪市北区 Bicerin HANKYU UMDA
大阪市北区 大阪聘珍樓
大阪市北区 天下一品北新地店
大阪市北区 焼肉 くろうど
大阪市北区 墨国回転鶏料理 天満店
大阪市北区 Gracia
大阪市北区 ラフィーネ
大阪市北区 焼肉Lab
大阪市北区 旧桜宮公会堂
大阪市北区 しゃぶしゃぶ ぐるまん
大阪市北区 おらが蕎麦 天満KYビル
大阪市北区 居酒屋 龍
大阪市北区 さぁや
大阪市北区 焼肉万両 天神橋店
大阪市北区 鮨あずま
大阪市北区 けとばし屋チャンピオン天満店
大阪市北区 下桂茶屋 月波本店
大阪市北区 九州ダイニング九州男
大阪市北区 オイスタールーム 梅田ハービスエント店
大阪市北区 ＭＯＮＣＨＥＲＩ
大阪市北区 とり銀 梅田茶屋町本店
大阪市北区 CLUB CHARITES
大阪市北区 焼肉 飛牛
大阪市北区 南さつま
大阪市北区 club Lily
大阪市北区 吾一 堂山店
大阪市北区 グラマラスガーデン
大阪市北区 たよし曽根崎店
大阪市北区 サンマルコ阪急三番街店
大阪市北区 うを佐
大阪市北区 かさね
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大阪市北区 四川辣麺 阪急三番街店
大阪市北区 浪花ろばた itadakitai
大阪市北区 立ち寿司 しおや
大阪市北区 旬魚菜採 なかの家 OAP タワー店
大阪市北区 心八剣伝
大阪市北区 サカトケ乃カミ
大阪市北区 Marble
大阪市北区 寿司赤酢別邸
大阪市北区 浪花ろばた頂鯛 ルクア大阪店
大阪市北区 街の肉バルbuff南森町店
大阪市北区 天満肉焼屋
大阪市北区 うどん 兎麦 umugi
大阪市北区 あんばい ハービスプラザ店
大阪市北区 音羽別館
大阪市北区 照 梅田店
大阪市北区 乾山 大阪北新地店
大阪市北区 サーモンベーネ 梅田店
大阪市北区 満ぞく屋天満店
大阪市北区 おでんと鴨蕎麦 居酒屋じんべえ
大阪市北区 立ち飲みじんべえ
大阪市北区 （株）ひろかずや
大阪市北区 北欧館
大阪市北区 魚 ｄｅ バール ウオチカ
大阪市北区 ブラッスリーブー
大阪市北区 B.up Cleansing Juicery 北新地店
大阪市北区 Jamoneria BELLOTA GYOKURO
大阪市北区 はまぐり庵吉祥別邸
大阪市北区 ベシャメルカフェ
大阪市北区 北新地すがはら
大阪市北区 中之島穂の河
大阪市北区 298梅田 
大阪市北区 海幸丸百番
大阪市北区 肉ビストロ熟ルクア１１００
大阪市北区 Salon du kuma3
大阪市北区 北新地トリュフ蕎麦わたなべ
大阪市北区 豊後太郎
大阪市北区 Bar,K
大阪市北区 カフェバー１９６９
大阪市北区 SOLVIVA梅田店
大阪市北区 寿司処 喜与丸
大阪市北区 しんきょうパート１
大阪市北区 バルザル天満店
大阪市北区 クラフトビアマーケット  ホワイティうめだ店
大阪市北区 AP GRILL
大阪市北区 鶏と鮪節 麺屋 勝時
大阪市北区 坦々つけ麺ごまゴマ
大阪市中央区 ZAISANラウンジ
大阪市中央区 立呑み居酒屋 牡丹
大阪市中央区 π Bar
大阪市中央区 ローマ軒船場センタービル店
大阪市中央区 なにわカレー商会おだし博労町店
大阪市中央区 大阪ステーキかうぼーいハンバーグ専門店
大阪市中央区 大衆酒場モンロー
大阪市中央区 都園
大阪市中央区 かわ堺筋本町店
大阪市中央区 膳や なんばウォーク西店
大阪市中央区 そば処今橋
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大阪市中央区 ムニポチャなんば店
大阪市中央区 はんぐあうと
大阪市中央区 タリーズコーヒー堺筋本町店
大阪市中央区 磯銀
大阪市中央区 北の家族 千日前店
大阪市中央区 浪花麺乃庄 つるまる饂飩 淀屋橋店
大阪市中央区 ダーツカフェガーデン心斎橋
大阪市中央区 かんてき焼肉蔓
大阪市中央区 イチかバチか
大阪市中央区 かつや本町通店
大阪市中央区 いろは大丸心斎橋店
大阪市中央区 ENMITSU
大阪市中央区 元祖もつまる本舗
大阪市中央区 北久宝寺町食堂
大阪市中央区 中国茶房８なんば店
大阪市中央区 BANCO
大阪市中央区 海鮮市場かつら丸
大阪市中央区 カプリチョーザなんばシティ店
大阪市中央区 つるまる 南本町店
大阪市中央区 ビフカツ かつ満 心斎橋店
大阪市中央区 DROP's
大阪市中央区 豚しゃぶせいろ蒸し豚匠心斎橋邸
大阪市中央区 豚しゃぶせいろ蒸しHARU心斎橋邸
大阪市中央区 ZEBRA
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 なんば紅鶴
大阪市中央区 台湾タンタンタンメン
大阪市中央区 ラベカス
大阪市中央区 スナック ガス燈
大阪市中央区 なんば白鯨
大阪市中央区 FootRock&BEERS
大阪市中央区 オーパスワン
大阪市中央区 本二鶴
大阪市中央区 新子
大阪市中央区 Beer dining マヤジカ
大阪市中央区 らーめん専門 和海
大阪市中央区 盛興順
大阪市中央区 ニューコンコルド
大阪市中央区 CLUB ASK
大阪市中央区 BAR &-So-On.
大阪市中央区 すし処智
大阪市中央区 星乃珈琲店心斎橋ジャパンライフビル店
大阪市中央区 星乃珈琲店なんば千日前店
大阪市中央区 神乃珈琲心斎橋パルコ店
大阪市中央区 麺屋青空
大阪市中央区 屋台担担麺たぶっちゃん
大阪市中央区 BARエンターテインメント
大阪市中央区 club LISA
大阪市中央区 まんまる食堂
大阪市中央区 土山人 天満橋店
大阪市中央区 ニューベイブ
大阪市中央区 すしはな
大阪市中央区 立ち呑み 大阪イチマルマルマル
大阪市中央区 Ｏｈ！マイステーキ
大阪市中央区 TokiToki eScapecafe
大阪市中央区 TokiToki eScape cafe なんば店
大阪市中央区 Up Beat
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大阪市中央区 き多や 本町三休橋店
大阪市中央区 宮崎郷土料理どぎゃん
大阪市中央区 肉匠 さくら
大阪市中央区 ぼんチョビ
大阪市中央区 スナック ふらんどる
大阪市中央区 凸助
大阪市中央区 モスバーガー西心斎橋店
大阪市中央区 夜あけ寿司
大阪市中央区 居楽屋 白木屋 道頓堀店
大阪市中央区 船場カリーPLUS 近鉄なんば店
大阪市中央区 中央軒なんばウォーク東店
大阪市中央区 白木屋 南船場心斎橋筋店
大阪市中央区 ルードッグ酒場
大阪市中央区 大衆酒場マルヤ
大阪市中央区 魚民
大阪市中央区 居酒屋１９１ＺＡＫＫａｙａ
大阪市中央区 天友
大阪市中央区 mitte
大阪市中央区 本家大たこ法善寺店
大阪市中央区 酒とカラオケとおばんざい noomo
大阪市中央区 CLEVER COFFEE 1953 なんば店
大阪市中央区 ラーメン作ノ作
大阪市中央区 BAR RESTAURANT BAN×KARA ZONE-OS
大阪市中央区 さるのこしかけ
大阪市中央区 中国東北料理 龍馬園
大阪市中央区 ルミステール
大阪市中央区 旬味串喝 やまや
大阪市中央区 焼鳥酒場 とりくら
大阪市中央区 Make
大阪市中央区 酒処さつき
大阪市中央区 餃子王 道頓堀本店
大阪市中央区 BOBA.T 南船場店
大阪市中央区 京郷
大阪市中央区 利左エ門 天平閣
大阪市中央区 初かすみ酒房
大阪市中央区 酒蔵BAR初かすみ酒房
大阪市中央区 づけや
大阪市中央区 イタリアンスタンドＧｉｇｌｉｏ
大阪市中央区 待合 夕顔
大阪市中央区 猫カフェモカ心斎橋店
大阪市中央区 鳥琴
大阪市中央区 コメダ珈琲店 堺筋本町店
大阪市中央区 cafe Le Port
大阪市中央区 うづき
大阪市中央区 DRINK & FOOD STORE PON!PON!PON!
大阪市中央区 えびす屋
大阪市中央区 LUXE Bar&Loung
大阪市中央区 CAFE ANNON
大阪市中央区 MICKEY's BAR
大阪市中央区 お好み焼ハチマル
大阪市中央区 がブリチキン。裏なんば店
大阪市中央区 相撲料理 志が 本町店
大阪市中央区 ハンバーグレストラン ボストン 天満橋店
大阪市中央区 創作土佐料理 ぼたん
大阪市中央区 鉄板焼 みぞばた
大阪市中央区 大衆屋 春日
大阪市中央区 Ｃｈｉｎａ Ｂａｒ 後海
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大阪市中央区 ASAKARA GOOD STORE
大阪市中央区 ラウンジ ルージュ
大阪市中央区 スナック アムール
大阪市中央区 とんかつ頑固心斎橋店
大阪市中央区 ＢｅｌｇｉａｎＢｒａｓｓｅｒｉｅＣｏｕｒｔＢＡＲＲＥＬ
大阪市中央区 大きな輪
大阪市中央区 牛歩
大阪市中央区 めはり屋文在ェ門 笠屋町店
大阪市中央区 ZZ BAR
大阪市中央区 Lounge Petit Gulf
大阪市中央区 よめむこカフェ
大阪市中央区 かすうどん うのたけ
大阪市中央区 ジム・ジム
大阪市中央区 肉めしあらさこ
大阪市中央区 遇見食光
大阪市中央区 おばんざい恵みダイニング すみび家 心斎橋PARCO店
大阪市中央区 麗梅食飯公司
大阪市中央区 スナック ブルーメ
大阪市中央区 旬天
大阪市中央区 味乃家
大阪市中央区 ings
大阪市中央区 鳥魚 宗右衛門町店
大阪市中央区 鳥魚 御堂筋店
大阪市中央区 北京飯店
大阪市中央区 GNARLY FRONT INC OFFICE BAR
大阪市中央区 一三三アイサンサン
大阪市中央区 カレーショップダール
大阪市中央区 バーサバ
大阪市中央区 鯛専門活魚料理 鯛夢
大阪市中央区 エスカイヤクラブ 難波店
大阪市中央区 北京飯店
大阪市中央区 大喜
大阪市中央区 bamboo
大阪市中央区 夢酒房 佐倉
大阪市中央区 松崎屋
大阪市中央区 GOOD TIMES 
大阪市中央区 ドッグテイル
大阪市中央区 hajime
大阪市中央区 ふたいろ
大阪市中央区 re-born りぼん
大阪市中央区 響乃
大阪市中央区 GAZELLE
大阪市中央区 株式会社六覺燈
大阪市中央区 踊りだこ もりのみやキューズモールＢＡＳＥ店
大阪市中央区 踊りだこ 心斎橋ＰＡＲＣＯ店
大阪市中央区 あずまママのできたてキッチン
大阪市中央区 感と間
大阪市中央区 愛らんど（スナック）
大阪市中央区 自由軒 難波本店
大阪市中央区 中国料理 興隆園
大阪市中央区 PAPA VANIA
大阪市中央区 麺点心酒家 ペギィスゥ
大阪市中央区 LONG DINH Restaurant
大阪市中央区 LONG DINH RESTAURANT
大阪市中央区 Otenba Kitchen
大阪市中央区 麺匠の心つくしつるとんたん本町楼
大阪市中央区 十代橘
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大阪市中央区 鳥吾郎
大阪市中央区 レノン
大阪市中央区 ソウルゴプチャン
大阪市中央区 ＢＡＲ ＳＯＵＴＨ ＢＬＵＥ
大阪市中央区 SnackBar Moo
大阪市中央区 たく庵
大阪市中央区 タリーズコーヒー近鉄難波ビル
大阪市中央区 千房ぷれじでんと南本店
大阪市中央区 わいん家
大阪市中央区 焼肉屋 牛匠
大阪市中央区 たこ梅 本店
大阪市中央区 もぐらや ナンバ店
大阪市中央区 スナックたけ乃
大阪市中央区 海鮮王PREMIUM もりのみやキューズモールBASE店
大阪市中央区 らーめんまぜそばあらし
大阪市中央区 新羅会館家族亭
大阪市中央区 すしざんまい道頓堀店
大阪市中央区 FREAKOUT谷９店
大阪市中央区 グリルキャピタル東洋亭 なんば店
大阪市中央区 ショットバーハリウッドシカゴ
大阪市中央区 メンバーズセシール
大阪市中央区 よろい
大阪市中央区 鶴丸
大阪市中央区 長城WINE CLUB
大阪市中央区 たみや

大阪市中央区
執事カフェバー 宗右衛門町を歩いていたら、いきなり転生してイケメンだらけの執事達
を従える貴族のお嬢様になってた！？私どーなっちゃうの！？

大阪市中央区 Lala
大阪市中央区 炭火焼肉 但馬屋 心斎橋
大阪市中央区 INC&SONS
大阪市中央区 焼肉いろりや道頓堀店
大阪市中央区 川福 本店
大阪市中央区 Japanese Craft Whisky Bar Common
大阪市中央区 博多もつ鍋心斎橋大山
大阪市中央区 鯛之鯛 難波店
大阪市中央区 カレーハウスCoCo壱番屋難波千日前店
大阪市中央区 吾作どん千日前
大阪市中央区 STANDARD OSAKA
大阪市中央区 李家風餃子房
大阪市中央区 stageKARAOKE BAR ONION
大阪市中央区 炭火やきとり愛之助
大阪市中央区 Ｆａａ Ｔｈａｉ
大阪市中央区 BarSPW財団
大阪市中央区 おこしやす
大阪市中央区 蜀道鮮
大阪市中央区 １４２９餃子
大阪市中央区 メモリー
大阪市中央区 BAR Z-two-
大阪市中央区 Grand rocher グランロシェ
大阪市中央区 スタンド酒場またたびや
大阪市中央区 ホルモンバル惑星みかん
大阪市中央区 恒徳居
大阪市中央区 すし居酒屋 しんご
大阪市中央区 ちからや心斎橋店
大阪市中央区 COFFEE TASTER HAMAYA 大丸心斎橋店
大阪市中央区 北新地鳥屋 谷町四丁目店
大阪市中央区 まぁーなべや
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大阪市中央区 炭火焼肉 心斎
大阪市中央区 土佐炉ばた八金
大阪市中央区 cafe and nar parfait
大阪市中央区 鮨うちやま
大阪市中央区 天平 心斎橋
大阪市中央区 アース[as]
大阪市中央区 トラットリア ピッツェリア アレグロ難波店
大阪市中央区 ワナカ大入
大阪市中央区 C.A.
大阪市中央区 カレーハウスCoCo壱番屋 中央区谷町七丁目店
大阪市中央区 van Dief
大阪市中央区 カレーハウスCoCo壱番屋 中央区本町４丁目店
大阪市中央区 阿鳥千日前店
大阪市中央区 ちゃいにーず香港食卓（ホンコンテーブル）
大阪市中央区 北浜 銀じ
大阪市中央区 麗霞 居酒屋
大阪市中央区 Bistroえくうす
大阪市中央区 Rocker's Espresso&Co
大阪市中央区 遊び場
大阪市中央区 Sam&Dave one
大阪市中央区 余白
大阪市中央区 Beard shoot
大阪市中央区 板前焼肉一牛 心斎橋店
大阪市中央区 板前焼肉一牛 道頓堀店
大阪市中央区 ４Ｍａｇｉｃ
大阪市中央区 らーめん 久遠
大阪市中央区 正流田舎そば 難波店
大阪市中央区 焼肉 華苑
大阪市中央区 輪囲輪囲酒場 熱心 本町店
大阪市中央区 Ｅｍｙｕ
大阪市中央区 冗談酒場
大阪市中央区 松屋大阪本町店
大阪市中央区 オールドローズガーデンオフィシナデルカフェＥｎｇｌｉｓｈＰｕｂロイヤルハット
大阪市中央区 BAR GO
大阪市中央区 スターバックスコーヒー 心斎橋オーパ店
大阪市中央区 スターバックスコーヒー なんばスカイオ 3階店
大阪市中央区 松屋千日前店
大阪市中央区 宮崎野鶏 ぢどっこ 北浜店
大阪市中央区 スターバックスコーヒー 大阪城公園店
大阪市中央区 スターバックスコーヒー 大阪高島屋 地階西ゾーン店
大阪市中央区 炭火やきとん 丸寿 高麗橋店
大阪市中央区 スターバックスコーヒー クリスタ長堀 ウエスト店
大阪市中央区 京月 天満橋店
大阪市中央区 どうとんぼり神座 心斎橋店
大阪市中央区 隨縁亭
大阪市中央区 彩雲
大阪市中央区 スパ・トリニテ
大阪市中央区 Mignon Clinic
大阪市中央区 焼肉伝説バリバリ
大阪市中央区 鉄板神社道頓堀店
大阪市中央区 GHOST ultra lounge
大阪市中央区 ぼてぢゅう 総本店
大阪市中央区 すしべえ
大阪市中央区 chaussure annex
大阪市中央区 エッフェアンド effeand
大阪市中央区 きんのぶたPREMIUM心斎橋
大阪市中央区 すし萬大丸心斎橋店１０階店
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大阪市中央区 スターバックスコーヒー 北心斎橋店
大阪市中央区 串あげもの旬ｓ
大阪市中央区 豆腐料理 空野
大阪市中央区 粋麺あみ乃や
大阪市中央区 モスバーガーなんばウォーク店
大阪市中央区 スターバックスコーヒー なんばウォーク店
大阪市中央区 若さ美 カラダに優しいごはん家
大阪市中央区 板前焼肉一光 千日前店
大阪市中央区 あぶりや道頓堀御堂筋店
大阪市中央区 スナック てんぐ
大阪市中央区 モンキーモンキ
大阪市中央区 クンテープ道頓堀本店
大阪市中央区 蕎麦と天ぷら やまうち
大阪市中央区 AGF 煎 SENcafe
大阪市中央区 Drink Bar Supported by KIRIN
大阪市中央区 デジャヴ
大阪市中央区 大衆食堂 瓦町ブラン
大阪市中央区 旬彩ダイニング きらく
大阪市中央区 大衆酒場あげもんや船場センター４号館店
大阪市中央区 BAR DENOMERU
大阪市中央区 鰻谷 蛸にし家
大阪市中央区 NAN&Curry Bombay
大阪市中央区 居酒屋えべっさん食堂
大阪市中央区 鶏蔵
大阪市中央区 蘭州拉面 宗右衛門店
大阪市中央区 Le couer ルクール
大阪市中央区 炭火焼鳥Birds'Bar
大阪市中央区 焼酎ダイニング 庵菜
大阪市中央区 バランス食堂＆カフェ アスショク
大阪市中央区 神楽
大阪市中央区 UMIYA CLUB
大阪市中央区 深夜食堂 笹
大阪市中央区 CAFE HOUSE 濱川
大阪市中央区 Dori Dori
大阪市中央区 スナック都の樹
大阪市中央区 ＨＩＤＥ・ＯＵＴ
大阪市中央区 Petit Restaurant Giro
大阪市中央区 スナック 美樹
大阪市中央区 BAR TEN
大阪市中央区 ギブ （ＧＩＶＥ）
大阪市中央区 お好み焼とんべえ
大阪市中央区 大阪クワータイ
大阪市中央区 焼肉万両 本町御堂筋店
大阪市中央区 プロント平野町店
大阪市中央区 板前焼肉一雅
大阪市中央区 なな月
大阪市中央区 難波千日前焼とんya たゆたゆ
大阪市中央区 大阪焼トンセンター
大阪市中央区 株式会社蓬莱本館
大阪市中央区 洋食ふくもと
大阪市中央区 旬菜美酒 一華
大阪市中央区 黒毛和牛 焼肉一 心斎橋店
大阪市中央区 キムラヤのテッパン料理
大阪市中央区 千日前まぐろセンター
大阪市中央区 ポンテ ベッキオ
大阪市中央区 コーヒーハウスケニア
大阪市中央区 メンバーズ愛彩
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大阪市中央区 蕎麦と鴨料理 心斎橋宗平
大阪市中央区 t.T.banquet
大阪市中央区 炭火焼鳥かこい
大阪市中央区 BAR TEPPEN
大阪市中央区 くし天かせやん
大阪市中央区 四川辣麺 心斎橋店
大阪市中央区 神戸牛和ノ宮 なんばオリエンタルホテル
大阪市中央区 すぎ乃
大阪市中央区 酒彩 穂
大阪市中央区 そばよし 本町店
大阪市中央区 ＣｌｕｂＣＲＯＩＸ
大阪市中央区 珈人 長堀橋店
大阪市中央区 焼肉 珍三カルビ
大阪市中央区 天天酒家 なんば西店
大阪市中央区 魚食処一豊 道修町店
大阪市中央区 鮮魚寿司一心
大阪市中央区 美々卯 本店別館
大阪市中央区 ｃｌｕｂ ｐｉａｎｏ
大阪市中央区 末廣軒
大阪市中央区 きんぎょ草
大阪市中央区 大阪うなぎ組
大阪市中央区 創作和食居酒屋 彩祭
大阪市中央区 福太郎なんばダイニングメゾン店
大阪市中央区 天冨良 天繁
大阪市中央区 居酒屋 天秤棒
大阪市中央区 居酒屋 三国
大阪市中央区 大阪王将 上本町店
大阪市中央区 クラブ 99
大阪市中央区 浪速割烹 和亨
大阪市中央区 NEXUS
大阪市中央区 居酒屋 十兵衛
大阪市中央区 神戸アールティー アメリカ村心斎橋ビッグステップ店
大阪市中央区 からホ
大阪市中央区 ソウルカンジャンケジャン
大阪市中央区 Cafe Bar Souko
大阪市中央区 小鍋と一品料理の店 けんぢ
大阪市中央区 KOREANBAR JOA
大阪市中央区 MOLOYA
大阪市中央区 Axis Dining Bar
大阪市中央区 KI-KU
大阪市中央区 カラオケ あすか
大阪市中央区 焼肉 ライク
大阪市中央区 鶴橋風月 なんば千日前店
大阪市中央区 ベル
大阪市中央区 餃子の王将 心斎橋店
大阪市中央区 通天閣もつ鍋屋 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 中華旬彩森本
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 群青海月
大阪市中央区 MWG
大阪市中央区 エオルゼアカフェOSAKA
大阪市中央区 大㐂
大阪市中央区 餃子の王将北浜道修町店
大阪市中央区 せたが屋エディオンなんば本店
大阪市中央区 ひるがおエディオンなんば本店
大阪市中央区 タラキッチン
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大阪市中央区 サンマルクカフェ 南海なんば駅店
大阪市中央区 たこ焼き酒場 たこ太 御堂筋本町店
大阪市中央区 たこ焼き酒場 たこ太 堺筋本町店
大阪市中央区 鶴橋風月 長堀橋店
大阪市中央区 トラジャコーヒー 京阪シティモール店
大阪市中央区 トラジャコーヒー ビエラ森ノ宮店
大阪市中央区 さらしな廣田屋（更科）
大阪市中央区 あ・ぅん
大阪市中央区 きたはち
大阪市中央区 イタリアンバール キャトルズ
大阪市中央区 百福
大阪市中央区 スナックダイヤ
大阪市中央区 お好み焼 偶 船場丼池店
大阪市中央区 イタリアンバル＆グリル センバキッチン
大阪市中央区 喫茶館英國屋なんばウォーク３番街店
大阪市中央区 Boop
大阪市中央区 カジュアルレストラン しゃぽーるーじゅ
大阪市中央区 骨付鳥 一鶴 心斎橋店
大阪市中央区 Ｂ・Ｃディースナッズ
大阪市中央区 ハイボールバー心斎橋１９２３
大阪市中央区 金龍ラーメン 道頓堀店
大阪市中央区 KICHIRI難波駅前
大阪市中央区 星乃珈琲店北心斎橋店
大阪市中央区 マルキン酒店
大阪市中央区 餃子の王将 難波南海通り店
大阪市中央区 天の幸山の幸
大阪市中央区 心斎橋 かつ喜
大阪市中央区 びっくりドンキー道頓堀店
大阪市中央区 カフェ英國屋なんば本社店
大阪市中央区 THE LANDMARK SQUARE OSAKA 4階_BLUE BIRDS ROOF TOP TERRACE
大阪市中央区 THE LANDMARK SQUARE OSAKA 2階_crossfield with TERRACE LOUNGE
大阪市中央区 タリーズコーヒー花のれんなんばグランド花月
大阪市中央区 千房ぷれじでんとオー･エム･ホテル日航ビル店
大阪市中央区 しゃぶ亭 心斎橋店
大阪市中央区 パブアンドレストラン スターダスト
大阪市中央区 LYUNX
大阪市中央区 モスバーガー谷町二丁目店
大阪市中央区 炭焼水七輪焼肉匠たじま
大阪市中央区 寄り屋
大阪市中央区 FRENCH BAGUETTE CAFE
大阪市中央区 なんば千日前 焼肉処又来家
大阪市中央区 club Tiara
大阪市中央区 照屋
大阪市中央区 大阪王将長堀橋店
大阪市中央区 肉匠なか田
大阪市中央区 鳥蔵
大阪市中央区 中華レストラン華匯苑
大阪市中央区 中央軒心斎橋店
大阪市中央区 蘭館コーヒーハウス ナンバCITY店
大阪市中央区 西むら
大阪市中央区 スナック BOB
大阪市中央区 カラオケＢＡＲ Ｋ．Ｓ
大阪市中央区 居酒屋 和笑亭
大阪市中央区 キッチンナカジマ。
大阪市中央区 すき焼き串焼き北斗 GEMS なんば店
大阪市中央区 喫茶ホーマー
大阪市中央区 いきなりステーキ アメリカ村店
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大阪市中央区 唐渡 ＫＡＲＡＴＯ
大阪市中央区 焼肉ちょうしゅう
大阪市中央区 THE BRIDGE
大阪市中央区 HINAYA
大阪市中央区 尾道ラーメン
大阪市中央区 Coffee&Liquor AseeK
大阪市中央区 CLUB NEXT
大阪市中央区 今時人
大阪市中央区 BAR MZEE
大阪市中央区 KASUYA法善寺
大阪市中央区 海鮮屋台 新鮮組 船場店
大阪市中央区 ごえ門
大阪市中央区 HRR
大阪市中央区 フレンチ割烹宿
大阪市中央区 ステーキさくら 松竹座店
大阪市中央区 福の舞心斎橋店
大阪市中央区 サロン・ド・テ アルション
大阪市中央区 お出汁とお酒 かなん
大阪市中央区 鶏右衛門
大阪市中央区 たこ焼道楽わなか 難波店
大阪市中央区 インデアンカレー 長堀店
大阪市中央区 大和屋本店
大阪市中央区 お野菜、どうぞ。
大阪市中央区 天ガバー
大阪市中央区 えん
大阪市中央区 冷麺館心斎橋店
大阪市中央区 ザめしや２４千日前店
大阪市中央区 ときすし
大阪市中央区 ときすし はなれ
大阪市中央区 洋食宴会厨房
大阪市中央区 ラーメン 一蘭 道頓堀店 本館
大阪市中央区 一蘭 道頓堀店屋台館
大阪市中央区 ＰＵＢ＆ＢＡＲ Ｂａｓｅｍｅｎｔ
大阪市中央区 紫苑
大阪市中央区 浪速割烹㐂川
大阪市中央区 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ心斎橋駅前店
大阪市中央区 旨唐揚げと居酒メシミライザカ京橋ＯＢＰツイン２１－１Ｆ店
大阪市中央区 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ天満橋店
大阪市中央区 家族亭 なんばウォーク店
大阪市中央区 spectacle kitahama
大阪市中央区 中国酒家 朝陽閣 パナンテ京阪天満橋
大阪市中央区 パーラー淀屋橋
大阪市中央区 朝陽閣 長堀
大阪市中央区 くれおーるフードサービス 豚串幸
大阪市中央区 はなまるうどん 大阪心斎橋店
大阪市中央区 Cafe Bohemia 心斎橋
大阪市中央区 ｌｉｔｔｌｅＢｉｒｄｓ
大阪市中央区 空色ＣＯＬＯＲ
大阪市中央区 リンガーハット難波千日前店
大阪市中央区 まきの難波千日前
大阪市中央区 恋愛酒場 メイ子
大阪市中央区 うなぎの寝床
大阪市中央区 エニェ
大阪市中央区 立喰酒場 金獅子
大阪市中央区 Clear
大阪市中央区 メンバーズラーク
大阪市中央区 ミカド
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大阪市中央区 二色
大阪市中央区 ClubGeminiHeart
大阪市中央区 磯野家
大阪市中央区 プチ・ラセール
大阪市中央区 侘家古暦堂高島屋ダイニングメゾン店
大阪市中央区 大衆酒処 うみさちひこ
大阪市中央区 小雀弥 松屋町店
大阪市中央区 旨唐揚げと居酒メシミライザカ谷町４丁目店
大阪市中央区 旨唐揚げと居酒メシミライザカ本町店
大阪市中央区 ホテルWBFなんば黒門
大阪市中央区 カドヤ食堂クリスタ長堀店
大阪市中央区 薩摩ごかもん 天満橋総本店
大阪市中央区 心斎橋今井屋本店
大阪市中央区 喜多郎寿し 心斎橋店
大阪市中央区 PIZZERIA&BAR LOGIC 本町店
大阪市中央区 Pizzeria&OysterLOGIC URANAMBA
大阪市中央区 ＳＡＬＯＮ ＢＵＴＣＨＥＲ ＆ ＷＩＮＥ
大阪市中央区 ハナレノミカジノバ
大阪市中央区 牛かつもと村 難波店
大阪市中央区 牛かつもと村 難波分店
大阪市中央区 アフタヌーンティー・ティールーム 高島屋大阪
大阪市中央区 ポムズファーム クリスタ長堀店
大阪市中央区 串カツ専門店 萬時
大阪市中央区 韓国旬彩料理 妻家房
大阪市中央区 ライブラウンジユニテイー
大阪市中央区 めしや宮本むなし 地下鉄谷町九丁目駅前店
大阪市中央区 めしや宮本むなし 地下鉄日本橋駅前店
大阪市中央区 周記蘭州牛肉面
大阪市中央区 あずみのおそば樽屋玄助
大阪市中央区 Shot.me
大阪市中央区 サイゼリヤ心斎橋GATE店
大阪市中央区 TO BEGIN WITH Bar&Dining 心斎橋
大阪市中央区 イル ソーレ・ロッソ
大阪市中央区 えん
大阪市中央区 うまか北浜店
大阪市中央区 ドトールコーヒーショップ難波店
大阪市中央区 甘太郎 宗右衛門町店
大阪市中央区 カフェカバリエ難波店
大阪市中央区 どんがめなんば店
大阪市中央区 きんぱち
大阪市中央区 ゆずの小町なんば店
大阪市中央区 デリス 大丸心斎橋店
大阪市中央区 有限会社ふじ家
大阪市中央区 梅蘭
大阪市中央区 世界酒BARセカサケ
大阪市中央区 楽洛亭
大阪市中央区 Ｈｉｍｅ
大阪市中央区 サイゼリヤ北心斎橋店
大阪市中央区 chaussure
大阪市中央区 日本料理 華㐂
大阪市中央区 博多もつ鍋 やまや 心斎橋筋店
大阪市中央区 温野菜 心斎橋店
大阪市中央区 グミチョコレートパイン
大阪市中央区 牛羽餃子おがわ
大阪市中央区 ザ・フレッシュ
大阪市中央区 ガスト堺筋本町店
大阪市中央区 堺筋食堂
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大阪市中央区 一凛堂なんばダイニングメゾン
大阪市中央区 天ぷら酒場 天ぷらＹ 心斎橋
大阪市中央区 さち福やＣＡＦＥ なんばＣＩＴＹ店
大阪市中央区 すたみな太郎NEXT ドン・キホーテ道頓堀御堂筋店
大阪市中央区 鉄板ホルモン 中野
大阪市中央区 鶴橋風月modern 北浜店
大阪市中央区 MEMBER'SNatsuki
大阪市中央区 すき焼・しゃぶしゃぶ 藤尾 ホテルニューオータニ大阪店
大阪市中央区 かに道楽道頓堀東店
大阪市中央区 網元本館
大阪市中央区 炭と蕎麦と酒 今なら
大阪市中央区 備長炭焼鳥 みやがわ
大阪市中央区 和
大阪市中央区 さかえすし 三ッ寺店
大阪市中央区 まどもあぜる
大阪市中央区 豚しゃぶせいろ蒸しHARU本町邸
大阪市中央区 らーめん天地人
大阪市中央区 gendai kappou momo
大阪市中央区 炭火焼肉ホルモンじゃん
大阪市中央区 呑み喰い処 宴
大阪市中央区 Dream カフェ
大阪市中央区 仔牛屋
大阪市中央区 焼肉きたん
大阪市中央区 正宗屋
大阪市中央区 叙々苑 游玄亭ホテルニューオータニ大阪店
大阪市中央区 祇園寿司衣川
大阪市中央区 焼肉バル炎家
大阪市中央区 珈琲館店 天満橋
大阪市中央区 玄米カフェ実身美 心斎橋店
大阪市中央区 太庵 
大阪市中央区 イベリコ屋
大阪市中央区 トライブ・スター
大阪市中央区 Ｍｓ ＭＩＮＡＭＩ
大阪市中央区 信州そば処そじ坊
大阪市中央区 焼肉工房花ごよみ
大阪市中央区 すし半玉造店
大阪市中央区 びっくりドンキー千日前アムザ店
大阪市中央区 Club ge.la.venus
大阪市中央区 鮨 徳久利
大阪市中央区 酒 幸文
大阪市中央区 ゴンチャ心斎橋BIGSTEP 店
大阪市中央区 中華牛ホルモン専門店 牛Ｘ
大阪市中央区 ミゲルフアニ大阪高島屋
大阪市中央区 梅の花本町店
大阪市中央区 香港海鮮飲茶樓 心斎橋店
大阪市中央区 中国料理 純華楼
大阪市中央区 nana's green tea なんばCITY店
大阪市中央区 株式会社珉珉本店 虹のまち営業所
大阪市中央区 風の街ルージュ天満橋店
大阪市中央区 やまだ屋
大阪市中央区 天ぷら 新宿つな八 なんば店
大阪市中央区 香港楼
大阪市中央区 Tipsy club
大阪市中央区 餃子屋 裏キオウ 谷九店
大阪市中央区 ファイナル
大阪市中央区 サウンドスタジオ TASK
大阪市中央区 焼き鳥Diningハマー
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大阪市中央区 ずんどう屋 心斎橋店
大阪市中央区 寿司 藤やま
大阪市中央区 魚萬
大阪市中央区 心斎橋ミツヤ 心斎橋本店
大阪市中央区 目利きの銀次
大阪市中央区 山内農場
大阪市中央区 道頓堀みつる 本店
大阪市中央区 かがり火
大阪市中央区 季処一心
大阪市中央区 おでんバル
大阪市中央区 三つ子のバー
大阪市中央区 普通の食堂 いわま
大阪市中央区 カフェブレーク クリスタ長堀店
大阪市中央区 ほっとけや 長堀店
大阪市中央区 らーめんstyle JUNK STORY
大阪市中央区 ほてい寿司谷四店
大阪市中央区 黒毛和牛焼肉 肉處 きっしゃん 難波店
大阪市中央区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋中央区谷町二丁目店
大阪市中央区 BAR ONE FOUR ALL
大阪市中央区 けむり屋 本店
大阪市中央区 ニューミュンヘン 南大使館
大阪市中央区 焼肉五苑 西心斎橋店
大阪市中央区 プロムナードカフェクリスタ長堀店
大阪市中央区 RESTAURANT・LOUNGE FONTANA
大阪市中央区 たか鳥 千日前店
大阪市中央区 鍋屋okamoto心斎橋店
大阪市中央区 a son aise 浮本
大阪市中央区 犇屋 心斎橋店
大阪市中央区 ラーメン横綱クリスタ長堀店
大阪市中央区 ポポラマーマ 堺筋本町店
大阪市中央区 ワコー
大阪市中央区 Bar moon walk なんば店
大阪市中央区 肉ya
大阪市中央区 吉山商店なんばラーメン一座店
大阪市中央区 神門
大阪市中央区 35
大阪市中央区 ＳＨＲＩＭＰ ＳＨＲＩＭＰ ＰＡＲＴⅡ
大阪市中央区 ホルモン焼肉七福
大阪市中央区 GOLDLINE.
大阪市中央区 沖縄Cafe & Bar ゆたしく
大阪市中央区 善之助
大阪市中央区 ル ドール
大阪市中央区 高麗橋吉兆なんば店
大阪市中央区 炉ばた焼 法善寺 力丸茶屋
大阪市中央区 名代そば処 柳庵
大阪市中央区 モクシー大阪本町
大阪市中央区 英ちゃん冨久鮓
大阪市中央区 海鮮屋台おくまん天満橋店
大阪市中央区 桃李
大阪市中央区 ティーラウンジＦｏｕｎｔａｉｎ（ファウンテン）１Ｆ
大阪市中央区 ＫＩＥＦＥＬ なんば ＣＩＴＹ店
大阪市中央区 維新號 點心茶室 なんば店
大阪市中央区 ル・クロ・ド・マリアージュ
大阪市中央区 フレンドシップ
大阪市中央区 串カツ しろたや
大阪市中央区 備長串屋わたる 千日前店
大阪市中央区 ぎん庵
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大阪市中央区 正起屋なんばウォーク店
大阪市中央区 たよし本店
大阪市中央区 うまいもんや つくし
大阪市中央区 大阪かに源心斎橋店
大阪市中央区 カフェ・アマンド
大阪市中央区 TSUBAKI
大阪市中央区 玄三庵淀屋橋odona店
大阪市中央区 神戸牛和ノ宮 道頓堀本店
大阪市中央区 神戸牛和ノ宮 黒門千日前店
大阪市中央区 さかな屋さんの居酒屋さん
大阪市中央区 月島屋
大阪市中央区 FAIRY
大阪市中央区 焼肉華道
大阪市中央区 SYNERGY
大阪市中央区 北浜うおじ
大阪市中央区 ドゥ アッシュ
大阪市中央区 楽家
大阪市中央区 串カツさくら南海難波店
大阪市中央区 イタリアン魚酒場 ＡＬＢＥＲＴＡ ＮＡＭＢＡ
大阪市中央区 串かつ料理 活 心斎橋パルコ店
大阪市中央区 島之内一陽
大阪市中央区 銀家
大阪市中央区 Restaurant Bar Garden
大阪市中央区 たんぽぽ本町店
大阪市中央区 鯛めし銀まる
大阪市中央区 ル・ポール
大阪市中央区 赤垣屋本店
大阪市中央区 回転寿司赤垣屋
大阪市中央区 焼肉大八
大阪市中央区 日本酒うなぎだに
大阪市中央区 さかなのじんべえ
大阪市中央区 しゃぶ笑
大阪市中央区 松屋 難波店
大阪市中央区 たこやき王子 道頓堀店
大阪市中央区 KUREHA
大阪市中央区 glue
大阪市中央区 正起屋NAMBAなんなん店
大阪市中央区 カフェレストランメリーランド
大阪市中央区 いろり庵 難波店
大阪市中央区 キムカツ心斎橋店
大阪市中央区 おかる
大阪市中央区 ラウンジ琴引
大阪市中央区 京都勝牛なんば千日前
大阪市中央区 リヴゴーシュ RIVE GAUCHE
大阪市中央区 三ちゃん
大阪市中央区 七津屋
大阪市中央区 ホルモン三ちゃん
堺市堺区 ケンタッキーフライドチキン プラットプラット堺駅前店
堺市堺区 Shot Bar Do
堺市堺区 堺浜楽天温泉祥福２F和食ビュッフェ
堺市堺区 膳や musi-vege+ 堺高島屋店
堺市堺区 ラーメン魁力屋 堺海山町店
堺市堺区 七ふく神
堺市堺区 カラオケルームひろ＆ひろ
堺市堺区 メインバー フォースル
堺市堺区 八風亭
堺市堺区 楓林閣
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堺市堺区 Taberoux
堺市堺区 カジュアルキッチン315
堺市堺区 ビフテキの南海グリル堺駅店
堺市堺区 居酒屋 一平
堺市堺区 旬菜酒処 喜八
堺市堺区 焼き鳥たろやん
堺市堺区 ゴードンズカフェバー
堺市堺区 竹馬
堺市堺区 ricarica
堺市堺区 gaga
堺市堺区 ラウンジ凪
堺市堺区 ラウンジ美穂
堺市堺区 のんき
堺市堺区 しろくまストア堺東駅前店
堺市堺区 まるふく宿院店
堺市堺区 珈琲館 吉里吉里
堺市堺区 居酒屋きてや
堺市堺区 モン・シエリー
堺市堺区 ぶんぶく
堺市堺区 ヤキニクマニア。
堺市堺区 スナック むーらん2
堺市堺区 備徳
堺市堺区 大ちゃん
堺市堺区 喫茶マタリ
堺市堺区 たんとと和くら イオンモール堺鉄砲町店
堺市堺区 カルチャー
堺市堺区 Kingdom
堺市堺区 Birthday バースデイ
堺市堺区 カラオケスタジオSJ
堺市堺区 膳や musi-vege+ 堺プラットプラット店
堺市堺区 スターバックスコーヒー 堺フェニックス通り 利晶の杜店
堺市堺区 HOME FOOD
堺市堺区 HEART BREAD ANTIQUE イオンモール堺鉄砲町店
堺市堺区 家庭料理 花みち
堺市堺区 鶏笑 堺東店
堺市堺区 パルネットベルマージュ堺店
堺市堺区 やきとり大吉 御陵前店
堺市堺区 染山泊居酒屋
堺市堺区 絆（カラオケ・酒・食事）
堺市堺区 弥次平
堺市堺区 桜珈琲 三国ヶ丘店
堺市堺区 Slove
堺市堺区 北京料理 てんてん
堺市堺区 居酒屋 三千里
堺市堺区 栄屋
堺市堺区 スナック journey
堺市堺区 喫茶スナックシルクロード
堺市堺区 羊の家 堺東店
堺市堺区 ラウンジ亜季
堺市堺区 八剣伝堺駅前店
堺市堺区 かつ丼吉兵衛 イオンモール堺鉄砲町店
堺市堺区 ポップアイド堺本店
堺市堺区 白ねこ
堺市堺区 満マル堺東駅前店
堺市堺区 一福
堺市堺区 ＴＯＭＯ
堺市堺区 立ち呑み しょうちゃん
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堺市堺区 とんかつ立花
堺市堺区 カラオケ らん
堺市堺区 cafe studio DOLPHIN
堺市堺区 スナックなぎさ
堺市堺区 スナック愛ｉ
堺市堺区 木曽路宿院店
堺市堺区 新藤
堺市堺区 Ｒｏｓｅ Ｂａｒ
堺市堺区 中国料理 龍鳳
堺市堺区 鉄板焼 なにわ
堺市堺区 日本料理 なにわ
堺市堺区 ミスタードーナツ イオンモール堺鉄砲町ショップ
堺市堺区 かっぱ寿司 堺向陵店
堺市堺区 ZERO
堺市堺区 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター
堺市堺区 メンバーズ Ｙ２
堺市堺区 おばんざい 北の
堺市堺区 ラウンジＳ
堺市堺区 お好み焼 肥後
堺市堺区 立ち飲み処 福ちゃん
堺市堺区 カラオケ美津子
堺市堺区 home cafe LinoLino
堺市堺区 カラオケ珈琲館根っ子
堺市堺区 トーゴ
堺市堺区 百福
堺市堺区 いきなりステーキ イオンモール堺鉄砲町店
堺市堺区 家族亭 堺東店
堺市堺区 竹清 イオンモール堺鉄砲町店
堺市堺区 デニーズ錦綾町店
堺市堺区 から好し堺鉄砲町店
堺市堺区 河童ラーメン本舗 堺店
堺市堺区 北の家族 アパホテル堺駅前店
堺市堺区 くいしん坊 道場
堺市堺区 町田商店堺三宝町店
堺市堺区 ぢどり亭堺東本店
堺市堺区 ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 26 階宴会場厨房
堺市堺区 ホテル・アゴーラ リージェンシー大阪堺 4 階宴会場主厨房
堺市堺区 ホテル・アゴーラ リージェンシー大阪堺 3 階宴会場厨房
堺市堺区 多良福
堺市堺区 居酒屋 きん八
堺市堺区 スナックプリンセス
堺市堺区 八剣伝 三国ヶ丘店
堺市堺区 南海グリル 中店
堺市堺区 ずんどう屋 堺山本町店
堺市堺区 鶏屋Wakame
堺市堺区 焼肉レストラン 共楽園
堺市堺区 一蓮家 堺東店
堺市堺区 ＬｉＬｉ
堺市堺区 玄品 堺天神
堺市堺区 和魂創彩たろやん
堺市堺区 源平水軍
堺市堺区 杏
堺市堺区 鉄板バルJYU
堺市中区 millanta
堺市中区 カフェ どんぐり
堺市中区 木曽路堺店
堺市中区 ぢどり亭伏尾店
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堺市中区 cherry
堺市中区 PRIVATE DINING 魚民
堺市中区 焼肉味龍
堺市中区 松毬もんじゃ居酒屋
堺市中区 八剣食堂 福田店
堺市中区 サイゼリヤ堺深井店
堺市中区 五福
堺市中区 マクドナルド 堺福田店
堺市中区 新水仙
堺市中区 錦わらい 堺福田店
堺市中区 たこ焼き よしだ丸
堺市中区 ラウンジGAGA
堺市中区 コナズ珈琲堺
堺市中区 中華料理 夫婦ラーメン
堺市中区 やきとり 鶏しん
堺市中区 秋吉深井店
堺市中区 酒処 寺尾
堺市中区 大阪王将 深井店
堺市中区 歌う スタジオ うぐいす
堺市中区 居酒屋 ロッキー
堺市中区 登龍軒
堺市中区 With you
堺市中区 笑wahaha
堺市中区 酒処 ひとよし
堺市中区 得得 大野芝店
堺市中区 和牛焼肉生ホルモン餐亭
堺市中区 壮虹
堺市中区 ラウンジLuna
堺市中区 ラウンジANRY
堺市中区 lounge Color
堺市東区 かしわ屋頭
堺市東区 ダイニングキッチンUOTOYO
堺市東区 ka-kuncafe
堺市東区 WINDーBELL
堺市東区 お好み焼き 鉄板焼き ちよ
堺市東区 snack夕美
堺市東区 おでん処春さん
堺市東区 MARuu
堺市東区 カレーうどん得正中央環状堺店
堺市東区 北京料理 豚々亭 白鷺店
堺市東区 日本料理 いけ田
堺市東区 立ち呑み みなみ
堺市東区 中華料理 福来軒
堺市東区 花鳥庵 初芝店
堺市東区 プラスチック
堺市東区 ワイワイダイニング シグナル
堺市東区 日だまり
堺市東区 八剣伝 北野田駅前店
堺市東区 来来亭堺白鷺店
堺市東区 花鳥庵 北野田店
堺市東区 お客様繁盛たこやき やまかわ
堺市東区 ずんどう屋 堺八下町店
堺市東区 居酒屋おとめん
堺市東区 七福神
堺市西区 スナック上野芝
堺市西区 NB THANH MINH 合同会社
堺市西区 ミュージックパブ 音彩
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堺市西区 まいど屋 （鳳店）
堺市西区 ラーメンまこと屋堺石津店
堺市西区 カレー専門店 金のスパイス
堺市西区 魚民
堺市西区 dig☆in
堺市西区 VINTAGE
堺市西区 あわじや
堺市西区 中国料理 DRAGON 倶楽部
堺市西区 ふぐかず
堺市西区 ロッテリア津久野イトーヨーカドー店
堺市西区 石津川
堺市西区 カフェ＆バーsea
堺市西区 やよい軒 堺浜寺店
堺市西区 麺屋ふくちぁん 石津店
堺市西区 呑みバル GEKO テング
堺市西区 サロン ド  カナエ  ラ・スール
堺市西区 和食ふじさき
堺市西区 しゃぶ葉堺上野芝店
堺市西区 お好み焼 美佳味
堺市西区 ミスタードーナツアリオ鳳ショップ
堺市西区 ステーキガスト堺浜寺店
堺市西区 サイゼリヤアリオ鳳店
堺市西区 さん天 堺鳳店
堺市西区 ガスト堺菱木店
堺市西区 スナック プリーズ
堺市西区 琥太郎
堺市西区 呑み屋くにふ
堺市西区 A LITTLE BIT CAFE
堺市西区 ほのぼの亭
堺市西区 HAKUNAMATATA
堺市西区 焼肉しまづ
堺市西区 お好み焼き 光
堺市西区 まねきねこ
堺市西区 ほろ酔いさと
堺市西区 とんりゅうラーメン堺石津本店
堺市西区 カラオケハイビスカス
堺市西区 旬菜創作バイキング露菴堺おおとり店
堺市西区 パンパレット鳳店
堺市西区 炭火焼肉のて 鳳店
堺市西区 弁慶鳳店
堺市西区 かつや堺鳳中町店
堺市西区 Aulait
堺市西区 フレンチレストランMORI
堺市西区 カラオケ喫茶 琴音
堺市西区 ずんどう屋 堺鳳西店
堺市西区 錦わらい 堺鳳店
堺市西区 漁すけ鳳駅前店鳳オレンジ（肉バル）
堺市西区 肉匠坂井 堺浜寺店
堺市西区 木材工房 PETIT CACHETTE
堺市南区 ケンタッキーフライドチキン サンピア光明池店
堺市南区 膳や トナリエ栂・美木多店
堺市南区 カラオケ＆スナックシルク
堺市南区 サイゼリヤ堺岩室店
堺市南区 名代カレーうどん きらく
堺市南区 糸瓜
堺市南区 味菜 ほっ古里
堺市南区 カフェパキーラ
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堺市南区 韓国料理マダン
堺市南区 創作割烹 湖泉別館
堺市南区 サイゼリヤ堺和田店
堺市南区 ロッテリア泉ヶ丘店
堺市南区 マクドナルド 光明池店
堺市南区 little island 三原台公園前店
堺市南区 正流田舎そば 泉北店
堺市南区 がんこ寿司パンジョ泉北店
堺市南区 うどん呑
堺市南区 来来亭泉北アロー店
堺市南区 サイゼリヤ泉ヶ丘駅前店
堺市南区 さん天 堺豊田店
堺市南区 ガスト泉北ニュータウン栂店
堺市南区 カフェChaCha
堺市南区 カフェ・ド・クリエ光明池駅店
堺市南区 ルネ堂島
堺市南区 shukuran
堺市南区 岬すし
堺市南区 ゆず庵堺泉北店
堺市南区 夢庵泉北ニュータウン店
堺市南区 ココス泉北泉ヶ丘店
堺市南区 和食旬彩食
堺市南区 クレイジースパイスアクロスモール泉北店
堺市南区 梅の花パンジョ泉北店
堺市南区 阿波水産泉北店
堺市南区 みなせん豊田店
堺市南区 中国料理 桃谷樓 泉北パンジョ店
堺市北区 吉野家中百舌鳥店
堺市北区 吉野家北花田店
堺市北区 モスバーガーイオンモール堺北花田店
堺市北区 ドトールコーヒーショップなかもず駅前店
堺市北区 いろは満月 堺店
堺市北区 大阪王将 堺新金岡店
堺市北区 みれん橋
堺市北区 THE LANE CAFE
堺市北区 焼肉処肉匠一房
堺市北区 鶏一羽さばき もず野
堺市北区 ステーキのどん中百舌鳥店
堺市北区 Ｄining Ｂar Ｌuce
堺市北区 北京料理 八番
堺市北区 たこ焼き鉄板バルＯＣＴＯ なかもず店
堺市北区 奥出雲玄米食堂井上 イオンモール堺北花田店
堺市北区 万福寿司
堺市北区 カラオケ居酒屋よし乃
堺市北区 カレーハウスCoCo壱番屋 堺中百舌鳥店
堺市北区 Suppin 日常茶飯酒
堺市北区 福美鮨
堺市北区 しゃぶ葉イオンモール堺北花田店
堺市北区 cafe MINMI
堺市北区 なべいち 百舌鳥店
堺市北区 ワンカルビ百舌鳥店
堺市北区 ガスト堺長曽根店
堺市北区 牛たん専門店フルラージュ
堺市北区 izakani ご縁や
堺市北区 満ぷく炉ばた 蛇居庵
堺市北区 2nd FLOOR
堺市北区 大和

63 / 97 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4年2月28日公表分）

堺市北区 えびすや
堺市北区 ポムの樹Ｊｒ．イオンモール堺北花田店
堺市北区 cafe CROSS
堺市北区 力餅
堺市北区 ごちそう酒房とっと屋
堺市北区 純喫茶 鴻
堺市北区 豆心 マメコロ
堺市北区 上等カレー中環大泉緑地店
堺市北区 ちゃんぽん亭総本家イオンモール北花田店
堺市北区 炭焼創作料理MOZU
堺市北区 街かど屋新金岡店
堺市北区 牛徳
堺市北区 宝山閣
堺市北区 とり専門店 鳥さく イオンモール北花田店
堺市北区 デニーズ中百舌鳥店
堺市北区 ガスト堺北花田店
堺市北区 和食さと 新金岡店
堺市北区 天下一品 イオンモール堺北花田店
堺市北区 サイゼリヤ堺百舌鳥店
堺市北区 アールベルアンジェSakai 2F
堺市北区 羽衣
堺市北区 中華料理王子西安鍋貼館
堺市北区 ロンフーダイニング堺北花田店
堺市北区 浜寿し
堺市北区 心斎橋 咲き福
堺市北区 牛たん麦とろ えびす
堺市美原区 コーヒーボックス シティーライト
堺市美原区 喫茶&カラオケ サン
堺市美原区 居酒屋 めだか
堺市美原区 マクドナルド ３０９堺美原店
堺市美原区 花だるまです
堺市美原区 Buono２
堺市美原区 Faインジャンル
堺市美原区 ヴィトン
堺市美原区 一品料理 美千代
堺市美原区 かっぱ寿司 堺美原店
堺市美原区 喫茶軽食涼
岸和田市 リトルカフェ・ダイニングバー
岸和田市 お好み焼き鉄板焼きみっちゃん
岸和田市 いろは満月 岸和田店
岸和田市 cafe 228
岸和田市 木曽路岸和田店
岸和田市 Ｄｉｎｉｎｇ Ｋｉｔｃｈｅｎ ＢＩＲＩＫＥＮ
岸和田市 串どころ 串芳
岸和田市 居酒屋 万平 たこちゃん 岸和田店
岸和田市 ボンヴィラージュオゼ
岸和田市 つかさ
岸和田市 目利きの銀次
岸和田市 瓢箪寿司
岸和田市 エンドレス
岸和田市 Moe Bar
岸和田市 唐々亭
岸和田市 マクドナルド 岸和田磯上店
岸和田市 牛かつ専門店 うし寅 岸和田店
岸和田市 炭火焼肉香煙岸和田店
岸和田市 はなまる
岸和田市 お好み焼・鉄板焼 きん太 岸和田店
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岸和田市 かめちゃん
岸和田市 BULESTAR CAFE
岸和田市 Nana
岸和田市 ちょっといい店 すず
岸和田市 五風荘
岸和田市 不二屋
岸和田市 鳴門鯛焼本舗 岸和田駅前商店街店
岸和田市 サロンドカロン
岸和田市 露石
岸和田市 グルメカフェ六甲
岸和田市 スナック流氷
岸和田市 ファーストキッチン岸和田ラパーク店
岸和田市 大阪ふくちあんラーメン 岸和田店
岸和田市 三徳
岸和田市 マクドナルド 岸和田インターエネオス店
岸和田市 さくら家
岸和田市 鳥いちばん
岸和田市 鳥きんぐ岸和田
岸和田市 季乃陣
岸和田市 とりひめ岸和田
岸和田市 Cure Berry
岸和田市 だんらん
岸和田市 浜力
岸和田市 ふぐ政
岸和田市 しゃぶ葉岸和田南店
岸和田市 鳥メロ岸和田駅前店
岸和田市 和食さと 岸和田荒木店
岸和田市 はま寿司岸和田八阪店
岸和田市 ガスト岸和田東店
岸和田市 河童ラーメン本舗 岸和田店
岸和田市 熟成焼肉いちばん 岸和田店
岸和田市 club contrada
岸和田市 紀州
岸和田市 居酒屋 万吉
岸和田市 庄八 浪切ホール店
岸和田市 Dolce
岸和田市 鉄
岸和田市 ミッキー
岸和田市 カラオケ喫茶かくれ三輪車
岸和田市 立ち呑屋 満福style
岸和田市 カラオケ喫茶美々
岸和田市 わっ花
岸和田市 幸寿司
岸和田市 たこ焼き屋 やまちゃん
岸和田市 うどん蔵 ふじたや
岸和田市 和み
岸和田市 ＳＴＯＲＭ 岸和田店
岸和田市 とんかつ かつ喜 岸和田店
岸和田市 ピット・イン
岸和田市 焼肉牛若丸 岸和田国道２６号線店
岸和田市 うを吉
岸和田市 カラオケ喫茶 ともだち
岸和田市 呑み処「スナック 城」
岸和田市 CRAZYモンキー
岸和田市 ダイニングカフェ&キッチン K side
岸和田市 ステーキガスト岸和田店
岸和田市 サイゼリヤ岸和田カンカンベイサイドモール店
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岸和田市 産直焼肉ビーファーズ 岸和田店
岸和田市 岸和田内畑町食堂
岸和田市 カラオケ としちゃん
岸和田市 ＣＡＮ  ＣＡＦＥ
岸和田市 丸源ラーメン 岸和田春木店
岸和田市 ＡＴ’Ｓ
岸和田市 お食事処 たこ一
岸和田市 海坊主 岸和田駅前店
岸和田市 一福
岸和田市 焼肉屋さかい岸和田今木店
岸和田市 串焼きこころ
岸和田市 ずんどう屋 岸和田店
岸和田市 魚民
岸和田市 うどん 炫
岸和田市 岸和田塩元帥
豊中市 居酒屋 典
豊中市 grand star cafe
豊中市 夏
豊中市 うち
豊中市 鳥貴族 豊中店
豊中市 たこ焼 あほや 上野店
豊中市 たつみ
豊中市 カラオケ喫茶 虹
豊中市 麺や あうん
豊中市 cafe SIKKIM
豊中市 Y38
豊中市 夢の公衆浴場 五色
豊中市 居楽屋 白木屋 緑地公園駅前店
豊中市 もつなべ宝来
豊中市 ほたる屋
豊中市 Luna
豊中市 Famille.A
豊中市 焼肉ｓｅｉｃｈａｎ
豊中市 おでん居酒屋きたはま
豊中市 庄内うどん かわぐち
豊中市 居酒屋 豊
豊中市 鉄板キッチン新
豊中市 丸福珈琲店 伊丹空港店
豊中市 お好み焼・鉄板焼 きん太 東豊中店
豊中市 らーめん雑魚
豊中市 えん
豊中市 海キッチン
豊中市 木の実
豊中市 モスバーガー豊中名神口店
豊中市 ＨＩＭＡＬＡＹＡＮＣＡＦＥ
豊中市 月Ｌｕｎａ
豊中市 蕎麦屋木田
豊中市 炭火焼肉七輪服部緑地店
豊中市 レオニダス千里中央店
豊中市 味処 祭
豊中市 白雲台
豊中市 ラ・ミア・クッチーナ笠井
豊中市 ロベルトカレラ
豊中市 TOYONAKA LIP 2nd
豊中市 虎ノ王 つけ麺・ラーメン 中華料理居酒屋
豊中市 関西おだし だし蔵すき焼き店
豊中市 サーカス・サーカス
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豊中市 安さん
豊中市 豊中玉泉院
豊中市 島熊山グラーヴ
豊中市 スターバックスコーヒー 豊中ロマンチック街道店
豊中市 ガスト豊中旭丘店
豊中市 ガスト豊中本町店
豊中市 居酒屋まあさん豊中駅前店
豊中市 和食さと 庄内西店
豊中市 Uma Uma Cafe
豊中市 清十郎大阪国際空港店
豊中市 スターバックスコーヒー 千里中央店
豊中市 ガスト豊中向丘店
豊中市 スターバックスコーヒー 豊中緑地公園店
豊中市 喫茶ガーデン
豊中市 呑み処らむーる
豊中市 和風処 多幸笑
豊中市 鉄火麺
豊中市 北平１３６８
豊中市 居酒屋 岬
豊中市 中華料理 豊宝
豊中市 コリアン キッチン スビン
豊中市 居酒屋 ごめんけど
豊中市 名代とんかつ かつくら 京都三条（大阪国際空港店）
豊中市 果琳 千里中央店
豊中市 土手嘉北店
豊中市 カラオケ 心
豊中市 ローヤル パントリー
豊中市 服部のひょうたん寿し
豊中市 じゅんじん
豊中市 忘れな草
豊中市 創作中華ＴＥＮＴＥＮ
豊中市 フレッシュベーカリー神戸屋 緑地公園駅店
豊中市 きねや亭
豊中市 とんかつ チャールスとん
豊中市 餃子の王将 岡町店
豊中市 ラーメン工房あ 豊中店
豊中市 かっぱ寿司 豊中庄内店
豊中市 かっぱ寿司 豊中上新田店
豊中市 N´s Bar
豊中市 みしま寿し
豊中市 G-G キッチン
豊中市 まぐろエン時
豊中市 志なのすけ庄内店
豊中市 ダイヤモンドカリー大阪国際空港
豊中市 八剣伝 緑地公園店
豊中市 かつアンドかつ 二ノ切公園店
豊中市 家族亭 千里中央店
豊中市 いきなりステーキ LABI 千里店
豊中市 どうとんぼり神座 大阪国際空港店
豊中市 一汁二菜うえの
豊中市 サイゼリヤLABI千里店
豊中市 から好し豊中南店
豊中市 ガスト阪急岡町駅前店
豊中市 炭火焼肉のて 豊中庄内店
豊中市 めしや宮本むなし 阪急服部天神店
豊中市 ロイヤルホスト豊中桜塚店
豊中市 鮨なりまつ
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豊中市 居酒屋どん
豊中市 WPピザ大阪国際空港店
豊中市 楽笑
豊中市 焼野菜ぎんすけ緑地公園店
豊中市 宮田酒店立呑所
豊中市 炭火焼鳥専門店あみや 蛍池店
豊中市 KICHIRI千里中央
豊中市 麺処まつ本
豊中市 お好み焼妙ちゃん
豊中市 &cera
豊中市 梅の花千里中央店
豊中市 烈火
豊中市 錦わらいイオンタウン豊中緑丘
豊中市 千里阪急ホテル 主厨房
豊中市 さかなや道場 豊中駅前店
豊中市 美々卯 空味店
池田市 プルミエール
池田市 ふぐ好 池田店
池田市 鮨虎駅前店
池田市 鮨虎
池田市 キッチンだん
池田市 珈廊
池田市 BAR Magic Moon
池田市 燻製カレー池田本店
池田市 snackてぃんがぁら
池田市 Bar incanto
池田市 ダイニングだんだん
池田市 じゃんぼ總本店 池田市役所前店
池田市 すみやき トシ乃屋
池田市 五色亭 石橋店
池田市 花円
池田市 Snack lounge Uburi
池田市 むげん
池田市 日々食堂
池田市 Lounge Ｈｕｎｔ
池田市 家庭料理 久充
池田市 韓国食堂Sunten
池田市 一汁三菜 食堂 神の
池田市 喫茶ピニエール
池田市 コナズ珈琲池田
池田市 和食さと 池田東店
池田市 ガスト池田駅前店
池田市 待夢
池田市 和食の店 なかや
池田市 すし 和食のお店 田まい
池田市 リタパスタアンドバル
池田市 デリシャスバーinNY
池田市 居酒屋 やまちゃん
池田市 たこ焼き ハウス ゆうこちゃん
池田市 餃子の王将 阪急池田店
池田市 餃子ダイニング天真
池田市 タリーズコーヒー阪急石橋
池田市 ar石橋店
池田市 家族亭 池田店
池田市 モルトボーノ池田店
池田市 デニーズ池田店
池田市 サイゼリヤ池田IKEDIA店
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池田市 ロイヤルホスト池田天神店
池田市 ほの香
池田市 焼肉ホルモン大もん字
池田市 無国籍食堂
池田市 レストランセンカ大阪空港前店
池田市 Ambiente
吹田市 案山子
吹田市 中国料理 長城 千里山店
吹田市 和洋膳処「間」
吹田市 立のみ処 しらさき
吹田市 龍園
吹田市 知床漁場吹田店
吹田市 あぶりや江坂店
吹田市 スターバックスコーヒー 江坂オッツ店
吹田市 中華料理 味平
吹田市 大阪 黒船屋
吹田市 スターバックスコーヒー イオン北千里店
吹田市 栄屋
吹田市 パレ山本
吹田市 ごはんとわたしららぽーとEXPOCITY店
吹田市 鳥貴族 江坂店
吹田市 味せんり信
吹田市 BAR GEERA
吹田市 星乃珈琲店カリーノ江坂店
吹田市 タリーズコーヒーwith U 吹田グリーンプレイス
吹田市 土カフェ
吹田市 博多流 神屋
吹田市 魚座沖のや
吹田市 目利きの銀次
吹田市 ひごっこ
吹田市 200円カレー 関西大学前店
吹田市 焼肉 味園
吹田市 焼肉阿蘇五月が丘店
吹田市 喫茶 パンダ
吹田市 めん処 宇佐崎
吹田市 家庭料理 潤
吹田市 トマトアンドオニオン千里万博公園店
吹田市 カラオケ喫茶 男と女
吹田市 アトランティック
吹田市 焼肉レストラン深山
吹田市 タリーズコーヒービーロット江坂ビル店
吹田市 イタリア料理べるぱ
吹田市 コリアンダイニング李朝園
吹田市 たこ焼あほや吹田店
吹田市 ジラソーレリッコ
吹田市 ぷろろ～ぐ
吹田市 柏屋
吹田市 ぎょうざの満洲 江坂工場直売店
吹田市 弘陽
吹田市 curation
吹田市 サントリーオールドバー江坂
吹田市 炭火焼鳥 喜心 江坂店
吹田市 焼肉阿蘇穂波店
吹田市 清粥小菜 明
吹田市 江坂プランタン
吹田市 バーミヤン千里丘店
吹田市 仙臺たんや利久 ららぽーとエキスポ店
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吹田市 和食さと 吹田岸部店
吹田市 おきの寿し
吹田市 スターバックスコーヒー 吹田山田店
吹田市 ガスト千里丘店
吹田市 スターバックスコーヒー EXPOCITY 店
吹田市 贔屓屋 江坂店
吹田市 やきとりたかみ
吹田市 居酒屋 純
吹田市 天ぷら食堂 魚徳
吹田市 パボット
吹田市 江坂酒蔵
吹田市 カラオケ倶楽部 「せつ」
吹田市 花菱
吹田市 グリルみんぱく
吹田市 樹
吹田市 うどん処麦一
吹田市 焼き鳥居酒屋吉鳥関大前店
吹田市 海鮮屋台まいこ関大前店
吹田市 韓食レストラン ペゴッパ
吹田市 マンゴツリーカフェEXPOCITY
吹田市 SNACK Nao
吹田市 わがまま倶楽部
吹田市 魚食処一豊 服部緑地店
吹田市 お食事処和み
吹田市 ｃａｆｅ ｅｄｅｎ 江坂店
吹田市 扇矢
吹田市 千里玉泉院
吹田市 和風すなっくとまり木
吹田市 うなぎ茶寮 ふく山
吹田市 焼き肉 登龍門
吹田市 お多福
吹田市 焼酎Ｂａｒにしき
吹田市 OKAZUBAR 六つぼ
吹田市 ホテルクライトン江坂
吹田市 カフェ＆キッチン吉都
吹田市 北極星 ららぽーとEXPOCITY店
吹田市 磯心
吹田市 ふじ咲
吹田市 中華料理 いこい飯店
吹田市 ららぽーとEXPOCITY店
吹田市 「TABLES KITCHEN」
吹田市 ｐｉｎｅｓｈｅａｒｔ
吹田市 牛角吹田上山手店
吹田市 かつアンドかつ 紫金山公園店
吹田市 家族亭 阪急山田店
吹田市 はなまるうどん 大阪江坂店
吹田市 リンガーハットイズミヤ千里丘店
吹田市 竹清 ららぽーとEXPOCITY店
吹田市 デニーズ吹田寿町店
吹田市 焼肉豊味園
吹田市 讃岐うどんまごころららぽーとEXPOCTY店
吹田市 連の小屋
吹田市 牛次郎
吹田市 ガスト吹田千里山店
吹田市 ガスト関大前店
吹田市 ロンハーマンカフェ 大阪
吹田市 喫茶ペリエ
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吹田市 ピンクベリーららぽーとエキスポシティ店
吹田市 キッチンKENTO
吹田市 鳥貴族 吹田店
吹田市 和
吹田市 町村農場 大阪EXPOCITY
吹田市 天下一品江坂店
吹田市 喫茶スナック むつ
吹田市 居酒屋 竜串
吹田市 満賀利射亭
吹田市 びんびや  江坂店
吹田市 江坂珈琲館
吹田市 ラーメン熊きち
吹田市 nana's green tea ららぽーとEXPO CITY店
吹田市 藤屋
吹田市 なみなみ
吹田市 ぢどり亭江坂店
吹田市 Anklet
吹田市 金子半之助 大阪ららぽーとEXPOCITY店
吹田市 つじ田大阪ららぽーとEXPOCITY店
吹田市 焼肉処 葡萄匠屋 吹田店
吹田市 街の肉バルBuff江坂店
吹田市 ＰｉｚｚｅｒｉａｅＯｓｔｅｒｉａＣｏｄｉｎｏ
吹田市 江坂海鮮食堂 おーうえすと
吹田市 Mamezo＆Cafe Ｄｅｗ阪急山田店
泉大津市 ごはんandカフェ 友＇ｓ
泉大津市 いずみ寿司
泉大津市 プチラウンジゆうぜん
泉大津市 焼肉とっちゃん 泉大津店
泉大津市 居酒屋 万平 たこちゃん 泉大津店
泉大津市 丸ちゃん
泉大津市 そば 草香
泉大津市 千扇
泉大津市 カフェ・ド・トワ
泉大津市 まる徳ラーメン泉大津店
泉大津市 べアーズカフェ
泉大津市 Bar kokopelli
泉大津市 Kitchen&bar ZILCH
泉大津市 サイゼリヤ泉大津虫取店
泉大津市 桃栗
泉大津市 ごもん
泉大津市 新鮮鳥焼き ぼんじり 泉大津店
泉大津市 寿々
泉大津市 錦わらい 泉大津店
泉大津市 鮨一二郎
泉大津市 和食さと 和泉葛の葉店
泉大津市 鳥笑
泉大津市 たから寿司泉大津店
泉大津市 蒼樂
泉大津市 ナイトスポット でんでん虫
泉大津市 ちょっとBar 彩葉
泉大津市 Ｌｉｖｅ＆Ｂａｒ オーバーヒート
泉大津市 松葉寿司
泉大津市 らぁめん まるなか
泉大津市 中華菜館 瑞保
泉大津市 伊奈華
泉大津市 たま屋
泉大津市 たこ焼き居酒屋ぼーちゃん
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泉大津市 ミスタードーナツ泉大津ＣＩＴＹ
泉大津市 カラオケ春
泉大津市 BAR24
泉大津市 ほりえ
泉大津市 与助
泉大津市 LIVING
泉大津市 いきなりステーキ 泉大津店
泉大津市 泉大津「シーガル」
泉大津市 居酒屋かえり道
泉大津市 ピアノ
泉大津市 三代目網元 魚鮮水産 泉大津店
泉大津市 ひまわり 和泉府中店
泉大津市 焼肉牛若丸 和泉府中本店
高槻市 Makis
高槻市 カトマンドゥカリーＰＵＪＡ高槻本店
高槻市 けむり屋牛力
高槻市 ラーメン魁力屋 高槻店
高槻市 Happiness
高槻市 とんとん
高槻市 喫茶華頂
高槻市 うまいもんや大之介
高槻市 旬の魚・炭焼き処 しんどふに
高槻市 中国料理 桃谷楼 高槻阪急店
高槻市 麺屋たけ井高槻店
高槻市 Muse Ball パリ子
高槻市 新生飯店（富田店）
高槻市 URGE高槻店
高槻市 居酒屋にし家
高槻市 季節料理 五旬
高槻市 高槻いし川
高槻市 ニュー花園
高槻市 パブラウンジ ローリエ
高槻市 一粋
高槻市 パンプキン
高槻市 元気亭
高槻市 笑い処 希実子
高槻市 高槻 肉寿司
高槻市 若竹
高槻市 深夜食堂
高槻市 洋子
高槻市 スナックきよ美
高槻市 洋食やさん
高槻市 炭火焼とり居酒屋中本家
高槻市 ドトールコーヒーＪＲ高槻南口店
高槻市 お好み焼き洋平
高槻市 錦わらい 高槻店
高槻市 来来亭高槻郡家店
高槻市 鶏屋だもん 高槻店
高槻市 ホルモン焼 味紘
高槻市 サーティワンアイスクリーム高槻別所店
高槻市 熱帯食堂 高槻本店
高槻市 スナック吟
高槻市 八金 はなれ
高槻市 八金 高槻店
高槻市 CORAL KITCHEN at garden
高槻市 バーミヤン高槻南平台店
高槻市 しゃぶ葉高槻西店
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高槻市 ガスト阪急高槻市駅前店
高槻市 和食さと 高槻西町店
高槻市 和食さと 高槻真上店
高槻市 大阪高槻 魂心家
高槻市 きんのぶた高槻八丁畷店
高槻市 贔屓屋 高槻店
高槻市 カラオケスナック さくら
高槻市 飯・肴処 玄遊
高槻市 万寿司
高槻市 ランチBOXまいど
高槻市 かどや
高槻市 お好み焼・たこ焼 錦
高槻市 居酒屋 住
高槻市 牛角 高槻店
高槻市 上牧店紬季
高槻市 五島屋
高槻市 コメダ珈琲店 JR 高槻駅北店
高槻市 ちゃんこ料理暁
高槻市 コメダ珈琲店 阪急高槻市駅南店
高槻市 カラオケえみ
高槻市 スナック集
高槻市 お食事処彦ちゃん
高槻市 炭火ダイニング �
高槻市 勝六 アルプラザ高槻店
高槻市 すっぽん料理 すっぽんラーメン むらかみ
高槻市 炭火焼 ぎんすい
高槻市 一寸法師
高槻市 京都肉・鉄板焼 godai
高槻市 にく家 牛地蔵
高槻市 築地銀だこＪＲ高槻駅店
高槻市 スナックちょっとあのへん
高槻市 リンガーハットイオン高槻店
高槻市 くしや 鳥時々
高槻市 NightB.B.0.5
高槻市 益田
高槻市 中村商店高槻本店
高槻市 Bistro Mon virile Ami
高槻市 元禄寿司高槻店
高槻市 家族亭 高槻店
高槻市 昭龍軒
高槻市 丸源ラーメン高槻唐崎店
高槻市 鮨・酒・肴 杉玉  高槻店
高槻市 心根
高槻市 ガスト高槻土室店
高槻市 夢庵高槻富田店
高槻市 からふね屋ＣＡＦＥビエラ高槻店
高槻市 ガスト高槻東店
高槻市 ロイヤルホスト高槻店
高槻市 一休寿司
高槻市 ココス高槻庄所店
高槻市 マリモ
高槻市 四六時中高槻店
高槻市 鳥貴族 高槻店
高槻市 鳥貴族 JR 高槻店
高槻市 焼肉 大龍虎
高槻市 洋麺屋五右衛門高槻店
高槻市 焼肉 こころ亭
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高槻市 SUNDAY'S BAKE 569
高槻市 居酒屋 さつま
高槻市 キッチン クレモナ
高槻市 ずんどう屋 高槻梶原店
高槻市 喫茶有
高槻市 宝寿し
高槻市 炭火焼肉七輪真上店
高槻市 mimi
高槻市 大衆食堂 安べゑ ＪＲ高槻駅前店
高槻市 みんなのキラメキ☆高槻１号
高槻市 ROCCA＆FRIENDS CREPERIE
貝塚市 和食 ふる里
貝塚市 カラオケ喫茶かずちゃん
貝塚市 麻雀 堤
貝塚市 たこ焼き陽ちゃん
貝塚市 新鮮鳥焼き ぼんじり 貝塚本店
貝塚市 はまゆう
貝塚市 鰻や竹うち
貝塚市 はなれ
貝塚市 大阪ふくちあんラーメン 貝塚店
貝塚市 鳥いちばん貝塚店
貝塚市 料亭 この木
貝塚市 木挽商店
貝塚市 スナック 静
貝塚市 喫茶杏樹
貝塚市 カレーハウスCoCo壱番屋貝塚小瀬店
貝塚市 古民家そらCafe
貝塚市 かっぱ寿司 貝塚店
貝塚市 かんのん茶屋
貝塚市 ラーメンむさし貝塚店
貝塚市 森の小径
貝塚市 たから寿司本店
貝塚市 たから寿司丸山店
貝塚市 コーヒーハウス VAN
貝塚市 くら寿司東貝塚店
貝塚市 Dream  Fantasy 
貝塚市 よさこい本店
守口市 カラオケ喫茶 雛
守口市 ホテル・アゴーラ大阪守口ｆａｇｏｔ
守口市 串かつ酒場 えん満 守口店
守口市 力餅
守口市 ダイニングカフェロイドライト
守口市 居酒屋 通代
守口市 焼肉 宴山
守口市 カラオケ ちとせ
守口市 三平 お食事お好み焼
守口市 柳のあと
守口市 すし源
守口市 がんてつはなれ
守口市 カラオケチエ
守口市 お好み焼き 竹ちゃん
守口市 居酒屋れんちゃん
守口市 お好み焼 こづか
守口市 夢庵守口店
守口市 スターバックスコーヒー 京阪守口市駅店
守口市 和食さと 守口店
守口市 熟成焼肉いちばん 守口店
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守口市 Heart Bread ANTIQUE イオンモール大日店
守口市 中国料理 赤坂飯店
守口市 居酒屋やまもと
守口市 虹や
守口市 笑う門
守口市 グルメハウスJY 飲食店
守口市 しげ丸
守口市 和遊膳たかさん
守口市 酒房なにわ
守口市 伸
守口市 吉野家大日店
守口市 ミスタードーナツ イオンモール大日ショップ
守口市 串焼き藤
守口市 エバンス
守口市 三喜森
守口市 とりっぱち
守口市 日本料理 花寿し
守口市 CAFE&BAR RICCA
守口市 ふじや しんたろう
守口市 河
守口市 筍菜 ダイニングバー 萌え
守口市 やま笑
守口市 きときと
守口市 家族亭 守口店
守口市 グリル蔵敷 イオンモール大日店
守口市 芦刈 守口店
守口市 和幸イオンモール大日店
守口市 PSマリノイオンモール大日店
守口市 河童ラーメン本舗 守口店
守口市 しゃぶ菜 大日
守口市 手打ちうどん工房 穂の香
守口市 鳥家 三吉
守口市 ホテル・アゴーラ大阪守口 主厨房
守口市 月うさぎ
守口市 海鮮処 とも吉 守口店
守口市 鳥貴族 大日店
守口市 鶴橋風月イオンモール大日店
枚方市 ちゃりん坊枚方店
枚方市 DONNEZ MOI ドネモア
枚方市 さん天 枚方高野道店
枚方市 ステーキ＆欧風料理 シェ モリウチ
枚方市 京都お好焼 あつみ亭
枚方市 鮨べろ枚方店
枚方市 春木家
枚方市 栄寿司
枚方市 モスバーガーくずは店
枚方市 露庵
枚方市 カラオケ喫茶 さくら
枚方市 鳥貴族 くずは店
枚方市 大阪王将枚方公園前店
枚方市 カラオケBAR Kintaro
枚方市 旬肴どうひら
枚方市 炭火やきとりとり心
枚方市 居酒屋まつお.一品料理和風スタンド
枚方市 カラオケ喫茶店 蛍
枚方市 風花
枚方市 とんかついなば和幸京阪枚方店
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枚方市 魚萬
枚方市 大助
枚方市 みさ
枚方市 BAR GOLD枚方店
枚方市 藤九寿司
枚方市 そば処ごんげん
枚方市 大阪堂島 海鮮王 くずはモール店
枚方市 コメダ珈琲店 枚方東インター店
枚方市 カラオケ喫茶あぐり
枚方市 いちどぅし
枚方市 鮨割烹二代目 司
枚方市 カラオケ喫茶＆スナック ジアン
枚方市 和蔵
枚方市 サンマルクカフェ ニトリモール枚方店
枚方市 あっちゃんの台所
枚方市 もつ鍋金土日夜
枚方市 サンマルクカフェ 枚方市役所前
枚方市 カラオケ＆喫茶ふれんど
枚方市 特製らーめん高虎屋
枚方市 洋食かりん
枚方市 フードバー あとりえ
枚方市 お好み焼・鉄板焼 きん太 出屋敷店
枚方市 お好み焼・鉄板焼 きん太 茄子作店
枚方市 お好み焼・鉄板焼 きん太 養父店
枚方市 串やでござる枚方店
枚方市 TOUDAI
枚方市 たこ焼の蛸千
枚方市 じんべい枚方本店
枚方市 みつ衛門 吉蝶
枚方市 ふくちゃんラーメン 枚方店
枚方市 ともちゃんち
枚方市 大同門枚方店
枚方市 築地銀だこニトリモール枚方店
枚方市 炭火焼とりバル 八金
枚方市 Mar.y.Sol
枚方市 すし清
枚方市 ガスト枚方田口店
枚方市 から好し枚方堂山店
枚方市 チーズと生はちみつ BeNe
枚方市 ごきげんえびす 樟葉駅前店
枚方市 モスバーガー京阪枚方市駅店
枚方市 河童ラーメン本舗 枚方店
枚方市 孫次郎
枚方市 和ダイニング遊心
枚方市 カラオケ喫茶 絵梨花
枚方市 一千庵
枚方市 万両
枚方市 八幡屋
枚方市 枚方塩元帥
枚方市 炭火焼肉 大起園
枚方市 弁慶すし 東香里本店
枚方市 カレーハウスcoco壱番屋 枚方国一店
枚方市 弁慶 どんぶり太郎朝日丘店
枚方市 志なのすけ枚方店
枚方市 喫茶 ロン
枚方市 ポムの樹 ひらかたパーク店
枚方市 かっぱ寿司 枚方店
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枚方市 神楽
枚方市 カラオケステージベル
枚方市 食のつむぎ枚方T-SITE店
枚方市 公園飯店
枚方市 赤龍園
枚方市 焼肉 川かみ
枚方市 和風スナック 琴
枚方市 ポムの樹jr.ニトリモール枚方店
枚方市 肉の松阪山之上店
枚方市 回転寿司弁慶田口山店
枚方市 弁慶すし 楠葉並木店
枚方市 Tazza
枚方市 DERMATOGRAPH
枚方市 かつアンドかつ 松井山手店
枚方市 はなまるうどん ニトリモール枚方店
枚方市 金星パスタ くずはモール店
枚方市 いきなりステーキ ニトリモール枚方店
枚方市 ノームダイニング
枚方市 ガスト樟葉駅前店
枚方市 ガスト枚方養父店
枚方市 ガストビオルネ枚方店
枚方市 和食さと 招提南店
枚方市 アフタヌーンティー・ティールーム くずはモール
枚方市 和食さと 星ヶ丘店
枚方市 ベーカリーレストランサンマルク 枚方香里園店
枚方市 香の川製麺 枚方津田店
枚方市 香の川製麺 枚方招提店
枚方市 小政寿司
枚方市 炭火焼肉筵en KUZUHA
枚方市 杉 五兵衛
枚方市 来来亭枚方藤阪店
枚方市 高齢者の食卓 丸中定食＆茶房
枚方市 マドンナ
枚方市 バードル
枚方市 三代目網元 魚鮮水産 樟葉駅前店
枚方市 日本料理大屋
枚方市 aura
枚方市 くずは珈琲
枚方市 ポムの樹 枚方市駅店
枚方市 GoodBBQ山田池公園
茨木市 ミスズ＆ドリーム
茨木市 コスコクレープ
茨木市 Acoustic Live Bar 時代屋
茨木市 かに道楽茨木店
茨木市 カラ居酒屋ぶんちゃん
茨木市 木曽路茨木店
茨木市 鳥貴族 茨木店
茨木市 ラウンジカラオケ ルナ
茨木市 中華１０１ イオンモール茨木店
茨木市 Bar R
茨木市 竹とんぼ
茨木市 Petit・Pas
茨木市 吉野家ＪＲ茨木駅前店
茨木市 もんど一兆
茨木市 鮨 いしばし
茨木市 マクドナルドイオンモール茨木店
茨木市 串揚家 三文字
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茨木市 来来亭茨木中河原店
茨木市 Ｃｅｒｖｅｃｅｒｉａ・Ｊａｐｏｌｏｃｏ
茨木市 Pizza＆Dolce Premo
茨木市 創作吞喰癒空間 まる
茨木市 築地銀だこイオンモール茨木店
茨木市 キングスロード
茨木市 たくや
茨木市 ガスト茨木豊川店
茨木市 ステーキガスト沢良宜駅前店
茨木市 サーティワンアイスクリーム茨木中環RS店
茨木市 焼肉倶楽部いちばん 南茨木店
茨木市 スターバックスコーヒー 茨木真砂店
茨木市 カラオケ喫茶 ビードロ
茨木市 喫茶じゅり
茨木市 ＢＡＲＰＩＰＡＬ
茨木市 壁の穴 茨木ロサヴィア店
茨木市 サカバノキング
茨木市 カラオケシャンテ
茨木市 横浜家系ラーメン光来家飯店
茨木市 カラオケ喫茶 麦畑
茨木市 ニパチJR茨木駅前店
茨木市 コスコスイーツ工房
茨木市 NO COFFEE NO WORKEE
茨木市 お茶の玉宗園アル・プラザ茨木店
茨木市 ホルモンなかみ屋竹橋町店Ｆ区画
茨木市 食堂とらや
茨木市 かごの屋茨木春日店
茨木市 かっぱ寿司 茨木宇野辺店
茨木市 若菜そば阪急茨木店
茨木市 お好み焼き 珍竹林
茨木市 ＢｒｉｔｉｓｈＢａｒＦｉｎｅ’Ｈａｒｐ
茨木市 Jumeirah Oasis
茨木市 八剣伝 阪急南茨木駅前店
茨木市 かつアンドかつ 若園公園店
茨木市 ＧＡＲＤＥＮ ＴＥＲＲＡＣＥ ＬＩＯＮ 立命館いばらきＦＵＴＵＲＥ ＰＬＡＺＡ店
茨木市 家族亭 茨木店
茨木市 はなまるうどん 茨木宮島店
茨木市 家族亭 阪急茨木店
茨木市 はなまるうどん 茨木上穂積店
茨木市 食彩厨房すみれ亭
茨木市 どうとんぼり神座 イオンモール茨木店
茨木市 ガスト阪急茨木市駅店
茨木市 麺家茨木
茨木市 和幸イオンモール茨木店
茨木市 かつや茨木真砂店
茨木市 ONEK
茨木市 ロイヤルホスト茨木店
茨木市 本家さぬきや 茨木店
茨木市 にぎりの徳兵衛茨木店
茨木市 居酒屋たじま
茨木市 福ちゃんラーメン
茨木市 牛角JR茨木店
茨木市 和心家
茨木市 ずんどう屋 茨木島一店
茨木市 炭火焼肉七輪茨木店
茨木市 はなの舞 ＪＲ茨木駅前店
茨木市 麺屋 ふくちあん
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茨木市 カレーハウスCoCo壱番屋 茨木インター店
茨木市 魚の旨いもん処三府鮨阪急茨木店
茨木市 勇者の扉
茨木市 八剣伝 茨木西駅前店
茨木市 彩色ラーメンきんせい イオンタウン茨木太田店
茨木市 大阪屋台居酒屋 満マル JR 茨木駅前店
茨木市 魚庵すし若
茨木市 グレイスガーデン イオンモール茨木店
八尾市 木の実
八尾市 旬彩酒屋 秀
八尾市 くいもの屋わん近鉄八尾店
八尾市 ビンドゥ 八尾店
八尾市 カラオケ喫茶ウーマン
八尾市 牛庵 八尾店
八尾市 割烹新竹
八尾市 グリル平田
八尾市 スナック ヒロ
八尾市 焼き鳥大吉 八尾店
八尾市 立呑み処きくや
八尾市 カラオケみます
八尾市 SAKABAR 正
八尾市 居酒屋おやじ
八尾市 カラオケ８８
八尾市 バッカス
八尾市 酒処 大ちゃん
八尾市 カレーハウスCoCo壱番屋八尾外環状線店
八尾市 カラオケBAR デ・ニーロ
八尾市 焼肉みき
八尾市 麺屋 豚汁亭
八尾市 魚べい八尾光町店
八尾市 戸井商店
八尾市 サンマルクカフェ アリオ八尾店
八尾市 珈琲 パーラー バレンシア
八尾市 お好み焼・鉄板焼 きん太 八尾店
八尾市 喫茶店ふぅ
八尾市 スナック亜紀
八尾市 BullPuluアリオ八尾店
八尾市 焼肉店 黄林
八尾市 割烹おおとみ
八尾市 CROSS八尾店
八尾市 らーめんハ戒
八尾市 Two-Three
八尾市 鶴橋風月アリオ八尾店
八尾市 三田屋本店 八尾
八尾市 MOVIX八尾
八尾市 ＫＡＳＵＹＡ八尾久宝寺店
八尾市 モスバーガー八尾南店
八尾市 料亭 山徳
八尾市 カフェドバリアン
八尾市 なか卯八尾店
八尾市 バーミヤン八尾南店
八尾市 ろくすけ食堂
八尾市 しゃぶ葉八尾老原店
八尾市 とんから亭八尾店
八尾市 ミスタードーナツアリオ八尾店
八尾市 和食さと 八尾青山店
八尾市 とりから本舗 アリオ八尾
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八尾市 さり丸
八尾市 さん天 八尾宮町店
八尾市 さん天 八尾高美店
八尾市 次郎長寿し
八尾市 ワンカルビ八尾山城店
八尾市 ワンカルビ八尾老原店
八尾市 ガスト八尾高美店
八尾市 一汁五穀八尾
八尾市 スターバックスコーヒー アリオ八尾店
八尾市 スナック かよ
八尾市 お茶っこ・う成庄・（石田商事）
八尾市 お好み焼き焼きそばこのは
八尾市 よりみち
八尾市 スナック きゃんきゃん
八尾市 サウンドミュージックつばき
八尾市 ミカりん
八尾市 ちょっと酔
八尾市 スナック メナム
八尾市 旬菜イタリアンダイニングDOADOA
八尾市 焼き鳥楽笑
八尾市 ペッパーランチ アリオ八尾店
八尾市 炉端焼き酒場一心 八尾店
八尾市 居酒屋 絆
八尾市 一品料理 夜車
八尾市 香の川製麺 八尾楠根店
八尾市 コメダ珈琲店アリオ八尾店
八尾市 餃子の王将 近鉄八尾店
八尾市 千房リノアス八尾支店
八尾市 仁
八尾市 ポムの樹Jr. アリオ八尾店
八尾市 安兵衛
八尾市 お好み焼はここやねん 八尾高美店
八尾市 カラオケスナック笑
八尾市 マルトク
八尾市 焼き肉なかの持ち帰り専門店ちょい食べちょい飲み
八尾市 ラウンジ マリア
八尾市 garden
八尾市 ICHI  CAFE+
八尾市 cafe KUKURU
八尾市 魚輝すし 八尾店
八尾市 いきなりステーキ 八尾店
八尾市 家族亭 リノアス八尾店
八尾市 焼肉きんぐ八尾店
八尾市 炭火焼屋やいや
八尾市 和食さと 弓削店
八尾市 ジョリーパスタ八尾店
八尾市 韓国料理ベゴパ
八尾市 八尾食堂
八尾市 カフェコスモス
八尾市 サイゼリヤ八尾永畑店
八尾市 そばうどん 山がや
八尾市 カラオケの店 京
八尾市 びっくりドンキー八尾山城店
八尾市 サランバン
八尾市 焼肉トラットリア西山
八尾市 焼肉 わっちょい
八尾市 ずんどう屋 八尾志紀店
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八尾市 ずんどう屋 八尾西久宝寺店
八尾市 亜利巣
八尾市 無法松八尾店
八尾市 薩摩っ子ラーメン外環
八尾市 鳥貴族 志紀店
八尾市 カラオケ ひまわり
八尾市 横浜中華王記厨房
八尾市 串焼酒場あいだ
八尾市 居酒屋かずや
泉佐野市 スナック ワンナイン
泉佐野市 織田
泉佐野市 TULLY'S COFFEE りんくうシークル店
泉佐野市 串揚げ・一品うしじま
泉佐野市 ＡＳＩＡＮ ＧＡＲＤＥＮ ＹＵＶＡＮ
泉佐野市 レストラン泉の森
泉佐野市 French Bistro and A
泉佐野市 88 butterfly 
泉佐野市 関西エアポートワシントンホテル 主厨房（リヴァージュ）
泉佐野市 関西エアポートワシントンホテル ３Ｆ宴会場
泉佐野市 りんくうの湯内 りんくう茶屋
泉佐野市 居酒屋太ちゃん
泉佐野市 なごみかふぇ
泉佐野市 八角 日根野
泉佐野市 GREENWOOD COFFEE
泉佐野市 ジャドールルパン Jadore Le Pain 泉佐野店
泉佐野市 ケンタッキーフライドチキン イオンモール日根野店
泉佐野市 音楽倉庫
泉佐野市 さん天 泉佐野鶴原店
泉佐野市 お食事処 植田
泉佐野市 ガスト泉佐野貝田店
泉佐野市 海鮮焼処
泉佐野市 割烹松屋
泉佐野市 河童ラーメン本舗 泉佐野店
泉佐野市 ＧＲＡＩＮＤＥＣＡＦＥ
泉佐野市 カラオケ 花花
泉佐野市 サブウェイ 関西国際空港店
泉佐野市 Dominator
泉佐野市 すーさんのインド料理ＮＡＭＡＳＴＥ ＳＵＲＹＡ
泉佐野市 とんとん亭
泉佐野市 ケンタッキーフライドチキン いこらも～る泉佐野店
泉佐野市 Ｇｏｓｔｏ ｂｒａｓｉｌｅｉｒｏ
泉佐野市 カラオケまゆ
泉佐野市 フードショップタルイ
泉佐野市 得得 泉佐野市場西店
泉佐野市 KUA'AINA
泉佐野市 釜戸ごはん さち福や 関西国際空港店
泉佐野市 サイゼリヤイオンモール日根野店
泉佐野市 サイゼリヤりんくうシークル店
泉佐野市 かつや泉佐野店
泉佐野市 いろは満月 泉佐野店
泉佐野市 三平寿司
泉佐野市 びっくりドンキー泉佐野店
泉佐野市 ふぐ政 泉佐野店
泉佐野市 ジョイフルりんくうタウン店
泉佐野市 Rayla
泉佐野市 ROZE
泉佐野市 とんかつ かつ喜
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泉佐野市 とんかつ かつ喜 泉佐野店
泉佐野市 和心料理 寿
泉佐野市 tinys'cafe
泉佐野市 居酒屋天国 りんくう店
泉佐野市 ＫＩＥＦＥＬ 関西空港店
泉佐野市 三田屋本店－やすらぎの郷－りんくうプレミアム・アウトレット店
富田林市 和食 善作家
富田林市 新屋台 大我
富田林市 土佐っ子
富田林市 喜神菜館
富田林市 ＯＮＩＪＵＳ ＣＯＦＦＥＥ  ＶＩＬＬＡＧＥ
富田林市 華
富田林市 鳥きんぐ富田林店
富田林市 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 富田林外環状線店
富田林市 スターバックスコーヒー クロスモール富田林店
富田林市 スシロー 富田林店
富田林市 和食さと 金剛東店
富田林市 ガスト富田林店
富田林市 そうるふうどたかや
富田林市 お食事処ときわ
富田林市 らばーる
富田林市 ビッグジョー富田林店
富田林市 マクドナルド エコールロゼ店
富田林市 ベーカリーレストランサンマルク エコール・ロゼ富田林店
富田林市 三田屋本店 富田林
富田林市 カフェテラス蘭館 富田林店
富田林市 CAFFE&BAR AKARI 
富田林市 たんぽぽ
富田林市 ラーメンまこと屋富田林甲田店
富田林市 丸源ラーメン 富田林店
富田林市 サイゼリヤ富田林若松店
富田林市 八町茶屋
富田林市 和遊膳 おおにし
富田林市 玄
富田林市 焼鳥 釜めし とりぞう富田林店
富田林市 グランドホテル二葉
寝屋川市 バードラゴン
寝屋川市 フレッシュネスバーガー香里園店
寝屋川市 カラオケ喫茶 シルビア
寝屋川市 鳥貴族 寝屋川店
寝屋川市 EGG'SBAR
寝屋川市 人丸食堂
寝屋川市 暖流
寝屋川市 兼六 食堂
寝屋川市 目利きの銀次
寝屋川市 cocoro
寝屋川市 来来亭寝屋川高宮店
寝屋川市 居酒屋 茶~夢
寝屋川市 七輪焼肉パルパル
寝屋川市 居酒屋 すみちゃん
寝屋川市 雀のお宿
寝屋川市 呑み処 おかえり
寝屋川市 美食楽酒ひかるちゃんのお店
寝屋川市 居酒屋 木漏れ日
寝屋川市 きらく
寝屋川市 甚八うどん
寝屋川市 喫茶クロードブージョ
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寝屋川市 お好み焼・鉄板焼 きん太 大成町店
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 マクドナルド香里園アルプラザ店
寝屋川市 創作料理 木乃花
寝屋川市 水春亭
寝屋川市 炭焼 立ち飲み えがお
寝屋川市 焼肉まるまん
寝屋川市 RAONN  
寝屋川市 国士無双
寝屋川市 喫茶アンゲリカ
寝屋川市 魚べい寝屋川店
寝屋川市 しゃぶ葉香里園店
寝屋川市 鳥メロ香里園店
寝屋川市 スシロー 寝屋川葛原店
寝屋川市 ガスト寝屋川店
寝屋川市 ガスト寝屋川秦店
寝屋川市 呑処よろい
寝屋川市 サキュバス
寝屋川市 喫茶リッチ
寝屋川市 スナック サンサルーン
寝屋川市 軽食喫茶 まりも
寝屋川市 居酒屋歩
寝屋川市 カラオケ喫茶 サブロー
寝屋川市 スナック＆カラオケ メルシー
寝屋川市 壁の穴 フレスト香里園店
寝屋川市 饂飩の四國 フレスト香里園店
寝屋川市 中華菜房そらまめ
寝屋川市 喫茶フェニックス 愛加那
寝屋川市 お茶の玉宗園
寝屋川市 お茶の玉宗園
寝屋川市 お好み焼・鉄板焼 きん太 対馬江
寝屋川市 得得うどん 香里園店
寝屋川市 駒吉
寝屋川市 居酒屋 八
寝屋川市 かっぱ寿司 寝屋川香里店
寝屋川市 かっぱ寿司 寝屋川太秦店
寝屋川市 カラオケ喫茶 ルビー スナック
寝屋川市 水春亭
寝屋川市 八豊
寝屋川市 いろり焼 古壷
寝屋川市 手打ちうどん あさひ
寝屋川市 お食事処 加賀屋
寝屋川市 凡三
寝屋川市 喫茶アスター
寝屋川市 SIMPLES
寝屋川市 CAMOI
寝屋川市 はなまるうどん 寝屋川葛原新町店
寝屋川市 はなまるうどん ビバモール寝屋川店
寝屋川市 寝屋川食堂
寝屋川市 和食さと 寝屋川太秦店
寝屋川市 めしや宮本むなし 京阪寝屋川市駅西口店
寝屋川市 天麩羅 えびのや 寝屋川池田店
寝屋川市 サイゼリヤ寝屋川池田店
寝屋川市 河童ラーメン本舗寝屋川店
寝屋川市 ココス寝屋川店
寝屋川市 ベビーフェイスプラネッツ寝屋川店
寝屋川市 ゆでぞう 香里園店
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寝屋川市 大和水産寝屋川店
寝屋川市 本家本元 木下家
寝屋川市 手包み餃子酒場サブロー
寝屋川市 花満円香里園店
河内長野市 カラオケ喫茶 日向
河内長野市 味の天下一
河内長野市 「喜鳥」やきとり居酒屋
河内長野市 スパゲティハウス河内長野ノバティ店
河内長野市 米ぬか光は健康喫茶
河内長野市 風雷坊
河内長野市 来来亭河内長野店
河内長野市 麺坊 蕎麦博
河内長野市 粉の店○味
河内長野市 ケンタッキーフライドチキン 河内長野店
河内長野市 ガスト河内長野片添店
河内長野市 かつや河内長野店
河内長野市 麺坊万作 ノバティながの店
河内長野市 やきとりあっちゃん
河内長野市 いろどり
河内長野市 かつ満河内長野高向店
河内長野市 お好み焼き ほし田
河内長野市 カラオケ喫茶 きまぐれ
河内長野市 カラオケスタジオ雄峰
河内長野市 Cafe&Atelier inukoubou
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 麺坊万作 南花台本店
河内長野市 Mint
河内長野市 焼肉寄つ場
河内長野市 焼肉横綱
河内長野市 居酒屋なんちゃん
河内長野市 カフェレストランふたば
河内長野市 南天苑
松原市 河童ラーメン本舗 松原店
松原市 長浜ラーメン一番松原南店
松原市 寿司・居酒屋 ぽん助
松原市 ミスター とくちゃん
松原市 まんまーる
松原市 ヴィーナス
松原市 満マル 河内天美店
松原市 マクドナルド高見の里店
松原市 赤虎ラーメン
松原市 食事処 まんま
松原市 お食事処 谷
松原市 居酒屋でんぐり
松原市 Bar Fame
松原市 かつ処蒲公英
松原市 すし穂
松原市 カラオケ きらめき
松原市 ドリンク・スペース ハナミ ハート2
松原市 酒楽 旬
松原市 カラオケスナックノーサイド
松原市 カラオケ喫茶美月
松原市 一福
松原市 串揚げ処 つくし
松原市 喫茶韓国風居酒屋ＭＩＭＩ
松原市 ふる川
松原市 阿修羅
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松原市 cafe BAR Boo
松原市 北京
松原市 お好み焼 鉄板焼 綾
松原市 レストランきみや
松原市 マクドナルド中環松原店
松原市 月平
松原市 家庭料理ゆとり
松原市 焼肉割烹藤吉
松原市 居酒屋みつき
松原市 ワンカルビ松原店
松原市 ワンカルビ河内天美店
松原市 居酒屋 ごはんや
松原市 居酒屋VENUS（ダイニングカラオケVENUS）
松原市 炭火焼肉 ENMAN
松原市 ちゃちゃ丸
松原市 一梅
松原市 カラオケ喫茶みち
松原市 カラオケ風”～Ｂｏｏ
松原市 串割烹 たかはし
松原市 おちょん
松原市 中国料理 竹美
松原市 喫茶竹美
松原市 彩華ラーメン 松原店
松原市 カラオケ紫陽花
松原市 松原天然温泉you,ゆ～ １F喫茶
松原市 カラオケ居酒屋 味久
松原市 かっぱ寿司 松原店
松原市 カラオケスタジオ Ｙ.Y
松原市 ラーメン三宅吉祥
松原市 幸屋
松原市 ＶｕｎＶｕｎ
松原市 清月
松原市 立ち呑み 玄
松原市 食堂 大多福
松原市 １丁目 ミカ
松原市 ずんどう屋 松原天美我堂店
松原市 真夜中スイーツ
松原市 鳥きんぐ 松原店
大東市 ＺＥＲＯ  
大東市 松屋焼肉すてぇ～き 住道オペラパーク店
大東市 丸正餃子店 阪奈店
大東市 サンヒマワリ
大東市 まんま家 大東店
大東市 ザ・かつれつABC
大東市 扇温泉
大東市 JOY
大東市 炭火焼肉かご家
大東市 ワンカルビ大東赤井店
大東市 酒処 酔水
大東市 スナック アダン
大東市 スナック 花笑
大東市 酒処 千里
大東市 大阪ふくちゃんラーメン 鶴見店
大東市 吞み処やすっちゃん
大東市 スシロー 大東店
大東市 サーティワンアイスクリーム大東外環RS店
大東市 スターバックスコーヒー アルビ住道店
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大東市 居酒屋パブ 奴＆はじめ
大東市 定食の店 力
大東市 やきとり 吉鳥 阪奈店
大東市 和韓ダイニング翔龍
大東市 焼肉 宝楽
大東市 インド料理カルマ
大東市 ととぎん大東店
大東市 居酒屋 節ちゃん
大東市 焼肉の和民住道北口店
大東市 お好み焼き 友善
大東市 さくら
大東市 株式会社 グリル大東
大東市 大阪庄や 住道店
大東市 CAFE&BAR Chotto
大東市 B級酒場菜の葉
大東市 ラーメンいろどり
大東市 マイロード
大東市 和牛亭五光
大東市 八剣伝 JR 野崎駅前店
大東市 ガスト大阪産業大学前店
大東市 ハッケン酒場 四条畷店
大東市 鳥貴族 住道店
大東市 ら～めん夢屋台 大東店
和泉市 ケンタッキーフライドチキン イオン和泉府中店
和泉市 カラオケ ローズ
和泉市 翔
和泉市 たこ焼 ぼっちゃん
和泉市 紫音
和泉市 旅館 ぎんねこ
和泉市 河童ラーメン本舗 和泉店
和泉市 インド料理レストラン シャクティ 
和泉市 カラオケいずみ
和泉市 グリル喫茶 ロアール
和泉市 鍋一品料理七
和泉市 カラオケさくら
和泉市 焼肉まるたつ
和泉市 呑み喰い処つくし
和泉市 いろどり
和泉市 わらび和泉中央のぞみ野店
和泉市 信太山
和泉市 三幸
和泉市 泉家
和泉市 俵屋
和泉市 花紋
和泉市 丸一
和泉市 宝
和泉市 サトキチ
和泉市 Maisonde151E
和泉市 ダンニャワード和泉店
和泉市 藤神
和泉市 喫茶セピア
和泉市 ジョイフル大坂和泉店
和泉市 Bar ナチュラル
和泉市 ちろり
和泉市 大阪ふくちあんラーメン 和泉店
和泉市 マクドナルド エコールいずみ店
和泉市 旬魚旬菜鍋たいたん
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和泉市 縁処 恩
和泉市 カラオケ ポパイ
和泉市 スターバックスコーヒー ららぽーと和泉店
和泉市 カラオケ喫茶 潤
和泉市 和菜工房こうりん
和泉市 焼肉善
和泉市 みんなのお店 ＺＥＴＴＯＮ
和泉市 焼肉 にくみつ
和泉市 ｏｌｉｖｅオリーブ
和泉市 マクドナルド 和泉中央店
和泉市 和牛亭おかむら
和泉市 Basil Basil
和泉市 あこがれ
和泉市 れん食堂
和泉市 人久
和泉市 珈琲専科 ヒメハウス
和泉市 カラオケスタジオミュージカル
和泉市 割烹だるま荘
和泉市 旅館 侑
和泉市 Bambi
和泉市 呑気
和泉市 ちっち
和泉市 清風荘
和泉市 ぢどり亭和泉中央店
和泉市 彩円 別館
和泉市 彩円
和泉市 大美
和泉市 ぶれんだ
和泉市 カラオケｅｔｃかくれんぼ
和泉市 神樂
和泉市 はなまるうどん 和泉中央店
和泉市 石焼ビビムパとスンドゥブの店ビビム
和泉市 サイゼリヤコムボックス光明池店
和泉市 喫茶えらぶ嶋
和泉市 河内らーめん 喜神 和泉納花店
和泉市 びっくりドンキーポケットキッチンららぽーと和泉店
和泉市 喫茶カラオケイロハ
和泉市 対馬
和泉市 くら寿司和泉中央店
和泉市 ずんどう屋 和泉富秋店
和泉市 鶴橋風月ららぽーと和泉店
和泉市 IZ珈琲
和泉市 浦島
和泉市 スタンド本郷
和泉市 天下一品和泉国道26号線店
和泉市 漁師の台所
箕面市 スターバックスコーヒー みのおキューズモール店
箕面市 みーとがぁでん
箕面市 旬寿
箕面市 ウェアハウスコーヒー
箕面市 Ferdinand桜井Bar
箕面市 ワンカルビ箕面小野原店
箕面市 焼肉・冷麺 呉家
箕面市 株式会社上田新一商店
箕面市 cafe  ras moca
箕面市 ねぎ焼きお好み焼きなかむら
箕面市 天ぷらの山 箕面本店
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箕面市 さん天 箕面西宿店
箕面市 ガスト牧落店
箕面市 鳥さくみのおキューズモール店
箕面市 金平ラーメン
箕面市 一風堂 箕面店
箕面市 お好み焼鶴橋風月箕面船場店
箕面市 ｎｅｕ ｃａｆｅ 箕面船場本店
箕面市 かっぱ寿司 箕面店
箕面市 Trattoria TESORINO rosso
箕面市 磯物語
箕面市 ぶぁるとはいむ
箕面市 箕面銀蔵小野原本店
箕面市 SABBATH
箕面市 かつアンドかつ 小野原店
箕面市 家族亭 みのおキューズモール店
箕面市 はなまるうどん みのおキューズモール店
箕面市 来来亭小野原店
箕面市 からふね屋珈琲箕面店
箕面市 焼肉たむら みのおキューズモール店
箕面市 河童ラーメン本舗 箕面店
箕面市 和匠肉料理 松屋 箕面店
箕面市 鳥貴族 箕面店
箕面市 cafe EZE
箕面市 炭火焼肉七輪小野原店
箕面市 鎌倉パスタ みのおキューズモール店
箕面市 黒兵衛箕面総本店
柏原市 カラオケ 仔猫
柏原市 大阪王将 柏原外環店
柏原市 カラオケ美知
柏原市 居酒屋 もみじ
柏原市 Ｂ＆Ｂ
柏原市 魚民
柏原市 中国料理レストラン橘屋柏原店
柏原市 カラオケ喫茶 ルビー
柏原市 カラオケ・ふくろう
柏原市 喫茶ベリー
柏原市 たこ焼喫茶はなえちぜん カラオケスタジオアイ
柏原市 カラオケ法善寺横ッ丁
柏原市 居酒屋 エミ
柏原市 カフェテラス エル
柏原市 グッドマン
柏原市 グリル入船
柏原市 食神苑母屋店
柏原市 安さん
柏原市 ガスト柏原国分店
柏原市 シャロン柏原店
柏原市 鳥貴族 柏原店
柏原市 八剣伝 国分駅前店
羽曳野市 カラオケ加奈
羽曳野市 きんのぶた羽曳野尺度店
羽曳野市 大阪王将 羽曳野伊賀店
羽曳野市 sprout di goccia
羽曳野市 居酒屋はしご
羽曳野市 時雨
羽曳野市 カラオケたんぽぽ
羽曳野市 すなっくMISA
羽曳野市 ＫＡＳＵＹＡ羽曳野店
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羽曳野市 ワンカルビ羽曳野店
羽曳野市 ロッテリア近商古市駅前店
羽曳野市 ブロンコビリー羽曳野店
羽曳野市 和牛焼肉ota福
羽曳野市 TAKOYAKIたんたん
羽曳野市 カラオケきずな
羽曳野市 カフェ＆食処「ん゛ー？」
羽曳野市 錦わらい 羽曳野店
羽曳野市 やきとりの扇屋恵我之荘店
羽曳野市 呑・食・歌 奈々
羽曳野市 スナック 赤坂
羽曳野市 秋吉 古市店
羽曳野市 モリーズ Morys-world ＠森の１０居
羽曳野市 串揚げ 松風
門真市 お好み焼 ひょうたん
門真市 チャンス
門真市 居酒屋 太わらい
門真市 カラオケオアシスすみれ
門真市 根保家寿し
門真市 ワンカルビ門真店
門真市 居酒屋たこ松
門真市 居酒屋ゆきの
門真市 居酒屋のいちご
門真市 すみ家（大和田宮野店）
門真市 DIAMOND STAR
門真市 喫茶ミューズ
門真市 星乃珈琲店門真店
門真市 あまくさ
門真市 焼肉 たっちゃん
門真市 スナック 寛
門真市 中華料理龍泉
門真市 ひょうたん
門真市 繁
門真市 お食事処 しま 門真店
門真市 居酒屋 絆
門真市 お好み焼 風月 大和田店
門真市 チキン野郎
門真市 カラオケ喫茶しちの
門真市 カラオケピタット
門真市 居酒屋アキ
門真市 カレーハウスCoCo壱番屋京阪古川橋駅店
門真市 ふうりん
門真市 セルフバーMANRUI
門真市 ボールパークMANRUI
門真市 串やでござる
門真市 軽食.カラオケ.轍 萓島．オネストビル
門真市 & R'n
門真市 カサブランカ
門真市 GOLD ぺんぎん
門真市 みつわ
門真市 五味焼
門真市 錦わらい 門真店
門真市 鶏屋だもん 門真店
門真市 食楽ダイニング加香
門真市 居酒屋しげ
門真市 焼肉ホルモン まるよし精肉店
門真市 レストラン八州
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門真市 喫茶 サン
門真市 ひさ家
門真市 居酒屋せっちやん
門真市 ステーキガスト門真店
門真市 和食さと 門真江端店
門真市 さん天 門真大橋店
門真市 一政
門真市 杏里
門真市 ラーメン土佐っ子
門真市 カラオケ喫茶 らん
門真市 中華酒屋龍泉亭
門真市 海鮮寿司 ダイニング 雅
門真市 かるにせろ・ばる 五門
門真市 キラメキノトリ大阪門真店
門真市 のみ処 たべ処 あや
門真市 ニュースナック りんごの唄
門真市 御好味物語
門真市 bar leon
門真市 loungeカサブランカ
門真市 カフェ・レスパス CAFE L`ESPACE
門真市 かどや
門真市 楽釣
門真市 すし清
門真市 喫茶安芸
門真市 和食さと 門真店
門真市 はま寿司門真岸和田店
門真市 めしや宮本むなし 京阪古川橋駅前店
門真市 自家焙煎珈琲笑間
門真市 イタリア料理店プリモピアット   古川橋
門真市 いっきゅうさん大日店
門真市 屋台居酒屋大阪満マル古川橋店
門真市 日本料理 仙亭
門真市 ステーキのどん門真店
門真市 サイゼリヤ門真四宮店
門真市 焼肉五苑 門真店
門真市 山田屋
門真市 なごみ古川橋店
門真市 宝海
摂津市 てっちゃん鍋ともきち鳥飼店
摂津市 味彩
摂津市 喫茶カラオケアイランド
摂津市 スナック優ちゃん
摂津市 中華料理 大龍
摂津市 炭 いしばし
摂津市 おおくら
摂津市 好東園
摂津市 小料理屋 霧島
摂津市 cross B
摂津市 居酒屋 まっちゃん
摂津市 キッチンこらぼ
摂津市 Vege Kitchen Awajin
摂津市 BOO GOO
摂津市 しゃぶ葉摂津鳥飼西店
摂津市 やすらぎ処 味幸
摂津市 お食事処鳴門
摂津市 居酒屋となりのみよちゃん
摂津市 会員制パブ Cats
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摂津市 白雲荘 哲家
摂津市 寄里味知
摂津市 たまりＢＡＲ
摂津市 から好し摂津鳥飼西店
摂津市 餃子食堂マルケン 阪急正雀駅前店
摂津市 ずんどう屋 摂津西店
高石市 牛庵 高石店
高石市 とく屋
高石市 中国料理 北京
高石市 酒房 なか
高石市 中国料理北京
高石市 酒菜 ワルン warung
高石市 スナック ジュン
高石市 喫茶 荻野目
高石市 あっとくぅ～Ⅱ
高石市 夢一喜 羽衣店
高石市 デン助
藤井寺市 すずなり（居酒屋）
藤井寺市 インド料理ナマステ
藤井寺市 たこダビッドソン 藤井寺店
藤井寺市 焼き鳥 吉屋
藤井寺市 DERA ICE caffe
藤井寺市 スナックかぼちゃ倶楽部
藤井寺市 Buono
藤井寺市 YAMASOU-teaイオン藤井寺SC店
藤井寺市 ビッグジョー藤井寺店
藤井寺市 味喰笑 ちゃんこ場
藤井寺市 家庭料理 まち子
藤井寺市 食処 飲処 なっちゃん
藤井寺市 居酒屋カラオケ むっちゃん
藤井寺市 お好み焼はりた
藤井寺市 ＫＡＳＵＹＡ藤井寺店
藤井寺市 ガスト藤井寺店
藤井寺市 立呑処 たらちゃん
藤井寺市 らー麵藤平藤井寺ソリヤ店
藤井寺市 まかない屋ひめまる
藤井寺市 手打ちうどん処 悠
藤井寺市 a.happy
藤井寺市 カラオケ 蒼空
藤井寺市 炉端焼き酒場一心 藤井寺店
藤井寺市 パブ・ハウス・マリーン
藤井寺市 コナズ珈琲藤井寺
藤井寺市 居酒屋きよみちゃん
藤井寺市 恵美坂 福寿司
藤井寺市 屋台居酒屋満マル藤井寺店
藤井寺市 中華料理 陸華
藤井寺市 ずんどう屋 藤井寺店
藤井寺市 半すし
東大阪市 居酒屋ゆるめ
東大阪市 居酒屋 旅籠
東大阪市 馳走亭
東大阪市 スナック. 遊＆YOU
東大阪市 居酒屋 酒楽蔵
東大阪市 柴田酒店
東大阪市 八方
東大阪市 鶏デリ 徳庵店
東大阪市 カラオケ喫茶ジュリアン
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東大阪市 まるちゅう
東大阪市 Rays Little Diner
東大阪市 極楽湯 東大阪店
東大阪市 居酒屋長次
東大阪市 サイゼリヤ東大阪西岩田店
東大阪市 焼肉かまちゃん
東大阪市 かに道楽東大阪店
東大阪市 うまいもの処 ゆめぜん
東大阪市 たこ焼お好焼 モリタ
東大阪市 西光園太平寺店
東大阪市 居酒屋ダイニングごくう荒本店
東大阪市 駅前飯店
東大阪市 夢屋鳥衛門
東大阪市 喫茶カラオケスナックウィーン
東大阪市 喫茶Dahlia
東大阪市 木曽路東大阪店
東大阪市 ＢＡＲ 蜂蜜
東大阪市 居酒屋かっぱ
東大阪市 鳥貴族 布施西店
東大阪市 HALUIRO
東大阪市 地鶏 いわぶち
東大阪市 CAFE BULL
東大阪市 Cafe Taniyama
東大阪市 カラオケ涼子
東大阪市 あかつき亭
東大阪市 こむぎ
東大阪市 居酒屋 幸
東大阪市 カラオケ喫茶「アント」
東大阪市 湯あそびひろば ぽんぽこ温泉
東大阪市 コメダ珈琲店東大阪吉田店
東大阪市 居酒屋まねき
東大阪市 鯛ラーメン銀次ぷるっと
東大阪市 焼肉大和屋
東大阪市 ばちや 近大前店
東大阪市 ぱらっぱぱー子
東大阪市 おばんざい絆
東大阪市 天下一品長田店
東大阪市 みや古食堂
東大阪市 おふくろの味いなか
東大阪市 どげん家
東大阪市 永和湯
東大阪市 居酒屋 柳生
東大阪市 ＢａｒＯｃｅａｎｓ
東大阪市 お好み焼 まいちやん
東大阪市 みちぐさ
東大阪市 古家
東大阪市 手羽先唐揚げまるちゅう
東大阪市 ラーメン魁力屋 岸田堂店
東大阪市 樂家
東大阪市 来来亭 玉串店
東大阪市 モスバーガー八戸ノ里店
東大阪市 中華料理 宝宝
東大阪市 お食事居酒屋ばらえ亭
東大阪市 ダーツバーソレイユ
東大阪市 喫茶 街路樹
東大阪市 リンガーハットニトリ東大阪店
東大阪市 城みゆき カラオケスタジオ 
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東大阪市 ホルモン徳いち布施店
東大阪市 ぢょいふる
東大阪市 旬菜 さか田
東大阪市 いづみや
東大阪市 寿し 清水
東大阪市 炭火やき鳥 かちがらす八戸ノ里店
東大阪市 一龍
東大阪市 のらや石切店
東大阪市 Livehouse Kiruna
東大阪市 海鮮炉端イタリアンｍａｔｅｌｉ
東大阪市 山内農場
東大阪市 大阪王将荒本店
東大阪市 すき焼き壱番 もりやま
東大阪市 味工房まんま別館
東大阪市 きりん寺 近大前店
東大阪市 やきとり居酒屋どぼ～ず
東大阪市 れすと
東大阪市 ホテルセイリュウ ご縁亭
東大阪市 和んば
東大阪市 割ぽういちかわ
東大阪市 DEEP
東大阪市 KGSURF&SHOT 
東大阪市 居酒屋たんぽぽ
東大阪市 八百たこ（ヤオたこ）
東大阪市 スシロー 東大阪みくりや店
東大阪市 和食さと 若江店
東大阪市 和食さと 加納店
東大阪市 和食さと フレスポ長田店
東大阪市 さん天 外環善根寺店
東大阪市 鶏焼き将軍
東大阪市 ガスト荒本駅前店
東大阪市 牛庵 長田店
東大阪市 若竹の味 とこちゃん
東大阪市 うどん千代
東大阪市 串かつ 次郎吉
東大阪市 居酒屋 和樂
東大阪市 琉球居酒屋 シーサー
東大阪市 油そば専門店歌志軒 御厨栄町店
東大阪市 どさん子大将長田西店
東大阪市 カフェ 二上
東大阪市 ＣＨＥＧＯ
東大阪市 お好み焼 えくぼ
東大阪市 てんぐさ
東大阪市 カラオケ 秋桜
東大阪市 焼肉の多喜万
東大阪市 ちょい飲みCamp
東大阪市 大地の詩イオン鴻池店
東大阪市 カラオケ ヒロ
東大阪市 お好み焼きてらまえ
東大阪市 涼 SUZU
東大阪市 有限会社小西酒店
東大阪市 旬彩さかなと酒匠海隠れ家
東大阪市 スナック優
東大阪市 松鶴 koreandining
東大阪市 魚芳
東大阪市 台湾まぜそば やす田
東大阪市 手打ち うどん 三豊
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東大阪市 たまりば
東大阪市 とよみ
東大阪市 お好み焼き しげ美
東大阪市 お好み焼 ぺぺ
東大阪市 花のれん
東大阪市 おいやん
東大阪市 たこ焼きBAR michi
東大阪市 カレー屋 ポンポン
東大阪市 カラオケしのぶ
東大阪市 喫茶 薔薇
東大阪市 餃子の王将 若江岩田店
東大阪市 焼肉問屋もりやま
東大阪市 布施フロント
東大阪市 カファ カルディ
東大阪市 自家製麺杵屋
東大阪市 じゃんぼ総本店 瓢箪山店
東大阪市 じゃんぼ総本店 若江岩田店
東大阪市 カラオケ喫茶 ぶんちゃん
東大阪市 じゃんぼ總本店大蓮東店
東大阪市 いと美
東大阪市 喫茶パンドラ
東大阪市 くら寿司横小路店
東大阪市 喫茶 モカ
東大阪市 石田酒店 立のみ
東大阪市 やすらぎ
東大阪市 一徳
東大阪市 スナックるんるん
東大阪市 季菜 ちえ蔵
東大阪市 ごはん処哲っちゃん
東大阪市 錦水湯
東大阪市 えびそば屋 東大阪吉田店
東大阪市 カラオケスタジオ歌夢
東大阪市 ホテルセイリュウ和食創作ダイニング極
東大阪市 ホテルセイリュウ 創作中国料理ダイニング極
東大阪市 ホテルセイリュウ 斑鳩の間
東大阪市 屋台居酒屋 大阪 満マル八戸ノ里店
東大阪市 街かど屋若江南店
東大阪市 はなまるうどん 東大阪御厨店
東大阪市 ベルクラシック大阪 食彩いろどり
東大阪市 三都屋食堂
東大阪市 アレア
東大阪市 我家
東大阪市 東大阪高井田食堂
東大阪市 ガスト東大阪額田店
東大阪市 西光園 高井田店
東大阪市 ちゃんこ料理 新
東大阪市 ロイヤルホスト菱江店
東大阪市 ロイヤルホスト八戸ノ里店
東大阪市 ガスト布施店
東大阪市 ガスト東大阪小阪店
東大阪市 和食さと 布施長堂店
東大阪市 和食さと 吉田駅前店
東大阪市 やよい軒 長田店
東大阪市 まちライブラリーカフェピッツァフォルノカフェ東大阪市文化創造館2階店
東大阪市 Yard
東大阪市 西光園岸田堂店
東大阪市 南大門キッチン 長田店
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東大阪市 ココス東大阪吉田店
東大阪市 餃子食堂マルケン 新石切店
東大阪市 スナック ふみ
東大阪市 若竹
東大阪市 五成家
東大阪市 満マル瓢箪山店
東大阪市 香の川製麺 鴻池店
東大阪市 すし半布施店
東大阪市 いか焼き ゆみちゃん
東大阪市 キャベツ焼そのちゃん
東大阪市 居酒屋ぼんご
東大阪市 力餅食堂 鴻池店
東大阪市 一蓮家 八戸ノ里店
東大阪市 お魚スタンドゆうじ
東大阪市 韓国カフェyuki
東大阪市 無法松花園店
東大阪市 Cafe REUNION
東大阪市 びぐ
東大阪市 一蓮家 鴻池店
東大阪市 なにわ健康ランド湯～トピア
東大阪市 太公望ほっぺち
東大阪市 焼酎BAR りばーてぃ
東大阪市 海席与志乃
泉南市 スターバックスコーヒー イオンモールりんくう泉南店
泉南市 ドッグファイト
泉南市 カラオケ喫茶花
泉南市 マクドナルド ２６号泉南店
泉南市 マクドナルド イオンモールりんくう泉南店
泉南市 居食酒屋 赤ちょうちん
泉南市 お食事処みき
泉南市 ケンタッキーフライドチキン イオンモールりんくう泉南店
泉南市 FUYO EN りんくう公園店
泉南市 カラオケ喫茶美和
泉南市 お好み焼 きはち
泉南市 spoon
泉南市 肉料理 あじ
泉南市 もりもり寿しイオンモールりんくう泉南店
泉南市 WARAIYA ロングパーク店
泉南市 居笹屋 歩
泉南市 門木居
泉南市 鳥さく 泉南店
泉南市 とりかわ権兵衛 泉南店
泉南市 雀庵はなれ
泉南市 イオンモールりんくう泉南 黒長兵衛
泉南市 ALL GOOD BURGER 泉南りんくう公園内
泉南市 炙り牛たん万 イオンモールりんくう泉南店
四條畷市 居酒屋 カラオケ 明呼
四條畷市 お好み焼きとんちゃん
四條畷市 磯のがってん寿司 イオンモール四條畷店
四條畷市 気良 N
四條畷市 わらい食堂 イオンモール四條畷店
四條畷市 さん天 四條畷店
四條畷市 スターバックスコーヒー イオンモール四條畷店
四條畷市 HEART BREAD ANTIQUE イオンモール四条畷店
四條畷市 カラオケカフェ心愛
四條畷市 Cafe Good days  (レストラン）
四條畷市 空とぶからあげ四条畷楠公通店
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四條畷市 いきなりステーキ イオンモール四條畷
四條畷市 和食さと 四条畷東店
四條畷市 かつ辰 イオンモール四條畷店
四條畷市 お好み焼（よしみ）
四條畷市 鎌倉パスタ イオンモール四條畷店
交野市 リカーショップ ウエイ（立ち飲み ウエイ）
交野市 おたやん
交野市 なか卯交野店
交野市 夢庵交野倉治店
交野市 ガスト交野店
交野市 ミスタードーナツ フレンドタウン交野ショップ
交野市 すし秀
交野市 すし家の繁
交野市 BAR Boon
交野市 弁慶 交野駅前店
交野市 八剣伝 JR 河内磐船駅前店
交野市 和食さと 交野星田店
大阪狭山市 大起水産回転寿司 金剛店
大阪狭山市 うどん屋のえる。
大阪狭山市 カラオケ のこ
大阪狭山市 マクドナルド 狭山岩室店
大阪狭山市 マサルイカリ寿司株式会社 狭山店
大阪狭山市 喫茶亜登里絵
大阪狭山市 パルネット狭山店 Book&coffee
大阪狭山市 スナックここ路
大阪狭山市 金剛串八珍
大阪狭山市 MAHA LAXMI
大阪狭山市 ミスタードーナツＲ３１０さやま店
大阪狭山市 八剣伝 金剛駅前店
大阪狭山市 スシロー 狭山店
大阪狭山市 産直焼肉ビーファーズ さやま店
大阪狭山市 焼肉 くらべこ 狭山店
阪南市 マクドナルド 阪南店
阪南市 地魚料理 六尾
阪南市 Dabere
阪南市 ケンタッキーフライドチキン 阪南黒田店
阪南市 ガスト泉南尾崎店
阪南市 らーめん生島家
阪南市 プランタン
阪南市 ふるさと
阪南市 平野台の湯安庵 お食事処
阪南市 カラオケ赤とんぼ
阪南市 石松
阪南市 プチボヌール
阪南市 コメダ珈琲店阪南店
島本町 藤寿司
島本町 Cafe and bar T's
島本町 チャイナダイニング彩菜
島本町 和食さと 水無瀬店
島本町 ．．．Cafe  Puku。Puku。
豊能町 カラオケ茶屋 よの
能勢町 スナックカルネ
能勢町 能勢温泉
忠岡町 カラオケハウス千
忠岡町 焼肉 味源
忠岡町 立花酒店 立花
忠岡町 Ｌｏｖｅ

96 / 97 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4年2月28日公表分）

忠岡町 勝心
忠岡町 ふくよし
熊取町 スナック エン
熊取町 からあげ A-1
熊取町 スパゲティハウス たべるな
熊取町 ダルマ堂
熊取町 たから洲店
熊取町 のらや熊取店
田尻町 ザ・スカイレストラン
田尻町 ぼてぢゅう屋台 関空町家小路店
田尻町 紅虎餃子房
田尻町 炭火食彩の里 一休
田尻町 KIX AIRSIDE LOUNGE
田尻町 カードラウンジ金剛
岬町 寿司よし 深日
太子町 蛸屋本店太子店
太子町 布遊び工房・咲
太子町 すし処 幸
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