
市町村名 施設名称

大阪市都島区 スナックピュア
大阪市都島区 ダウーゴ
大阪市都島区 KIRIVE
大阪市都島区 カラオケサロン来夢
大阪市都島区 Wish
大阪市都島区 紀の国屋くっすー
大阪市都島区 鉄板ダイニング雅楽
大阪市都島区 インドネパールレストランスミタ
大阪市都島区 旬彩酒処ひろ
大阪市都島区 BARラフテル
大阪市都島区 喫茶まりん
大阪市都島区 紀州和歌山ラーメンたかし
大阪市都島区 Poppin' Time
大阪市都島区 鉄板焼大作家
大阪市都島区 第二道場
大阪市都島区 Powerful Bomber
大阪市都島区 フォーカスパートⅡ
大阪市都島区 食事飲処 菜
大阪市都島区 ダアリーチェ
大阪市都島区 NewHimeyuri
大阪市都島区 さすけ
大阪市都島区 Move On
大阪市都島区 ファイヤープレート
大阪市都島区 PHO34
大阪市都島区 JAN☆JAN
大阪市都島区 串屋長右衛門
大阪市都島区 琉球タパスの沖縄バル JIMMY9
大阪市都島区 肉バル＆ハンバーグ NINE 京橋店
大阪市都島区 ベトナム料理フォーベト
大阪市都島区 焼肉元気くん
大阪市都島区 BAR Salombligo
大阪市都島区 ラウンジマリア
大阪市都島区 すし政
大阪市都島区 どら猫ロック
大阪市都島区 Booters☆
大阪市都島区 ウイスキーバー佐藤
大阪市都島区 極肉しゃぶ一
大阪市都島区 ウィット
大阪市都島区 淡路島市場 おのころさん京橋店
大阪市都島区 BARレーゾンデートル
大阪市都島区 居酒屋東
大阪市都島区 三陸寿し
大阪市都島区 立呑専科力雅
大阪市都島区 天竺伽哩アカーシャ
大阪市都島区 やま小屋
大阪市都島区 らうんじジュン
大阪市都島区 百里香
大阪市都島区 結月
大阪市都島区 お好み鉄板焼きとんぼ

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

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

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年10月7日公表分）
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大阪市都島区 BAR N&K Link
大阪市都島区 うさぎのみみ
大阪市都島区 スナック咲
大阪市都島区 とんかつの店ミヤコ
大阪市都島区 おかえり
大阪市都島区 鉄板焼 串もんや 笛
大阪市都島区 桃虎
大阪市都島区 たちのみねこ
大阪市都島区 ラブアンドピーチインターナショナルバー
大阪市都島区 dog cafe Brilliant club
大阪市都島区 福々亭
大阪市都島区 和ごみ家 ぶん吉
大阪市都島区 お好み焼鉄板焼 笛
大阪市都島区 燈舎
大阪市都島区 スナック フロンティア
大阪市都島区 シバケン
大阪市都島区 鳥正
大阪市都島区 トトロ２
大阪市都島区 喫茶一番
大阪市都島区 酒場しろくま
大阪市都島区 Mix Lounge 清本
大阪市都島区 粉もん居酒屋玉Chan
大阪市都島区 ブルースカイ・ブルー
大阪市都島区 ふるーる
大阪市都島区 居酒屋祭
大阪市都島区 カラオケ さくら
大阪市都島区 たこ焼き居酒屋 美輝
大阪市都島区 cocktail bar PTN
大阪市都島区 Tiara
大阪市都島区 立ち呑みチーター
大阪市都島区 晃ちゃん
大阪市都島区 カラオケ喫茶 さーくる
大阪市都島区 カラオケパブSmile
大阪市都島区 ご飯屋さんSmile
大阪市都島区 せんす
大阪市都島区 パブ今日子
大阪市都島区 BAR NORTH
大阪市福島区 居酒屋おかあちゃん
大阪市福島区 BAR 㐂坐吽 
大阪市福島区 かどや
大阪市福島区 季節の肴と酒処 大くぼ
大阪市福島区 和伝福まん
大阪市福島区 鯖とか烏賊とか真とか
大阪市福島区 via del emme
大阪市福島区 串カツダイニングはれる
大阪市福島区 中華たこ焼きキラク
大阪市福島区 沖縄料理 呑処まいど
大阪市福島区 BonRepas
大阪市福島区 バーカモメ
大阪市福島区 赤とんぼ
大阪市福島区 はせ川
大阪市福島区 鶴心
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大阪市福島区 ジャイアントコーヒーハウス
大阪市福島区 鮨工房ながまさ
大阪市福島区 鮨永吉
大阪市福島区 鶏海山の幸おかだ
大阪市福島区 カレーハウスT＆A 福島西店
大阪市福島区 焼肉萬兆
大阪市福島区 地獄谷カラオケバーつーやん
大阪市福島区 北新地かじ
大阪市福島区 すし地車
大阪市福島区 ほっこり酒菜 あん
大阪市福島区 KitchenBarOOLUT
大阪市福島区 将棋barルゥク
大阪市福島区 レストランノンナ
大阪市福島区 居酒屋 活菜
大阪市福島区 お好み焼き 千代
大阪市福島区 燻製イナダ商店
大阪市福島区 ベルシャレード
大阪市福島区 匡ちゃん
大阪市福島区 NAYUTAKO
大阪市福島区 まじっくぽいんと
大阪市福島区 カールズリンク
大阪市福島区 炭火焼鳥はれるや
大阪市福島区 room maru703
大阪市福島区 かみつき屋チャンピオン
大阪市福島区 MICKS TASTE
大阪市福島区 かく庄
大阪市福島区 百野焼肉
大阪市福島区 スナック憩
大阪市福島区 Bar Maru
大阪市福島区 BAR B and B
大阪市福島区 四季おりおり
大阪市福島区 カラオケ喫茶ら・ら・ら
大阪市福島区 RunRun
大阪市福島区 てん☆てん
大阪市福島区 こうふく
大阪市福島区 スナック ベティ
大阪市福島区 あわ鷹 別邸
大阪市福島区 旬菜創味あがっぽ
大阪市福島区 深廣漁業組合
大阪市福島区 HAPPY CAT CAFE
大阪市福島区 E-BAR
大阪市福島区 スタジオJBL
大阪市福島区 らーめん小僧
大阪市福島区 PEACE
大阪市福島区 浄正
大阪市福島区 炭火焼肉ここから屋
大阪市福島区 やご
大阪市福島区 中華料理 天津
大阪市福島区 あやぐ
大阪市福島区 Bar Moment Fukushima
大阪市福島区 餃子 さんかく
大阪市福島区 炉ばた のんき
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大阪市福島区 SEE-YA
大阪市福島区 TXAGORVA
大阪市福島区 新福島たいよう
大阪市福島区 バナナムーン
大阪市福島区 おいし家 宮もと
大阪市福島区 スナック ポー
大阪市福島区 残業や
大阪市福島区 串ぼうず
大阪市福島区 マダム・アンジユド・ボヌール
大阪市福島区 お好み焼き藍
大阪市福島区 バーエル
大阪市福島区 福島串かつや BANZAI
大阪市福島区 とれたて農園ＰｏｒｃｏＦａｒｍ
大阪市福島区 美味旬菜 穂の華
大阪市福島区 スナック咲
大阪市福島区 BASEBALL BAR Gee
大阪市福島区 お酒とさかなかけはし
大阪市福島区 大衆立呑酒場まるやす酒店
大阪市福島区 LIBELTY
大阪市福島区 インディアンダイニング ダルシャナ
大阪市福島区 かっちゃん
大阪市福島区 寿司さか本
大阪市福島区 福島酒場
大阪市此花区 八幡屋
大阪市此花区 BEAR'S
大阪市此花区 イタリアキッチンベニーレ
大阪市此花区 喫茶ひろ
大阪市此花区 カラオケホールシャルマン
大阪市此花区 旭珉珉
大阪市此花区 菜酒 mucha ムチャ
大阪市此花区 肉食酒場 はらぺこピエトリン
大阪市此花区 銀杏
大阪市此花区 アトリの鐘と葡萄の葉
大阪市此花区 まえちゃん
大阪市此花区 麺屋花壱
大阪市此花区 呑み処 美和
大阪市此花区 カラオケスナック のん
大阪市此花区 ふくまる
大阪市此花区 Ｍｉｒａｃｌｅ
大阪市此花区 スナック ミキ
大阪市此花区 小林商店直売所
大阪市此花区 一力
大阪市西区 meme cafe
大阪市西区 Imparfait
大阪市西区 すなっく我夢
大阪市西区 もだん
大阪市西区 洋燈
大阪市西区 茶美
大阪市西区 カラオケスタジオあい
大阪市西区 あびあんと
大阪市西区 バー立山
大阪市西区 ALK italianbar
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大阪市西区 Mocktail&Bar grin
大阪市西区 大入屋
大阪市西区 A エース
大阪市西区 吉林菜館
大阪市西区 えん魔家
大阪市西区 居酒屋 薩摩
大阪市西区 焼肉の牛哲
大阪市西区 ワイン食堂いとうや
大阪市西区 RODDA group
大阪市西区 カルチェラタン ティーサロンアンドバー
大阪市西区 立ち呑み にこにこ
大阪市西区 LOS SITIOS
大阪市西区 ねぎ焼きお好み焼き至福
大阪市西区 焼肉英
大阪市西区 トリコロール （tricolore）
大阪市西区 A R T ＆ W I N E
大阪市西区 心白
大阪市西区 こつぶ
大阪市西区 北新地ぎょうざ家阿波座店
大阪市西区 クックドゥイケダ
大阪市西区 華恋
大阪市西区 Cafe Sketch
大阪市西区 空色
大阪市西区 DINING1325
大阪市西区 こだわりらーめんカフェ壺水天
大阪市西区 餃子ダイニング Mi-chuca
大阪市西区 辣将軍
大阪市西区 watering  bar  PADDLE
大阪市西区 live house Mrs.Dolphin
大阪市西区 赤い扉
大阪市西区 すなっく てまり
大阪市西区 PANE e VINO OTA
大阪市西区 「素人料理」の店 こその
大阪市西区 レストランラナ
大阪市西区 やっこ蛸
大阪市西区 自家製うどん中西
大阪市西区 パキスタン料理 ムガル（本町ムガル）
大阪市西区 中国料理 唐朝
大阪市西区 和味処 桜川
大阪市西区 バブルネット
大阪市西区 中華食堂 珉龍 阿波座店
大阪市西区 江戸堀商店
大阪市西区 SCALA
大阪市西区 旬味 和しん
大阪市西区 Pilialoha
大阪市西区 旭
大阪市西区 KARAOKE BAR BALLAD バラード
大阪市西区 焼肉火山
大阪市西区 菖蒲坂
大阪市西区 美好年代Belle Epoque
大阪市西区 THE TAVERN 
大阪市西区 船場ヨガ部
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大阪市西区 くずし割烹豚美
大阪市西区 食いきり 武いち
大阪市西区 旬菜鮮魚 新町源平
大阪市西区 寿司 むら尾
大阪市西区 大衆酒場マルタカ
大阪市西区 喫茶リバーサイド
大阪市西区 鉄板焼きお好み焼きOribe
大阪市西区 Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｇｅｅｋ
大阪市西区 Osteria La Cicerchia 
大阪市西区 さかば一友
大阪市西区 鉄板焼・居酒屋 美味
大阪市西区 創作鉄板焼720
大阪市西区 にゃんくるにゃいさ
大阪市西区 鶴すし
大阪市西区 居酒屋 桜
大阪市西区 トラットリアデジナーレ
大阪市西区 炭火焼柴家
大阪市西区 ミッドウェイ
大阪市西区 せんべろ酒場ぴーす
大阪市西区 トゥーレ・ドゥーレ
大阪市西区 蕎喜
大阪市西区 BARRaindog
大阪市西区 最上無二
大阪市西区 ど鍋や新町
大阪市西区 LA SIRENA
大阪市西区 鉄板ダイニングＯＫＯＮＯＭＩＹＡ
大阪市西区 焼肉花
大阪市西区 ハーフェズ
大阪市西区 SOLEIL
大阪市西区 スナック 悪女
大阪市西区 韓国料理店 香 ひゃん
大阪市西区 チーナ邸
大阪市西区 アヴケッラ
大阪市西区 コジーナ邸
大阪市西区 ま津もと
大阪市西区 勝記点心楼
大阪市西区 スパイス茂
大阪市西区 焼き鳥 笑ちゃん
大阪市西区 Patisserie Mi-temps
大阪市西区 ベジータ
大阪市西区 カレーハウスT＆A 京町堀店
大阪市西区 Alakashi
大阪市西区 Remon
大阪市西区 風来坊
大阪市西区 レイズキッチン
大阪市西区 遊食工房旬
大阪市西区 三好屋商店
大阪市西区 Bullet
大阪市西区 すみれ
大阪市西区 TOBE
大阪市西区 怡苑 本格四川料理
大阪市西区 Natul
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大阪市西区 気ぶん屋 kitchen Free
大阪市西区 Bar LIBRARY
大阪市西区 フリーク
大阪市西区 たこ海賊
大阪市港区 山本酒店
大阪市港区 SHE, SIDE DINER
大阪市港区 はづき
大阪市港区 COSME
大阪市港区 カレーハウスT＆A 港通南店
大阪市港区 正宗屋太田酒店
大阪市港区 牛の福天保山マーケットプレース店
大阪市港区 たこ焼き まるぼうず
大阪市港区 たこ郎
大阪市港区 オリーブ
大阪市港区 大阪みなとたこ焼き昌也
大阪市港区 木村賢酒店
大阪市港区 スナック純
大阪市港区 みさ
大阪市港区 べぇりーぐっどまん
大阪市港区 炭火焼櫻坊
大阪市港区 麺や雅流ムゲンダイ
大阪市港区 スナックモンロー
大阪市港区 さくら
大阪市港区 いまい家
大阪市港区 炭火焼め組
大阪市港区 七人の盗賊
大阪市港区 やしま
大阪市港区 炭やん
大阪市港区 居酒屋 海賊
大阪市港区 中国料理 福城
大阪市港区 炭火焼みくりん坊
大阪市港区 焼き鳥 樹
大阪市港区 食べてっ亭やすだ屋
大阪市港区 久友
大阪市港区 Shot & Snack  HIGASHI
大阪市港区 IDO.co
大阪市港区 焼肉 たつ味
大阪市港区 居酒屋とさや
大阪市港区 スナックなじみ
大阪市港区 World Union
大阪市港区 中華料理喜楽園
大阪市港区 玉藻寿司
大阪市大正区 もじょか
大阪市大正区 井尻珈琲焙煎所
大阪市大正区 コートダジュール
大阪市大正区 ピアノフォルテ
大阪市大正区 カラオケ喫茶・莉音
大阪市大正区 パンジャブ
大阪市大正区 スナックさくら
大阪市大正区 香港飯店
大阪市大正区 MOCO
大阪市大正区 焼酎おでんBAR楽
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大阪市大正区 古都
大阪市大正区 ザ・沖縄
大阪市大正区 カラオケスナックじゅん
大阪市大正区 クラブドルチェ
大阪市大正区 ミセスアップル
大阪市大正区 めん亭亀八
大阪市大正区 るみちゃんラーメン
大阪市大正区 オトト水産
大阪市大正区 ＳＵＮＳＥＴ ２１１７
大阪市大正区 ちょい呑みもへじ
大阪市大正区 バーたけし
大阪市大正区 馬肉専門ダークホース
大阪市大正区 ZERO
大阪市大正区 カフェマリン
大阪市大正区 とみぃ
大阪市大正区 キッチンマカロン
大阪市大正区 味力
大阪市大正区 呑食家 まる美
大阪市大正区 NANAMI
大阪市大正区 カラオケティファニー
大阪市大正区 スナック伴佳
大阪市大正区 クラスノ
大阪市大正区 スナックフレンド
大阪市大正区 笑酔人 TUGBOAT TAISHO
大阪市大正区 トロピカルダンディ
大阪市大正区 Jukebox
大阪市大正区 畑酒店
大阪市大正区 エスツゥー
大阪市大正区 大正酒場なかの
大阪市大正区 あやバカ一代
大阪市大正区 フォレスト
大阪市大正区 三ちゃん
大阪市大正区 スナック小姫
大阪市大正区 寿司文
大阪市大正区 大多成
大阪市天王寺区 炭火焼鳥地酒創味
大阪市天王寺区 久六
大阪市天王寺区 はんなり
大阪市天王寺区 イタリア料理ミナミ
大阪市天王寺区 PariBurgerパリバーガー
大阪市天王寺区 ホルモン専門店 炭火焼肉 ゆきちゃん
大阪市天王寺区 すし市
大阪市天王寺区 Big
大阪市天王寺区 CafeRestaurantGuarire
大阪市天王寺区 スナック輪
大阪市天王寺区 悦来閣
大阪市天王寺区 れん
大阪市天王寺区 お好み焼 金のてこ
大阪市天王寺区 大人のたまりBARフルカウント
大阪市天王寺区 タカラ
大阪市天王寺区 THE OLD BRIDGE
大阪市天王寺区 ローマ軒大阪上本町
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大阪市天王寺区 DRESS
大阪市天王寺区 ミーアジヨイアプリモ
大阪市天王寺区 黄龍
大阪市天王寺区 居酒屋草太
大阪市天王寺区 はつせ
大阪市天王寺区 まる家
大阪市天王寺区 居酒屋醍醐味
大阪市天王寺区 エデン特急
大阪市天王寺区 居酒屋きやす亭
大阪市天王寺区 88yongkitchen
大阪市天王寺区 なむ
大阪市天王寺区 からら（Ｋａｒａｒａ）上本町
大阪市天王寺区 焼肉舞牛
大阪市天王寺区 スムーズクリミナルカフェ
大阪市天王寺区 ラウンジ ル カーサ（Lounge le Casa）
大阪市天王寺区 創作ローカーボダイニング凛
大阪市天王寺区 おねだり酒場マルフク
大阪市天王寺区 Ｂ-FUSION
大阪市天王寺区 Kate Bar
大阪市天王寺区 Acoustic Live Cafe Anie
大阪市天王寺区 ラグリュ
大阪市天王寺区 がちゃがちゃ家
大阪市天王寺区 大西清かつ
大阪市天王寺区 しなの酒坊
大阪市天王寺区 はじめ
大阪市天王寺区 ナイト・イン ヒロミ
大阪市天王寺区 カラオケＣＯＭＢＯ寺田町店
大阪市天王寺区 創作鉄板 菫
大阪市天王寺区 おでん山と
大阪市天王寺区 スナック汐音
大阪市天王寺区 いか焼星蘭天王寺本店
大阪市天王寺区 Traum
大阪市天王寺区 デザート・レスト Ka-Chi-Sou-Zou
大阪市天王寺区 中華そば福笑門
大阪市天王寺区 UNIVERSE
大阪市天王寺区 バーピーコート
大阪市天王寺区 上六焼肉JAPAN
大阪市天王寺区 まるたま亭
大阪市天王寺区 庖山
大阪市天王寺区 大番
大阪市天王寺区 さぬきうどん きたじま
大阪市天王寺区 ベダルデジ
大阪市天王寺区 cafe&bar Legato
大阪市天王寺区 Cafe&Dining Karaltupo
大阪市天王寺区 リストランテヒロタ
大阪市天王寺区 鶴八
大阪市天王寺区 居酒屋焼き鳥こけこっこ
大阪市天王寺区 王チャジャン
大阪市天王寺区 鉄道バー駅
大阪市天王寺区 司
大阪市天王寺区 きくや
大阪市浪速区 日本橋 一味禅
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大阪市浪速区 小味
大阪市浪速区 甲州麵
大阪市浪速区 吾妻
大阪市浪速区 中国料理天祥
大阪市浪速区 QOO
大阪市浪速区 全包
大阪市浪速区 Greedy
大阪市浪速区 しょうちゃん
大阪市浪速区 楽しい屋
大阪市浪速区 焼肉三昧 玄
大阪市浪速区 フランス料理店 草月
大阪市浪速区 居酒屋ハッピー
大阪市浪速区 カレーハウスT＆A 戎本町店
大阪市浪速区 夢鳥
大阪市浪速区 THe RITA COFFEE
大阪市浪速区 居酒屋啓ちゃん
大阪市浪速区 カフェシンズキッチンミニ
大阪市浪速区 新世界串カいっとく通天閣店
大阪市浪速区 居酒屋 華
大阪市浪速区 お好み焼 ヒロ
大阪市浪速区 周記 蘭州牛肉面 難波本店
大阪市浪速区 えん
大阪市浪速区 カフェバー暁
大阪市浪速区 ヨンウ家
大阪市浪速区 カレン
大阪市浪速区 ゑびす
大阪市浪速区 カフェ ルシファー
大阪市浪速区 お好み焼 あんちゃん
大阪市浪速区 居酒屋春
大阪市浪速区 カメリーカラオケ
大阪市浪速区 居酒屋 彩あい
大阪市浪速区 牛全
大阪市浪速区 美味卯
大阪市浪速区 上方うどん
大阪市浪速区 COCO CHIMAC
大阪市浪速区 光
大阪市浪速区 ReichoL
大阪市浪速区 てんぷらやさん
大阪市浪速区 Seed
大阪市浪速区 Southside Music Bar
大阪市浪速区 味の源
大阪市浪速区 K.CAFE
大阪市浪速区 居酒屋ちとも
大阪市浪速区 こばやJR難波店
大阪市浪速区 手羽だるま難波店
大阪市浪速区 bar 78 Banchi
大阪市浪速区 寿司居酒屋 じゅん平
大阪市浪速区 彦家
大阪市浪速区 明洞
大阪市浪速区 cafe bar S&K
大阪市浪速区 酎房まほろば
大阪市浪速区 ビビンバー
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大阪市浪速区 元町中華
大阪市浪速区 kNighht
大阪市浪速区 Cafeikoi
大阪市浪速区 酔歌
大阪市浪速区 GOONIES
大阪市浪速区 Pit-in
大阪市浪速区 クチーナディタニグチ
大阪市浪速区 きたや
大阪市浪速区 魔法のドン
大阪市浪速区 ドラゴン
大阪市浪速区 士林 大阪日本橋店
大阪市浪速区 スナック日本一
大阪市浪速区 バナイル
大阪市浪速区 立呑み処まるや
大阪市浪速区 Magic Cafe&Bar SHINSEKAI
大阪市浪速区 有川家居酒屋華
大阪市浪速区 元かつ
大阪市西淀川区 永吉
大阪市西淀川区 お食事処 つゆ草
大阪市西淀川区 cafe AloAlo
大阪市西淀川区 きっちんみて島店
大阪市西淀川区 1029
大阪市西淀川区 仲地商店
大阪市西淀川区 キャンディ
大阪市西淀川区 志ぶや
大阪市西淀川区 鳥善
大阪市西淀川区 鳥善
大阪市西淀川区 琴寿
大阪市西淀川区 くろしを
大阪市西淀川区 キッチン夕凪
大阪市西淀川区 カラオケ喫茶＆スナックラウンジ難波船
大阪市西淀川区 以蔵
大阪市西淀川区 ねこ丸
大阪市西淀川区 焼肉もりと
大阪市西淀川区 ricomocoroll
大阪市西淀川区 おかもと
大阪市西淀川区 町酒場ハイタニ
大阪市西淀川区 彦吉寿司
大阪市西淀川区 居酒屋ＳＯＮＳＯＮ
大阪市西淀川区 紡麦
大阪市西淀川区 蓮香
大阪市西淀川区 天一
大阪市西淀川区 いざかや とと
大阪市東淀川区 焼鳥 凡僧
大阪市東淀川区 寿美恵
大阪市東淀川区 本格からあげ専門店とりあい東淀川店
大阪市東淀川区 B-1
大阪市東淀川区 本格からあげ専門店とりあい上新庄店
大阪市東淀川区 SnacK風雅1
大阪市東淀川区 テッパン アンド ミックス Enishi
大阪市東淀川区 亀ちゃん
大阪市東淀川区 焼肉元気屋
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大阪市東淀川区 Bar Chuchu
大阪市東淀川区 ベリーズキッチン
大阪市東淀川区 Bar Gocchi
大阪市東淀川区 釜出しうどん一心
大阪市東淀川区 たまる
大阪市東淀川区 六文銭
大阪市東淀川区 BAR
大阪市東淀川区 寿司広
大阪市東淀川区 鉄板gin'z
大阪市東淀川区 淡路バル はちみつ食堂
大阪市東淀川区 淀華
大阪市東淀川区 ちかまち
大阪市東淀川区 カラオケスポット ビクトリー
大阪市東淀川区 カラオケスタジオ順
大阪市東淀川区 ひばり
大阪市東淀川区 KUCHE
大阪市東淀川区 一文銭
大阪市東淀川区 まかない屋
大阪市東淀川区 Try
大阪市東淀川区 RICO'S BAR
大阪市東淀川区 たこ焼き鉄板 ぱっちー
大阪市東淀川区 食酒家まるいち
大阪市東淀川区 カフェダイニングパパリナ
大阪市東淀川区 CAFE BAR BARON 
大阪市東淀川区 カラオケDENDEN
大阪市東淀川区 お好み焼き鉄板焼き道頓堀どむす
大阪市東淀川区 吉田屋
大阪市東淀川区 串かつしのぶ川
大阪市東淀川区 mr.kanso東淀川駅前店
大阪市東淀川区 健康豚焼肉 豚元
大阪市東淀川区 次玄
大阪市東淀川区 キッチンハウスshuku
大阪市東淀川区 立ち飲み処 LAND
大阪市東淀川区 生餃子製作所 万福
大阪市東淀川区 Le Petit Bonheur
大阪市東淀川区 創作diningMIーO
大阪市東淀川区 居酒屋 太鼓判
大阪市東淀川区 酒処ちゃみせ
大阪市東淀川区 8910 白寿
大阪市東淀川区 焼き処 牛鶏
大阪市東淀川区 ハピネス
大阪市東淀川区 eight tails
大阪市東淀川区 斎木
大阪市東淀川区 萬樹苑
大阪市東淀川区 ボン
大阪市東淀川区 SAKE WORKS GAKU
大阪市東淀川区 可門
大阪市東淀川区 カラオケヨロン島
大阪市東淀川区 のり友
大阪市東淀川区 ゆのや
大阪市東淀川区 麺やイッショウ
大阪市東淀川区 地鶏海鮮はし幸
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大阪市東淀川区 +44 cafe
大阪市東淀川区 スナックみこ
大阪市東淀川区 T's Cafe
大阪市東淀川区 いづつ
大阪市東淀川区 炭火焼鳥 心
大阪市東淀川区 寳の谷 ほうのや
大阪市東淀川区 Shot Bar Caprice
大阪市東成区 さっちゃん
大阪市東成区 れん（蓮）
大阪市東成区 スナック愛サラン
大阪市東成区 禀
大阪市東成区 餃子専門店 味力亭 緑橋店
大阪市東成区 割烹風居酒屋仲山
大阪市東成区 勝手に焼き肉
大阪市東成区 順天
大阪市東成区 中華料理 幸太楼
大阪市東成区 マーガレット
大阪市東成区 マダムシャーレ
大阪市東成区 手打ちうどん、そば処 七福
大阪市東成区 お好み焼・鉄板焼ばると
大阪市東成区 食いしんぼう花
大阪市東成区 ベル
大阪市東成区 ど鍋や緑橋本店
大阪市東成区 THE DOGHOUSE INN
大阪市東成区 Henrietta
大阪市東成区 ぶらり亭
大阪市東成区 はなみづき
大阪市東成区 島田製麺食堂濃厚専門店
大阪市東成区 串ゃ奏
大阪市東成区 大阪まんぷく堂
大阪市東成区 スナック花*花
大阪市東成区 中華アジアンバル玉造夜市
大阪市東成区 Bar Chou Chou
大阪市東成区 カラオケ喫茶 スリーナイン
大阪市東成区 BAR J'Z
大阪市東成区 手打そば処ふじた
大阪市東成区 お好み焼き屋みっちゃん
大阪市東成区 Luana
大阪市東成区 楽
大阪市東成区 河岡水産
大阪市東成区 たまるBar
大阪市東成区 トラットリアノーヴェ
大阪市東成区 Fortune
大阪市東成区 ラウンジうづ貴
大阪市東成区 炉端焼き石松
大阪市東成区 八剣伝緑橋2号店
大阪市東成区 ヨコワ
大阪市東成区 cafe HARE
大阪市東成区 カラオケ ファミリープラザ深江橋店
大阪市東成区 酒の穴
大阪市東成区 安兵衛
大阪市東成区 お好み焼きあまの
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大阪市東成区 鴻図 四川料理
大阪市東成区 串揚げ料理みや田
大阪市東成区 やきとり こうちゃん
大阪市東成区 旬菜居酒屋凛
大阪市東成区 お好み焼 えりな
大阪市東成区 居酒屋やすきよ
大阪市東成区 味旬吾光
大阪市東成区 そば丸平
大阪市東成区 カレーハウスT＆A 緑橋東店
大阪市東成区 炭火焼鳥かわ八
大阪市東成区 カレーハウスＴ&Ａプラス
大阪市東成区 和彩酒処伊織
大阪市東成区 二刀流
大阪市東成区 串焼ホルモン吾照里
大阪市東成区 中国料理隆
大阪市東成区 O・D・F・E
大阪市生野区 青春萬
大阪市生野区 鉄板焼にみやん
大阪市生野区 居酒屋まるしょう
大阪市生野区 金のスプーン
大阪市生野区 福寿し
大阪市生野区 とり焼き専門店笑い鶏
大阪市生野区 Sareureu
大阪市生野区 焼肉のモリ
大阪市生野区 まつもと
大阪市生野区 中華そば煮干しや
大阪市生野区 SADAICHI
大阪市生野区 ジュエル
大阪市生野区 ぐぅぐぅガロス
大阪市生野区 てっちゃん
大阪市生野区 百歳時代
大阪市生野区 マニムラ
大阪市生野区 福酒幕
大阪市生野区 スター
大阪市生野区 はなび
大阪市生野区 めん処マサムネ屋生野店
大阪市生野区 わいわいチキン
大阪市生野区 てっぱんダイナーぽんと
大阪市生野区 よぎや
大阪市生野区 cafe ato
大阪市生野区 狸狸亭
大阪市生野区 アリの家
大阪市生野区 アルトワン
大阪市生野区 たにがわ
大阪市生野区 居酒屋太郎
大阪市生野区 つみきや
大阪市生野区 やきとり 又丸
大阪市生野区 阿寸可
大阪市生野区 きずな
大阪市生野区 揚子江ラーメン大池橋店
大阪市生野区 おでん居酒屋 海
大阪市生野区 BAR G.O.D
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大阪市生野区 舌笑ONE
大阪市生野区 韓国料理ポッチャ
大阪市生野区 サカエ
大阪市生野区 すっぽん料理豊水
大阪市生野区 韓国家庭料理とんさま
大阪市生野区 カラオケ 絆
大阪市生野区 よってこ
大阪市生野区 グリルキッチンイストワール
大阪市生野区 焼肉くいや
大阪市生野区 Bar SDOLASIDO
大阪市生野区 茶々
大阪市生野区 株式会社なちゅらフーズ
大阪市生野区 美愛
大阪市生野区 韓国居酒屋よし
大阪市生野区 富士好
大阪市生野区 コニーリョ
大阪市生野区 クラブ梁
大阪市生野区 大阪肉そば春一番
大阪市生野区 カラオケ ウエスタン
大阪市生野区 俺の炭火焼STYLE
大阪市生野区 ヤキニク 高麗
大阪市生野区 家族料理マルコハウス
大阪市生野区 o v e r   m a c a r o n   鶴橋店
大阪市生野区 居酒屋 たか志
大阪市生野区 フロントキッチン
大阪市生野区 喫茶アポロ
大阪市生野区 NANARA
大阪市生野区 我が家
大阪市生野区 ミツコの部屋
大阪市生野区 富ちゃん
大阪市生野区 ＴＨＥ ＬＡＩＤ－ＢＡＣＫ
大阪市生野区 カラオケ&バーDon9
大阪市生野区 食事処アッパ
大阪市生野区 美空カラオケ
大阪市生野区 家庭料理てん
大阪市生野区 オレンジ
大阪市生野区 （豊）プンキッチン
大阪市生野区 Cafe&BAR ZEN
大阪市旭区 vivienne
大阪市旭区 居酒屋 ふる里
大阪市旭区 プデチゲ家
大阪市旭区 広島府中焼き鉄板居酒屋もみじ
大阪市旭区 酒楽食彩ダイニング 女人
大阪市旭区 居酒屋おいでやす
大阪市旭区 居酒屋 ほっこり
大阪市旭区 喫茶いこい
大阪市旭区 居酒屋はるき
大阪市旭区 山商饂飩専門店
大阪市旭区 万里
大阪市旭区 Cafe OTO
大阪市旭区 宴
大阪市旭区 居酒屋メリケン
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大阪市旭区 感謝屋
大阪市旭区 華牛
大阪市旭区 竹の家
大阪市旭区 中華料理 明洋軒
大阪市旭区 炭火焼鶏 一（はじめ）
大阪市旭区 喫茶＆ファミリィーパブ シェルブール
大阪市旭区 焼とり居酒屋ねぎちゃん
大阪市旭区 呑み処香
大阪市旭区 家庭料理とお酒 花えもん
大阪市旭区 吉鳥大宮店
大阪市旭区 家庭料理史
大阪市旭区 しらいし家
大阪市旭区 ビバスタ
大阪市旭区 IZAKAYA MIYAKO
大阪市旭区 千鶴
大阪市城東区 お好み焼き千笑の輪
大阪市城東区 バル＆ダイニングオニオンジャック蒲生四丁目
大阪市城東区 カフェーテラス ポプリ
大阪市城東区 ねぎ焼きお好み焼き至福
大阪市城東区 鉄板スタミナ 肉焼や
大阪市城東区 鍋専門店 にぼし
大阪市城東区 風来坊
大阪市城東区 たる庵
大阪市城東区 味力亭
大阪市城東区 おうちカフェ
大阪市城東区 鴫野商店 ＴＡＫＯ ＢＯーＺ
大阪市城東区 グリーン倶楽部
大阪市城東区 食事処 藍の花
大阪市城東区 ものまね・アラジン
大阪市城東区 明洞
大阪市城東区 ごはんやうらら
大阪市城東区 焼肉亀や
大阪市城東区 Snack&Bar Salute
大阪市城東区 フォルテ
大阪市城東区 モンゴル料理こぺん
大阪市城東区 蛸福神 今福店
大阪市城東区 一鶏一炭
大阪市城東区 豚々
大阪市城東区 気まぐれたまやん
大阪市城東区 泳ぎふぐ専門ふぐ吉
大阪市城東区 鉄板焼 ダイニングヴィラージュ
大阪市城東区 居酒屋ともちゃん
大阪市城東区 喰う
大阪市城東区 かっきん
大阪市城東区 達鮨
大阪市城東区 ナイン
大阪市城東区 まさか
大阪市城東区 山葵
大阪市城東区 インド料理レストラン JAY
大阪市城東区 ポコアポコ
大阪市城東区 すえひろ
大阪市城東区 はまとも
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大阪市城東区 居酒屋  音々  ～ねおん～
大阪市城東区 TOP
大阪市城東区 すなっく とも
大阪市城東区 よい時
大阪市城東区 串焼鳥 まほろば
大阪市城東区 僕の店
大阪市城東区 海鮮酒家まつ
大阪市城東区 イルクオーレ セイキ
大阪市城東区 焼肉 味道園
大阪市城東区 スナックＡｚ
大阪市城東区 華翔
大阪市城東区 焼肉ノシアン
大阪市城東区 緑橋料理店
大阪市城東区 スナック一番館
大阪市城東区 カフェバーラム
大阪市城東区 しのぶ
大阪市城東区 KITCHENYAMATO
大阪市城東区 cache-cache
大阪市阿倍野区 いづみVAN
大阪市阿倍野区 Picanteria Rio Piura
大阪市阿倍野区 餃子のじゃいあん
大阪市阿倍野区 .com
大阪市阿倍野区 鉄板焼きダイニング椿
大阪市阿倍野区 舞歌
大阪市阿倍野区 山水野あべの店
大阪市阿倍野区 麺とカフェ処悠然かしや
大阪市阿倍野区 たこ焼きやしき
大阪市阿倍野区 ヴェルセデュヴアンアトリエ
大阪市阿倍野区 ナイーズ
大阪市阿倍野区 カウンタースナックHARU
大阪市阿倍野区 メンバーズ ラベンダー
大阪市阿倍野区 カラオケ希望
大阪市阿倍野区 ａｉｏｉ
大阪市阿倍野区 楽居
大阪市阿倍野区 立ち呑み酒場さとちゃん
大阪市阿倍野区 ゆりどころ
大阪市阿倍野区 亭亭
大阪市阿倍野区 BAR MY WAY
大阪市阿倍野区 鉄板キュイジーヌ セルぺぺ
大阪市阿倍野区 橘屋
大阪市阿倍野区 石家餃子店
大阪市阿倍野区 りとるきっちん
大阪市阿倍野区 和彩美酒 喜心
大阪市阿倍野区 Grace
大阪市阿倍野区 紀州備長炭やきとりがむしゃら
大阪市阿倍野区 焼肉たつみ
大阪市阿倍野区 バールBOA viagem
大阪市阿倍野区 本陣
大阪市阿倍野区 ぱ
大阪市阿倍野区 メンバーズフォーユー
大阪市阿倍野区 bistroD
大阪市阿倍野区 ｃａｆｅ ｇｒａｉｎｆｉｅｌｄ
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大阪市阿倍野区 bar Maria
大阪市阿倍野区 Juke Joint
大阪市阿倍野区 炭火焼鳥心
大阪市阿倍野区 大和
大阪市阿倍野区 からあげスタンド
大阪市阿倍野区 点心飯店
大阪市阿倍野区 ビストロマルセル
大阪市阿倍野区 北沢長衛
大阪市阿倍野区 KOEDA
大阪市阿倍野区 炭火焼とり たくぼ
大阪市阿倍野区 優勝酒場ノーユーノーミー
大阪市阿倍野区 華月
大阪市阿倍野区 酒家ふっしゃん
大阪市阿倍野区 焼き鳥居酒屋とりあえず
大阪市阿倍野区 StandSoji
大阪市阿倍野区 お好み焼き 幸や
大阪市阿倍野区 串揚げ串焼き一PIN
大阪市阿倍野区 Ｂａｒ Ｆａｃｅ ｔｏ Ｆａｃｅ
大阪市阿倍野区 とんかつちとせ
大阪市阿倍野区 カラオケ扇
大阪市阿倍野区 味苑
大阪市阿倍野区 あんばいHOOP店
大阪市阿倍野区 喫茶とおりすぎてもいいんですか
大阪市阿倍野区 ベトナムシンチャオ
大阪市阿倍野区 もつ鍋一将
大阪市阿倍野区 喫茶 いこい
大阪市阿倍野区 BODEGA
大阪市阿倍野区 コミュニティ カフェ クラブ（C.C.C)
大阪市阿倍野区 串大萬
大阪市阿倍野区 ohana
大阪市阿倍野区 中華料理昇龍
大阪市阿倍野区 おでん和来屋
大阪市阿倍野区 阿倍野バル MUSUBIME
大阪市阿倍野区 ピーチ
大阪市住吉区 SERA
大阪市住吉区 得得うどん あびこ苅田店
大阪市住吉区 タコチャンマン
大阪市住吉区 一(HAZIME)
大阪市住吉区 はっぴぃ食堂
大阪市住吉区 権太呂すし長居駅前店
大阪市住吉区 たこ焼き壱番 我孫子店
大阪市住吉区 味まほろば
大阪市住吉区 海鮮寿司どっこい処
大阪市住吉区 焼鳥バコン長居店
大阪市住吉区 韓菜焼肉双天
大阪市住吉区 宝来
大阪市住吉区 焼肉道場松ちゃん
大阪市住吉区 香留男
大阪市住吉区 炭火焼鶏 羽風
大阪市住吉区 フランス料理 イギス ラヴァンコントワ
大阪市住吉区 居酒屋雪國
大阪市住吉区 Ｌｏｕｎｇｅ Ｓａｒａｎｇ
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大阪市住吉区 味菜実
大阪市住吉区 菊正寿司
大阪市住吉区 倉敷
大阪市住吉区 和ケ屋
大阪市住吉区 美香
大阪市住吉区 greenfeel
大阪市住吉区 kitchenkatakura
大阪市住吉区 居酒屋一喜
大阪市住吉区 ニーズプラス
大阪市住吉区 KOTOBUKI
大阪市住吉区 日本酒バル酒場からつや
大阪市住吉区 Y'z BAR
大阪市住吉区 焼鳥ひよこ
大阪市住吉区 居酒屋結
大阪市住吉区 旬彩酒場なごみ
大阪市住吉区 弁当のもりや
大阪市住吉区 カレーハウスCOCO壱番屋住吉区我孫子店
大阪市住吉区 リトルキャット
大阪市住吉区 カラオケ喫茶とまと
大阪市住吉区 無農薬野菜 帝塚山ミルメルシー
大阪市住吉区 まつ富久
大阪市住吉区 たんぽぽ
大阪市住吉区 Recover
大阪市住吉区 Girasol
大阪市住吉区 カラオケ喫茶エルザ
大阪市東住吉区 大國屋酒店 おおくに屋
大阪市東住吉区 居酒屋どん
大阪市東住吉区 ボン・ハンバーガー 湯里店
大阪市東住吉区 スナック「南」
大阪市東住吉区 御幸寿司
大阪市東住吉区 花よし
大阪市東住吉区 季節料理 希翔
大阪市東住吉区 SHIERI
大阪市東住吉区 カトマンズ
大阪市東住吉区 創作キッチンあんじゅ
大阪市東住吉区 ふぐ政 田辺店
大阪市東住吉区 からっとジューシーカラアゲミント
大阪市東住吉区 居酒屋まいど
大阪市東住吉区 カラオケ光
大阪市東住吉区 立呑酒場ぶす
大阪市東住吉区 お好み焼・鉄板焼 わかば
大阪市東住吉区 串揚げ屋さん串ボーズ
大阪市東住吉区 かいたにや酒舗
大阪市東住吉区 Jの空間
大阪市東住吉区 家庭料理青葉城
大阪市東住吉区 玄
大阪市東住吉区 居酒屋ことぶき笑店
大阪市東住吉区 カラオケ喫茶道
大阪市東住吉区 味鉄
大阪市東住吉区 じぐろや
大阪市東住吉区 じぐろや
大阪市東住吉区 ひらの兆治 桑津店
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大阪市東住吉区 すたんどカメレオン
大阪市東住吉区 とぅるばるや
大阪市東住吉区 Beer'sHouse and's
大阪市東住吉区 中華酒楽食堂KuRo
大阪市東住吉区 旬和食 とり井
大阪市東住吉区 二代目串かつゑびす
大阪市東住吉区 酒肴花本
大阪市東住吉区 れんげ草
大阪市東住吉区 食事処 寄り道
大阪市東住吉区 garage
大阪市東住吉区 のんじ
大阪市東住吉区 たこ焼き西山道場
大阪市東住吉区 のぼりや
大阪市東住吉区 だんだん
大阪市東住吉区 焼肉カワ
大阪市西成区 千一夜
大阪市西成区 喫茶プリモ
大阪市西成区 N.ONE
大阪市西成区 居酒屋SWEET
大阪市西成区 淡路屋
大阪市西成区 きっしゃん
大阪市西成区 立呑処まるはち
大阪市西成区 俺の出番
大阪市西成区 おもてなし太陽本店
大阪市西成区 一休
大阪市西成区 琉球ダイニング琉KEN
大阪市西成区 居酒屋 琴
大阪市西成区 居酒屋奈々
大阪市西成区 十八番ラーメン&牛丼 新今宮本店
大阪市西成区 おおさか名物 カラオケ居酒屋 ゆっくり れいむの部屋
大阪市西成区 居酒屋芯ちゃん
大阪市西成区 大阪せんや
大阪市西成区 まん月
大阪市西成区 夜空の星
大阪市西成区 Ｍａｓａｙａ
大阪市西成区 イタリアンダイニングＴｅｓｏｒｏｍｉｏ
大阪市西成区 よってって
大阪市西成区 カラオケ居酒屋夕凪
大阪市西成区 Re.楽
大阪市西成区 和楽
大阪市西成区 びすとろぽたじぇ
大阪市西成区 居酒屋ぷくる
大阪市西成区 居酒屋 純ちゃん
大阪市西成区 美香
大阪市西成区 赤とんぼ
大阪市西成区 カラオケ喫茶あやこ
大阪市西成区 フレンド
大阪市西成区 すし天 はし本
大阪市西成区 華燕
大阪市西成区 カラオケ居酒屋ゆづる
大阪市西成区 マノス
大阪市西成区 手打ちうどん五右衛門
大阪市西成区 亀
大阪市西成区 メイド居酒屋カワイイ
大阪市西成区 夢幻蔵
大阪市西成区 万味屋
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大阪市西成区 居酒屋NEWあいちゃん
大阪市西成区 ほっこりだいにんぐたけしの部屋
大阪市西成区 居酒屋あきちゃん
大阪市西成区 NKタヒボJapan
大阪市西成区 你好
大阪市西成区 萩之茶屋鶴一本店
大阪市西成区 たこ彦
大阪市西成区 呑み処家
大阪市西成区 Sunny
大阪市西成区 イタリアンバルＹＯＳＨＩＤＡ
大阪市西成区 栄寿司
大阪市西成区 茶々
大阪市西成区 ラッキーシスターズ
大阪市西成区 カラオケダイニング百合
大阪市西成区 広島お好み焼き 鉄板焼き かじ多
大阪市西成区 絢ちゃん
大阪市西成区 スタンド高千穂
大阪市西成区 なかよし
大阪市西成区 十二宝石株式会社
大阪市西成区 夜来香
大阪市西成区 美月
大阪市西成区 嘘８００
大阪市西成区 バロンドーラ
大阪市西成区 陽
大阪市西成区 明洋軒 天下茶屋店
大阪市西成区 更科
大阪市西成区 こ坊主
大阪市西成区 お好み一丁
大阪市西成区 Casual Bar ゆず
大阪市西成区 わらじや
大阪市西成区 一番
大阪市西成区 大邱家
大阪市西成区 笑酒幕府 松乃城
大阪市西成区 CAFE DE NAPOLEON
大阪市西成区 有明食堂
大阪市西成区 真美
大阪市西成区 スナック リバーサイド
大阪市西成区 たこ竜
大阪市西成区 大阪寿司職人体験センター
大阪市西成区 （株）黒松直売所
大阪市西成区 一二三
大阪市西成区 寺嶋酒店
大阪市西成区 ハチミツ
大阪市西成区 ラッキーガール
大阪市西成区 優稀
大阪市西成区 山女庵
大阪市西成区 恵
大阪市西成区 都すし
大阪市西成区 立ち飲み銀仁
大阪市西成区 703TEI
大阪市西成区 蓮
大阪市西成区 居酒屋山
大阪市西成区 美波Ⅱ
大阪市西成区 居酒屋むらさき
大阪市西成区 素の壱
大阪市西成区 SNACKBAR天ちゃん
大阪市淀川区 スナックアコ
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大阪市淀川区 KISH
大阪市淀川区 酒肴咲くら
大阪市淀川区 春夏秋冬(新高店)
大阪市淀川区 炭火焼鳥 小鉄
大阪市淀川区 ｃｈｏｉｃｅ
大阪市淀川区 olioli
大阪市淀川区 十三屋大光
大阪市淀川区 焼鳥万吉
大阪市淀川区 スーパートモコ
大阪市淀川区 ミーティングルーム
大阪市淀川区 roomcafe
大阪市淀川区 roomCAFE
大阪市淀川区 鳥家 三吉
大阪市淀川区 ほろ酔
大阪市淀川区 カラオケBAR Gut's
大阪市淀川区 ａｎｄＩ
大阪市淀川区 お好み焼き あき
大阪市淀川区 旬菜 西むら
大阪市淀川区 三裕の館
大阪市淀川区 お好み焼玉
大阪市淀川区 天ぷらとみおか
大阪市淀川区 旬菜料理おりがみ
大阪市淀川区 ちはや13
大阪市淀川区 Biarritz 
大阪市淀川区 焼肉大阪
大阪市淀川区 お食事処 海の大地
大阪市淀川区 鳥みつ
大阪市淀川区 大石
大阪市淀川区 玉屋 十三東店
大阪市淀川区 焼き鳥ごんたくれ
大阪市淀川区 遊食喜多村
大阪市淀川区 STELLA MARIA
大阪市淀川区 仁
大阪市淀川区 ＪＩＮ
大阪市淀川区 ライト
大阪市淀川区 Seven
大阪市淀川区 カレーナンドスプーン
大阪市淀川区 洋食カーネリアン
大阪市淀川区 ソアレ
大阪市淀川区 ラウンジロージィ
大阪市淀川区 ラーク
大阪市淀川区 中華食堂彩飯
大阪市淀川区 食楽膳 千利
大阪市淀川区 Maki Beef Wine 正道塾
大阪市淀川区 Ros'e
大阪市淀川区 居酒屋ププラ
大阪市淀川区 長五郎寿司
大阪市淀川区 ゆるりと会心の一撃
大阪市淀川区 RAINBOW
大阪市淀川区 ニコニコ本舗新高店
大阪市淀川区 中国菜紅海月
大阪市淀川区 Bar Ann
大阪市淀川区 わんずあれい新大阪
大阪市淀川区 炉端処一心
大阪市淀川区 一心west
大阪市淀川区 阿波座チキン
大阪市淀川区 カムオンひろ
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大阪市淀川区 Lily
大阪市淀川区 大屋
大阪市淀川区 東三国バル サンテ
大阪市淀川区 隠岐の島水産
大阪市淀川区 カリーランテ金銀妖瞳
大阪市淀川区 宮崎辛麺屋 辛福
大阪市淀川区 まんぷく亭 西中島店
大阪市淀川区 アップルハウス
大阪市淀川区 お好み焼お食事処 舞
大阪市淀川区 GAYAⅡ
大阪市淀川区 Melody
大阪市淀川区 スナックまゆみ
大阪市淀川区 スナックなおみ
大阪市淀川区 十三たこ焼ひょうたん
大阪市淀川区 漁り舟
大阪市淀川区 Bar Lounge F
大阪市淀川区 Twi Light
大阪市淀川区 じゃりんこ
大阪市淀川区 ペコペコ
大阪市淀川区 スナック スリーエイト ８８８
大阪市淀川区 LoungeEight
大阪市淀川区 カラオケパブ ステップ
大阪市淀川区 まじめや西中島店
大阪市淀川区 アンバー
大阪市淀川区 アラジン
大阪市淀川区 常夜亭 徳
大阪市淀川区 Yu's Bar
大阪市淀川区 居酒屋風
大阪市淀川区 有絵巣炭
大阪市淀川区 わいわい
大阪市淀川区 スナック風りん
大阪市淀川区 葉隠
大阪市淀川区 愉快酒場 加島店
大阪市淀川区 LAGOON
大阪市淀川区 みつばち
大阪市淀川区 とり料理やなぎ
大阪市淀川区 Dining bar 黒ひげ
大阪市淀川区 もつ鍋源
大阪市淀川区 山小屋
大阪市淀川区 喫茶ひばり
大阪市淀川区 門黒すし
大阪市淀川区 りぼん
大阪市淀川区 手羽だるま三国駅前店
大阪市淀川区 ヴィサージュ
大阪市淀川区 炭火焼肉・ホルモン うし政
大阪市淀川区 Herb kitchen
大阪市淀川区 Casa Blanca  カサブランカ
大阪市淀川区 韓国料理まんてん
大阪市淀川区 TAKE ONE（テイクワン)
大阪市淀川区 鶏魚酒場 炭治郎
大阪市淀川区 Cafe sankalpa
大阪市淀川区 すなっく扇
大阪市淀川区 Bar KAPIBARA
大阪市淀川区 家(ウチ)バル あzimi
大阪市淀川区 旬肴季菜心から
大阪市淀川区 炭焼酒場 gaku
大阪市淀川区 たちばな 新大阪店
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大阪市淀川区 スナックすみれ
大阪市淀川区 イタリアンバル虹
大阪市淀川区 焼道楽丸八
大阪市淀川区 炭火焼鶏まくら
大阪市淀川区 忠寿し
大阪市淀川区 カフェHIRO
大阪市淀川区 そのひぐらし
大阪市淀川区 olive オリーブ
大阪市淀川区 酒楽亭
大阪市淀川区 メー・トンロー
大阪市淀川区 カラオケステージカモン
大阪市淀川区 メンバーズクラブ ルージュ
大阪市淀川区 Ｂａｌｏｃｃｏ
大阪市淀川区 繁盛酒場良しとも
大阪市淀川区 世界が麺と○○で満ちる時
大阪市淀川区 チャイニーズレストラン 龍
大阪市淀川区 Bar雑葉
大阪市淀川区 昌順庵
大阪市淀川区 ふぁみー
大阪市淀川区 富かつ
大阪市淀川区 まつや
大阪市淀川区 members1972
大阪市淀川区 スター
大阪市淀川区 永麗
大阪市淀川区 Jam
大阪市淀川区 たこ焼き たこDAN
大阪市淀川区 喫茶デン
大阪市淀川区 餃子のニシヤ
大阪市淀川区 スナック ローザリィー
大阪市淀川区 ぶん
大阪市淀川区 SALARY'S BAR
大阪市淀川区 カレーダイニングCooo
大阪市淀川区 Pasta Bar Cetara
大阪市淀川区 三宅酒店
大阪市淀川区 スタンディングバー酒甲
大阪市淀川区 Joy
大阪市淀川区 bar cachtte
大阪市淀川区 居酒屋蔵
大阪市淀川区 Kings Cross
大阪市淀川区 Cafe aqua
大阪市淀川区 TSUTAYA
大阪市淀川区 ラウンジ恋人
大阪市淀川区 コーヒーハウスマリーン
大阪市淀川区 和風バル XIPE
大阪市淀川区 炭火焼ダイニング LONG HORN
大阪市淀川区 竹
大阪市淀川区 はるちゃん
大阪市淀川区 居酒屋うさぎ
大阪市淀川区 ku de  kiyo
大阪市淀川区 とり倉
大阪市鶴見区 カラオケさくら
大阪市鶴見区 BAR SLOTH
大阪市鶴見区 麺処にしむら
大阪市鶴見区 旬彩屋はっかく
大阪市鶴見区 う吉
大阪市鶴見区 花まるキッチン
大阪市鶴見区 竹家
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大阪市鶴見区 Ｈａｐｕｎａ Ｃａｆｅ
大阪市鶴見区 旬魚旬菜 つり宿
大阪市鶴見区 居酒屋翔
大阪市鶴見区 ラウンジKIRA
大阪市鶴見区 カラオケスナック草
大阪市鶴見区 ツルヤ
大阪市鶴見区 潮のかほり
大阪市鶴見区 おるがん
大阪市鶴見区 REI
大阪市住之江区 たかたか
大阪市住之江区 笑
大阪市住之江区 カオホムタイ
大阪市住之江区 MIKAKO
大阪市住之江区 DUNE
大阪市住之江区 ニューペア
大阪市住之江区 豚珍巻
大阪市住之江区 割烹もりつね
大阪市住之江区 酒のいえK
大阪市住之江区 le vent ル・ヴァン
大阪市住之江区 バッカス
大阪市住之江区 居酒屋馬恋
大阪市住之江区 紳助バール
大阪市住之江区 韓国創作料理済州
大阪市住之江区 スナック Bond
大阪市住之江区 立呑ダイニングおうち
大阪市住之江区 乃々美
大阪市住之江区 リーフ
大阪市住之江区 焼肉味よし
大阪市住之江区 炉ばた焼一番
大阪市住之江区 お好み焼 よつ葉
大阪市住之江区 CrazeK
大阪市住之江区 蒼空
大阪市住之江区 ふるさと平林店
大阪市住之江区 会席料理・仕出し 一 平
大阪市住之江区 かんべの部屋
大阪市住之江区 けん蔵
大阪市住之江区 笑平
大阪市住之江区 焼肉・鍋ちんぐ
大阪市住之江区 お好み焼き MON
大阪市住之江区 溶岩焼肉 とのさま
大阪市住之江区 蕎麦と肴 温月
大阪市住之江区 Bar 1959
大阪市住之江区 韓味
大阪市住之江区 ふるさと住之江公園店
大阪市住之江区 ダイニングバーもぐもぐ庵
大阪市住之江区 炭火焼鳥とと
大阪市住之江区 韓流味愛
大阪市住之江区 養老乃瀧玉出店
大阪市住之江区 真夢Mayu
大阪市住之江区 スナック世津子
大阪市住之江区 BAR M
大阪市平野区 ブレッドカフェフォール
大阪市平野区 木の芽
大阪市平野区 大海鮨
大阪市平野区 居酒屋 裕ちゃん
大阪市平野区 まいん
大阪市平野区 ティンアン
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大阪市平野区 栄鮓
大阪市平野区 ボン ハンバーガー 喜連店
大阪市平野区 さくら
大阪市平野区 くしやSUN詩
大阪市平野区 赤とんぼ
大阪市平野区 こい希
大阪市平野区 Bar Happiness
大阪市平野区 お多福
大阪市平野区 やきとりhanzo
大阪市平野区 ホルモン居酒屋一
大阪市平野区 食べ処呑み処えん
大阪市平野区 カラオケ喫茶Ｒｉｎ
大阪市平野区 BAR TKT
大阪市平野区 Best position
大阪市平野区 カラオケBARじゅんじゅん
大阪市平野区 Luana
大阪市平野区 割烹しもじ
大阪市平野区 麺処ほんだ
大阪市平野区 Marilyn
大阪市平野区 まんだら家 平野店
大阪市平野区 旬彩桜もみじ
大阪市平野区 カラオケ喫茶かつら
大阪市平野区 焼肉ハウスあすか
大阪市平野区 カラオケきまま
大阪市平野区 洋食オ・ガッサーラ
大阪市平野区 カラオケステージＴＡＫＥ
大阪市平野区 鮨 髙瀬
大阪市平野区 いいかげん
大阪市平野区 ハチ家
大阪市平野区 ムーンチャイルド
大阪市平野区 ひらの兆治
大阪市平野区 ラウンジピリカ
大阪市平野区 ひろたや
大阪市平野区 Little Ribar 
大阪市平野区 笑顔
大阪市平野区 SNACK ATLUS
大阪市平野区 韓美
大阪市平野区 お好み焼き ふくや
大阪市平野区 ASH
大阪市平野区 A2
大阪市平野区 福
大阪市平野区 かりていも
大阪市平野区 居酒屋あかまる
大阪市平野区 ベジバル Beauty Ron Ron
大阪市平野区 あじ平
大阪市平野区 中華料理吉祥
大阪市平野区 うどん飩棒
大阪市平野区 居酒屋てるてるぼーず
大阪市平野区 串かつ くぐり戸
大阪市平野区 カラオケルームろまんす
大阪市平野区 酒菜 和寿
大阪市平野区 串処 居呂八
大阪市平野区 らすかる
大阪市平野区 家庭料理ゆき
大阪市平野区 ちっぷいん
大阪市平野区 よし家
大阪市平野区 利白
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大阪市平野区 居酒屋&BAR ROOMS
大阪市平野区 太白
大阪市平野区 ひでぼん加美本店
大阪市平野区 カラオケ えくぼ
大阪市平野区 MASARU.
大阪市平野区 Chocolate
大阪市平野区 ふくろうのひとやすみ
大阪市北区 宮川町水簾 北新地店
大阪市北区 華心 支店
大阪市北区 華心
大阪市北区 Sachi
大阪市北区 koto 
大阪市北区 Nooopy
大阪市北区 はま乃や 天神橋店
大阪市北区 Anges Anges シャンパン通り
大阪市北区 ミスターケリーズ サイドバー
大阪市北区 Bar Ms.
大阪市北区 Ｉｔ＇ｓ．．．＠ｃａｆｅ
大阪市北区 きわ味
大阪市北区 ホテルリブマックス梅田中津
大阪市北区 ホテルリブマックス梅田堂山
大阪市北区 たまちゃん
大阪市北区 天満セイロ酒場
大阪市北区 ショットバーアンドレ
大阪市北区 飲み処 朝な夕なに
大阪市北区 T.A.B
大阪市北区 snack3150
大阪市北区 森本
大阪市北区 墨国回転豚料理 
大阪市北区 串かつやま
大阪市北区 旬菜ＢＡＲ志づ
大阪市北区 呑み食い処おかん
大阪市北区 Ｍｏｒｅ
大阪市北区 とら娜
大阪市北区 和伊バル たなかキカク
大阪市北区 シェルブール
大阪市北区 匠味
大阪市北区 ビノシュ
大阪市北区 たかはた西店
大阪市北区 たかはた東店
大阪市北区 Seven Wave
大阪市北区 みぽら
大阪市北区 ココペリカレー
大阪市北区 italian new blood UMEZAKI
大阪市北区 ひがし天満 菜食兼美
大阪市北区 サントリースポット しんらい
大阪市北区 鳥ふく
大阪市北区 bar GORILLA
大阪市北区 珈琲館茶屋町アプローズ店
大阪市北区 FrenZ-FrenZY
大阪市北区 曽根崎松浦商店
大阪市北区 華風菜春陽味な旅
大阪市北区 Bardis
大阪市北区 華れん
大阪市北区 b.
大阪市北区 セレンディピティ
大阪市北区 Saloon de JOY
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大阪市北区 座頭市
大阪市北区 サダナ
大阪市北区 motaba
大阪市北区 マゼ麺ドコロケイジロー
大阪市北区 ジャックと豆の木
大阪市北区 ボードゲームカフェプラス
大阪市北区 中華料理ひげ
大阪市北区 ＢＡＲＮ'ｓ
大阪市北区 串カツ 新八景
大阪市北区 Ace KITASHINCHI 
大阪市北区 高級芋菓子しみず
大阪市北区 AQUA
大阪市北区 茶め茶め
大阪市北区 Bar N
大阪市北区 PIANO.
大阪市北区 絶対餃子
大阪市北区 北新地マッスルバー
大阪市北区 一葉
大阪市北区 メンバーズ 池上
大阪市北区 焼肉松心
大阪市北区 cafe太陽ノ塔本店
大阪市北区 喫茶ラピーヌ
大阪市北区 炭焼地鶏 鳥健
大阪市北区 ザ・ベストテン  PART1
大阪市北区 ザ・ベストテン PART2
大阪市北区 テン
大阪市北区 KURIA
大阪市北区 優（You）
大阪市北区 Bar-Lay Cafe Milu
大阪市北区 Mother Womb
大阪市北区 小忘我
大阪市北区 蘭
大阪市北区 當
大阪市北区 活地鶏料理北新地ひないや
大阪市北区 wie ein ＢＬＩＴＺ
大阪市北区 炭火やきとりソワカ
大阪市北区 bar monochrome
大阪市北区 讃岐路
大阪市北区 前田
大阪市北区 Rily
大阪市北区 旬彩うち田
大阪市北区 北京飯店
大阪市北区 洞魔麗
大阪市北区 めん次郎
大阪市北区 キャンディライオン
大阪市北区 玄武
大阪市北区 ラウンジリーブル
大阪市北区 日本酒食堂SO-KEN
大阪市北区 プチ・シャンス
大阪市北区 ＢＡＲ ＭＩＬＩ
大阪市北区 北新地ぎょうざ家
大阪市北区 かんな月
大阪市北区 choito
大阪市北区 スナック花門
大阪市北区 ペルー居酒屋ふぁにーと
大阪市北区 Salamanca
大阪市北区 Shot Bar 4U
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大阪市北区 Bar Leigh
大阪市北区 ｂａｒ ＣＯＯＬ
大阪市北区 海都
大阪市北区 ミートボール食堂oluolu
大阪市北区 金明飯店 ３号店
大阪市北区 Bar kyle
大阪市北区 のみくい処まるそう商店
大阪市北区 食事処あらかると
大阪市北区 Monsieur&Madam1997
大阪市北区 ダイニングバー夢酒
大阪市北区 語り場スナック4U
大阪市北区 大葉屋
大阪市北区 ちむどんどん
大阪市北区 ムーラン・ド・ロンシャン
大阪市北区 串カツ居酒屋manimani
大阪市北区 メンバーズKitano
大阪市北区 MONKEYDO
大阪市北区 空
大阪市北区 カフェクレ－ル
大阪市北区 食楽こつま
大阪市北区 お茶漬けBAR Can's
大阪市北区 COZO
大阪市北区 ハリんち
大阪市北区 ファンタジア
大阪市北区 盡／カラドリ
大阪市北区 よしとみ
大阪市北区 備長炭焼き鳥 心
大阪市北区 ミストラル
大阪市北区 BAR PREMIER
大阪市北区 おもてなし茶屋 咲扇
大阪市北区 酒と肴にこ
大阪市北区 バンケットハウス 
大阪市北区 エノテカBARノイ
大阪市北区 Treasure
大阪市北区 ラウンジ有加
大阪市北区 stand bar Chiaki
大阪市北区 Bar MaLLow
大阪市北区 心愛
大阪市北区 老松割烹あ・うん
大阪市北区 悠you
大阪市北区 バンブークラブ
大阪市北区 ムーンゲート
大阪市北区 Colors
大阪市北区 Le Rire
大阪市北区 和音
大阪市北区 天ぷらとワイン加治木
大阪市北区 Club樹里
大阪市北区 FC.INLET 
大阪市北区 オリエンタルスプーン西天満店
大阪市北区 cafe シャト・レーヌ プラス 大阪駅前第２ビル地下２階南店
大阪市北区 花兎
大阪市北区 おばんざい しば田
大阪市北区 flower
大阪市北区 盛田バー
大阪市北区 ＳＨＯＴ ＢＡＲ ＮＯＢＵ
大阪市北区 串揚げ水庵
大阪市北区 ハバ
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大阪市北区 白兎
大阪市北区 鶏魂鳥福
大阪市北区 中国茶とお酒のお店 喜助
大阪市北区 カラオケ酒場two
大阪市北区 サウンドエレガンス
大阪市北区 Everyone's Good House
大阪市北区 珈琲専門店 MAC
大阪市北区 笑門酒房だんけ
大阪市北区 BAR&MAGIC くすめっと
大阪市北区 中崎
大阪市北区 ＮＯＵＶＥ ヌーヴ
大阪市北区 Kitchen味人
大阪市北区 バーウェイト
大阪市北区 Min(みんと)
大阪市北区 Cafe R
大阪市北区 CAFE LAPINE 36
大阪市北区 吉田スヰッチ
大阪市北区 BARオマツ
大阪市北区 おむらいす屋
大阪市北区 LUI
大阪市北区 ひら井
大阪市北区 miyavi
大阪市北区 RaggaRagga
大阪市北区 活きな男の酒処 くぼ田
大阪市北区 彩
大阪市北区 ライムライト
大阪市北区 K's HILLS
大阪市北区 Amigo
大阪市北区 Bar Sun-Q
大阪市北区 ダイニングバーボギー
大阪市北区 善三郎BAR
大阪市北区 麺2
大阪市北区 天麩羅いづも
大阪市北区 よし家
大阪市北区 味楽
大阪市北区 おばんざいや万菜
大阪市北区 CAVE
大阪市北区 member's snack for k
大阪市北区 和処Re楽
大阪市北区 Barりんか
大阪市北区 居酒屋 美尋
大阪市北区 BAR PROGRESSO
大阪市北区 anju sachi
大阪市北区 シャーロックホームズ
大阪市北区 鉄板diningだんぼ
大阪市北区 yamatobi
大阪市北区 サーティ／フィフティ 30 ／50
大阪市北区 肴串すたんど おぼら
大阪市北区 居酒屋天神橋若竹
大阪市北区 BAR華
大阪市北区 musiqueAnge 
大阪市北区 AXCELIFE
大阪市北区 スナック実
大阪市北区 BAR KDN
大阪市北区 賀茂ん
大阪市北区 io's bar 25
大阪市北区 LACERBA
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大阪市北区 つきや
大阪市北区 VIOLA
大阪市北区 Bar cocoro
大阪市北区 松阪牛 きし庵
大阪市北区 ナーガカリー
大阪市北区 Honey-na
大阪市北区 ブラッスリー舵
大阪市北区 モンテラート
大阪市北区 アミー
大阪市北区 ラ･シェール
大阪市北区 伊勢海老鍋いろは
大阪市北区 BarIslet
大阪市北区 レクラン
大阪市北区 Jcrown
大阪市北区 ギブクイーン
大阪市北区 luce
大阪市北区 居酒屋母さん
大阪市北区 旬菜和酒 味彩
大阪市北区 Bar Hope
大阪市北区 鶏匠 暁
大阪市北区 BA-RU ONE
大阪市北区 Dearマール
大阪市北区 青ノBAR或ルとき
大阪市北区 かんさいだき常夜燈豊崎本家
大阪市北区 member's MANBOU
大阪市北区 神戸マッスルホルモン 天満店
大阪市北区 スナックOZ
大阪市北区 和風スナック加代
大阪市北区 GARDEN
大阪市北区 Beans
大阪市北区 izakaya kamonn 
大阪市北区 THE Aout （Atout 北新地）
大阪市北区 cafe bar mosh
大阪市北区 スナックメルシー
大阪市北区 菖蒲
大阪市北区 らーめんciel
大阪市北区 Rose Marry
大阪市北区 ラウンジ五番街
大阪市北区 株式会社京松
大阪市北区 シンガネ
大阪市北区 焼肉あらたよ
大阪市北区 サロンド.アムール
大阪市北区 BAR 宗
大阪市北区 ぶらんにゅう亭
大阪市北区 さかな割烹とめきち
大阪市北区 BAR GAMI＇s
大阪市北区 食べ呑み処５４
大阪市北区 ダタ＆ビイデビイデ
大阪市北区 夏花火
大阪市北区 ごはん屋ほのか
大阪市北区 天ぷら番長
大阪市北区 Lamp
大阪市北区 鉄板料理とクラフトビールBnD
大阪市北区 北新地Snow
大阪市北区 クレイン
大阪市北区 KITASHINCHI B.C. 北新地B.C.
大阪市北区 オステリアミラ

31 / 80 ページ



市町村名 施設名称

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

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年10月7日公表分）

大阪市北区 寅馬
大阪市北区 メンバーズこはる
大阪市北区 Body
大阪市北区 Bar髙橋
大阪市北区 I.Bar
大阪市北区 スナック艮太郎
大阪市北区 JUNE
大阪市北区 居酒屋さん ゆめしずく
大阪市北区 Cafe&Dining SugarCube
大阪市北区 酒とチーズと自由とENERGY
大阪市北区 地鶏専門店マルエ天神橋三丁目店
大阪市北区 SHOTBAR SoaR
大阪市北区 東南アジア食堂マラッカ
大阪市北区 沖縄料理 遊食屋じゅまる
大阪市北区 オムちゃん食堂
大阪市北区 ツバクロすっぽん食堂大阪店
大阪市北区 中華料理 味道
大阪市北区 北浜ポート焙煎所
大阪市北区 とんこつラーメン神山東梅田店
大阪市北区 淀
大阪市北区 紅谷
大阪市北区 Blanc Chouette
大阪市北区 ＨＯＭＥ ＫＩＴＣＨＥＮ 金陵
大阪市北区 ナオズプレイス
大阪市北区 Marine
大阪市北区 西洋食堂poussin
大阪市北区 ショットバー・ハニーボックス
大阪市北区 Fresta
大阪市北区 Bar Ailes
大阪市北区 for you 伸子
大阪市北区 DUNGAREE
大阪市北区 RELAX
大阪市北区 BAR HARBOUR INN
大阪市北区 bar Candle
大阪市北区 Wine Salon Le Temps ワインサロン ル・タン
大阪市北区 FOODTRUCK
大阪市北区 地鶏網焼きshu
大阪市北区 やきとり大吉天神橋店
大阪市北区 バグース
大阪市北区 Shaka shaka
大阪市北区 焼き鳥渡鳥
大阪市北区 scudetto
大阪市北区 酒楽いのうえ
大阪市北区 しゃぶしゃぶ すき焼き はるな
大阪市北区 金久右衛門梅田店
大阪市北区 CAKE LABO MELT
大阪市北区 masayume tomi
大阪市北区 new ansony
大阪市北区 玉鬘
大阪市北区 居酒屋 末広
大阪市北区 Funk Bar Zip
大阪市北区 スナック長野
大阪市北区 Caupona
大阪市北区 Bar Calm
大阪市北区 Craft beer bar Marciero
大阪市北区 Lounge孝子
大阪市北区 炭焼き酒場 志
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大阪市北区 ＷＡＫＩＮＯ
大阪市北区 タイ料理プリック天満
大阪市北区 日本酒かんき
大阪市北区 かりんとう
大阪市北区 Sakura
大阪市北区 GAZIN ガザン
大阪市北区 ゆき
大阪市北区 至極の麺 華
大阪市北区 Bar Moment
大阪市北区 メンバーズサロンうえむら
大阪市北区 MICKEY HOUSE
大阪市北区 マザー
大阪市北区 Racine
大阪市北区 lady soul
大阪市北区 オーレベアーテ
大阪市北区 家
大阪市北区 cafe bourree
大阪市北区 バージョーカーズワイルド
大阪市北区 BAR UDA
大阪市北区 焼鳥亭てんまはまだ
大阪市北区 みずぐち
大阪市北区 もりおか
大阪市北区 GachaBar
大阪市北区 ハンバーグ専門店Hassaku
大阪市北区 フェニックス 
大阪市北区 かよい
大阪市北区 ロマン
大阪市北区 らいよはうす
大阪市北区 玄武丼丸
大阪市北区 堂島グラッチェ南森町店
大阪市北区 ぶどう畑
大阪市北区 Genty
大阪市北区 カメリア
大阪市北区 中之島本南鉄火
大阪市北区 Todo o Mundo
大阪市北区 ひめ
大阪市北区 イースポット（E-SPOT）
大阪市北区 さぬきうどん四国屋
大阪市北区 大阪うどん・そば てんま
大阪市北区 鉄板居酒屋介JIRO
大阪市北区 ホルモン焼おかだ
大阪市北区 麻雀倶楽部セブン
大阪市北区 ぉ田
大阪市北区 北新地うどん薮や
大阪市北区 フェルナンドキッチン
大阪市北区 WA
大阪市北区 くすのき
大阪市北区 地鶏ダイニングごゆるり庵南森町店
大阪市北区 NAKAYAN BAR
大阪市北区 干物屋 陽
大阪市北区 やまごや
大阪市北区 in the base
大阪市北区 ベル
大阪市北区 カラオケ喫茶 ピッコロ
大阪市北区 惣菜Bar 江川
大阪市北区 シノワフジモリ
大阪市北区 天すし
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大阪市北区 ドットキッチン
大阪市北区 エクウス
大阪市北区 BAR white L
大阪市北区 和酒・和食 新田
大阪市北区 スナックマインド
大阪市北区 Seed -Supporter's Field-
大阪市北区 マイバレリーナー
大阪市北区 Alto Tritone
大阪市北区 GOHAN
大阪市北区 カフェ スーク
大阪市北区 花門
大阪市北区 PB3rd
大阪市北区 カチャトーレヤマガミ
大阪市北区 鉄板料理 堂島
大阪市北区 Lounge  里恵
大阪市北区 みつむら
大阪市北区 BarBlossom
大阪市北区 ナイトイン女女（看板は｢night in女女｣です）
大阪市北区 揚子江ラーメン林記 お初天神店
大阪市北区 テッパン食堂スワーハ
大阪市北区 お好み焼つる家
大阪市北区 BAR ASUKA
大阪市北区 季節料理 佳容
大阪市北区 ANTENNA
大阪市北区 金盃
大阪市北区 パレ水野
大阪市北区 チャイニーズビストロ明翔
大阪市北区 酒蔵九州
大阪市北区 Blue Cherry
大阪市北区 岡田
大阪市北区 SOUTHERN PEAS
大阪市北区 colors
大阪市北区 本庄レトロ・燈
大阪市北区 桜島
大阪市北区 BAR LOOSE
大阪市北区 ミオレ
大阪市北区 白鳥
大阪市北区 Gacha²
大阪市北区 JUN
大阪市北区 Petite milk
大阪市北区 韓国料理ソウル
大阪市北区 小松屋
大阪市北区 キッチンバー マハロ
大阪市北区 カレーハウスT＆A 東天満店
大阪市北区 懐石かつら
大阪市北区 わがままキッチンＭｏｊｏＭｏｊｏ
大阪市北区 japanese tea & bar senn.
大阪市北区 モスクワプリュスシェミ
大阪市北区 Luana
大阪市北区 バーターロギーソナ
大阪市北区 おしゃれ、バー アノット
大阪市北区 MEMBERSいろは
大阪市北区 ぴあの
大阪市北区 sake倶楽部しの
大阪市北区 Ｂａｒひろこ
大阪市北区 べろべろばあ
大阪市北区 pizzeria  scugnizzo da shigeo
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大阪市北区 Ｈｉ－ＰＥＡＲＬ
大阪市北区 炭焼きＢＩＳＴＲＯ Ｏ
大阪市北区 茜屋珈琲店
大阪市北区 ひでちゃんと
大阪市北区 zappa
大阪市北区 スタンドしょう
大阪市北区 こひろ
大阪市北区 美味in家しげ
大阪市北区 季節料理選
大阪市北区 レスト
大阪市北区 お好み焼パセミヤ
大阪市北区 チワワ
大阪市北区 和×伊 大衆酒場カランコロン
大阪市北区 Pane e Vino
大阪市北区 季節料理喬司
大阪市北区 CONNECT
大阪市北区 007 
大阪市北区 Bistro La ratatouille
大阪市北区 PEG LINE ペグライン
大阪市北区 樹
大阪市北区 春穂
大阪市北区 myway
大阪市北区 GuLf
大阪市北区 ゆんたく。
大阪市北区 北新地さらさ
大阪市北区 Glam
大阪市北区 小料理 和
大阪市北区 Bar Rosebank
大阪市北区 Bar lounge S
大阪市北区 いわき
大阪市北区 宮崎地鶏みやかん
大阪市北区 JOY
大阪市北区 シャンデリ
大阪市北区 御料理仕出し美乃家
大阪市北区 アメリカンバー１９６９
大阪市北区 立呑み処時代屋
大阪市北区 WALL-with  Ｔ-
大阪市北区 NorthViilage
大阪市北区 お昼の日替り定食あき
大阪市北区 ブラックムース
大阪市北区 cafe&bar華美
大阪市北区 龍ノ蔵
大阪市北区 蕎麦らうんじ東山
大阪市北区 福島上等カレー 扇町通店
大阪市北区 momo
大阪市北区 Cafe Terrace Pia
大阪市北区 SHOTBAR Tide
大阪市北区 ピーシーズ
大阪市北区 七輪 逢地
大阪市北区 PUMPUP BAR
大阪市北区 Trinity
大阪市北区 来多楼
大阪市北区 Soap opera classics -Umeda-
大阪市北区 RICCIO
大阪市北区 オルイン
大阪市北区 花狩人かとう
大阪市北区 馳走や純平
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大阪市北区 金彩
大阪市北区 肉処たまい
大阪市北区 777
大阪市北区 Bar Share Ami
大阪市北区 嶋村
大阪市北区 居酒屋圭一
大阪市中央区 poco a poco 
大阪市中央区 スパゲティハウス淀屋橋
大阪市中央区 GOLF LINE
大阪市中央区 牛吟 てつろく
大阪市中央区 セットインセカンド
大阪市中央区 AMAZON-天尊-
大阪市中央区 NICO
大阪市中央区 FIFTIES BAR JOHNNY'S
大阪市中央区 With（ウィズ）
大阪市中央区 笑楽館
大阪市中央区 ラウンジ Rocinante
大阪市中央区 ぢどり亭谷六店
大阪市中央区 キーマカレー専門店Keyman
大阪市中央区 lalala
大阪市中央区 ザ. セラーズ南店
大阪市中央区 POCO A POCO
大阪市中央区 オルジェンティーレ
大阪市中央区 M 1
大阪市中央区 かこも北浜
大阪市中央区 MEMBER'S 酒肆小澤
大阪市中央区 船場 大吉
大阪市中央区 居酒屋清水
大阪市中央区 懐楽料理おかん
大阪市中央区 storage
大阪市中央区 コプチャンち
大阪市中央区 Ｂｌａｃｋ Ｓｅａ
大阪市中央区 わんだふる
大阪市中央区 アートバーOVER
大阪市中央区 弐箱
大阪市中央区 D-Link
大阪市中央区 ワインバーレスト
大阪市中央区 カラオケスペースITO-YAN
大阪市中央区 R
大阪市中央区 味千拉麺船場店
大阪市中央区 天ぷらいちば
大阪市中央区 韓流BARchange
大阪市中央区 SnackDD
大阪市中央区 豚ピョラク
大阪市中央区 Bar Newgate
大阪市中央区 おばんざい八
大阪市中央区 華
大阪市中央区 gep
大阪市中央区 BAR STONEHAVEN
大阪市中央区 HOME
大阪市中央区 Seeadler 海鷲
大阪市中央区 どらや
大阪市中央区 楽飲処とねっこ
大阪市中央区 まるたか
大阪市中央区 酒彩館繁稲
大阪市中央区 お好み吉田
大阪市中央区 BAR CHOICE
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大阪市中央区 あっとほーむばー ぼくるーむ
大阪市中央区 Jewel
大阪市中央区 スナックMＹ.舞
大阪市中央区 ｚｕｃｃａ ｖｉｐ
大阪市中央区 ｚｕｃｃａ
大阪市中央区 るびぃ
大阪市中央区 デー
大阪市中央区 ＲＥＰＬＡＹ
大阪市中央区 LUXURYok
大阪市中央区 夢ごこち
大阪市中央区 張亮麻辣烫 
大阪市中央区 中華料理満園焼き小籠包
大阪市中央区 MKRミカリ
大阪市中央区 黄金の塩らぁ麺 ドゥエイタリアン
大阪市中央区 ステーキハウスキューブ
大阪市中央区 Bar Ange
大阪市中央区 アイランド
大阪市中央区 Thai Kitchen KARAHORI
大阪市中央区 マボカリ
大阪市中央区 浪花オムライス
大阪市中央区 Candle
大阪市中央区 GOLDBAR-R-
大阪市中央区 ウリジプ
大阪市中央区 シャルマン
大阪市中央区 水晶
大阪市中央区 Mr.Shinの店
大阪市中央区 スナック 愛
大阪市中央区 炭火
大阪市中央区 STEREO NOVEL
大阪市中央区 北新地鳥屋 天満橋店
大阪市中央区 炭焼居酒屋けむり
大阪市中央区 うどんおでん髙はし
大阪市中央区 味ごよみあし火
大阪市中央区 八十島BIG BOSS
大阪市中央区 Merry Hop
大阪市中央区 八十島
大阪市中央区 OCEAN
大阪市中央区 柾木
大阪市中央区 和創 彩め
大阪市中央区 れだん
大阪市中央区 BAR Rush
大阪市中央区 大衆餃子酒場今ちゃん
大阪市中央区 巷子里小酒館
大阪市中央区 恬茶
大阪市中央区 京さか亭
大阪市中央区 Candy House
大阪市中央区 JUICE
大阪市中央区 そば月山
大阪市中央区 福の花
大阪市中央区 おでん田八
大阪市中央区 WIF
大阪市中央区 オールドカイロカフェ
大阪市中央区 スナック律
大阪市中央区 エンジョイ（enjoy）
大阪市中央区 パバンキ
大阪市中央区 Seven...f
大阪市中央区 Ｂａｒ Ｓｉｐ
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大阪市中央区 とんかつのとん正
大阪市中央区 Bigマーメイド
大阪市中央区 来鈴亭
大阪市中央区 BAR Lien
大阪市中央区 金太郎
大阪市中央区 Bloom ブルーム
大阪市中央区 タコつるバー
大阪市中央区 忠弥
大阪市中央区 cafe&beer あるかアるか
大阪市中央区 リーマンズ
大阪市中央区 本町イタリアン倶楽部
大阪市中央区 宮崎地鶏 とりと
大阪市中央区 Amusement Bar Dragon
大阪市中央区 一八
大阪市中央区 大家
大阪市中央区 古都家
大阪市中央区 番屋
大阪市中央区 Hariken Kitchen
大阪市中央区 UZU
大阪市中央区 難波海鮮酒場 海味家
大阪市中央区 CASUAL BAL MANTRA
大阪市中央区 アジアダイニング嵐山亭
大阪市中央区 一休
大阪市中央区 小谷姐姐マーラータン
大阪市中央区 みつる食堂
大阪市中央区 white～
大阪市中央区 BarFunFun
大阪市中央区 まほろば いろり
大阪市中央区 真心料理きらら
大阪市中央区 TRAP BAR
大阪市中央区 ＭＥＮＢＥＲ＇Ｓ Ｋａｒｉｎ
大阪市中央区 Ｔｈａｉ Ｂａｒ ５５５
大阪市中央区 OMG CHICKEN
大阪市中央区 まる
大阪市中央区 上海大盤鶏料理店
大阪市中央区 ベトナムふぉー専門店
大阪市中央区 備長炭焼・和食 さとり
大阪市中央区 おでん 千々石
大阪市中央区 LIFE
大阪市中央区 南たこ梅
大阪市中央区 ペーパームーン
大阪市中央区 チョコレートハウス エクチュアからほり「蔵」本店
大阪市中央区 ＺＥＲＯ
大阪市中央区 インドレストラン アカース
大阪市中央区 インドレストランアカース
大阪市中央区 細うどん香吾芽
大阪市中央区 Bar seven
大阪市中央区 THE・COURT
大阪市中央区 一利木
大阪市中央区 SORA CAFE
大阪市中央区 stand liber
大阪市中央区 AXIA
大阪市中央区 鉄板かねよし
大阪市中央区 伊酒屋 雄
大阪市中央区 こ玄
大阪市中央区 みんなのリビング
大阪市中央区 NATSU
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大阪市中央区 ダイニングバーHOKOYA 
大阪市中央区 Zero Base
大阪市中央区 バーカサブランカ
大阪市中央区 DandeLion
大阪市中央区 夜上海
大阪市中央区 宇屋
大阪市中央区 沖縄ダイニングザイオン
大阪市中央区 BANGKOKU BAR-&RESTAURANT 
大阪市中央区 BAR Rabbits
大阪市中央区 道頓堀いこい
大阪市中央区 綏泉
大阪市中央区 Member's裕
大阪市中央区 甘熟焼芋あつ姫
大阪市中央区 オールウェイズ
大阪市中央区 ビストロモーベギャルソン
大阪市中央区 輪らって呑んでほんでな
大阪市中央区 とりの極
大阪市中央区 Enjoy Lani
大阪市中央区 よってこ立ち呑みてくてく
大阪市中央区 七輪炭火焼肉丼専門店 のび太
大阪市中央区 KUDOS
大阪市中央区 伊蔵・垂水邸
大阪市中央区 DREAM
大阪市中央区 il sospiro del Mare
大阪市中央区 クワンチャイ 淀屋橋店
大阪市中央区 カラオケスナックナンバーワン
大阪市中央区 ラウンジ宝來
大阪市中央区 菩南座
大阪市中央区 Ｌａ・Ｖｅｌｉｔｅ
大阪市中央区 旬菜番や
大阪市中央区 えび家
大阪市中央区 フェアリー
大阪市中央区 バールナティック
大阪市中央区 日本料理 三喜屋
大阪市中央区 ニタカリバンチャ
大阪市中央区 アミ Ａｍｉｅ
大阪市中央区 シンズキッチン
大阪市中央区 ブランドゥブラン
大阪市中央区 庵の梅
大阪市中央区 Over Seas
大阪市中央区 得正北浜店
大阪市中央区 天地あまっちChineseDining
大阪市中央区 BAR 373
大阪市中央区 Music Bar CODA
大阪市中央区 Estrella Kana
大阪市中央区 PURPLE
大阪市中央区 那由多
大阪市中央区 洋食厨房はいから亭
大阪市中央区 木偶の坊
大阪市中央区 のみ処いっこもん
大阪市中央区 BARぶっち牧場
大阪市中央区 BAR LEGALISS
大阪市中央区 BAR アイトゥーアイ
大阪市中央区 タロー
大阪市中央区 CLUB ONYX
大阪市中央区 CLUB AURA
大阪市中央区 BAR ens
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大阪市中央区 spice32本町店101
大阪市中央区 Bar Buu.
大阪市中央区 IP CITY HOTEL Osaka ファミリア
大阪市中央区 小沢Bar
大阪市中央区 嗜酒
大阪市中央区 Bar Rm.
大阪市中央区 ベニーオ邸
大阪市中央区 喜
大阪市中央区 極楽辣膳
大阪市中央区 キングストーンラウンジ
大阪市中央区 一風雷蔵 船場店
大阪市中央区 barZERO
大阪市中央区 鉄板焼き・お好み焼き 蓮
大阪市中央区 レモンの樹
大阪市中央区 大阪かに源別邸三津寺店
大阪市中央区 K・Rose
大阪市中央区 スタンディングバー我歩
大阪市中央区 BAR athena
大阪市中央区 バッカス
大阪市中央区 中華料理富品
大阪市中央区 壱歩
大阪市中央区 Ｐａｇｅｏｎｅ
大阪市中央区 ＥＸ
大阪市中央区 ふくむすび
大阪市中央区 たけ坊
大阪市中央区 石ノ花
大阪市中央区 鮨D
大阪市中央区 アトラクト
大阪市中央区 天晴れ
大阪市中央区 延南ソ食堂
大阪市中央区 台湾料理華丸
大阪市中央区 CRISPY CHICKEN n' TOMATO宗右衛門町店
大阪市中央区 Fiore
大阪市中央区 おばんざい割烹新宮
大阪市中央区 和食フレンチと日本酒専門店 TABI
大阪市中央区 家の味
大阪市中央区 鱗組
大阪市中央区 BarCactus
大阪市中央区 いちたすいち
大阪市中央区 ZERO NEXT
大阪市中央区 寿司たいすけ
大阪市中央区 肴 あわ鷹
大阪市中央区 GOEN
大阪市中央区 碧
大阪市中央区 たこりき
大阪市中央区 千彌
大阪市中央区 銀彩
大阪市中央区 椿
大阪市中央区 時に和食ゆきや
大阪市中央区 sixpack
大阪市中央区 ニドワゾォー
大阪市中央区 鴨ノ炭治郎
大阪市中央区 いくら
大阪市中央区 土佐武&難波のあぶさん
大阪市中央区 柔ちゃん
大阪市中央区 多丸屋
大阪市中央区 BAR BUDDY
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大阪市中央区 すもうキッチン佐賀昇
大阪市中央区 祇園京乃や 心斎橋店
大阪市中央区 けんちゃん
大阪市中央区 トラットリア デッラ ノンナ
大阪市中央区 ダイニング砦
大阪市中央区 三豊麺心斎橋店
大阪市中央区 サラスバティ
大阪市中央区 バーブレス北浜
大阪市中央区 鶴牛
大阪市中央区 BAR NiCOLE
大阪市中央区 CafeRe:set
大阪市中央区 割烹はせ川
大阪市中央区 音iro
大阪市中央区 GLAD
大阪市中央区 小皿kitchen cocoro
大阪市中央区 串勝ややまちゃん
大阪市中央区 大阪あげ鳥一
大阪市中央区 ＴＥＭＡＲＩＹＡ南本町店
大阪市中央区 焼酎屋五八
大阪市中央区 炭火ラム肉専門店愉崇
大阪市中央区 花水木
大阪市中央区 スナック鈴
大阪市中央区 梅乃宿 温酒場
大阪市中央区 ユーミー
大阪市中央区 割烹家 一本松
大阪市中央区 BAR KEN
大阪市中央区 美家古すし
大阪市中央区 メンバーズリグレコ
大阪市中央区 DIDDLEY BOW
大阪市中央区 ラウンジNOA
大阪市中央区 洋酒舗 勘十里
大阪市中央区 HOTEL IT,S ON 長堀橋
大阪市中央区 東心斎橋ときすし
大阪市中央区 島唄ライブ おぼらだれん
大阪市中央区 BARキリ
大阪市中央区 三千院
大阪市中央区 炭焼き・幸
大阪市中央区 長堀バル &
大阪市中央区 札幌らーめん獅子王大阪店
大阪市中央区 Live bar N
大阪市中央区 Snack明
大阪市中央区 菜根譚 律
大阪市中央区 ピアノバーウルヴァリン
大阪市中央区 寿司いろはや
大阪市中央区 チャイニーズ酒菜 一凛
大阪市中央区 HEARTS
大阪市中央区 蔵 タンバリン
大阪市中央区 anショップ
大阪市中央区 のまずくわず
大阪市中央区 サクラノマ
大阪市中央区 蓮の華
大阪市中央区 Ｃｌｕｂ ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ
大阪市中央区 #harumaru
大阪市中央区 黒門酒場
大阪市中央区 Dr.Shisha
大阪市中央区 まんねんカレー
大阪市中央区 旬食和心 志
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大阪市中央区 メンバーズ祐
大阪市中央区 Casablanca 
大阪市中央区 サザンスター
大阪市中央区 鉄板焼きとお酒 sAtori 家
大阪市中央区 あそびBAR glamorous
大阪市中央区 哀酔酒町ROUTE路地裏
大阪市中央区 居酒屋あーちゃん
大阪市中央区 口福彩菜ひなた
大阪市中央区 近藤慎之介笑店
大阪市中央区 FABRICA
大阪市中央区 トスンイ
大阪市中央区 itis（イッツ）
大阪市中央区 串揚げ居酒屋ＺＥＮ
大阪市中央区 和囲炉
大阪市中央区 La Vie en Rose
大阪市中央区 シガーバースーペルノーバ淀屋橋店(supernova)
大阪市中央区 マル福
大阪市中央区 鮨一
大阪市中央区 しゃぶしゃぶ豚々
大阪市中央区 Saki
大阪市中央区 メンバーズレーベ
大阪市中央区 七於實
大阪市中央区 BAR KUNITOMO
大阪市中央区 粋膳ダイニングあにゅー
大阪市中央区 鶏焼肉Pele
大阪市中央区 Queue
大阪市中央区 酒肴BAR厳樫
大阪市中央区 BAR DE ZERO
大阪市中央区 串揚げ ばらんざっく
大阪市中央区 近江屋心斎橋鰻谷
大阪市中央区 南船場鉄板食堂はなたれ
大阪市中央区 居酒屋 やまもと
大阪市中央区 まぐろ小屋別邸
大阪市中央区 アジア多国籍料理 マルコポーロ
大阪市中央区 紀州梅河
大阪市中央区 福田屋珈琲店
大阪市中央区 中国料理 福華酒家
大阪市中央区 天ぷら 大天
大阪市中央区 浜風２ゴー
大阪市中央区 Ｊeeno
大阪市中央区 ＢＡＲチュチュブランカ
大阪市中央区 小料理天秤棒
大阪市中央区 ミナミ伊太バル ボッカ食堂
大阪市中央区 炭火屋ほり江
大阪市中央区 じゃじー
大阪市中央区 BLACKPEARL-MOVIE-TOY-SHOP
大阪市中央区 じんのばぁー
大阪市中央区 Z-BRA
大阪市中央区 活ふぐ青柳
大阪市中央区 ACE
大阪市中央区 LOA-M
大阪市中央区 Virgin Moon 
大阪市中央区 菜々人
大阪市中央区 joint
大阪市中央区 ゴールドチキンポチャ
大阪市中央区 おでん・惣菜 如月
大阪市中央区 縁
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大阪市中央区 月尾島
大阪市中央区 Ritorno
大阪市中央区 いまだや
大阪市中央区 昌
大阪市中央区 VamosBar
大阪市中央区 カラオケ秀
大阪市中央区 Yokosoかあさんのみせ
大阪市中央区 Bar Filial
大阪市中央区 kitchen bar ma-ha
大阪市中央区 ホルモンラーメン白寿 東心斎橋店
大阪市中央区 bar eleven
大阪市中央区 定食呑み処イケダ家
大阪市中央区 キー眸
大阪市中央区 欧風食堂 曽和料理店
大阪市中央区 Sierra
大阪市中央区 小料理 ガスビルマエ
大阪市中央区 destin
大阪市中央区 魚串BAR
大阪市中央区 華ya
大阪市中央区 居酒屋もつっ子きっそう
大阪市中央区 みにしゃぶひょうたん
大阪市中央区 バー梅木
大阪市中央区 ちりとり鍋専門店 なかや
大阪市中央区 Milk Bar
大阪市中央区 M831
大阪市中央区 スタンド ソバ サンカク
大阪市中央区 meza
大阪市中央区 ブルアーマーリングサービス
大阪市中央区 和ダイニングＨatakenaka
大阪市中央区 COLZA
大阪市中央区 串焼きyashima
大阪市中央区 ワイン小料理ilpicolit
大阪市中央区 花茶
大阪市中央区 Live Bar SPOT
大阪市中央区 海源丸
大阪市中央区 たこ将軍畳屋町店
大阪市中央区 ties
大阪市中央区 たこ将軍千年町
大阪市中央区 ドンキショッテ
大阪市中央区 㐂笑
大阪市中央区 おさかな処 男女川
大阪市中央区 スナックユジン
大阪市中央区 酒房丹波屋
大阪市中央区 エスケイ・インターナショナル株式会社
大阪市中央区 Bar DILEMMA
大阪市中央区 月の雫
大阪市中央区 立ち呑み やっすん
大阪市中央区 さくらSAKE
大阪市中央区 天宝
大阪市中央区 くろぶた
大阪市中央区 清月
大阪市中央区 MUSIC BAR DJ SAVE MY LIFE
大阪市中央区 ユキ
大阪市中央区 上等カレー内本町店
大阪市中央区 BAR柴平
大阪市中央区 ほんがれや千日前店
大阪市中央区 Shot bar CURE
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大阪市中央区 お好み焼 みふ
大阪市中央区 たこ萬
大阪市中央区 PoPPo
大阪市中央区 Bar Crowd
大阪市中央区 スペシャル
大阪市中央区 MILULARI
大阪市中央区 スペイン食堂 ラ・オリーバ
大阪市中央区 にせん
大阪市中央区 ABENO  HUB
大阪市中央区 中国東北料理 月縁春
大阪市中央区 eN
大阪市中央区 Bistro MOUSQUETON
大阪市中央区 BAR Altopino
大阪市中央区 Kitchen Salt&Pepper
大阪市中央区 極味
大阪市中央区 ルナージュ
大阪市中央区 バー ブルーローズ
大阪市中央区 HARCIE BAR
大阪市中央区 パートII
大阪市中央区 ピアジェ
大阪市中央区 スーク
大阪市中央区 Tomo
大阪市中央区 マキショウ
大阪市中央区 カラオケ ソウル
大阪市中央区 リノアンドアイアコーヒー
大阪市中央区 Blue
大阪市中央区 MembersJoys
大阪市中央区 創作バルアジト365
大阪市中央区 三豊麺堺筋本町店
大阪市中央区 SKYYBLUE
大阪市中央区 スナック生
大阪市中央区 G.BLUE
大阪市中央区 ダイニングバーツバメ
大阪市中央区 OTIS
大阪市中央区 梅市
大阪市中央区 心斎橋アルバ渡辺
大阪市中央区 道頓堀 奴茶屋
大阪市中央区 Bar vivi
大阪市中央区 ライブスポットテンション
大阪市中央区 SnackBee
大阪市中央区 sakuma
大阪市中央区 炭火かわらや
大阪市中央区 スタート
大阪市中央区 まるたこ
大阪市中央区 ノーブレス
大阪市中央区 ＭＩＳＴＲＡＬ
大阪市中央区 Bar Tear Bell
大阪市中央区 Loop
大阪市中央区 ジビエ料理と鉄板料理の店MH
大阪市中央区 スナックまり
大阪市中央区 焼肉新恵
大阪市中央区 立呑中華堂ＰＥＩ
大阪市中央区 buttocks
大阪市中央区 mu
大阪市中央区 やき亭ぼーの
大阪市中央区 季節料理鼓太郎
大阪市中央区 Toyoさんの台所
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大阪市中央区 日本酒＆ワインｔｏｉ
大阪市中央区 くつろぎのワインNico
大阪市中央区 ジーエム
大阪市中央区 ＢＡＳＥ
大阪市中央区 炭焼食堂てぃーの店
大阪市中央区 スナックかず也
大阪市中央区 GOLD
大阪市中央区 サンジェルマン
大阪市中央区 カフェ&BAR chat noir
大阪市中央区 四季彩Palette
大阪市中央区 味菜
大阪市中央区 焼肉の牛太本陣東心斎橋店
大阪市中央区 BLUEDIAMOND
大阪市中央区 四季遊食 一歩
大阪市中央区 酒道楽こけこっこ
大阪市中央区 Bar Feliz
大阪市中央区 Lea ful
大阪市中央区 キッチン&リカー遊ya家
大阪市中央区 BARウラマコヤ
大阪市中央区 せぷてんBar
大阪市中央区 あしべ
大阪市中央区 Ｍｅｍｏｒｙ
大阪市中央区 ラヴァンス
大阪市中央区 LaVerite
大阪市中央区 チルドレン
大阪市中央区 カレー倶楽部ルウ南船場店
大阪市中央区 Billiards Cafe&Bar BRO
大阪市中央区 道頓堀美食屋
大阪市中央区 プールジャム心斎橋
大阪市中央区 スナック松
大阪市中央区 フルハウス
大阪市中央区 MOMONOKI
大阪市中央区 酒道楽 雲や
大阪市中央区 美健香味 味処 藤原
大阪市中央区 ＲＵＢＹ
大阪市中央区 居酒屋ケンちゃん
大阪市中央区 串料理KOHAKU
大阪市中央区 お好み焼 どむす
大阪市中央区 Ange
大阪市中央区 Bar Zero 堺筋本町店
大阪市中央区 こやなぎ 
大阪市中央区 cafe＆bar ヘブンズキッチン
大阪市中央区 BarGOLD
大阪市中央区 まほろば
大阪市中央区 コナイト
大阪市中央区 CHEF'S LIBRARY
大阪市中央区 海
大阪市中央区 サ・エ・ラ
大阪市中央区 キートス
大阪市中央区 玄いし橋
大阪市中央区 39
大阪市中央区 クラフト カフェ
大阪市中央区 さかいえん弥
大阪市中央区 サカホン酒場
大阪市中央区 ルナ・リンド
大阪市中央区 弁慶
大阪市中央区 かきつばた
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大阪市中央区 GLUTTONY
大阪市中央区 ちんぐ屋
大阪市中央区 LoungeLian
大阪市中央区 TOMMY
大阪市中央区 coro
大阪市中央区 アンサンブル
大阪市中央区 BLUE MAN
大阪市中央区 Joe
大阪市中央区 フェアリー
大阪市中央区 海鮮酒場喰海
大阪市中央区 ぶんちゃっ
大阪市中央区 押忍えびたこ家
大阪市中央区 ジェムソン・バー
大阪市中央区 魚菜・酒肴 すざき
大阪市中央区 椿姫
大阪市中央区 JUN
大阪市中央区 Bar 一般保護例外
大阪市中央区 貝と海老そして蟹
大阪市中央区 オカメカフェ
大阪市中央区 ナナロク
大阪市中央区 櫻
大阪市中央区 ミナミ十字星本町店
大阪市中央区 月光仮面純ちゃん家
大阪市中央区 鉄板焼屋五連
大阪市中央区 ARASHI
大阪市中央区 えい吉
大阪市中央区 小都路
大阪市中央区 ダイアモンドロックスBAR
大阪市中央区 すなっく すず
大阪市中央区 肉まる
大阪市中央区 ちんちら
大阪市中央区 頂賢麺
大阪市中央区 喜心
大阪市中央区 立ち呑み処 小粋
大阪市中央区 jackalなんば店
大阪市中央区 肴谷
大阪市中央区 デーパク
大阪市中央区 炭火焼き鳥 青山商店
大阪市中央区 アルモンデ
大阪市中央区 BarLoungeありす
大阪市中央区 ストークサウス
大阪市中央区 スポーツマンクラブポール
大阪市中央区 雅
大阪市中央区 とれたて農園Ｐｏｒｃｏ道頓堀店
大阪市中央区 お好み鉄板焼きむら
大阪市中央区 PreClo
大阪市中央区 Bar&Lounge M2
大阪市中央区 Bell
大阪市中央区 月家
大阪市中央区 スナック シゲ
大阪市中央区 SeaStation
大阪市中央区 ラウドスピーカー
大阪市中央区 焼肉ヒロミヤ
大阪市中央区 ぎょうざ専門店2号店
大阪市中央区 BAR PONY
大阪市中央区 つづみ
大阪市中央区 旬惣菜あかり
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大阪市中央区 3eBAR
大阪市中央区 BLUE MARLIN
大阪市中央区 立呑屋串天ロック
大阪市中央区 Rossi
大阪市中央区 なおみん家
大阪市中央区 ズッパ
大阪市中央区 Bar M
大阪市中央区 わけあり
大阪市中央区 Cafe and Bar Bancone
大阪市中央区 マリリンズキッチン
大阪市中央区 串皇難波店
大阪市中央区 大鳳亭
大阪市中央区 スナックインディアン
大阪市中央区 チェリー
大阪市中央区 ribbon DINING BAR
大阪市中央区 Chielly
大阪市中央区 千客万来まねきだこ アメリカ村店
大阪市中央区 串皇千日前店
大阪市中央区 ＢＡＲうーちゃん
大阪市中央区 新ほてい
大阪市中央区 グリル南風
大阪市中央区 串串
大阪市中央区 居酒屋松永
大阪市中央区 ル・ビストロ クードポール
大阪市中央区 食彩あん
大阪市中央区 道頓堀てらす
大阪市中央区 高やＣＡＮＴＩＮＥ
大阪市中央区 天満橋バルHut
大阪市中央区 木渦
大阪市中央区 ACT
大阪市中央区 たまりば
大阪市中央区 肴処 サムライ
大阪市中央区 スナック温
大阪市中央区 ラーメンひろ
大阪市中央区 孫七
大阪市中央区 串仁和
大阪市中央区 サミープー
大阪市中央区 TRUE BLUE
大阪市中央区 だしが命の塩らーめん ぎょぎょぎょ
大阪市中央区 Tsukiyomi
堺市堺区 花鳥風月
堺市堺区 シィータイレストラン
堺市堺区 スナック長崎
堺市堺区 ステーキやまと
堺市堺区 大衆鉄板酒場味彩
堺市堺区 オドルヨウニ
堺市堺区 友遊
堺市堺区 キッサスナック舞
堺市堺区 ジャンボ寿司魚竹
堺市堺区 糸
堺市堺区 八剣伝浅香山駅前店
堺市堺区 ひまわり
堺市堺区 山鹿
堺市堺区 家庭料理 一から
堺市堺区 仔牛亭
堺市堺区 まごころ料理 嘉一
堺市堺区 ジャピーナ
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堺市堺区 カレーハウスT＆A 堺三宝店
堺市堺区 和洋彩寿 大翔
堺市堺区 カラオケステージ はなぐるま
堺市堺区 麺や聰
堺市堺区 麺工房ゆでっち
堺市堺区 Trattoria L.S.C
堺市堺区 BAR808
堺市堺区 KE
堺市堺区 焼鳥バコン堺本店
堺市堺区 とんかつ駒太郎
堺市堺区 三丁カフェ
堺市堺区 ネパール・インド料理 DEVI Ⅱ
堺市堺区 ネパール・インド料理 DEVI
堺市堺区 焼とり楽宴
堺市堺区 浜焼き太郎堺東店
堺市堺区 スナック京
堺市堺区 エルモーザ カラオケ
堺市堺区 カラオケ喫茶ミヤ
堺市堺区 旬魚 ざこば
堺市堺区 サムズアップ
堺市堺区 Bar Non Chiamo
堺市堺区 Casablanca
堺市堺区 うどんそば処げんき家
堺市堺区 旬彩 心陣
堺市堺区 No.5
堺市堺区 立ち飲みOJO
堺市堺区 母や
堺市堺区 かふか
堺市堺区 溝畑商店(溝畑酒店)
堺市堺区 焼肉MARUYASU
堺市堺区 LADYBuG
堺市堺区 jalan jalan ジャランジャラン
堺市堺区 居酒屋SAKURA
堺市堺区 韓国料理チャングム
堺市堺区 スナック京香
堺市堺区 お好み焼き 焼そば うしたま
堺市堺区 スナック小梅
堺市堺区 ニュータイランドイサーン
堺市堺区 居酒屋月詠
堺市堺区 ごちそう屋四季
堺市堺区 Club Rain
堺市堺区 Revel
堺市堺区 スワンレデイー
堺市堺区 玉味亭
堺市堺区 トンボ鮓
堺市堺区 グリルトミーパート２
堺市堺区 ヨンス
堺市堺区 counter BAR 7G
堺市堺区 Free Style
堺市堺区 西田鮨
堺市堺区 シンデレラストーリー
堺市堺区 アコースティックバー弦
堺市堺区 スナック惠子
堺市堺区 Lounge Loop
堺市堺区 ほうせん
堺市堺区 R2
堺市堺区 黒毛和牛いち輪

48 / 80 ページ



市町村名 施設名称

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

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年10月7日公表分）

堺市堺区 とり秀
堺市堺区 お好み焼きふくや
堺市堺区 蛸壺
堺市堺区 肴labo.
堺市堺区 スナック よこはま
堺市堺区 カラオケ喫茶JUN
堺市堺区 フォルテ倶楽部珈琲
堺市堺区 ピアノン
堺市堺区 メンバーズ オウル
堺市堺区 立呑みとんぼ
堺市堺区 韓国屋台料理とらじ南海堺駅前店
堺市堺区 カラオケ オアシス
堺市堺区 snack V&V
堺市堺区 スナック基男
堺市堺区 パインヴィレッジ
堺市堺区 虎屋
堺市堺区 スナック炎 ( ほのお)
堺市堺区 スナックふれんず
堺市堺区 手打ちうどんそば処香川
堺市堺区 DININGBAR CYOIWARU
堺市堺区 和ダイニング大将
堺市堺区 Jenny's Ice Crepe SHOP
堺市堺区 Sail 
堺市堺区 スナック与志美
堺市堺区 一徳亭
堺市堺区 お好み焼き鉄板焼き鈴
堺市堺区 味通り
堺市堺区 かどや
堺市堺区 純の花
堺市堺区 島唄ライブみーくん
堺市堺区 和彩食 来都
堺市堺区 カラオケBarアメちゃら
堺市堺区 いっそん
堺市堺区 たみや
堺市堺区 オモニ
堺市堺区 立ち呑処ゆう
堺市堺区 釜山
堺市堺区 カラオケスナック愛里
堺市堺区 とらじ天神店 桜
堺市堺区 京
堺市堺区 カラオケパブ とまと
堺市堺区 WINEHOUSE K ＆K
堺市堺区 焼き肉牛ハツ
堺市堺区 アイズ
堺市堺区 やいて屋
堺市堺区 Blue Scene
堺市堺区 LABALABAR
堺市堺区 OpaL
堺市堺区 月下美人
堺市堺区 鳥俊
堺市堺区 菊
堺市堺区 申手延麺
堺市堺区 SANCHEZ
堺市堺区 ワンエル
堺市堺区 Gussan
堺市堺区 飲み処Fries
堺市堺区 Bar Hwaja
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堺市堺区 Dining＋お酒 凛
堺市堺区 食堂酒場特製からあげ凛
堺市堺区 みやぶたと沖縄料理 沖炭
堺市堺区 日本酒肆やよや
堺市堺区 ちゃんこ鍋天洋
堺市堺区 遊食旬菜 きのした
堺市堺区 千
堺市堺区 居酒屋 けさらん
堺市堺区 カラオケBarローゼー
堺市堺区 Bogey
堺市堺区 鉄板焼バルＨＩＬＯ宗友
堺市堺区 chopin
堺市堺区 Lounge yuu
堺市堺区 Ｂａｒ ＲＯＤＥＯ
堺市堺区 海鮮居酒屋うおいち
堺市堺区 Grace
堺市堺区 Bar PROST
堺市堺区 カラオケ酒場 ももじり
堺市堺区 snackTHREE
堺市堺区 ミスター天津飯
堺市堺区 エンゼル堺
堺市堺区 お好み焼き ます福
堺市堺区 トレティオバル
堺市堺区 Cellar House CLAP
堺市堺区 下町バルREONA
堺市堺区 59(悟空)
堺市堺区 M-1
堺市堺区 スターゲート
堺市堺区 アルファ
堺市堺区 Lent  レント
堺市中区 創作フレンチNoir
堺市中区 創作季節料理和彩
堺市中区 ありがとう
堺市中区 CLUB efu
堺市中区 club 48 Forty Eight
堺市中区 お食事処えびす
堺市中区 天勝
堺市中区 たま屋
堺市中区 福美鮨
堺市中区 立呑処 大当り
堺市中区 寿司雅グループ株式会社
堺市中区 ONE SHOT BAR DREAM
堺市中区 たこ焼鉄板いろは
堺市中区 みんみん深井店
堺市中区 うどん土佐屋深井店
堺市中区 スナック マドンナ
堺市中区 居酒屋四六八
堺市中区 おかんのYAKI鷄
堺市中区 すぷーん
堺市中区 カラオケなな
堺市中区 立ち呑みマルヒロ
堺市中区 居酒屋はっちん府大前店
堺市中区 カラオケスタジオ秋月
堺市中区 カラオケ.スタジオ.演芸館
堺市中区 平成元年
堺市中区 鹿児島うどん八田店
堺市中区 カラオケ夢工房 ロジエ
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堺市中区 一唐
堺市中区 焼肉 由兵衛
堺市中区 G-jya
堺市中区 ラウンジジュエリー
堺市中区 カラオケスナックうる声やつら
堺市中区 あぁみ婆
堺市中区 シェフの隠れ家
堺市中区 居酒屋グウフォ
堺市中区 韓国料理 きんや
堺市中区 御食事処なんでも屋幸太郎
堺市中区 ぢどり庵
堺市中区 ＰＡＰＩＬＬＯＮ
堺市中区 スタンディングバーツグミ
堺市中区 あじと
堺市中区 BOOM
堺市中区 隠れ家
堺市中区 Jun²
堺市中区 スナック 心愛
堺市東区 中華居酒家 あんず
堺市東区 居酒屋おかえり
堺市東区 四季一善 北野田店
堺市東区 焼バル しーぴっぐ
堺市東区 心音
堺市東区 寿司一品しゃんこ土田
堺市東区 創作和食 楓
堺市東区 居酒屋 増田
堺市東区 ホルモンくりゅう
堺市東区 心八剣伝 初芝駅前店
堺市東区 インド・ネパール料理 ナマステサガル
堺市東区 焼肉炸
堺市東区 喫茶・スナック サン
堺市東区 居酒屋かいゆう亭
堺市東区 ほっこり立呑み くりゅう
堺市東区 LocoMotion
堺市東区 居酒屋歩
堺市東区 大蔵
堺市東区 サランサラム
堺市東区 仁奈
堺市東区 気まぐれ屋
堺市東区 居酒屋ゆ
堺市東区 おごじょ
堺市東区 遊楽居酒家やんちゃくれ
堺市東区 スナック タキ
堺市東区 うまいもんやこうちゃん
堺市東区 まる徳ラーメン
堺市東区 さうす
堺市東区 La cucina massa Felice
堺市東区 カジュアルバーアレグラ
堺市東区 欧風ダイニングTanto
堺市西区 お好み焼弦
堺市西区 たこいち
堺市西区 立ち飲みトラ寅
堺市西区 カラオケスタジオあいうえお
堺市西区 屋台村ゆきちゃん
堺市西区 真鯛研究所
堺市西区 紺野酒店
堺市西区 割烹一
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堺市西区 酒処 たっちゃん
堺市西区 ベルハウス
堺市西区 猫
堺市西区 ２４
堺市西区 カラオケ・マーブル
堺市西区 鳥福
堺市西区 焼肉酒場万次郎
堺市西区 スナックらん
堺市西区 美幸寿司
堺市西区 竜起
堺市西区 串活料理にしむら
堺市西区 ダイニングおくの
堺市西区 浜焼太郎石津川駅前店
堺市西区 八剣伝石津川駅前店
堺市西区 梨華
堺市西区 惣菜バルyou
堺市西区 はっぴ
堺市西区 竜太
堺市西区 カラオケハウス アイリス
堺市西区 洋食焼き悦ちゃん
堺市西区 カラオケ美優
堺市西区 和
堺市西区 コ－ヒーハウスnoga&スナック
堺市西区 soeurs
堺市西区 うどん屋六五
堺市西区 BAR SLOW
堺市西区 布袋
堺市西区 TreasureIsland
堺市南区 純手造り うどんそばの店 土佐
堺市南区 うどん土佐屋深阪本店
堺市南区 呑み呑みカラオケ 桜
堺市南区 カラオケスナック心花ｃｏｃｏｃａ
堺市南区 BACCANA(バカーナ)
堺市南区 河内屋
堺市南区 PURPOSE CAFE
堺市南区 花咲く さくらうどん
堺市南区 るくく
堺市南区 酒楽処 くるみ
堺市南区 お好み焼きゆず
堺市南区 からおけ タッチ
堺市南区 焼鳥さぶちゃん
堺市北区 お好み焼き静
堺市北区 ぷくぷく
堺市北区 村一番
堺市北区 花うさぎ
堺市北区 日本酒こころのバー
堺市北区 お好み焼 よしだ
堺市北区 呑んで屋 日々喜
堺市北区 鳥英
堺市北区 ひろみ
堺市北区 CAFE&DINING BELLE
堺市北区 ゆき菜
堺市北区 カラオケ喫茶愛
堺市北区 La Citta
堺市北区 麦一
堺市北区 マッチの店
堺市北区 カラオケ 道
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堺市北区 のぼる
堺市北区 どてやきえーちゃん
堺市北区 かぢどり
堺市北区 肉処 むすび
堺市北区 おおさかもん料理 鮨 守屋
堺市北区 カラオケハーレー
堺市北区 Bar MOCHA
堺市北区 ラウンジフェアリー
堺市北区 cafe dining Kohga
堺市北区 魚と串がおいしい和食処クルクル
堺市北区 彩 chen
堺市北区 歌声さかば まるた
堺市北区 福笑
堺市北区 お好み焼き なかよし
堺市北区 焼き鳥 雷 北花田店
堺市北区 いどころ屋おせっかい
堺市北区 NEO.Darts Factory
堺市北区 栄助寿司
堺市北区 居酒屋もず一番
堺市北区 カラオケスナック まーみっ
堺市北区 炭火焼肉河野
堺市北区 酒菜屋いっかく
堺市北区 Japo Dining
堺市北区 Snack Wisteria
堺市北区 串かつ太助
堺市北区 かてい料理 笑
堺市北区 麵家八兵衛
堺市美原区 喫茶＆郷土料理 美園茶家
堺市美原区 喫茶＆郷土料理 美園
堺市美原区 なんやかん屋ちとせ
堺市美原区 ラウンジ フローレンス
堺市美原区 重
堺市美原区 カフェレストランMACHIII
岸和田市 喫茶 遊
岸和田市 鮨割烹匠
岸和田市 バッカス
岸和田市 わさび
岸和田市 薩摩地鶏炭火焼あすか
岸和田市 家庭料理 戎
岸和田市 居酒屋笑福
岸和田市 eye
岸和田市 食楽キッチンえびす
岸和田市 スナック茜
岸和田市 半徳
岸和田市 楽酒家
岸和田市 酒房まるの台所
岸和田市 凛
岸和田市 スナック癒 ゆず
岸和田市 カラオケ かおる
岸和田市 喫茶１００番
岸和田市 居酒屋喜色
岸和田市 焼肉みらく亭
岸和田市 洋風居酒屋ちゃっちゃ
岸和田市 一力寿司
岸和田市 呑み処おまつ
岸和田市 お食事酒処ねづ
岸和田市 とり焼き 旬鶏
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岸和田市 地どり炭火焼翔鳥
岸和田市 BAR R3
岸和田市 一品料理 えんかい
岸和田市 スナックフロアーおばクラ
岸和田市 カレーは飲み物.com
岸和田市 すいか
岸和田市 Jewel
岸和田市 炭火焼肉 祭ばやし
岸和田市 居酒家ＢａｒＭＫ
岸和田市 kappou hiroshi
岸和田市 ジンギスカン白樺
岸和田市 cafe 空冷四
岸和田市 みつよし
岸和田市 カラオケ喫茶真衣
岸和田市 snack YUKI
岸和田市 居酒屋風味処朝日
岸和田市 すしん坊
岸和田市 極楽酒場
岸和田市 居酒屋だんない亭
岸和田市 赤さん食堂
岸和田市 居酒屋 仁
岸和田市 千鳥寿司
岸和田市 ヒカリ
岸和田市 洋食浜の家
岸和田市 おかを
岸和田市 フェアリーズ
岸和田市 BALIHAN BAR
岸和田市 居酒屋ひろたん
岸和田市 CAFE  NO-DA
岸和田市 焼肉食うちゃん
岸和田市 焼肉 扇
岸和田市 居酒屋まっちゃん
岸和田市 やきとり忠
岸和田市 ぢどり亭東岸和田店
岸和田市 ラウンジ F ｒａｎｃ．ｆｒａｎｃ
岸和田市 おきな
岸和田市 たこ焼き たかし
岸和田市 aka'aka-lu
岸和田市 お好み焼き味美亭
岸和田市 亜土炉
岸和田市 メンバーズラコンテ
岸和田市 名菜楼
岸和田市 ＬｉｋｏＬｉｎｏ51
岸和田市 カラオケ夢
岸和田市 旬菜や いなせ
岸和田市 炭焼やきとり一番小松里店
岸和田市 のみくい処しょーべぇ
岸和田市 スナックTiffany
岸和田市 お好み焼きてっぱん焼きGutto
岸和田市 Blue Rose
岸和田市 BAR CLOSET
岸和田市 TEPPAN BAR TACK'N ROLL
岸和田市 すまいる
岸和田市 会津 田舎そば
岸和田市 donkey
岸和田市 酒房かんと
豊中市 カラオケ喫茶歌小屋
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豊中市 居酒屋だんだん
豊中市 スナックわさら
豊中市 cafePRIMOPASSO 
豊中市 鮨淡路
豊中市 酒処ひなた
豊中市 善名緑
豊中市 炭火焼鳥 鳥ふく
豊中市 Lotus foods (蓮) lounge miyuki
豊中市 うどん・そば処なかま
豊中市 HAWAIKI
豊中市 cafe de soul
豊中市 ラウンジAlfa
豊中市 味彩清川
豊中市 居酒屋ハイビスカス
豊中市 居酒屋蛮酌
豊中市 太平洋
豊中市 天ぷら 山﨑
豊中市 お好み焼 味幸
豊中市 おいどん
豊中市 藍亭
豊中市 Bakery＆CafeDining RACCOLTA
豊中市 KOJIBAR
豊中市 居酒屋 舞
豊中市 和み料理処てっちゃん
豊中市 呑み処昌太
豊中市 お食事処丸まる
豊中市 錦寿司
豊中市 いなほ
豊中市 カフェヒラノ
豊中市 EQUES
豊中市 ラウンジJUJU
豊中市 LIT
豊中市 ゆう
豊中市 つくも
豊中市 エフラット カフェー(エフラット カフェーぷらす１６８)
豊中市 Bar Quon tity
豊中市 カラオケぶらん
豊中市 お好み鉄板焼き合格
豊中市 IL pulcina
豊中市 鉄板焼れすとらん中はら
豊中市 しんちゃん
豊中市 中華居酒屋福
豊中市 よまわり
豊中市 スナックシュガー
豊中市 たまむし
豊中市 和のごちそう 岳獅
豊中市 やきとり福福
豊中市 スナック G ・G
豊中市 NATURALSTYLE
豊中市 韓国家庭料理 KOREA
豊中市 寿司たく
豊中市 小料理 吟
豊中市 まるみ屋
豊中市 喫茶めっちん
豊中市 手打さぬきうどんえん
豊中市 ARAIRA2
豊中市 弁慶
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豊中市 六源 豊中店
豊中市 お好み幸房 和楽
豊中市 グリルいけだ
豊中市 焼肉 大井
豊中市 スナック夢二
豊中市 かしわ舎服部店
豊中市 Rgrow
豊中市 居酒屋ポエム
豊中市 庄内ブルース＆ライブバールーズ
豊中市 オステリア カポ エジリオ
豊中市 cafe  dining かや
豊中市 居酒屋久ちゃん
豊中市 Bar.COLOURS
豊中市 NightBarViVi
豊中市 焼肉三品
豊中市 居酒屋貞
豊中市 浜焼太郎豊中庄内店
豊中市 とり吉
豊中市 すし誠
豊中市 ネギッ娘
豊中市 お出汁の薫る家庭料理あきゑ
豊中市 サンチョパンサ
豊中市 カラオケ居酒屋かよちゃん
豊中市 Joes Steak&Burgers
豊中市 Little Pine
豊中市 割烹小ぶな
豊中市 BAR Koinobori
豊中市 あほや夕日丘店
豊中市 じゅじゅ庵 服部店
豊中市 牛肉商牛旬三郎曽根店
豊中市 味道園
豊中市 ミニミニ マハラジャ
豊中市 coco
豊中市 OKONOMIYAKI SHAKU
豊中市 LOVE
豊中市 スナック カレン
豊中市 炉ばた焼 喜楽
豊中市 ガスステーション
豊中市 創作料理おばんざいきむら
豊中市 Travel&Music Bar Tommy's
豊中市 串もん
豊中市 らーめん大宝軒
豊中市 BAR GEAR
豊中市 広島焼きGOD
豊中市 ばんばそば
豊中市 サンドリーム
豊中市 創作串焼きAKANBEE
豊中市 カラオケ＆LIVE 515
豊中市 千客万来まねきだこ 千里中央店
豊中市 スタンドバルamanozyaku
豊中市 カラオケスマイルプラス曽根店
池田市 ふじはら
池田市 やすらぎ
池田市 鶏魚酒場炭治郎石橋店
池田市 スナックvilla
池田市 てっぱんや 一 HAJIME
池田市 焼肉・冷麺 牛若丸
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池田市 ミラージュ
池田市 TORI TO NICK
池田市 居酒屋だるま
池田市 喫茶スナックオンリー
池田市 カステラ物語
池田市 鉄板焼 志布志
池田市 Bar AVALON
池田市 魚々市
池田市 月とうさぎ
池田市 かしわ処 滋久
池田市 ピースライオン
池田市 さわ味
池田市 ジョニーのからあげ 石橋駅前店
池田市 もんじゃ焼ひろちゃん
池田市 Mangan
池田市 寿し善
池田市 BobCat
池田市 麺や凛
池田市 旬創作 酔処 月天
池田市 Night Cafe 渚難済
池田市 喫茶&BARたひみよん
池田市 焼肉いわみ
池田市 MAX
池田市 SAKURAⅡ
池田市 和 せいりゅう
池田市 おばるさんの鶏ばる
池田市 馬肉料理ばにっくん
池田市 中華そば表があれば裏もある
池田市 こうちゃんの台所
池田市 bamboo
池田市 松前
池田市 秋吉 石橋店
池田市 涎屋
池田市 カラオケレストバーZEMI
池田市 麺屋女王蜂
池田市 ＢＬＵＥ ＯＣＥＡＮ
池田市 喜のかこい 城南店
池田市 ひらり
池田市 RICH CLUB
池田市 石橋のぱいせん
池田市 きらくや魚天
池田市 珍吉
吹田市 ことぶき
吹田市 フランス料理レストラン Ｌａ Ｂａｌａｎｃｅ
吹田市 旬屋じょう崎
吹田市 楽楽 豊津店
吹田市 大阪菓心 やなぎ沢
吹田市 cafeLucky
吹田市 らーめん樹希
吹田市 串盧
吹田市 欧和食・鉄板焼Nakagawa
吹田市 味園
吹田市 福すし
吹田市 松屋
吹田市 居酒屋ひろちゃん
吹田市 焼き鳥大吉 千里丘店
吹田市 焼味尽本舗 江坂店
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吹田市 味ごころ 僖楽
吹田市 Cafe Eight
吹田市 焼肉ダイニング 幸の蔵
吹田市 炭.style
吹田市 居酒屋ふるさと
吹田市 遊食中華 吃飯
吹田市 串"焼（くじゃく）
吹田市 まるとラボ
吹田市 鳥べえ
吹田市 食の彩豊恋想
吹田市 Yakki鶏
吹田市 炭火焼き鳥一鶏
吹田市 しまや
吹田市 久留米ホルモンみつ澤
吹田市 YOIYA 宵夜 Off course
吹田市 居酒屋あん
吹田市 焼肉かぼちゃ亭
吹田市 GOOD ENOUGH DINER
吹田市 ぴんしゃらぴんしゃら
吹田市 寿し久
吹田市 nasaran
吹田市 寅次郎
吹田市 寿司・居酒屋 万両
吹田市 竹見台の食卓 光之助
吹田市 ラウンジアリエス
吹田市 わかば
吹田市 ANIMO
吹田市 スナック桜
吹田市 呑み食い処 鉄ちゃん
吹田市 プリシア
吹田市 ヒゲちゃん
吹田市 奄人
吹田市 ミニラウンジチャップリン
吹田市 中国料理 太志傳
吹田市 ワインバーリトゥム
吹田市 居酒屋麦わら
吹田市 ぶんぶん堂
吹田市 インドネパール料理パプリカ
吹田市 料理とお酒晴ル
吹田市 やまと蔵人
吹田市 らーめん蓮
吹田市 玄品吹田
吹田市 お好み焼き鉄板焼き 千
吹田市 若葉屋
吹田市 Othello
吹田市 栄すし
吹田市 たこ焼き喫茶 polpon
吹田市 new S cafe ニュースカフェ
吹田市 お好み焼き野の香
吹田市 カラオケ喫茶 こぶしの花
吹田市 蕎麦とお酒とおばんざい鹿しま
吹田市 居酒屋 精治
吹田市 GALLERY X CAFEBAR ケセラ
吹田市 花車
吹田市 ぶんぶんカステラ
吹田市 IMPACT
泉大津市 韓国館
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泉大津市 アジクラ
泉大津市 天ぷら 瞬
泉大津市 台所ダンケちゃんちゃん
泉大津市 Bar O₂
泉大津市 Club Leone
泉大津市 ステーキハウスあひるの子
泉大津市 むらかみ
泉大津市 ばんさん
泉大津市 からあげ いし井
泉大津市 Re:Noa
泉大津市 カラオケあむりる
泉大津市 碧海
泉大津市 グラッツィエ
泉大津市 ルチルクォーツ
泉大津市 割烹 角わき
泉大津市 相撲料理 両国
泉大津市 楽食居酒屋 笑
泉大津市 鳥料理専門店 鳥せん
泉大津市 UliUli dining×bar
泉大津市 焼き鶏ラタン
泉大津市 煌キラリ
泉大津市 ハルタ屋
泉大津市 ふじ好
泉大津市 snack Dream
泉大津市 居酒屋おかん
泉大津市 鹿児島うどん助松店
泉大津市 ルピナス
泉大津市 guest room パール
泉大津市 呑気家
泉大津市 あい
泉大津市 お好み焼きこんちゃん
泉大津市 にぎわいや
泉大津市 居酒屋わが家
泉大津市 居酒屋なおさん
泉大津市 すなっく玲子
泉大津市 お好み焼き だい家
泉大津市 季節料理 味彩
泉大津市 テコナ
高槻市 酔っ払い めぐちゃん
高槻市 Bar Agit
高槻市 京口町てるい
高槻市 dimshel蕾
高槻市 梶平
高槻市 MIX BAR K,s
高槻市 HATSUNE
高槻市 ゴンパチ高槻
高槻市 天神の湯 茶の間
高槻市 居酒屋希SAKU／串カツ一穂
高槻市 セピア
高槻市 とん平
高槻市 カラオケ喫茶COCO
高槻市 まつむら
高槻市 膳
高槻市 ヘルシージンギスカン クラジン
高槻市 無双心高槻店
高槻市 やってまんがな４４
高槻市 CHANECO
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高槻市 八方美人
高槻市 といだ寿司
高槻市 ミルキーウェイ
高槻市 Ｍ-TRY
高槻市 肉バル＆ダイナーJajaja Dos
高槻市 Grillバル 飛擦技
高槻市 e'toile
高槻市 家庭料理なおみちゃん
高槻市 ラウンジ   リトゥール
高槻市 居酒屋泰平
高槻市 Makale'a
高槻市 天安菜館
高槻市 お食事処 松
高槻市 家ごはんYA艶
高槻市 幸蔵Jrジュニア
高槻市 炭火やき鶏吉川
高槻市 Lamitie
高槻市 キッチンたきざわ
高槻市 ディーディー
高槻市 おさかなと地酒 凛太郎
高槻市 ベルフォーレ
高槻市 カンタムーチョ
高槻市 BAR  HAーCHAN
高槻市 ラウンジブルートレイン
高槻市 焼肉やまおか
高槻市 高槻カジュアル酒場 出口屋
高槻市 あまえんぼう
高槻市 bar nightspot Ｋ
高槻市 炭火焼かにかくに
高槻市 やたい屋
高槻市 Ｓａｋｅ Ｂａｒ 芥
高槻市 Shot Bar Tale
高槻市 日登実
高槻市 鉄板鍋 焼肉 一心
高槻市 鉄板焼らぷらぷ
高槻市 鉄板焼 とらよし
高槻市 葵
高槻市 ワインダイニングなかむら屋
高槻市 お座敷バーぐっさん
高槻市 お好みの焼き っぽい
高槻市 檸檬樹529
高槻市 旬彩魚庵 美蔵
高槻市 和ダイニング治
高槻市 アモーレ
高槻市 BARごいち
高槻市 沖縄ダイニング 美ら彩
高槻市 BIRTH ACT
高槻市 藤
高槻市 居酒屋宗さん
高槻市 小料理 さよ
高槻市 スナックホームズ
高槻市 立ち飲み屋 盤石
高槻市 和の遊食かい
高槻市 REONE
高槻市 ムーランマロニエ
高槻市 I zakaya 16番地
高槻市 吉味屋
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高槻市 夢さき
高槻市 びすとろほり伊
高槻市 珉珉
高槻市 喫茶＆food's Bar Kojikoji
高槻市 ビリヤード・ダーツ&Food bar Ozbuddy
高槻市 BAR GRAN RESERVA
高槻市 スタミナ百番
高槻市 primal
高槻市 White Gold
高槻市 ＣＨＲＯＭＥⅡ
貝塚市 焼肉 よっちゃん
貝塚市 カラオケ喫茶スナックあい
貝塚市 本格中国料理 郷菜館
貝塚市 とりたこ御殿
貝塚市 naminami cafe
貝塚市 茶庵 蔦
貝塚市 焼肉松ちゃん
貝塚市 アダムジュニア
貝塚市 M.AHaloha
貝塚市 喫茶ペプシ
貝塚市 水間ゴルフクラブ食堂
貝塚市 パサトーレ
貝塚市 肉バル ダイニング sai-ton
貝塚市 はっぴー
貝塚市 ＫＡＩ
貝塚市 旭川ラーメン
貝塚市 BARびー玉
貝塚市 鉄板焼かってもん
守口市 ヨッコイショ
守口市 かおる
守口市 SANAI
守口市 焼肉文禄庵
守口市 カラオケ あっぷる
守口市 カラオケ喫茶スナック ありあけ
守口市 居酒屋美流渡
守口市 l'purルピア
守口市 居酒屋 里味
守口市 LaughingOwl 
守口市 居食屋うえむら
守口市 エムズキッチン
守口市 居酒屋上ちゃん
守口市 あさひ
守口市 North Dining 神衣
守口市 コリアン酒場 せじょん
守口市 クラフトビール＆フェアトレードワインLIPIJA
守口市 居酒屋凛
守口市 かう苑
守口市 さくらや ろかせず
守口市 お花ちゃん
守口市 櫻家
守口市 更科
守口市 ＢＡＲ 羽屋Ｕｙａ
守口市 七輪焼肉 あけぼの食堂
守口市 彩
守口市 スナック今日子
守口市 お茶処わん
守口市 焼肉居十汎
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守口市 肉のたじま
守口市 アリラン
守口市 一品料理 吉祥
守口市 Fresh Fruit Bar Hua
守口市 味肴房田
守口市 六源
守口市 鉄板酒場 野次馬
守口市 おばんざいさんかく
守口市 酒楽まる
守口市 カフェ・ド ふる川
守口市 居酒屋うめ吉
守口市 クリンク千恵
守口市 手打ちうどん紅屋
守口市 ダンスタジオ＆バー RJ
守口市 バー皐月
守口市 有限会社伏見屋商店
守口市 カラオケ喫茶＆スナック ちこ
守口市 桂
守口市 侑
守口市 ICHI
守口市 ロデオ ドライブ
守口市 喫茶 紫苑
守口市 わんぱく亭
枚方市 ふる里
枚方市 志季
枚方市 家庭料理 金太郎
枚方市 カラオケカフェこころ
枚方市 ラーメンひふみ
枚方市 韓喜屋
枚方市 くい亭
枚方市 AGES CAFE
枚方市 カラオケチャーミー
枚方市 カレーとコーヒーの店ちびた
枚方市 スナックギャラクシー
枚方市 カラオケ・スナック瞳 スナック瞳
枚方市 BAR case
枚方市 有限会社くずは一の谷
枚方市 喫茶kazu
枚方市 ごはんダイニングshinka511
枚方市 天邑 あつが瀬
枚方市 大寿司
枚方市 ホワイトヒルズ
枚方市 夜来香
枚方市 ニューシーマ
枚方市 串し処串幸
枚方市 snack花穏
枚方市 うさぎや
枚方市 唄と酒  あかり
枚方市 スナック凛
枚方市 喫茶 珈織
枚方市 カフェバー&カラオケ・あん
枚方市 蛸ちゃん丸
枚方市 居酒屋みつや
枚方市 創作和膳 うえだ
枚方市 worlds end
枚方市 A SIDE/B SIDE
枚方市 Bene
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枚方市 三代目たくちゃん長尾駅前店
枚方市 金八っつぁん
枚方市 肉料理 黒麒麟
枚方市 スナックCherry
枚方市 喫茶軽食トレビアン
枚方市 ダイニング 槐
枚方市 kingyo
枚方市 割烹 藤
枚方市 とり華
枚方市 居酒屋 八五郎
枚方市 ブルーローズ 
枚方市 利楽
枚方市 Barwith
枚方市 わっしょい酒場十笑
枚方市 居酒屋愛
枚方市 やきとり笑吉
枚方市 和ーＤｉｎｉｎｇ蔵
枚方市 スナックJOKER
枚方市 えーす
枚方市 Social Dining Ebi-蔵
枚方市 援軍山
枚方市 L,A,M,F,
枚方市 カフェレスト19ハウス
枚方市 たこやき けんちゃん
枚方市 ラ・サンテ
枚方市 BAR CrossRoad
枚方市 The Second BAR
枚方市 Baby-Hearts
枚方市 dining bar cantata
枚方市 樹
枚方市 JUNKA
枚方市 三代目たくちゃん
枚方市 創作鉄板居酒屋BEJITA
枚方市 胡麻切り蕎麦創作串揚げ おおの
枚方市 Charo
枚方市 カメリア
枚方市 Free style bar 福
枚方市 ritrovo
枚方市 喫茶＆スナック 花恋
枚方市 喫茶ひだまり
枚方市 トラットリアダナオシ
枚方市 スナックあきら
枚方市 酒処よかよか
枚方市 金峰地どり
枚方市 トレンタ
枚方市 MAICHOCO
枚方市 カフェミロール cafe Milord
枚方市 立ち飲み処 酒倉
枚方市 smart＆smile
枚方市 BRASSERIE TAMUTAMU 
枚方市 カラオケ喫茶礼砂美
枚方市 頑ばりや
枚方市 moms+kitchen&cafe
枚方市 いっぱいらーめん
枚方市 焼肉黒江
枚方市 喜えん
枚方市 Bar vivid
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枚方市 cafe vivid
枚方市 スナックみさ
枚方市 和洋酒彩ダイニング 山崎屋
茨木市 氣ＤＯＲＩ
茨木市 集龍軒
茨木市 炭座
茨木市 イタリア料理トラットリアバールプレーゴ
茨木市 BAR Teachers'
茨木市 とんかつ・かつ丼 あかつき 
茨木市 鮨龍平
茨木市 やきとり 居酒屋 吉鳥
茨木市 麵道而今茨木店
茨木市 華音
茨木市 いぐれっく
茨木市 オスロ
茨木市 B.S 鮎川
茨木市 らーめんじゃ川田商店
茨木市 にゅーさらりいまん
茨木市 WHICH WAY
茨木市 串活店 おぐら
茨木市 かぐや姫
茨木市 ZERO
茨木市 居酒屋やっちゃん
茨木市 STAND BOND
茨木市 カラオケスナックつなぐ
茨木市 鶏炭焼らーめん専門店 田村家
茨木市 焼鳥大吉
茨木市 ＬｅｍｏｎＧｒａｓｓ Ｈｏｕｓｅ
茨木市 海神
茨木市 中華居酒屋はるき
茨木市 あじわい茶屋 妙
茨木市 ラ・メール
茨木市 酒処きんさん
茨木市 お食事処 たえ
茨木市 和季あいあい
茨木市 Cafe&Bar a²
茨木市 馬肉専門店桜
茨木市 居酒屋わさび
茨木市 居酒屋繁ちゃん
茨木市 熊本ラーメンひごっこ
茨木市 カラオケカフェ サライ
茨木市 玄品茨木
茨木市 さわらぎ
茨木市 絆
茨木市 やきとり大吉茨木西店
茨木市 Berrys Cafe
茨木市 DOLPHIN
茨木市 かくれんぼ
茨木市 crocchioハルの洋食バル
茨木市 LittleWing
茨木市 スナックテルキャット
茨木市 lounge Ciel
茨木市 ひびき
茨木市 ゆうらい
茨木市 炭焼き鳥仁
茨木市 cafe  &  bar  You  on  kan
茨木市 おっげ
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茨木市 BAR華音
茨木市 遊食倶楽部はるはる
茨木市 北野酒店
茨木市 馬人
茨木市 焼肉料理さかもと
茨木市 Lounge鍵
茨木市 Allegro le mariage
茨木市 虎やん&グローブ
茨木市 カラオケスナック秋桜
茨木市 さかえ
茨木市 八剣伝 茨木玉櫛店
茨木市 ラウンジJUNKO
茨木市 居酒屋 錦蔵
茨木市 酒采黒瀬
茨木市 飲み食い処お宝まんちん
茨木市 つけ麺いちもり
茨木市 味楽
茨木市 酒肴菜結庵
茨木市 あきない
茨木市 とりとっとー
茨木市 スナックまりこ
茨木市 スナックのりこ
茨木市 水餃子の店ハルビン
茨木市 カラオケ淳ちゃん
八尾市 髭鯨
八尾市 ひろせ
八尾市 天ぷら旬菜天花
八尾市 shell
八尾市 我が家
八尾市 IRIS
八尾市 ジェラード
八尾市 カラオケ居酒屋 ソウル
八尾市 真ちゃん
八尾市 焼肉たくや
八尾市 心愛
八尾市 cafe&barMArc
八尾市 ナイトクルーズRIO
八尾市 カラオケ喫茶フレンド
八尾市 COCO
八尾市 カフェセッテベッロ
八尾市 お好み焼ぐー
八尾市 ダイニングすえひろ
八尾市 ニュースター２
八尾市 Ｌｉｎｋ
八尾市 ヤキソバベイベー・オコノミヤキベイベー
八尾市 BLUESSY
八尾市 居酒屋つくし
八尾市 カラオケ喫茶ナイトフライト
八尾市 ARROWS
八尾市 おもーれ
八尾市 レストラン西洋亭
八尾市 バル酒場
八尾市 ザ･ミュンヒ
八尾市 J.one
八尾市 J.bros
八尾市 和らい
八尾市 カラオケれい子
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八尾市 ルピナス
八尾市 カラオケ喫茶まちこ
八尾市 三月兎
八尾市 ミュージックパルやまと
八尾市 旬彩小柳
八尾市 Pit Break
八尾市 居酒屋のんちゃん
八尾市 味どころしょうらく
八尾市 立飲処 創
八尾市 カラオケ喫茶 歌姫
八尾市 日本料理笠置
八尾市 お好み焼笑
八尾市 すし処恵比寿
八尾市 すなっく美月さつき
八尾市 おばんざい 結
八尾市 酒と肴vin酌
八尾市 炉端さりけ
八尾市 カラオケステージＭ
八尾市 スナックmomo
八尾市 うまんま
八尾市 肉いち
八尾市 たこ焼き居酒屋たこ心
八尾市 Hanayaka Cafe
八尾市 Eccola
八尾市 酒場一輪
八尾市 will  be
八尾市 焼肉 肉ちゃん
八尾市 みよし
八尾市 スナックポパイ
八尾市 MAKO家
八尾市 あまやどり
八尾市 ぱんちゃん
八尾市 カラオケ蘭
八尾市 河Kou
八尾市 CHAIN
八尾市 Xana
八尾市 カラオケスタジオ銀河
八尾市 沖縄そば心
八尾市 スナック城
八尾市 炭火焼鳥翔矢
八尾市 もつ鍋とホルモンの店蝶屋
八尾市 たこ焼あほや志紀駅前店
八尾市 ピースアシュベリー
八尾市 Tokiaprofumo
八尾市 炭焼 陽なたや
八尾市 CafeRocca
八尾市 ＡＱＵＡ
八尾市 カラオケ シード千
八尾市 まんま。
八尾市 ＭＡｒｃ
八尾市 喫茶グッピー
八尾市 小料理 ゆるり
八尾市 四季彩々 すえひろ
八尾市 洋食や
八尾市 みとう
八尾市 味彩
八尾市 鉄板焼おかむら
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八尾市 BAR PAIN
八尾市 とんぼ
八尾市 カラオケ道場優
八尾市 SAMURA1
八尾市 梅本
八尾市 味よし
八尾市 実の花
八尾市 MIRAI (ミライ)
八尾市 松吉
八尾市 三野郷
八尾市 菜花
八尾市 きりん
八尾市 H.you
八尾市 青城閣
八尾市 カラオケ喫茶 間ニ間ニ
八尾市 喫茶カリメラ
八尾市 居酒屋 福ちゃん
八尾市 やきとり大吉 八尾空港
八尾市 ラウンジ ViVi
八尾市 串清
八尾市 パスタハウスＭａ－ｃｈａｎ
八尾市 TACHINOMI朝日
八尾市 ひでぼん東久宝寺店
八尾市 串かつ こもり
八尾市 肉彩酒場クアトロ
八尾市 SEVEN
八尾市 ダイニング＆バーShirohige
泉佐野市 おはん
泉佐野市 Curry&Bar jamy's
泉佐野市 健美亭 泉佐野店
泉佐野市 Hot House
泉佐野市 LONESTAR
泉佐野市 割烹 春日
泉佐野市 ちゃんぽん堂政勝軒
泉佐野市 スナック羅蘭
泉佐野市 あさひ亭
泉佐野市 七輪焼レストラン花みずき
泉佐野市 そうさく料理てんきち
泉佐野市 焼肉ひねちゃん
泉佐野市 プラグカフェ
泉佐野市 カラオケれん
泉佐野市 恋音
泉佐野市 たこ焼き とんちゃん
泉佐野市 チンギス
泉佐野市 Snack Le'a
泉佐野市 スナックBROS
泉佐野市 BarBull
泉佐野市 一杯飲み屋まめちゃん
泉佐野市 ワインバーTeRRa＋泉佐野店
泉佐野市 すなっく月華
泉佐野市 キッチンバー ディークス
泉佐野市 亀仙人食堂
泉佐野市 アイリス
泉佐野市 いちご
泉佐野市 お寿司
泉佐野市 瑞季
泉佐野市 チャイナキッチン まんち
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泉佐野市 台湾料理錦福香
泉佐野市 漁場
泉佐野市 KARAOKE 壱 ichi
泉佐野市 カブシキガイシャ井口
泉佐野市 鳥屋鶏人
泉佐野市 キッチンshabana
泉佐野市 美秀膳
泉佐野市 Bistro bar oluolu
泉佐野市 お好み焼き彬
泉佐野市 笑美酒 道
富田林市 汽車ポッポ コノミヤ富田林店
富田林市 りえ吉
富田林市 大政寿司
富田林市 開屋本舗 ココベジ キッチン
富田林市 やきとりしば家
富田林市 居酒屋笑暖
富田林市 大衆割烹たかはし
富田林市 カフェルミエール
富田林市 グランドホテル二葉喫茶コーナー
富田林市 彩
富田林市 ザガーデンワコウ
富田林市 美佳月
富田林市 初代富田林珈琲ホンマルラジオ南大阪局
富田林市 アメリカンカフェ TAKE5
富田林市 マッハカレー富田林店
富田林市 居酒屋はっちん須賀店
富田林市 スナック結
富田林市 鳥福
富田林市 cafe dining apricot
富田林市 chair&bar hisa
寝屋川市 美浜
寝屋川市 地酒い炉り焼き 福篭
寝屋川市 ラウンジアルジャン
寝屋川市 le pequelet
寝屋川市 Lowlence
寝屋川市 うみびや
寝屋川市 居酒屋かやしま
寝屋川市 ファンタジー
寝屋川市 お好み焼き らっきい
寝屋川市 ちょい吞み 気まぐれ
寝屋川市 手羽っしょ 寝屋川店
寝屋川市 おいすかった
寝屋川市 居酒屋友
寝屋川市 北京
寝屋川市 Lounge M
寝屋川市 居酒屋一集
寝屋川市 韓国料理 美江
寝屋川市 華酔
寝屋川市 ステーキファイブ寝屋川店
寝屋川市 大安寿司
寝屋川市 MA   CHERIE
寝屋川市 オマール海老と黒毛和牛のお店ビストロケンズ
寝屋川市 海鮮和酒 川上家
寝屋川市 ショコラ
寝屋川市 BUTTER CHICKEN
寝屋川市 一品料理かず
寝屋川市 CAFE SONO VIVO
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寝屋川市 コーヒーショップＡＢＣ新香里店
寝屋川市 ホットスポット
寝屋川市 BAR Luciole
寝屋川市 カラオケPure II
寝屋川市 焼鳥おしどり
寝屋川市 すずらん
寝屋川市 居酒屋風林火山
寝屋川市 酒処かつみ
寝屋川市 中華料理 平
寝屋川市 美食屋こころ
寝屋川市 Elen
寝屋川市 食美歌処 今泉
寝屋川市 ラウンジSherry
寝屋川市 居酒BAR HONU
寝屋川市 地鳥亭
寝屋川市 和の台所ふろしき
寝屋川市 心々
寝屋川市 大衆酒場 夢屋 香里園店
寝屋川市 和風スナックなかむら
寝屋川市 爽
寝屋川市 AMAMIYA
寝屋川市 京おでん二口
寝屋川市 やす喜寿司
寝屋川市 カラオケ友
寝屋川市 bar snack じゃっかる
寝屋川市 Misty
寝屋川市 創作屋黒猫
寝屋川市 焼鳥居酒屋こびと屋
寝屋川市 としのぶさん家の粉
寝屋川市 居酒屋みじょか
寝屋川市 大和地鶏 鶏焼 山どり
寝屋川市 縁
寝屋川市 スナックニューコスモス
寝屋川市 カラオケはぴねす
寝屋川市 喜多光酒店
寝屋川市 スナックシェル
寝屋川市 BIRTH
寝屋川市 Ｊｕｌｉｅｔ
寝屋川市 JAH
寝屋川市 なにわ
寝屋川市 さわだや
寝屋川市 呑み処 さよ
寝屋川市 salon de eve
寝屋川市 ピースリー
河内長野市 はなまる
河内長野市 炭火焼 笑や
河内長野市 たこ焼きやきや
河内長野市 カラオケカフェわ
河内長野市 キャンディ
河内長野市 ohana1964
河内長野市 福人
河内長野市 カラオケまりん
河内長野市 まるきよ
河内長野市 チャイニーズキッチンTAKUMI
河内長野市 酒菜つぶやき
河内長野市 406
河内長野市 丸昌
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河内長野市 スナック殿
河内長野市 居酒屋 鉄板焼 とうりゃんせ
河内長野市 食彩ゆう
河内長野市 スナック志津
河内長野市 カラオケスナック まき
河内長野市 まん月や
河内長野市 ダイニングバーシュクレべべ
河内長野市 スナックルテシイア
河内長野市 カフェバー&カラオケ「ALOHA」
河内長野市 MUGEN
河内長野市 旬味 まつだ
河内長野市 Lamp
河内長野市 つけ麺ダイニング麺一HAJIME
河内長野市 カラオケことぶき
河内長野市 居酒屋いろり
松原市 カラオケスタジオハルカ
松原市 御食事処ふるさと
松原市 お好み焼き花
松原市 トマト
松原市 サイカ
松原市 居酒屋 旅路
松原市 正記屋酒店
松原市 カラオケ喫茶&スナックなっち
松原市 ちょこっと居酒屋 笑場
松原市 バンコクタイ料理
松原市 韓国料理 なつめ
松原市 中国料理大河
松原市 すし処桂
松原市 カラオケさら
松原市 うどん屋辰海
松原市 ふぐ政松原店
松原市 葵屋酒店立ち呑みあおいや
松原市 らー麺 藤吉 河内天美店
松原市 麺酒屋 GUNS ガンズ
松原市 花串 ひら井
松原市 焼肉 池田
松原市 葡萄の木
松原市 カラオケ喫茶 歌謡館
松原市 かつ処らんかむ
松原市 カフェプリズム
松原市 カラオケ喫茶大連
松原市 サニーサイドカフェ
松原市 ミニラズファクトリー
大東市 居酒屋味座
大東市 一寸処モリ本
大東市 TOPIA
大東市 BonheurChouette
大東市 中華食堂せっちゃん
大東市 スナックマミー
大東市 さかな亭
大東市 やきとり鳥喰
大東市 喫茶 よしの
大東市 居酒屋灯り
大東市 SOLEIL
大東市 らぁめん万福
大東市 BAR 心臓
大東市 ＯＮ ＴＨＥ ＲＯＡＤ
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大東市 居酒屋幸
大東市 つきすき
大東市 ビストロ I makura
大東市 カラオケ喫茶はる
大東市 ラウンジピュア
大東市 板前居酒屋八のや
大東市 居酒屋わか
大東市 らもと
大東市 居酒屋すわ
大東市 Aiらんど
大東市 黒どり
大東市 居酒屋つた家
大東市 kitchenBaum
大東市 ひとくちからあげこがねちゃん
大東市 四季菜家 彩
大東市 焼肉 仙炎
大東市 saffy
大東市 Angela
大東市 ラウンジもず
和泉市 カラオケハウス杏
和泉市 創作料理 司
和泉市 PUBジョーク
和泉市 創作居酒屋絆
和泉市 ハイランダー
和泉市 麺鍋処とんこつ総本家大福家
和泉市 焼肉鬼瓦亭
和泉市 紫瑠美亜
和泉市 居酒屋大ちゃん
和泉市 ハーフ
和泉市 サムライ・ハート
和泉市 カラオケベニ
和泉市 イリアンジャ
和泉市 メルシー
和泉市 コンポステラ
和泉市 あめや
和泉市 魔女
和泉市 渚凪
和泉市 桜ら咲
和泉市 居酒屋ウタえもん
和泉市 焼き鳥ゆずや
和泉市 月花美人
和泉市 カラオケスタジオK.I
和泉市 カラオケスタジオ歌姫
和泉市 鉄板居酒屋ぐいぐい
和泉市 久
和泉市 レストラン逵田
和泉市 居酒屋 前
和泉市 お好み焼きマコ
和泉市 ニュー喜久家
和泉市 遊食彩宴居酒屋Jambo家
和泉市 スナックれん
和泉市 居酒屋かしやん
和泉市 酒処 たまちゃん
和泉市 Dining Cafe Bar anemone
和泉市 居酒屋ダイニング千鳥
和泉市 鍋料理山麗盛
和泉市 呑み処 亀
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和泉市 森房
和泉市 FORNO ITALICO
和泉市 麺屋昴和泉店
和泉市 たこ焼きかっちゃん
和泉市 Bar MACHIKADO
和泉市 五飯屋
和泉市 ダイニング オハナ
和泉市 蔵元
和泉市 酒房 こまつ
和泉市 BABY SWEET
和泉市 ピンクストーン
和泉市 らーめんけいしょう
和泉市 鳥あみ焼彩
和泉市 ぢどり亭光明池店
箕面市 炭火焼肉 南平
箕面市 スナック美里
箕面市 SNACKウェル
箕面市 GEORGE BAGEL
箕面市 すぎ山
箕面市 本場インド料理 ＤiｐＲＡＳＮA 小野原店
箕面市 和（あえる）
箕面市 カラオケ喫茶 スナック 和
箕面市 カラオケスタジオコーダンシャ
箕面市 Natural Dining 鶏まる
箕面市 BAZZ LIGHT
箕面市 はくちゃんパクちゃん
箕面市 ボジリ
箕面市 やきとり大吉石橋店
箕面市 HOTDOG&BAR BOO
箕面市 スナックMR
箕面市 餃子専門店 蓮
箕面市 お好み焼だいにんぐはる家
箕面市 Michiru Assiette Dessert 
箕面市 JOY Bar
箕面市 ビステリアＰｌｅａｓａｎｔＤｉｎｉｎｇ・ｃａｆｅＮＯＮＮＡ
箕面市 bar K spirits
箕面市 お好み焼いまくら
箕面市 磯よし 本店
箕面市 味菜香 やま脇
箕面市 せんしゅう
箕面市 鶏バルおかやん
箕面市 HERBAL INDO YOGA
柏原市 居酒屋 きたうら
柏原市 べろや
柏原市 つぼみ
柏原市 スタンドしえん
柏原市 居酒屋壱番
柏原市 つるちゃんカラオケ
柏原市 牛山
柏原市 ラウンジ華蓮
柏原市 コーヒーショップカムス
柏原市 カラオケ銀扇
柏原市 ブルームーン
柏原市 炉ばた焼き豆狸
柏原市 和バル 楓
柏原市 Cuoca
柏原市 S-FACTORY
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柏原市 炭火焼鳥ひぃたん
羽曳野市 ごん太
羽曳野市 カラオケBAR JUN
羽曳野市 鼓月
羽曳野市 ちょっくら
羽曳野市 ばんちゃん
羽曳野市 カラオケbarヴァンパイア
羽曳野市 ろばた渚
羽曳野市 カフェ峯屋
羽曳野市 YANCHA姫
羽曳野市 より道きよせ
羽曳野市 CLEF
羽曳野市 炭火串焼あうん
羽曳野市 お好み焼き こぞう
羽曳野市 BAR SINCE
羽曳野市 宮崎地頭鶏料理と肴の店ゆたか
羽曳野市 居酒屋ばんがさ
羽曳野市 絆
羽曳野市 Nagomi
羽曳野市 吞み喰い処 ひとっちゃん
羽曳野市 たちのみ ほりぐち
羽曳野市 カラオケ喫茶 オークス
羽曳野市 つかさ寿し
羽曳野市 ことぶき
羽曳野市 呑歌楽田井
羽曳野市 一品料理 和
羽曳野市 ひぃ
羽曳野市 河田
羽曳野市 NOWORK motor&cafe
羽曳野市 旬彩割鮮 きむら
羽曳野市 水響館
羽曳野市 三河鮨
羽曳野市 手しごと家 くる
羽曳野市 カラオケ喫茶プチ
門真市 本格インド料理マナ
門真市 満月
門真市 宝
門真市 クアドリフォリオ
門真市 とりなす
門真市 鉄板焼スカボローフェア
門真市 スナックシベール
門真市 もつ鍋の谷口
門真市 一品・餃子かのこ
門真市 groove
門真市 カラオケ喫茶やすらぎ
門真市 千扇
門真市 ぷてぃあヴぃにょん
門真市 串揚げ 繁 おばんざい
門真市 スナック ドルフィン
門真市 お好み焼き田舎
門真市 カラオケ喫茶ミミ
門真市 八ちゃん
門真市 ちゃんこ来伝
門真市 よってけ
門真市 風林
門真市 花の里
門真市 るなぱるく
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門真市 お好み焼 居酒屋 ふくや 門真店
門真市 スナックゆき
門真市 chiccken LEON 
門真市 カラオケ喫茶＆バー ami
門真市 居酒屋たぬき
門真市 T3cafe
門真市 ラウンジ縁
門真市 丹波篠山うどん一真
門真市 Bar elephant stone
門真市 居酒屋しまちゃん
門真市 スナックカラオケ居酒屋コスモス
門真市 居酒屋 夕やけこやけ
門真市 パブラウンジ まゆ
門真市 葡萄屋
門真市 スナック千
門真市 けんろく
門真市 ちょっと立ち飲み
門真市 トラットリア タンタフェリチッタ
門真市 焼肉鶴園
門真市 月心
門真市 天山
門真市 鶏と鯨専門店あぶり家
門真市 ゲームサルーンWEST
門真市 ゆかり
門真市 平戸
門真市 カラオケヤシの木
門真市 パブスナック 黒美人
門真市 居酒屋 味
門真市 ワンコイン・ソウル・アジュマ・カラオケ
門真市 居酒屋EENEN
門真市 お笑い酒場おばけ
門真市 旬菜酒房shin
門真市 スナックワンスモア
門真市 ダイニングペンギン館
門真市 産直魚貝センター
門真市 アクア
摂津市 喫茶カラオケ パインヒルズ
摂津市 loungesale
摂津市 奄美料理ゆらいどころ
摂津市 KOMOLEBI
摂津市 千里庵
摂津市 まるたかうどん
摂津市 おいで舞
摂津市 えびすヤ
摂津市 旬菜遊食龍希
摂津市 たこ焼き鉄板中ちゃん
摂津市 居酒屋たんぽぽ
摂津市 レイジーデイズ
摂津市 焼き鳥ダイニング葉月
摂津市 お好み焼き マルケン
摂津市 居酒屋蓮
摂津市 スナックミルキー
摂津市 寿し匠おがわ
摂津市 WALL
高石市 Vifasa
高石市 ティアラ
高石市 ASAインド料理店
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高石市 23twentythree
高石市 花朋
高石市 カラオケ喫茶 来歌
高石市 BAR W.COYOTE
高石市 居酒屋藤
高石市 うまいもん家 蛮図
高石市 転石
高石市 PACE
高石市 居酒屋すずらん
高石市 酒と肴櫻井
高石市 うま辛鍋あみ焼き鶏かしわ
高石市 ひげじい
高石市 Stand  MIRAKURU
高石市 カラオケpeace
高石市 豚まん屋 太炉寧
高石市 スタンドバイミー
藤井寺市 うどん・そば集
藤井寺市 スタンド谷酒店
藤井寺市 Resort Bar S
藤井寺市 コリアンダイニング Kogiya
藤井寺市 龍魚湾
藤井寺市 ホルモン焼うどんひーくん
藤井寺市 Y's
藤井寺市 shot bar K9
藤井寺市 和
藤井寺市 Ｃafe＆Bar Smile
藤井寺市 ふくろう
藤井寺市 異食彩々まことや
藤井寺市 一品料理ひらの
藤井寺市 お好み焼居酒屋きそじ
藤井寺市 むらさき
藤井寺市 炭火焼肉 福ざき
藤井寺市 一品料理馬酔木
藤井寺市 Chammee＆kisaku
藤井寺市 ふじ清
藤井寺市 ラウンジCoCo
藤井寺市 Bar Secret
藤井寺市 ちょっとＢＡＲ セルフィッシュ
藤井寺市 スナックMARU
藤井寺市 居酒屋やんちゃの郷
藤井寺市 胡桃屋 藤井寺店
藤井寺市 金鮨
藤井寺市 焼肉一世
藤井寺市 おたる八角屋
藤井寺市 カラオケ夢乃
藤井寺市 ナイトイン ひまわり
藤井寺市 焼肉 じゅうじゅう万
藤井寺市 串かつ専門店月ヶ瀬
藤井寺市 焼鳥花風
東大阪市 麺屋縁
東大阪市 ちゃんこ奄美
東大阪市 ドンキング
東大阪市 チャチャ
東大阪市 鶴や
東大阪市 和風居酒屋爆天
東大阪市 LION
東大阪市 中国飯店昇龍

75 / 80 ページ



市町村名 施設名称

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

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年10月7日公表分）

東大阪市 goo
東大阪市 カラオケ喫茶オリーブ
東大阪市 微笑
東大阪市 じゃんぼ總本店 河内小阪駅前店
東大阪市 宮崎の地鶏 長田本店
東大阪市 Emblem
東大阪市 和食処 奥野
東大阪市 お好み焼き 春美
東大阪市 ディスカウントカフェ
東大阪市 ほろ酔い酒場ひびき
東大阪市 やきとり舞吉
東大阪市 喫茶スナックじゅん
東大阪市 Bar Lounge CoCo
東大阪市 Bar W YOU
東大阪市 七味
東大阪市 UNDER GROUND home's bar
東大阪市 ROBATAえべっさん大黒天店
東大阪市 MA-SA-美.
東大阪市 スナック 憩
東大阪市 スナック Gun( グン）
東大阪市 スナックよりこ
東大阪市 うな武
東大阪市 大盛寿司
東大阪市 スナック 千代
東大阪市 鳳凰
東大阪市 Club GENERAL
東大阪市 居酒屋実乃利
東大阪市 翠竹軒
東大阪市 sai
東大阪市 カラオケ喫茶 こもれ美
東大阪市 天芸こもれ美
東大阪市 居酒屋さくら
東大阪市 鶏焼商店一歩
東大阪市 茶房留
東大阪市 しおり
東大阪市 くいもんやいっきゅう
東大阪市 有限会社かつらぎ食堂
東大阪市 なんくる
東大阪市 和彩葉
東大阪市 焼肉・新鮮ホルモン肉丸
東大阪市 カラオケ寿
東大阪市 お好み焼き 志のぶ
東大阪市 BLACK TIGER 布施店
東大阪市 スパークル
東大阪市 食味園
東大阪市 珉珉鴻池店
東大阪市 HappinessReptiles
東大阪市 焼き鳥大吉新深江店
東大阪市 ひょうたん
東大阪市 Lounge S
東大阪市 天竜ラーメン
東大阪市 こんなもんじゃ
東大阪市 メンバーズビリーブ
東大阪市 居酒屋かんぱい
東大阪市 手打うどん 八るき
東大阪市 七輪焼きとり鶏ちゃん
東大阪市 ふたしな
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東大阪市 韓国料理 豚兄
東大阪市 王記 手作り料理
東大阪市 Ｌｏｕｎｇｅ二星
東大阪市 歌い処 和
東大阪市 La・Vie・en・Rose
東大阪市 カラオケフォーユー
東大阪市 炭火焼肉あきら
東大阪市 バー トリニティー
東大阪市 エターナル
東大阪市 DINING BAR AJITO 
東大阪市 ちろりん村
東大阪市 music bar WING
東大阪市 きまぐれ Quiksilver
東大阪市 お肉やさんのバル nusa
東大阪市 焼肉本間
東大阪市 ダイニングバーbirdman
東大阪市 味園
東大阪市 メンバーズTAKAKO
東大阪市 すなっく艶
東大阪市 ほっこり家
東大阪市 ハニー
東大阪市 スナックペガサス
東大阪市 THIENANFOOD
東大阪市 ワンビ
東大阪市 珉珉東花園店
東大阪市 白いタイヤキ布施店
東大阪市 アクア
東大阪市 Family
東大阪市 炭火焼鳥梅ちゃん
東大阪市 Lounge Lamer
東大阪市 居酒屋 星
東大阪市 芋づる
東大阪市 CAFE&BAR ROYALPORT
東大阪市 カラオケ喫茶ファミリー
東大阪市 カラオケスナックゆうこ
東大阪市 居酒屋大将
東大阪市 大源
東大阪市 GARAGE CAFE Squish Aria
東大阪市 メルシー
東大阪市 お食事処 おきな家
東大阪市 ガーベラ
東大阪市 赤ちょうちん
東大阪市 カラオケきくはち
東大阪市 SNACKBAR CARNEGIE
東大阪市 お好み焼き やまもと
東大阪市 カラオケ居酒屋 花林
東大阪市 屋台風呑み処武ちゃん
東大阪市 力餅
東大阪市 居酒屋楽
東大阪市 松弥
東大阪市 呑み処 酒楽
東大阪市 ふぃっと
東大阪市 すいすいアランビック
東大阪市 スナック愛ni恋
東大阪市 Ｆｅ＇ｓ
東大阪市 ばんぶぅ
東大阪市 串かつわらべ
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東大阪市 モンキー×モンキーズ
東大阪市 小料理 花万
東大阪市 KARAOKE & COFFEE SISTER
東大阪市 ビッグママ
東大阪市 長栄寺ゆたか
東大阪市 てっぱん処・ん
東大阪市 笑蛸
東大阪市 地鶏軍曹
東大阪市 山海屋
東大阪市 居酒屋あじろ亭
東大阪市 キッチンしまざき1974
東大阪市 すし丸
東大阪市 月うさぎ
東大阪市 kitchen MASA 宗
東大阪市 寿し臣
東大阪市 炭火居酒屋 良-ryo-
東大阪市 カラオケ大門
東大阪市 ラウンジ ロイヤル
東大阪市 かみありづき
東大阪市 スナック慶
東大阪市 中華料理 天宝
東大阪市 昼顔
東大阪市 炭火焼き よしや
東大阪市 COLOR
東大阪市 八剣伝長瀬駅前店
東大阪市 ほがらか俊徳店
東大阪市 和
東大阪市 吾郎寿し
東大阪市 OKADABAR
東大阪市 Calla
東大阪市 カラオケ ロマン
東大阪市 酒房寿司源之助
東大阪市 Bar&Dining LiNCUE
東大阪市 カラオケパブシェネ
東大阪市 チング
東大阪市 居酒屋りょっそん
東大阪市 ちょい呑 ほっこり
東大阪市 珉楽
東大阪市 白馬童子 高井田店
東大阪市 韓国ダイニングゆう(裕)
東大阪市 Lecoeur（ルクール）
東大阪市 とりひで
東大阪市 ドーニ
東大阪市 NOCE
東大阪市 一力
東大阪市 愛
東大阪市 SWAG OSAKA
東大阪市 炭火バルsakura
東大阪市 居酒屋土佐
東大阪市 マエノリ亭
東大阪市 珈琲工房
東大阪市 たこ焼王
東大阪市 和顔施
東大阪市 ＫＡＳＵＹＡ布施店
東大阪市 焼物屋善
東大阪市 四季折々の和食＆ビストロsakura
東大阪市 レジーナ

78 / 80 ページ



市町村名 施設名称

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

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年10月7日公表分）

東大阪市 カラオケスタジオルック
泉南市 夢工房吟選
泉南市 酒房三陽
泉南市 花月
泉南市 BAR S
泉南市 やきとり くらべェ－
泉南市 大桝
泉南市 カラオケバーhome
四條畷市 たわら
四條畷市 カラオケスタジオM
四條畷市 KITCHEN CAFE foo
四條畷市 カラオケ広場パルコ
四條畷市 BlueBee
四條畷市 ラヴリーＪＯ
四條畷市 ファミリーラウンジせつ
四條畷市 畷黒
四條畷市 中華料理 天星
四條畷市 花宵
四條畷市 田うどん
交野市 串かつ みぶ家
交野市 居酒屋 はんじょう
交野市 農園レストランDEN蔵
交野市 牛銀さすけ交野駅前店
交野市 大安門
交野市 スナックすみれ
交野市 馳どり屋 津田店
交野市 八金亭
交野市 カラオケ居酒屋やすこ
交野市 やきとり串いち
大阪狭山市 acerbo
大阪狭山市 中華料理 清流
大阪狭山市 lirio
大阪狭山市 はりまや
大阪狭山市 のみ処くい処琴彩狭山西店
大阪狭山市 テッパンキッチンるぱん
大阪狭山市 スナック奈々
大阪狭山市 カラオケ喫茶たろう
大阪狭山市 鶏酒彩匠
大阪狭山市 居酒屋 KONGO GONBE
大阪狭山市 和食居酒屋おか田家
大阪狭山市 スキヤキ風鉄板鍋 笑家
大阪狭山市 鉄板ダイニング夢元
阪南市 YAKITORI Kouto House 鳥取店
阪南市 たこ焼き NAKAYOSHI
阪南市 ミスターカンソ阪南尾崎店
阪南市 Secret Ⅱ
阪南市 居酒屋レストラン西村
阪南市 焼肉ハウスころころ亭
阪南市 カラオケスナック24
島本町 居酒屋みやび
島本町 丸智
島本町 たちのみチョットバー
島本町 風恋
島本町 Goカラオケ
豊能町 中華料理喜泰園
能勢町 写楽
忠岡町 韓国風食堂富味
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忠岡町 笑屋
忠岡町 文月
忠岡町 やきにくや
忠岡町 七五三屋
忠岡町 karaoke jun
熊取町 お好み焼コナヤ
熊取町 あて処吞み処 呑
熊取町 スナック ホワイト
熊取町 ビストロ リュドラガール
熊取町 お好み焼 愛ちゃん
熊取町 餃子工房うまる
熊取町 食堂 あらまつ
熊取町 うまいもんや とも
田尻町 カラオケ喫茶・一品はぴねす
田尻町 スローダンサー
岬町 酒ショップますだ
河南町 中国四川料理 梅花子

80 / 80 ページ


