
市町村名 施設名称

大阪市都島区 スターライト
大阪市都島区 ShotBar-DEN-
大阪市都島区 AMMY
大阪市都島区 美味BMMY
大阪市都島区 プチカフエあん
大阪市都島区 フォーカス
大阪市都島区 海鮮酒場うっぱん
大阪市都島区 raise
大阪市都島区 焼肉 正
大阪市都島区 六星
大阪市都島区 ミミズクカフェ
大阪市都島区 ビストロ・ミショーレ
大阪市都島区 串かつ入江
大阪市都島区 万寿房
大阪市都島区 ギルガメ食堂
大阪市都島区 Biranju
大阪市都島区 一帆
大阪市都島区 すし中
大阪市都島区 鉄丸 kishyan
大阪市都島区 ねぇやん部屋
大阪市都島区 梅寿司
大阪市都島区 家庭料理小川
大阪市都島区 大栄飯店
大阪市都島区 スタンドバーじょうじ
大阪市都島区 ＬＯＫＡＨＩ
大阪市都島区 とり徹
大阪市都島区 飲喰処 直
大阪市都島区 康美
大阪市都島区 おでん居酒屋パドッ区
大阪市都島区 居酒屋いち
大阪市都島区 La mammina
大阪市都島区 炭火焼鳥なかんむり
大阪市都島区 Castanea
大阪市都島区 エレッセ
大阪市都島区 梅ヶ枝食堂
大阪市都島区 Eterna
大阪市都島区 スナック ｙ² club
大阪市都島区 ちゅらさん
大阪市都島区 焼肉 丸長
大阪市都島区 岡室酒店
大阪市都島区 宗ゆき
大阪市都島区 杉の子パートⅡ
大阪市都島区 光龍益
大阪市都島区 BAR杉の子
大阪市都島区 まんぷく屋ぎんなん
大阪市都島区 丸安
大阪市都島区 カラオケステージROBO
大阪市都島区 リトルバンコク
大阪市都島区 カラオケ喫茶タムラ

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1月18日公表分）
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大阪市都島区 わかば
大阪市都島区 パティスリー アンピフルリ
大阪市都島区 相撲料理 壬滝
大阪市都島区 スナック魔女
大阪市都島区 モンテプリモ
大阪市都島区 丸林 中央軒
大阪市都島区 SecretBase
大阪市都島区 KEI
大阪市都島区 dining and beer BUZZ
大阪市都島区 Doru
大阪市都島区 AZ 高倉店
大阪市都島区 Sweet Bar Chocolat
大阪市都島区 CAFE&BARG
大阪市都島区 ぼらっちゃ
大阪市都島区 旬彩ばん東
大阪市都島区 カラオケ喫茶栞
大阪市都島区 一番地
大阪市都島区 猫丸
大阪市都島区 うまい酒と肴山乃家
大阪市都島区 ペパーミント
大阪市都島区 居酒屋&ダイニング優姫
大阪市都島区 め組
大阪市都島区 Wine Bar G
大阪市都島区 恋人
大阪市都島区 Club Dearest
大阪市都島区 街の灯
大阪市都島区 グロッシー
大阪市都島区 てんぷら酒場純
大阪市都島区 SONNY
大阪市都島区 すなっく あまん
大阪市都島区 cafe bar Secret
大阪市都島区 AJITO
大阪市都島区 和風バール『鳥羽屋』
大阪市都島区 からあげ屋かりっじゅ都島店
大阪市都島区 アジアンダイニング 怡心
大阪市都島区 立ち呑み酒場 あきまる
大阪市都島区 KOKUMEI
大阪市都島区 焼肉一歩
大阪市都島区 BAR SMOKE ISLAY
大阪市都島区 ラーメン珉龍
大阪市都島区 山とり
大阪市都島区 中華料理ゆうちゃんの餃子
大阪市都島区 Cafe Ruhe
大阪市都島区 立呑み処とん両
大阪市都島区 new花水木
大阪市都島区 左馬
大阪市都島区 BAR A ZNABLE
大阪市都島区 Noche
大阪市都島区 居酒屋 月うさぎ
大阪市都島区 旬鮮 一準
大阪市都島区 株式会社ヤマニ
大阪市都島区 全力少女
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大阪市都島区 Sameshima Coffee Roastery ANGLER
大阪市都島区 焼肉さん八
大阪市都島区 焼き鳥酒場ゑん
大阪市都島区 スナック かな
大阪市都島区 上海ママ料理
大阪市都島区 天下一品 京橋店
大阪市都島区 正宗屋
大阪市都島区 博多もつ鍋まぁる
大阪市都島区 いち味
大阪市都島区 居酒屋いち
大阪市都島区 鉄板居酒屋OHANA
大阪市都島区 焼肉 龍良
大阪市都島区 はしま
大阪市都島区 大衆酒場ハナシ
大阪市都島区 うまいもんいわたや
大阪市都島区 Ladies Bar who
大阪市都島区 Pub＆Lounge HERO
大阪市都島区 居楽家 あん
大阪市都島区 麺屋きょうすけ都島店
大阪市都島区 たこ焼き ZiPANG 都島店
大阪市都島区 鄙の味 三年
大阪市都島区 NEWハワイ
大阪市都島区 すなっく よこはま
大阪市都島区 Good Enough Diner Kyobashi
大阪市都島区 Monチッち
大阪市都島区 Bar the monarch
大阪市都島区 とり銀 京橋駅前店
大阪市都島区 ぷくぷく
大阪市都島区 おばんざい家ゆうな
大阪市都島区 小よし
大阪市都島区 きっちん。BAKU
大阪市都島区 Lounge Pure
大阪市都島区 BarMountainVillage
大阪市都島区 BAR HEAVENSKITCHEN
大阪市都島区 HEAVENSKITCHEN Boost
大阪市都島区 だるま屋本舗京橋店
大阪市都島区 NAKAO
大阪市都島区 snack Ｏne
大阪市都島区 新世界 串かつ おこま
大阪市都島区 おでん吉峰
大阪市都島区 PIZZA FORTUNA
大阪市都島区 BAR MUDDYWATER
大阪市福島区 季節のおばんざい えにし
大阪市福島区 日の出食堂
大阪市福島区 Bar  Smile
大阪市福島区 居酒屋 大黒
大阪市福島区 鮨 てんしょう
大阪市福島区 チャイニーズ芹菜
大阪市福島区 よしこ
大阪市福島区 大衆ホルモン 金ちゃん 福島style
大阪市福島区 チャイニーズ食堂菜々
大阪市福島区 沖濱そば
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大阪市福島区 Alla Pace
大阪市福島区 LA PIZZA NAPOLETANA REGALO
大阪市福島区 スナック 路
大阪市福島区 HOTPOT
大阪市福島区 丸一鮓
大阪市福島区 スナックJUJU苑
大阪市福島区 日本食レストラン 祭
大阪市福島区 惣作輪食 大酒家
大阪市福島区 和風やすらぎカルモ
大阪市福島区 ジェラフル海老江店
大阪市福島区 家庭料理英
大阪市福島区 鉄板居酒屋 暢
大阪市福島区 麵屋玄武
大阪市福島区 やまがそば
大阪市福島区 どにを
大阪市福島区 empty
大阪市福島区 支の芙
大阪市福島区 Amusement Bar K-style
大阪市福島区 REIMS
大阪市福島区 焼肉いずみ
大阪市福島区 地下の店
大阪市福島区 Dining minette
大阪市福島区 千陽 福島店
大阪市福島区 Night Space Q
大阪市福島区 結
大阪市福島区 隠れ韓国kitchenカンス
大阪市福島区 OTONOS
大阪市福島区 彩月
大阪市福島区 TOKIN（と金）
大阪市福島区 別邸三く
大阪市福島区 パプリカ
大阪市福島区 Laz
大阪市福島区 一品料理かっぱ
大阪市福島区 Darts shop HIGHOFF
大阪市福島区 赤垣屋野田阪神店
大阪市福島区 La Calletta 
大阪市福島区 7/Na
大阪市福島区 焼肉大淀屋
大阪市福島区 ワインと洋食屋Haru
大阪市福島区 ステーキキッチンKENYA
大阪市福島区 さくら肉と旬のよかもん KURAMA
大阪市福島区 屋台ラーメンまる徳
大阪市福島区 鳥まる 新福島店
大阪市福島区 鳥まる 聖天通店
大阪市福島区 ACdepth
大阪市福島区 TOYBOX-OSAKA-
大阪市福島区 阿波尾鶏やきとり のん吉
大阪市福島区 Bar  Northpole
大阪市福島区 和風スナックはつこ
大阪市福島区 BOOK&BAR書斎
大阪市福島区 パルロワ
大阪市福島区 カモメスタンド
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大阪市福島区 GIVERNY
大阪市福島区 朝な夕な
大阪市福島区 H-action
大阪市福島区 和ごころ なか道
大阪市福島区 割烹 ふくすけ
大阪市福島区 Bistro cafe eS
大阪市福島区 CAFE GINZA
大阪市福島区 DAIDOKORO
大阪市福島区 Mamezo＆Cafe 中之島店
大阪市福島区 EL ALMA
大阪市福島区 お気楽酒場しろまる２５
大阪市福島区 にくずし
大阪市福島区 Nuage Japon
大阪市福島区 蕎麦小山
大阪市福島区 酒と肴と旨いもん 笑緒一
大阪市福島区 隠れ家創作餃子クウカイ
大阪市福島区 バーエム
大阪市福島区 パブラウンジジャコー
大阪市福島区 しゃぶしゃぶじゃこう
大阪市福島区 Cafe & Bar Sabaidee
大阪市福島区 勘之助
大阪市福島区 福島大衆すき焼きすき六
大阪市福島区 がじゅまる食堂
大阪市福島区 居酒屋 旬花
大阪市福島区 at the bar.
大阪市福島区 鉄板dining新井
大阪市福島区 サーレアンドペペ
大阪市福島区 スナックMIMI
大阪市福島区 サイクルベースキウチ
大阪市福島区 焼肉 味希
大阪市福島区 ひろや
大阪市福島区 しゅん須佐見
大阪市福島区 BAR noisy ＋PLUS
大阪市福島区 小原春香園
大阪市福島区 とよ
大阪市福島区 こころ
大阪市福島区 Gold21
大阪市福島区 旬彩 和央
大阪市福島区 延重
大阪市福島区 南風
大阪市福島区 二番どり
大阪市福島区 Gloss
大阪市福島区 多幸屋3組
大阪市福島区 トミ
大阪市福島区 Bar Speakeasy
大阪市福島区 和魂
大阪市福島区 kimamana restaurant やまもと
大阪市福島区 Tyrni
大阪市福島区 Teppan grill grillia
大阪市福島区 野田園
大阪市福島区 SPINY OYSTER BAR
大阪市福島区 家庭料理ひよ子
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大阪市福島区 いこいのスナックよかよ
大阪市福島区 串かつ場ぁ聖天堂 福島本店
大阪市福島区 おとーり酒場 白菊
大阪市福島区 aladandy
大阪市福島区 コスコスイーツ工房
大阪市福島区 串カツ酒場福島店
大阪市福島区 BAR JAMU
大阪市福島区 居酒屋ENO
大阪市福島区 ラーメンジャクソンズ
大阪市福島区 エンドウ豆の花う
大阪市福島区 酒縁ゆるり
大阪市福島区 Oshima
大阪市福島区 はち福
大阪市福島区 ANNIVERSAIRE       アニバーサリー・バール
大阪市福島区 焼肉ホルモン山田
大阪市福島区 炭香T2
大阪市福島区 串やき鳥 囲路裏
大阪市福島区 焼肉 千成
大阪市福島区 Nondiys'bar Mahira
大阪市福島区 旬菜ひとり鍋かりん
大阪市福島区 PALM1987
大阪市福島区 一富士福島店
大阪市福島区 BB
大阪市福島区 スタンド酒場  まはろ
大阪市福島区 ｔｏｂａｒｉ
大阪市福島区 kabato
大阪市福島区 BOW
大阪市福島区 うし丸
大阪市福島区 鉄板酒場ちょいちょい
大阪市福島区 中華そば無限
大阪市福島区 匠家TERU
大阪市福島区 mama's kitchen 市力
大阪市福島区 ポポ
大阪市福島区 地酒と魚KAZU
大阪市福島区 Nen Thai
大阪市福島区 BAR ca ALE
大阪市福島区 BAR宮崎
大阪市福島区 花閲茶
大阪市福島区 まゆとろ
大阪市福島区 炭火焼鳥 政
大阪市福島区 汐風
大阪市福島区 Fish&Meat HANDS
大阪市福島区 森のくじら
大阪市福島区 コルドバ
大阪市此花区 しん左衛門
大阪市此花区 さくら
大阪市此花区 やきとん角
大阪市此花区 あたご
大阪市此花区 cafe diner chopper
大阪市此花区 泉
大阪市此花区 カラオケスナック圓
大阪市此花区 いっちゃん
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大阪市此花区 スナック宇治
大阪市此花区 ニューステップ
大阪市此花区 あうる
大阪市此花区 カラオケハウス静
大阪市此花区 一番どり
大阪市此花区 おしゃれ倶楽部
大阪市此花区 むらさき
大阪市此花区 Bar 零
大阪市此花区 Member's 703
大阪市此花区 中野屋サンド
大阪市此花区 豚骨ラーメン霧島
大阪市此花区 ハート＆ハード
大阪市此花区 ながさき本店
大阪市此花区 観光プロレス居酒屋リングサイド
大阪市此花区 酒処なかの
大阪市此花区 匠
大阪市此花区 いずみ
大阪市此花区 微魔女
大阪市此花区 焼肉 微吟
大阪市此花区 E komo mai Bar Lana
大阪市此花区 NEW  案山子
大阪市此花区 伊万里
大阪市此花区 和処たかはし
大阪市此花区 お好み焼きパーラー染
大阪市此花区 おでんCafe&Barぎゃみん-gyamin'-
大阪市此花区 AYA
大阪市此花区 居酒屋 SO-SO
大阪市此花区 加野屋
大阪市此花区 お好み焼き蘆花亭
大阪市此花区 ＧＡＢＢＬＥ
大阪市此花区 居酒屋 幸っちゃん
大阪市此花区 魚半
大阪市此花区 Mare d'oro （マーレ・ドーロ）
大阪市此花区 いけ田
大阪市此花区 大衆炭焼ステーキキタハラ
大阪市此花区 らーめん麺泥棒 西九条店
大阪市此花区 食事処 つし里
大阪市此花区 喰焼所
大阪市西区 おきな鮓
大阪市西区 株式会社大和屋食堂
大阪市西区 桜原精肉店
大阪市西区 焼鳥壱
大阪市西区 cabotte
大阪市西区 Chinese Restaurant都来
大阪市西区 Let it Beef
大阪市西区 ホテルリブマックス大阪ドーム前
大阪市西区 VOXX
大阪市西区 串かつぼちぼち
大阪市西区 たこ焼きバル 徳次郎
大阪市西区 呑みどころ卯
大阪市西区 GRILL&BAR SUNTRAP
大阪市西区 中華料理若水
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大阪市西区 ちとせ
大阪市西区 粋彩ＳＡＫＵ
大阪市西区 Lion Heart
大阪市西区 POLVERE
大阪市西区 北堀江 鮨与志
大阪市西区 天后
大阪市西区 美味食楽えらぶ
大阪市西区 さかなや久
大阪市西区 給酒所番所
大阪市西区 Chop Hits Barbecue 
大阪市西区 ちゃ味鶏
大阪市西区 ルレーブ705
大阪市西区 WINE PLANET
大阪市西区 安土
大阪市西区 うどんとお酒 花鳥風月庵
大阪市西区 いちよし
大阪市西区 江里花
大阪市西区 日本料理梅堂
大阪市西区 女留姿
大阪市西区 angel 
大阪市西区 良亭
大阪市西区 PIN
大阪市西区 GARI・BAR
大阪市西区 立呑み居酒屋 磯っ子
大阪市西区 mucu
大阪市西区 居酒屋 たま
大阪市西区 僕とイヌ
大阪市西区 VADE MECVM. Showroom #2 Gallery Shop + Cafe
大阪市西区 手打田舎蕎麦 隠岐
大阪市西区 悟
大阪市西区 ネオショットバー
大阪市西区 鯖男爵とモルヒネ女王
大阪市西区 人情酒場 阿波座店
大阪市西区 佐々木孫べえ
大阪市西区 ベトナム屋ＤＺＯ
大阪市西区 urasakaba
大阪市西区 INDIAN NEPALI&TIBET RESTAURANT SNOW LION
大阪市西区 北八方
大阪市西区 安井酒店
大阪市西区 末広
大阪市西区 Cua Delicatessen
大阪市西区 Stella
大阪市西区 小料理つかさ
大阪市西区 美藤珈琲
大阪市西区 焼き鳥せいじ
大阪市西区 Le CoRoN
大阪市西区 Long-a long
大阪市西区 立ち飲み キッチンスタジアム
大阪市西区 南堀江 喜多郎寿し
大阪市西区 ポルタヌォーヴァ
大阪市西区 立呑屋もりわき
大阪市西区 開宴イワゴンロッソ
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大阪市西区 vrai de vrai chez hiro
大阪市西区 おばんざいBARUSAGI
大阪市西区 酒味処 ごろごろ亭
大阪市西区 Shot Bar Son's Bar
大阪市西区 台湾料理味軒 阿波座店
大阪市西区 鶏屋 白羽鳥
大阪市西区 福助
大阪市西区 堀江らーめん麺人
大阪市西区 ホテルルートイン大阪本町 レストラン花茶屋
大阪市西区 ムカカ
大阪市西区 セゾン・デリカフェ
大阪市西区 ミセスユン
大阪市西区 跳ね馬
大阪市西区 ラギャロワーズ
大阪市西区 立ち呑みミカタ
大阪市西区 新町やまがそば
大阪市西区 Soul.K
大阪市西区 BUONAFORCHETTA
大阪市西区 noato.
大阪市西区 九条おでんあかい
大阪市西区 バッテラロック
大阪市西区 神戸餃子酔房 えんじゃ
大阪市西区 らーめん砦京町堀店
大阪市西区 motoraum
大阪市西区 吉法師
大阪市西区 サロンドリデザインクローゼット南堀江本店
大阪市西区 Bar TSUBAME
大阪市西区 まる阿波座店
大阪市西区 スナック アコ
大阪市西区 うどんごくう
大阪市西区 マルホ酒店
大阪市西区 バルタザール
大阪市西区 イエロースパイス北堀江店
大阪市西区 スナックみさと
大阪市西区 do not disturb HORIE
大阪市西区 チュロカアーラ
大阪市西区 居酒屋 和音
大阪市西区 新町蕎麦切りてるてる
大阪市西区 チーズチューズ ＨＩＧＯＢＡＳＨＩ
大阪市西区 炉端焼き酒場 中々 四ツ橋店
大阪市西区 ケンちゃん食堂
大阪市西区 パルク
大阪市西区 Reiko
大阪市西区 道楽庵
大阪市西区 鶏料理居酒屋 勝よし
大阪市西区 Bar de vaB.
大阪市西区 curry&cafe warung
大阪市西区 遊膳人田はた
大阪市西区 浜焼太郎 西本町店
大阪市西区 EL CAMINO
大阪市西区 BISTRO◎BACCHUS
大阪市西区 串まる
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大阪市西区 kokoFLAT cafe 本町
大阪市西区 寿し元dining
大阪市西区 だし屋凸凹
大阪市西区 肴と魚と酒菜 湊
大阪市西区 かぐら
大阪市西区 割烹けま甚
大阪市西区 ラーメン 一轍
大阪市西区 pawcafe
大阪市西区 Pizzeria da Tigre
大阪市西区 Ｓｐｒｅａｄ
大阪市西区 江戸堀BEEF
大阪市西区 鶏とお酒の夢囲い はれるや
大阪市西区 鮨・ご馳走処 やく藏
大阪市西区 GARASYA
大阪市西区 TRATTORIA BAR GIORNO
大阪市西区 浪漫焼き芋 芋の巣
大阪市西区 AJ
大阪市西区 上等カレー阿波座店
大阪市西区 串茶屋
大阪市西区 中華酒家いっと
大阪市西区 活ふぐ吉
大阪市西区 九条一丁目
大阪市西区 ラポール
大阪市西区 新町あだち
大阪市西区 TRECCE 
大阪市西区 komugi
大阪市西区 BarStudio TT ZONE
大阪市西区 珈琲館
大阪市西区 ヨバレヤカリー
大阪市西区 株式会社ＡＷＡ－ＷＡ
大阪市西区 ダルバート
大阪市西区 Roots Hostel
大阪市西区 陳麻家 肥後橋店
大阪市西区 海鮮居酒屋 謎の屋
大阪市西区 なにわの台所いたち
大阪市西区 居酒屋喜多呂
大阪市西区 日本酒とワインせれくと
大阪市西区 ボクらのキッチン
大阪市西区 鮓あさ吉
大阪市西区 IL BOSCO
大阪市西区 立売堀肴場どッと
大阪市西区 うどん家あぶく
大阪市西区 Bar SAVOY osaka
大阪市西区 炊い処ぽんたん
大阪市西区 moon
大阪市西区 なにわ創彩 百虎
大阪市西区 おこ研
大阪市西区 ゴレン者
大阪市西区 酒道場 ビビビビ
大阪市西区 フレンチレストランgodaille
大阪市西区 八百屋みのり
大阪市西区 イタリア料理 Sagano 大阪阿波座店
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大阪市西区 サントリーオールドバー四ツ橋
大阪市西区 さくらvita
大阪市西区 Charcoal Dining 炎や
大阪市西区 YAKITORI NSP
大阪市西区 穂里館
大阪市西区 Ｓｙｌｖｉａｎ
大阪市西区 鉄板焼プランチャ
大阪市西区 宵酒肴みをつくし
大阪市西区 BISTRO LAMPE
大阪市西区 麺処天川
大阪市西区 あじ彩
大阪市西区 らほ屋
大阪市西区 おでん○
大阪市西区 そば処田代
大阪市西区 こうちゃんラーメン
大阪市西区 Bistro pop a coco
大阪市西区 UDONZIN 美糸
大阪市西区 Wine bar build
大阪市西区 スナック ソウル
大阪市西区 940
大阪市西区 cafedeサロット
大阪市西区 四国道  母寿
大阪市西区 町家カフェ北堀江
大阪市西区 ブッキング青葉
大阪市西区 楽鷄
大阪市西区 ショットバー エニグマ
大阪市西区 さしゅう
大阪市西区 Ｔｅｐｐａｎ＆ｇｒｉｌｌＲ
大阪市西区 やまごや
大阪市西区 風味鶏
大阪市西区 喫茶アカリマチ阿波座店
大阪市西区 haD 
大阪市西区 うどん居酒屋江戸堀
大阪市西区 ATRIO CAFE
大阪市西区 中華料理龍苑阿波座店
大阪市西区 焼きもんバール 新町メリハリ
大阪市西区 軸
大阪市西区 いっぷく屋
大阪市西区 Bistro Sifflet
大阪市西区 Bar MALOWD
大阪市西区 BARうたんじょい
大阪市西区 あづまや
大阪市西区 山茶花
大阪市西区 鮨ざこば亭
大阪市西区 麺屋ＴＡＫＡ
大阪市西区 IMANO OSAKA SHINSAIBASHI HOSTEL
大阪市西区 串かつ帆洲
大阪市西区 BAR RED PANDA
大阪市西区 お酒とごはん 菜な実
大阪市西区 大阪豚しゃぶの会 本店
大阪市西区 インドレストラン カァマデヌ
大阪市西区 嘉一
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大阪市西区 北南東礼西
大阪市西区 FUTURO 
大阪市西区 フェスタ京町堀
大阪市西区 おばんざい山本屋
大阪市西区 インド料理 ナワシャンティ
大阪市西区 dining  braアンカー
大阪市西区 syusyu
大阪市西区 和洋旬菜さんなすび
大阪市西区 マハロカフェ
大阪市西区 ニッカバー北堀江
大阪市西区 ちょい呑み×CAFE幸右衛門
大阪市西区 IZAKAYAかずやん
大阪市西区 La Cuvee
大阪市西区 pizzeria osteria la ROCCIA
大阪市西区 にらめっ子
大阪市西区 オッテ
大阪市西区 POST
大阪市西区 ます田
大阪市西区 九条 めしや
大阪市西区 とりっこ
大阪市西区 541+
大阪市西区 TIGER-8
大阪市西区 鉄板焼お好み焼き粉吉
大阪市西区 炭焼きジョニーウツボキッチン
大阪市西区 かっちゃん食堂
大阪市西区 やきとり居酒屋ほんでん
大阪市西区 カラオケ喫茶めだか
大阪市西区 Bistro sourire
大阪市西区 And you 
大阪市西区 バーチタチタ
大阪市港区 好きやねん青山
大阪市港区 焼肉玄家
大阪市港区 炭火焼肉 銅羅
大阪市港区 丹頂
大阪市港区 スナック喫茶サンセット
大阪市港区 ワンモアチャンス
大阪市港区 THE DEN 
大阪市港区 喫茶クラ
大阪市港区 軽食 松
大阪市港区 千両寿司
大阪市港区 SAM
大阪市港区 スナック夜汽車
大阪市港区 参番館
大阪市港区 呑み処・食べ処わ
大阪市港区 クリア
大阪市港区 げんき
大阪市港区 新王珉
大阪市港区 海馬
大阪市港区 香蘭
大阪市港区 焼鳥もつ鍋 遊人
大阪市港区 やきとり大吉 弁天中央店
大阪市港区 佐藤商店
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大阪市港区 スナックのぶえ
大阪市港区 寿司BAR〇BOZU
大阪市港区 立呑み Saku39
大阪市港区 木曽谷
大阪市港区 立ち呑みバル 咲くら
大阪市港区 珈琲屋ばるね
大阪市港区 給仕當田
大阪市港区 中華料理龍
大阪市港区 呑み処こもだ
大阪市港区 焼鳥おばんざい ゆうじ1972
大阪市港区 台湾料理味軒 港店
大阪市港区 居酒屋 串べぇ
大阪市港区 ほっTOすれBar
大阪市港区 こうせいラーメン
大阪市港区 どんどん居酒屋
大阪市港区 創作寿司ひかり
大阪市港区 gina
大阪市港区 Silverspoon
大阪市港区 Collection
大阪市港区 居酒屋一竜
大阪市港区 みなとピッツァ工房
大阪市港区 中華料理泰県
大阪市港区 べらみ
大阪市港区 鉄板 ます屋
大阪市港区 舞ちょう
大阪市港区 まこちゃん
大阪市港区 居酒屋 いのおか
大阪市港区 お好み焼き・カラアゲ 桂
大阪市港区 こな家
大阪市港区 串揚家三と九
大阪市港区 La Vita Rosa
大阪市港区 和イタリアンSAKABAいちえ
大阪市港区 Secret Bar Black Velvet 
大阪市港区 まぐろ屋 天
大阪市港区 大和庵 港店 大和屋吉ちょむ
大阪市港区 中華料理 興隆閣
大阪市港区 Bar AROMA
大阪市港区 LE GRAND BLEU
大阪市港区 歌おう屋 藤
大阪市港区 旬菜楽酒 昌家
大阪市港区 カフェアンドダイナーラウマ
大阪市港区 ＤＲＥＡＭ
大阪市港区 鉄板居酒屋ちかおちゃん
大阪市港区 手打ちうどん かめや
大阪市港区 夜明
大阪市港区 珉楽
大阪市港区 台湾名店麟籠小籠包
大阪市港区 セブンスタァ
大阪市港区 カラオケ喫茶DO-DO
大阪市港区 リモージュ
大阪市港区 フエラ
大阪市港区 スナック妃

13 / 143 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1月18日公表分）

大阪市港区 和IN屋 古今
大阪市港区 逢阪にこにこ庵
大阪市港区 田中酒店
大阪市港区 teppan bar mirco
大阪市港区 居酒屋玉らん
大阪市港区 Ｌｅｔｔｅｒ
大阪市港区 居酒屋竜馬
大阪市港区 CROSS
大阪市港区 串カツ なべやん
大阪市港区 Lee
大阪市港区 百一
大阪市港区 大阪たこ焼き本舗昌也
大阪市港区 はな saka
大阪市港区 だるまや食堂
大阪市港区 穂のか
大阪市港区 ゆみちゃん
大阪市港区 炭火焼鳥うめし
大阪市港区 AKASHIYA
大阪市港区 KING KAN
大阪市港区 中国料理 共栄軒
大阪市港区 助佐
大阪市港区 仔犬
大阪市大正区 デジャブ
大阪市大正区 幸園
大阪市大正区 こゆき
大阪市大正区 大正 お好み屋 ままま
大阪市大正区 串焼ＧＡＯ
大阪市大正区 笑家
大阪市大正区 麗音
大阪市大正区 煮旬菜ろくろく
大阪市大正区 焼き鳥 藤吉郎
大阪市大正区 居酒屋てるちゃん
大阪市大正区 スナックvictory
大阪市大正区 咲蔵
大阪市大正区 Shot Bar Flip-Flap
大阪市大正区 串ヤス
大阪市大正区 みつこ
大阪市大正区 ニューインドパレス
大阪市大正区 舞
大阪市大正区 中華料理 香港
大阪市大正区 Beer stand MARCA
大阪市大正区 にーぼ
大阪市大正区 呑み処 春ちゃん
大阪市大正区 味処やまもと
大阪市大正区 コパ
大阪市大正区 お好み焼きだんく
大阪市大正区 立呑み処まんまる
大阪市大正区 スナック 凛
大阪市大正区 baraka
大阪市大正区 畑分店
大阪市大正区 海鮮屋台 ゆうだん丸
大阪市大正区 海鮮処 絆 大正駅前店
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大阪市大正区 沖縄酒家ゆんた
大阪市大正区 1010
大阪市大正区 よしのや食堂
大阪市大正区 のぞみ亭
大阪市大正区 やきにく焼いて屋明
大阪市大正区 舞台付ラウンジ 碁点
大阪市大正区 鍛治屋商店
大阪市大正区 cafe TOTORO
大阪市大正区 新大正庵
大阪市大正区 吉鳥 大正駅前店
大阪市大正区 やきとり雷鳥
大阪市大正区 居酒屋 気分屋
大阪市大正区 海鮮居酒屋はるか
大阪市大正区 立ち飲み大川
大阪市大正区 ALWAYS
大阪市大正区 サザンクロス
大阪市大正区 誠sei
大阪市大正区 焼肉 大五郎
大阪市大正区 花いち
大阪市大正区 立ちのみ処呑ものも
大阪市大正区 炭焼茶屋 やけぼっくい
大阪市大正区 Leo
大阪市大正区 たこ焼き&鉄板焼居酒屋 もぐら
大阪市大正区 和んでや
大阪市大正区 ラウンジかおり
大阪市大正区 BAR69
大阪市大正区 玉tama
大阪市大正区 炭火やきとり大志
大阪市大正区 帆っ
大阪市大正区 居酒屋赤坂
大阪市大正区 TNT
大阪市大正区 土星
大阪市大正区 スパイスカレーローダウン
大阪市大正区 お好み焼き・鉄板焼 きゃべつ
大阪市大正区 居酒屋じゅん平
大阪市大正区 立ち飲み屋酒場 やまいち
大阪市大正区 居酒屋とく鶴
大阪市大正区 創作串揚げ 一正
大阪市大正区 居酒屋 ゆいゆい
大阪市大正区 らーめん麺泥棒 大正店
大阪市天王寺区 楽園
大阪市天王寺区 ワーク
大阪市天王寺区 焼肉・韓国料理 韓國館
大阪市天王寺区 ふぐ政
大阪市天王寺区 陣屋
大阪市天王寺区 お好み焼きよっこ
大阪市天王寺区 浪花阿吽亭
大阪市天王寺区 ハノイフォー
大阪市天王寺区 焼肉大倉
大阪市天王寺区 ダイニング英
大阪市天王寺区 cafe百花
大阪市天王寺区 炭火屋やちゃぼう
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大阪市天王寺区 Cafe&BarPOSH
大阪市天王寺区 昔ばなし
大阪市天王寺区 カラオケ喫茶ひまわり
大阪市天王寺区 上本町四つ葉カフェ
大阪市天王寺区 う志苑
大阪市天王寺区 丸正寿司
大阪市天王寺区 鳥ひろ
大阪市天王寺区 淡路屋酒店
大阪市天王寺区 赤毛のネェネェ
大阪市天王寺区 あかりや
大阪市天王寺区 マイウェイ
大阪市天王寺区 鶴一本店
大阪市天王寺区 酒処 食べ処 時
大阪市天王寺区 ステーキリバーベ 寺田町店
大阪市天王寺区 ライラック
大阪市天王寺区 ペトリス
大阪市天王寺区 レストランボナンザ
大阪市天王寺区 Bistro LIBERTE
大阪市天王寺区 ZENIYA CAFE
大阪市天王寺区 ＡＫ
大阪市天王寺区 和創作心衛
大阪市天王寺区 MITSUBA
大阪市天王寺区 焼肉店 つるや
大阪市天王寺区 旬天 伸
大阪市天王寺区 すし割鮮天山
大阪市天王寺区 凸
大阪市天王寺区 葡萄酒屋イータ
大阪市天王寺区 おでんおんせん
大阪市天王寺区 びふぁいん
大阪市天王寺区 アジアの料理とお酒chamcha
大阪市天王寺区 大衆炉端田仲
大阪市天王寺区 ジョニーのからあげ 上本町店
大阪市天王寺区 サントリースナック ドル
大阪市天王寺区 自家製うどん和匠
大阪市天王寺区 Brasserie Miel
大阪市天王寺区 旬菜とお酒まも梨
大阪市天王寺区 GADGET
大阪市天王寺区 但馬屋うえろくハイハイタウン
大阪市天王寺区 おにたこきい太
大阪市天王寺区 居食屋 古め喜
大阪市天王寺区 天丼の店 たま天
大阪市天王寺区 鍋屋あうん
大阪市天王寺区 カフェ ル ペイザン
大阪市天王寺区 本町製麺所ゆ
大阪市天王寺区 立ち呑み得一谷九店
大阪市天王寺区 サバス
大阪市天王寺区 貝鮮浜焼らいち
大阪市天王寺区 キッチンもとや
大阪市天王寺区 SMOKEY 
大阪市天王寺区 ピエールモンターニュ
大阪市天王寺区 凡
大阪市天王寺区 居酒屋 彩季
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大阪市天王寺区 長岡酒店
大阪市天王寺区 ネパ－ル創作料理店シュレスタ
大阪市天王寺区 酒味泉ごえんや
大阪市天王寺区 スナック＆ダイニング 孝
大阪市天王寺区 Le Ronde Beause
大阪市天王寺区 たこ焼き笑多
大阪市天王寺区 O'Reshuka
大阪市天王寺区 Bar STRATHISLA
大阪市天王寺区 おでんバルTakehiro
大阪市天王寺区 おまめさん
大阪市天王寺区 洋食川ぎし
大阪市天王寺区 たばこや
大阪市天王寺区 TRATTORIA ROCCIA
大阪市天王寺区 さくら鮨
大阪市天王寺区 ありたや
大阪市天王寺区 生ハム&イタリアンVINO
大阪市天王寺区 Baccano
大阪市天王寺区 すし処びんび
大阪市天王寺区 キャベ焼酒場
大阪市天王寺区 桃屋
大阪市天王寺区 鍋っ子うどん
大阪市天王寺区 地鶏炭焼き 伝介
大阪市天王寺区 豚串焼 豚志
大阪市天王寺区 鮮てっちりなかむら
大阪市天王寺区 エル アロマ
大阪市天王寺区 センムル
大阪市天王寺区 TEPPAN VIN
大阪市天王寺区 カラオケ喫茶 クイーン
大阪市天王寺区 cafe and bar playing Records Waltz
大阪市天王寺区 創作居酒屋やす
大阪市天王寺区 ボワール
大阪市天王寺区 串焼つるやII
大阪市天王寺区 韓国料理爛
大阪市天王寺区 Chilling cafe
大阪市天王寺区 桃谷温酒場
大阪市天王寺区 日本酒バルコトノハ
大阪市天王寺区 惠三
大阪市天王寺区 創作ばる Mitsu-Bal
大阪市天王寺区 kitchen mama 椿
大阪市天王寺区 トロイカ&リビエラ
大阪市天王寺区 Trinity
大阪市天王寺区 居酒屋がんば
大阪市天王寺区 串季
大阪市天王寺区 Bar Speranza
大阪市天王寺区 お好み焼すずらん
大阪市天王寺区 プラス1
大阪市天王寺区 シェルタープラス
大阪市天王寺区 松よし
大阪市天王寺区 シャンテ樅
大阪市天王寺区 お立呑喰処前之園
大阪市浪速区 美味苑
大阪市浪速区 亮一 中華料理
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大阪市浪速区 INARI GLEAN
大阪市浪速区 隠れ家 M っ邸
大阪市浪速区 福望軒
大阪市浪速区 駒吉-komakichi
大阪市浪速区 大阪新世界横丁串カツ万福
大阪市浪速区 YOLO BASE
大阪市浪速区 近江そば
大阪市浪速区 DAICOOK
大阪市浪速区 日本橋UPs
大阪市浪速区 鉄板居酒屋 へらちょんぺ
大阪市浪速区 岬
大阪市浪速区 LIVEBAR BEATLE（ライブバービートル）
大阪市浪速区 やわらぎ
大阪市浪速区 北野屋
大阪市浪速区 OSTERIA SUDO
大阪市浪速区 大国鶴一
大阪市浪速区 クリームキッチン新世界展店
大阪市浪速区 すたんどBAR TAI THAI
大阪市浪速区 えびす食堂
大阪市浪速区 難波なかや
大阪市浪速区 PEACE BAL
大阪市浪速区 焼とん屋やまゆう
大阪市浪速区 uraloge
大阪市浪速区 居酒屋七福
大阪市浪速区 ホテルソビアル なんば大国町
大阪市浪速区 大正浪漫酒房 月読
大阪市浪速区 Barことり
大阪市浪速区 felicibo
大阪市浪速区 リンダ
大阪市浪速区 熊地下
大阪市浪速区 楽-TANOSHI-
大阪市浪速区 焼肉一正
大阪市浪速区 居酒屋はやて
大阪市浪速区 パンダ堂
大阪市浪速区 屋台焼肉コブスター
大阪市浪速区 焼肉ぷりぷり亭
大阪市浪速区 BAR  GOODHOPE
大阪市浪速区 家庭料理おばんざいたつの子
大阪市浪速区 jammy
大阪市浪速区 BAR COURAGE
大阪市浪速区 BAR SOIREE
大阪市浪速区 韓国食堂K-story
大阪市浪速区 唐揚兄弟
大阪市浪速区 翔月
大阪市浪速区 ビストロスミレ
大阪市浪速区 Cafe twinkles recipe
大阪市浪速区 home bar ＆kitchen HANA
大阪市浪速区 スタジアムカフェ
大阪市浪速区 すたんど酔至屋
大阪市浪速区 ハンズハニーカフェ 本店
大阪市浪速区 なんば辛バール
大阪市浪速区 居酒屋ゼゼヒヒ
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大阪市浪速区 よしのや酒店
大阪市浪速区 Area3439
大阪市浪速区 なにわ くじらぐも
大阪市浪速区 串かつ越源
大阪市浪速区 とまり木
大阪市浪速区 平野屋
大阪市浪速区 麺屋たけちゃん
大阪市浪速区 Tink
大阪市浪速区 BARナマズ
大阪市浪速区 ひかりや
大阪市浪速区 うどん大川
大阪市浪速区 二尺七輪 鳥玖
大阪市浪速区 ムビー 八戸
大阪市浪速区 堃記
大阪市浪速区 中華料理 ひろや
大阪市浪速区 バー・ヘルズ
大阪市浪速区 もんじゅ亭
大阪市浪速区 えびす亭酒Bar
大阪市浪速区 居酒屋 まいまい
大阪市浪速区 しおみ亭
大阪市浪速区 Dragon coffee
大阪市浪速区 居酒屋太郎
大阪市浪速区 より処 とかとか
大阪市浪速区 ポラリス
大阪市浪速区 焼肉 はらけん
大阪市浪速区 セラフィナイト
大阪市浪速区 幸町 可真人
大阪市浪速区 845
大阪市浪速区 沖縄食堂てぃんがーら
大阪市浪速区 寿し正
大阪市浪速区 お好み焼鉄板焼き瀬川
大阪市浪速区 焼鶏だんな
大阪市浪速区 炭火焼鳥刻
大阪市浪速区 たこ焼きとんちゃん
大阪市浪速区 ビジネスホテル新なんば（レストラン新なんば）
大阪市浪速区 カラオケ居酒屋やすらぎ
大阪市浪速区 スナック俊
大阪市浪速区 清麺屋
大阪市浪速区 辛味噌小二郎
大阪市浪速区 韓国居酒屋マシル
大阪市浪速区 レ・シャンドオル
大阪市浪速区 お好み焼 かえで
大阪市浪速区 ベジタブルスタンドFukumasa
大阪市浪速区 蓉味
大阪市浪速区 笑心
大阪市浪速区 立呑み 福政
大阪市浪速区 なにわ ぶちかまし
大阪市浪速区 立呑み 福娘
大阪市浪速区 ねこ福
大阪市浪速区 酒の穴 支店
大阪市浪速区 炉端焼き 門
大阪市浪速区 リオンカフェ
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大阪市浪速区 かすうどん恵美須屋
大阪市浪速区 割烹博多
大阪市浪速区 テンパール 
大阪市浪速区 bamboo cafe
大阪市浪速区 カルマ カリー＆カフェ
大阪市浪速区 Mesi-kutan?
大阪市浪速区 Felice凛酌
大阪市浪速区 お好み焼きうさぎや
大阪市浪速区 湊町VOLCANO
大阪市浪速区 over the over
大阪市浪速区 らーめん砦大国町店
大阪市浪速区 タナカンチ
大阪市浪速区 Studio&Cafe Make
大阪市浪速区 サウンドバード
大阪市浪速区 らーめん製作所奏
大阪市浪速区 旬彩おばんざい大髙
大阪市浪速区 スナック一花
大阪市浪速区 BAR TARO
大阪市浪速区 じゅにや
大阪市浪速区 ことねコーヒー
大阪市浪速区 Pool Bar YOLO 
大阪市浪速区 Fields round Ryo
大阪市西淀川区 ラーメン虎と龍 出来島店
大阪市西淀川区 バウムドルフ
大阪市西淀川区 居酒屋九庵
大阪市西淀川区 すなっくひな
大阪市西淀川区 萬拾屋 塚本店
大阪市西淀川区 Restaurant  maruhati
大阪市西淀川区 The Intersection
大阪市西淀川区 居酒屋大笑
大阪市西淀川区 ナマステキッチン
大阪市西淀川区 洋食屋さん 甲
大阪市西淀川区 酒処 あき
大阪市西淀川区 中華料理 新京
大阪市西淀川区 カマタ商店
大阪市西淀川区 Bar Stray Sheep
大阪市西淀川区 Bar After
大阪市西淀川区 Pardon
大阪市西淀川区 ジャンジャン亭
大阪市西淀川区 カラオケハウス 
大阪市西淀川区 ラウンジ羽紫
大阪市西淀川区 じゅん亭
大阪市西淀川区 足跡
大阪市西淀川区 アジョシ
大阪市西淀川区 鉄板焼バル gaya
大阪市西淀川区 お魚パラダイス一文字
大阪市西淀川区 らくだ
大阪市西淀川区 中華茶屋
大阪市西淀川区 多国籍料理永福家
大阪市西淀川区 カラオケ居酒屋 ゆい
大阪市西淀川区 たけちゃん
大阪市西淀川区 和歌
大阪市西淀川区 ダイニングバー七
大阪市西淀川区 お好み焼 ボン
大阪市西淀川区 山海炉ばた 龍馬
大阪市西淀川区 山田酒店
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大阪市西淀川区 焼肉一丁目
大阪市西淀川区 おうちごはんとおでんの店125
大阪市西淀川区 居酒屋 綺羅々
大阪市西淀川区 ありか
大阪市西淀川区 鞍馬
大阪市西淀川区 ダブルベイ
大阪市西淀川区 カラオケ舞
大阪市西淀川区 Hystericボンバー
大阪市西淀川区 津野
大阪市西淀川区 Food & Bar K
大阪市西淀川区 焼鳥 かんぱ
大阪市西淀川区 日本酒バルいぶき
大阪市西淀川区 サラン
大阪市西淀川区 大阪ハラールレストラン
大阪市西淀川区 秋田酒店
大阪市西淀川区 亜郎
大阪市西淀川区 姫島百番
大阪市西淀川区 喫茶 藤
大阪市西淀川区 廣島
大阪市西淀川区 スナックるんるん
大阪市西淀川区 Bar BARATIE
大阪市西淀川区 Bar 蛸
大阪市西淀川区 カラオケスタジオカレンス
大阪市西淀川区 モッポ
大阪市西淀川区 お好み焼き華
大阪市西淀川区 kirakiraセブン
大阪市西淀川区 焼肉よつば
大阪市西淀川区 どんまい
大阪市西淀川区 スナック詩苑
大阪市西淀川区 どんちゃん
大阪市西淀川区 ありふくや
大阪市西淀川区 TKG
大阪市西淀川区 みつわ食堂
大阪市西淀川区 居酒屋ぴー典
大阪市西淀川区 神十蕎麦
大阪市西淀川区 よろず家
大阪市西淀川区 立ち呑み居酒屋くしでん
大阪市西淀川区 bar ヒバチルーム
大阪市西淀川区 カラオケ優
大阪市西淀川区 居酒屋 みなつき
大阪市東淀川区 LOCA COFFEE
大阪市東淀川区 cafe & Bar Win
大阪市東淀川区 居酒屋あかひげ
大阪市東淀川区 リカーショップかすがやちょっと一杯
大阪市東淀川区 たる
大阪市東淀川区 マドンナ
大阪市東淀川区 kuro
大阪市東淀川区 お好み焼き 双月
大阪市東淀川区 ちょい呑み酒場てんてん
大阪市東淀川区 Malo
大阪市東淀川区 寿司処 坊主
大阪市東淀川区 居酒屋 夜(ナイト)
大阪市東淀川区 居酒屋四万十
大阪市東淀川区 酒処酒楽
大阪市東淀川区 ルイス
大阪市東淀川区 たこ焼きbar Nattaco
大阪市東淀川区 開花亭
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大阪市東淀川区 COFFEE BEANS WORK
大阪市東淀川区 黄金の道
大阪市東淀川区 ジャドール
大阪市東淀川区 コナえもん
大阪市東淀川区 カフェ風車
大阪市東淀川区 亀岡街道
大阪市東淀川区 舞豆
大阪市東淀川区 SNACKMIYOMIYOⅡ
大阪市東淀川区 キッチンハリネズミ
大阪市東淀川区 食事処瀬戸
大阪市東淀川区 炭火焼鶏 鴨久
大阪市東淀川区 俊彩
大阪市東淀川区 おうちビストロchou-chou
大阪市東淀川区 お好み焼き はなまる
大阪市東淀川区 BAR犬
大阪市東淀川区 梅田酒店
大阪市東淀川区 しろがね
大阪市東淀川区 居酒屋展
大阪市東淀川区 味幸房みなみ阪急上新庄店
大阪市東淀川区 じゅんちゃん
大阪市東淀川区 たこ焼 たこやん
大阪市東淀川区 KOKO CAFE
大阪市東淀川区 家庭料理ゆるり
大阪市東淀川区 ラーメン一番
大阪市東淀川区 なにわキッチン夢家 相川店
大阪市東淀川区 PLATON
大阪市東淀川区 お好み焼 狼煙
大阪市東淀川区 居酒屋ケンちゃん
大阪市東淀川区 麺屋 LUCK PLUCK
大阪市東淀川区 スウィングシング
大阪市東淀川区 江南
大阪市東淀川区 青波
大阪市東淀川区 千代村
大阪市東淀川区 いっこや
大阪市東淀川区 un polpo(アン ポルポ)
大阪市東淀川区 穂り
大阪市東淀川区 富味苑
大阪市東淀川区 居酒屋かっぱ
大阪市東淀川区 BROTHER
大阪市東淀川区 辛口Lab.
大阪市東淀川区 いか柳東淀川瑞光店
大阪市東淀川区 Bar Lilac
大阪市東淀川区 Cafe & Bar SUKEYARDS
大阪市東淀川区 Cafe&Bar L'arbre
大阪市東淀川区 旬の彩り百武
大阪市東淀川区 炭火焼鳥かどや
大阪市東淀川区 炭焼酒場 海人
大阪市東淀川区 BAR Zumon
大阪市東淀川区 串焼きBAL 簪 KANZASHI
大阪市東淀川区 まほろば食堂
大阪市東淀川区 日韓屋にっこりや
大阪市東淀川区 一ちゃん
大阪市東淀川区 シグナル
大阪市東淀川区 ラーメン村西家
大阪市東淀川区 炭火焼肉じゃけぇ東淀川店
大阪市東淀川区 かにやゆる里
大阪市東淀川区 家庭料理の店おおきに
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大阪市東淀川区 辻倶楽部
大阪市東淀川区 ダイニングF
大阪市東淀川区 播州
大阪市東淀川区 蕾
大阪市東淀川区 居酒屋ごっくん
大阪市東淀川区 上新庄酒場
大阪市東淀川区 下町スタイル 麺・丼・定
大阪市東淀川区 居酒屋みゅん
大阪市東淀川区 旨味処和
大阪市東淀川区 お好み焼きでんでん
大阪市東淀川区 ホルモンぶりすけ淡路店
大阪市東淀川区 都寿し
大阪市東淀川区 BAR 燦水
大阪市東淀川区 カレーハウスディール
大阪市東淀川区 洋食＆樽生ワインしもじま亭
大阪市東淀川区 海鮮鮨処はし元
大阪市東淀川区 割烹 次元
大阪市東淀川区 インド・ネパール料理 KANCHAN
大阪市東淀川区 まとや
大阪市東淀川区 喫茶ピノキオ
大阪市東淀川区 スナック美花
大阪市東淀川区 かをる
大阪市東淀川区 食べ呑み処 花
大阪市東淀川区 割旬つつ井
大阪市東淀川区 おのころ食堂淡路島
大阪市東淀川区 Bar.PPP
大阪市東淀川区 旬魚酒菜和さび
大阪市東淀川区 snack WALK
大阪市東淀川区 中華ダイニング茶々
大阪市東淀川区 活旬うだ川
大阪市東淀川区 アメリカン
大阪市東淀川区 Girls Lounge AWJ48
大阪市東淀川区 居酒屋 宮古
大阪市東成区 池田屋
大阪市東成区 居酒屋３５５
大阪市東成区 くれよん
大阪市東成区 餃子専門店 味力亭 鶴橋店
大阪市東成区 Shotbar hool
大阪市東成区 カラオケわかめちゃん
大阪市東成区 海力
大阪市東成区 金杏奈の手作りキムチ
大阪市東成区 魚亭 鈴屋
大阪市東成区 皇 茶
大阪市東成区 辻
大阪市東成区 まるよし
大阪市東成区 笑わっは
大阪市東成区 くい蔵
大阪市東成区 和・韓創作料理大花
大阪市東成区 お好み焼クレイン
大阪市東成区 つるはしまぐろ食堂
大阪市東成区 Only One
大阪市東成区 スナックまえだ
大阪市東成区 株式会社ケントハウス
大阪市東成区 ちゃんと
大阪市東成区 勝ちゃん
大阪市東成区 東成麺家 うどん上々
大阪市東成区 山ちゃん
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大阪市東成区 たべもんや長島
大阪市東成区 天野屋
大阪市東成区 ガネーシャ
大阪市東成区 楽笑
大阪市東成区 木林
大阪市東成区 割烹うを瀬
大阪市東成区 居酒屋 豊鈴
大阪市東成区 炭火やきとり 銀星
大阪市東成区 居酒屋 人生劇場
大阪市東成区 Shot Bar Advance
大阪市東成区 キッチンむらうち
大阪市東成区 なみは家
大阪市東成区 創肴家 ちきゅう岬
大阪市東成区 末廣
大阪市東成区 うみ凪
大阪市東成区 じゃんぼたこやきたっくん
大阪市東成区 一品・カラオケ りんー凛ー
大阪市東成区 和牛処なかざき
大阪市東成区 スタンド緑橋
大阪市東成区 中華食堂
大阪市東成区 みつわや
大阪市東成区 358
大阪市東成区 炭火焼肉 １．６１８
大阪市東成区 肴 やす井
大阪市東成区 小料理まにまに
大阪市東成区 うどん居酒屋麦笑
大阪市東成区 VIINAKOKKO
大阪市東成区 麺屋虎司
大阪市東成区 いか玉屋プラスアルファ
大阪市東成区 手打ち蕎麦やました
大阪市東成区 中国酒家 燈 ～AKARI～
大阪市東成区 酒とさかなさつき
大阪市東成区 楽酒 たまるば
大阪市東成区 居酒屋 大御所
大阪市東成区 キムチの大盛屋
大阪市東成区 ウィズ・ユー
大阪市東成区 居酒屋だんらん
大阪市東成区 Bistro酒場らくだ
大阪市東成区 お好み焼き鉄板焼き佳代
大阪市東成区 やぐら亭
大阪市東成区 お蝶女
大阪市東成区 キッチンプーハウス
大阪市東成区 旬彩鮨近江屋
大阪市東成区 鳥いちもんめ
大阪市東成区 ヴィアンデリア
大阪市東成区 アル、イクシール BAR al-iksir
大阪市東成区 光洋軒
大阪市東成区 串力
大阪市東成区 中華料理華龍
大阪市東成区 唐揚げ専門店とりの玉造店
大阪市東成区 スナック よう子
大阪市東成区 スナック眞理
大阪市東成区 王珉
大阪市東成区 穴場酒家おっち
大阪市東成区 YUMMY TEKI
大阪市東成区 道西安
大阪市東成区 古賀のわ
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大阪市東成区 星の家
大阪市東成区 丼屋ぶあいそう
大阪市東成区 田村
大阪市東成区 ALL REI
大阪市東成区 アブラハム
大阪市東成区 焼肉ホルモンまる田。
大阪市東成区 団らん酒房 笑夢
大阪市東成区 YONEZAWA鶏NIKUTEN
大阪市東成区 旬菜ダイニングＣＯＳＹ
大阪市東成区 BAR NINEMILES
大阪市東成区 立呑み処 晴
大阪市東成区 豚マイ
大阪市東成区 魚屋ひでぞう
大阪市東成区 つけ鴨うどん鴨錦地下鉄今里店
大阪市東成区 居酒屋みえちゃん
大阪市東成区 珈琲専門店 クレセント
大阪市東成区 アルベロ
大阪市東成区 kitsutsuki
大阪市東成区 麺や 藏人
大阪市東成区 Dada Bar
大阪市東成区 六寶
大阪市東成区 大衆酒場 酔楽
大阪市東成区 酒の穴かちくり屋
大阪市東成区 Chat Rose  シャローズ
大阪市東成区 凛花
大阪市東成区 一番星
大阪市東成区 上瑩茶 鶴橋店
大阪市東成区 SHOT BAR Sagittarius
大阪市東成区 居酒屋だい助
大阪市東成区 AIR
大阪市東成区 ひっぱらん
大阪市生野区 ＧＬＯＲＩＡ
大阪市生野区 麗
大阪市生野区 富味園
大阪市生野区 健美亭 本店
大阪市生野区 韓彩食房 みね
大阪市生野区 担々麺専門店和正
大阪市生野区 松寿司
大阪市生野区 テバギ
大阪市生野区 ヴィラージュ
大阪市生野区 月美
大阪市生野区 居酒屋ＭＯＲＩＫＩ
大阪市生野区 テールラーメンまる彦
大阪市生野区 青春を戻して
大阪市生野区 ハル
大阪市生野区 カラオケ サラン
大阪市生野区 韓国居酒屋春
大阪市生野区 ヘバラギ
大阪市生野区 ぶんぶん
大阪市生野区 荒鮮景
大阪市生野区 蛸虎
大阪市生野区 酒処丸松
大阪市生野区 駅前うどん
大阪市生野区 ニューシャルマン
大阪市生野区 きまぐれ家（生野区店）
大阪市生野区 CENTURY
大阪市生野区 メロディー
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大阪市生野区 はるはる
大阪市生野区 お好み焼 鉄板焼エソラ
大阪市生野区 喫茶喜仙（㐂仙）
大阪市生野区 楠商店立ち飲み処(楠酒店)
大阪市生野区 ポキナ369
大阪市生野区 うみどり食堂
大阪市生野区 Bar Pirata
大阪市生野区 からあげのともちゃん
大阪市生野区 カラオケ ドレミ
大阪市生野区 呑処すぎはら
大阪市生野区 お好み焼松ちゃん
大阪市生野区 地鶏創作料理 蓮
大阪市生野区 栄
大阪市生野区 恩恵SEIKA
大阪市生野区 光ちゃん
大阪市生野区 pooちゃん
大阪市生野区 キッチン のりのり
大阪市生野区 エッグの台所
大阪市生野区 スナック リーリエ
大阪市生野区 双子家
大阪市生野区 美山
大阪市生野区 笑顔の豚
大阪市生野区 カラオケ朱雀
大阪市生野区 桃谷エビス
大阪市生野区 海の家 紀ノ国屋
大阪市生野区 望湘楼今里店
大阪市生野区 居酒屋ちゃが楽小路店
大阪市生野区 くいしんぼう
大阪市生野区 ぎんのいえ
大阪市生野区 ビタミン
大阪市生野区 リアン
大阪市生野区 WORLD 
大阪市生野区 東寿司
大阪市生野区 カラオケスタジオ和
大阪市生野区 室蘭焼鳥たつ家
大阪市生野区 なかむらや 粋光
大阪市生野区 一里
大阪市生野区 あかいや
大阪市生野区 巽
大阪市生野区 厩戸
大阪市生野区 カラオケゴールド
大阪市生野区 カラオケあき
大阪市生野区 たべもん屋ほろ酔
大阪市生野区 ニュー姫
大阪市生野区 マサエン
大阪市生野区 喰い呑み処 とにかく
大阪市生野区 居酒屋すもも
大阪市生野区 ミチンデジ
大阪市生野区 LOUNGEリーベ
大阪市生野区 とりとり亭
大阪市生野区 大廣
大阪市生野区 加奈寿司
大阪市生野区 AFRo OSAKA
大阪市生野区 ＰＩＮＫ ＢＥＬＬ
大阪市生野区 Home Bar Zinc
大阪市生野区 居酒屋かぼちゃ
大阪市生野区 シードラゴン
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大阪市生野区 Qoo
大阪市生野区 牛処郷
大阪市生野区 山ぴーの店
大阪市生野区 Terra
大阪市生野区 江南
大阪市生野区 たっちゃん寿司
大阪市生野区 コンヌンタッカンマリ
大阪市生野区 桃福
大阪市生野区 チホ
大阪市生野区 パセリはパセリ
大阪市生野区 粋味酒楽     みやちゃん   
大阪市生野区 いちげん屋
大阪市生野区 創居酒屋ボタ
大阪市生野区 炭火焼肉こぎや
大阪市生野区 居酒屋たんぽぽ
大阪市生野区 おにがしま
大阪市生野区 やきとり家はやっちゃん
大阪市生野区 夢心家
大阪市生野区 手抜きご飯と酒の店くずや
大阪市生野区 鉄板焼きMUDDY
大阪市生野区 eva
大阪市生野区 串焼みろく
大阪市生野区 無限大
大阪市生野区 スナック ニューらんぶる
大阪市生野区 居酒屋通
大阪市生野区 SUNSHINE
大阪市生野区 BARアジト
大阪市生野区 スナックおだ
大阪市生野区 Club77
大阪市生野区 Bar Y's
大阪市生野区 ヨーロピアンカフェ ちゃお
大阪市生野区 居酒屋ありす
大阪市生野区 新城物産
大阪市生野区 焼鳥屋 良風
大阪市生野区 美豊
大阪市生野区 ほし
大阪市生野区 カラオケシャルマン
大阪市生野区 リーカラオケ
大阪市生野区 Felice
大阪市生野区 焼肉やす
大阪市生野区 吞み処美ら
大阪市生野区 りり ココ
大阪市生野区 グリーン
大阪市生野区 CLUB ニュープリンス
大阪市生野区 ラウンジ美加
大阪市生野区 しま
大阪市生野区 SHADY LANE
大阪市生野区 カフェ ペロ
大阪市生野区 KENJI.cow
大阪市生野区 ダイニングバー秀
大阪市生野区 じゅんちゃん
大阪市生野区 カラオケ喫茶歌姫
大阪市生野区 鮨えびす
大阪市生野区 Food BAR じゅんちゃん
大阪市生野区 串かつ一歩
大阪市生野区 今里'キッチンもりた家
大阪市生野区 JOE MAD SPECIAL
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大阪市生野区 恵美
大阪市生野区 J
大阪市生野区 BLUE
大阪市生野区 恋
大阪市生野区 NINANO
大阪市生野区 VIP
大阪市生野区 一石二鳥
大阪市生野区 食旬彩ひで屋
大阪市生野区 トントン
大阪市生野区 Standing Bar 田中屋
大阪市生野区 韓国料理幸福食堂
大阪市生野区 かんぱち寿司
大阪市生野区 横浜家系ラーメン独覚家
大阪市生野区 やきにくだいき
大阪市生野区 woodon
大阪市生野区 Barてんてん
大阪市生野区 TEPPAN 健心
大阪市生野区 仁家
大阪市生野区 わび助
大阪市生野区 Cafe&Goods B.S.C
大阪市生野区 骨里香熟食店
大阪市生野区 月
大阪市生野区 キッチンさくら
大阪市生野区 たこ焼きてらや
大阪市生野区 Restaurantcafe orb
大阪市生野区 poo2
大阪市生野区 風月
大阪市生野区 とりなべ亭北巽店
大阪市生野区 豊楽
大阪市生野区 香水
大阪市生野区 Chicchi
大阪市生野区 炭の屋
大阪市生野区 ニュー順子
大阪市生野区 1104
大阪市生野区 焼肉 龍
大阪市生野区 ちゃちゃ
大阪市生野区 HANJYAN
大阪市生野区 寛ぎの味 はなび
大阪市生野区 アリラン食堂
大阪市生野区 呑ん来亭
大阪市生野区 老紳士
大阪市生野区 ○味布施店
大阪市旭区 屑
大阪市旭区 淀ヤ食堂
大阪市旭区 ビリヤード Learn
大阪市旭区 居酒屋 おーでる
大阪市旭区 田中酒店
大阪市旭区 旭区清水一丁目
大阪市旭区 だんだん
大阪市旭区 カラオケスナック朱鷺
大阪市旭区 揚子江ラーメン高殿店
大阪市旭区 鉄板酒場９６３
大阪市旭区 くら羅
大阪市旭区 お食事とお酒のしま
大阪市旭区 きまぐれ家（旭区店）
大阪市旭区 千いち屋
大阪市旭区 楽酒処 彩楓
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大阪市旭区 やまよし
大阪市旭区 お好み焼き美樹
大阪市旭区 悠月家
大阪市旭区 本田酒店
大阪市旭区 関目酒場 情熱ホルモン
大阪市旭区 得一
大阪市旭区 焼肉処 一吉
大阪市旭区 菊乃屋
大阪市旭区 カフェトラットリア アスティ
大阪市旭区 月うさぎ
大阪市旭区 香の華
大阪市旭区 串太郎
大阪市旭区 みなの水餃子
大阪市旭区 yaki yaki なるとや
大阪市旭区 とんかつぽん太
大阪市旭区 木元水産
大阪市旭区 とんちんかん
大阪市旭区 居酒屋 恭ちゃん処
大阪市旭区 関目飯店
大阪市旭区 お好み焼 鉄板焼 よってこや
大阪市旭区 たつ吉
大阪市旭区 居酒屋Memories of Blue
大阪市旭区 味良
大阪市旭区 吉鳥千林店
大阪市旭区 お好み焼き ささやん
大阪市旭区 一粒万倍
大阪市旭区 蒲生庵 福井
大阪市旭区 Bar Dejavu
大阪市旭区 居酒屋七味
大阪市旭区 RENAISSANCE ・CLASSIC MUSIC CAFE,  MUSICARION
大阪市旭区 あかさん
大阪市旭区 ほろめき
大阪市旭区 お好み焼きチェリー
大阪市旭区 Darts＆CafeBar心選組
大阪市旭区 旬味よし田
大阪市旭区 17
大阪市旭区 ゆうぞら
大阪市旭区 喫茶もりさわ
大阪市旭区 スタジオ２１千林店
大阪市旭区 お好み焼き元気
大阪市旭区 中華料理太閤
大阪市旭区 ムービングブルー
大阪市旭区 スナックマリモ
大阪市旭区 BAR SCARLETT
大阪市旭区 香琳園
大阪市旭区 Bar ponpon
大阪市旭区 歌謡ステージ麗
大阪市旭区 魚河岸ふじ乃や
大阪市旭区 pine tree
大阪市旭区 喫茶田園
大阪市旭区 錦
大阪市旭区 メイク2
大阪市旭区 大醤軒
大阪市旭区 とんかつ中村
大阪市旭区 四季旬菜 花音
大阪市旭区 シフォン
大阪市旭区 お好み焼き まき
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大阪市旭区 だんらんずばー
大阪市旭区 cafe &bar  yahruu
大阪市旭区 焼肉おおくぼ屋
大阪市旭区 たこ焼き ZiPANG 
大阪市旭区 にかい屋
大阪市旭区 かんてきDining
大阪市旭区 おたまじゃくし
大阪市旭区 カッフェ チャオッペ
大阪市旭区 小園
大阪市旭区 INDIAN NEPALI Restaurant SAKURA
大阪市旭区 ワインと炭焼き fusione
大阪市旭区 ビストロB.O.F
大阪市旭区 ワンモア
大阪市旭区 みなづき
大阪市旭区 ふれあい
大阪市旭区 炭火焼鳥 匠
大阪市旭区 糀とわたしまる
大阪市旭区 居酒屋やな
大阪市旭区 IL LEONE
大阪市旭区 ｌｏｊｊｙ ｃａｆｅ
大阪市旭区 veil
大阪市旭区 カラオケ 京ちゃん
大阪市旭区 Cafe profit 
大阪市旭区 はやし食堂
大阪市旭区 焼串にくらぼ森小路店
大阪市城東区 chou-fleur
大阪市城東区 八丁堀
大阪市城東区 とり酒楽まじか
大阪市城東区 かふぇB e-yan
大阪市城東区 やっこ
大阪市城東区 ドリル食堂
大阪市城東区 BACK STREET COFFEE
大阪市城東区 そば冷泉
大阪市城東区 立ち呑み  まさ
大阪市城東区 めんめん守屋
大阪市城東区 きぶんや関目店
大阪市城東区 barあんさんぶる
大阪市城東区 居酒屋 友恵
大阪市城東区 唐揚げ専門店 壱唐 深江橋店
大阪市城東区 旬菜酒房 宝隆丸
大阪市城東区 のりたこ酒場
大阪市城東区 RossoRosso
大阪市城東区 呑み処 酉
大阪市城東区 居酒屋喰いしん坊
大阪市城東区 ふれあい
大阪市城東区 Ｍｉｓｏｒａ
大阪市城東区 Pub Funny3
大阪市城東区 焼きとん 京橋 バビアン
大阪市城東区 宵な夜な倶楽部
大阪市城東区 居酒屋みっちゃん
大阪市城東区 真心旬香 色
大阪市城東区 SUNSHADE SUMMER SET
大阪市城東区 韓non
大阪市城東区 いこい
大阪市城東区 お好み屋
大阪市城東区 車寿し
大阪市城東区 花菱
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大阪市城東区 大福
大阪市城東区 鍋屋ひろじ
大阪市城東区 GOLOSO
大阪市城東区 鶏と魚介らぁ麵komugi
大阪市城東区 スナック祥
大阪市城東区 新世界94ダイニング誠 
大阪市城東区 Golf Latte
大阪市城東区 福来樓 ふくろう
大阪市城東区 地酒とさかなの店みつや
大阪市城東区 海せん工房すみれ
大阪市城東区 京橋いなすい
大阪市城東区 大阪焼鳥 鳥力
大阪市城東区 鉄板焼き翔
大阪市城東区 日本料理蒲生庵草薙
大阪市城東区 OBLIQUE
大阪市城東区 銀架
大阪市城東区 あげいん
大阪市城東区 万両酒販
大阪市城東区 えみゆ
大阪市城東区 Ooops
大阪市城東区 居酒屋張吉
大阪市城東区 イタリア料理リチェルカ
大阪市城東区 もも家本店
大阪市城東区 天香堂
大阪市城東区 マザーズソングカフェ
大阪市城東区 おばんざいダイニングあんちゃん
大阪市城東区 NICOtt bar
大阪市城東区 石鹿
大阪市城東区 鉄板ステーキたかひろ 自家製ソースのお店
大阪市城東区 Ｃａｆｅ Ｃｈａｍｐ
大阪市城東区 炭火焼居酒屋ハム
大阪市城東区 鉄燻CHOI
大阪市城東区 とみ菜うえ野
大阪市城東区 喜界島
大阪市城東区 和Dining DANDAN
大阪市城東区 肉食堂もぐ
大阪市城東区 駄菓子の扇屋
大阪市城東区 なだや
大阪市城東区 gusto
大阪市城東区 中華料理とんとん
大阪市城東区 太鼓屋
大阪市城東区 よし寿し
大阪市城東区 トリノミリョク JR鴫野駅
大阪市城東区 とんかつ「とん娘」
大阪市城東区 サケトサカナ
大阪市城東区 Machi Cafe
大阪市城東区 京橋バールすぽっと
大阪市城東区 鳥憲
大阪市城東区 究極らーめん
大阪市城東区 ら.Seek!
大阪市城東区 unknown
大阪市城東区 GORKA NOODLE NEO
大阪市城東区 ほうらん
大阪市城東区 かもん
大阪市城東区 仙酔庵
大阪市城東区 てっぱん家びと
大阪市城東区 ROGO☆
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大阪市城東区 ハンプティ・ダンプティ
大阪市城東区 炭火串焼きたむら
大阪市城東区 鉄板焼 ぎんちゃん
大阪市城東区 Cafe & BAR  Bee Line
大阪市城東区 平野富美男の店
大阪市城東区 たこ焼き居酒屋 空と凜
大阪市城東区 La Pentola
大阪市城東区 酒処たのし味屋
大阪市城東区 やきやき厨房
大阪市城東区 優和酒家喜や
大阪市城東区 スナックのんのん
大阪市城東区 古市飯店
大阪市阿倍野区 酔鳥味鳥
大阪市阿倍野区 おがた
大阪市阿倍野区 大喜
大阪市阿倍野区 串カツたつ屋
大阪市阿倍野区 梁山泊
大阪市阿倍野区 すし処髙松
大阪市阿倍野区 文福
大阪市阿倍野区 櫻-さくら‐
大阪市阿倍野区 星野デザートアート 天王寺店
大阪市阿倍野区 関西日和
大阪市阿倍野区 オネスティ
大阪市阿倍野区 ステージプラス
大阪市阿倍野区 とちの木
大阪市阿倍野区 バーエルモ
大阪市阿倍野区 Bar de Espana risa risa
大阪市阿倍野区 KOKURYUDOU
大阪市阿倍野区 地中海バールShimpatico
大阪市阿倍野区 cotocoto kitchen
大阪市阿倍野区 Lezzet Craftbeer & Food Experience Bar 
大阪市阿倍野区 多門
大阪市阿倍野区 MARUCHA西田辺店
大阪市阿倍野区 Jane
大阪市阿倍野区 Little NutsDay
大阪市阿倍野区 わこ
大阪市阿倍野区 ノア
大阪市阿倍野区 Mad Cat Hostel Osaka & Bar
大阪市阿倍野区 あづま
大阪市阿倍野区 ホリーズカフェ あべのＡＩＴビル店
大阪市阿倍野区 巴うどん
大阪市阿倍野区 焼肉レストラン樹林
大阪市阿倍野区 焼とんじん家
大阪市阿倍野区 串の郷
大阪市阿倍野区 鮨処こに志
大阪市阿倍野区 miss evans
大阪市阿倍野区 wine bar terrazzi
大阪市阿倍野区 ジャルディーノ
大阪市阿倍野区 Tokuri61 
大阪市阿倍野区 クッチーナ サイトウ
大阪市阿倍野区 カラオケ喫茶・スナックサーモン
大阪市阿倍野区 ビストロティアボ
大阪市阿倍野区 鉄板万
大阪市阿倍野区 浅一
大阪市阿倍野区 ファイブスター
大阪市阿倍野区 げん
大阪市阿倍野区 麺家志
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大阪市阿倍野区 粋翔苑
大阪市阿倍野区 nicco
大阪市阿倍野区 楽味
大阪市阿倍野区 スタンドくりけん
大阪市阿倍野区 modern bar XO
大阪市阿倍野区 焼鳥夜空に輝く光
大阪市阿倍野区 THE TRAM
大阪市阿倍野区 Bar Reepi
大阪市阿倍野区 焼肉南門
大阪市阿倍野区 bowl
大阪市阿倍野区 鉄板ダイニングだいじゅ
大阪市阿倍野区 bear's kitchen
大阪市阿倍野区 中華厨房toku china
大阪市阿倍野区 Bar7th
大阪市阿倍野区 BEACH BUM
大阪市阿倍野区 めん処 しかだ
大阪市阿倍野区 居酒屋やまちゃん
大阪市阿倍野区 ラーメン而今阿倍野元町店
大阪市阿倍野区 やおきうどん
大阪市阿倍野区 Cafe & Bar KIKI
大阪市阿倍野区 なか亀
大阪市阿倍野区 鈴若
大阪市阿倍野区 NIGHT OWL
大阪市阿倍野区 BARどろっぷいん
大阪市阿倍野区 シンガーズクラブエデンＰＡＲＴⅡ
大阪市阿倍野区 旬彩 旨魯
大阪市阿倍野区 オーティス・ブルー
大阪市阿倍野区 Cafe-Bar Moi-Rai
大阪市阿倍野区 お好み焼き はやし
大阪市阿倍野区 Ｄｅｅｎｓ Ｂａｒ
大阪市阿倍野区 スナック姫
大阪市阿倍野区 パブあべ
大阪市阿倍野区 DADGAD
大阪市阿倍野区 カフェユメ
大阪市阿倍野区 お弁当の百里
大阪市阿倍野区 鮨 春政
大阪市阿倍野区 Cafe&Bar りんどうの花
大阪市阿倍野区 alcobareno
大阪市阿倍野区 小鍋キッチン
大阪市阿倍野区 igosso
大阪市阿倍野区 食事処とも
大阪市阿倍野区 SHOT BAR ボナセーラ
大阪市阿倍野区 美章園一番
大阪市阿倍野区 伊勢もん居酒屋駄駄っ子
大阪市阿倍野区 ファミリーＰＡＲＴⅠ
大阪市阿倍野区 カフェバーZION
大阪市阿倍野区 LOUNGE 真
大阪市阿倍野区 紀州
大阪市阿倍野区 Parfum
大阪市阿倍野区 十枡
大阪市阿倍野区 サッポロラーメンほんば
大阪市阿倍野区 中華料理 南極
大阪市阿倍野区 カラオケ喫茶ひばり
大阪市阿倍野区 Aile 
大阪市阿倍野区 EAST
大阪市阿倍野区 Wel
大阪市阿倍野区 焼き鳥酒房まいど
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大阪市阿倍野区 もりたこ
大阪市阿倍野区 居酒屋みきちゃん
大阪市阿倍野区 Ｒ２
大阪市阿倍野区 酒房 文
大阪市阿倍野区 酒笑人
大阪市阿倍野区 Bar Satochan
大阪市阿倍野区 BAR SAIL
大阪市阿倍野区 寿海
大阪市阿倍野区 RoseeGlaux
大阪市阿倍野区 うまからや
大阪市阿倍野区 Number NINE
大阪市阿倍野区 金沢カレーフォーシーズン・インデアン
大阪市阿倍野区 居酒屋いちりん
大阪市阿倍野区 仲哉（なかや）
大阪市阿倍野区 kitchenまめ
大阪市阿倍野区 Kitchen＆Bar O₂
大阪市阿倍野区 炭焼ビギー
大阪市阿倍野区 居酒屋割烹かなざわ
大阪市阿倍野区 バー・セカンド・ロボ
大阪市阿倍野区 酔子
大阪市阿倍野区 バー・ロボ・ムーン
大阪市阿倍野区 もちや
大阪市阿倍野区 昭和
大阪市阿倍野区 まるじゅう
大阪市阿倍野区 フラワーキッシュ本店
大阪市阿倍野区 CAREFREE BAR Sao 
大阪市阿倍野区 PEGGY'S
大阪市阿倍野区 立呑酒場HAJ IME
大阪市阿倍野区 BarWith
大阪市住吉区 シャンティ
大阪市住吉区 居酒屋昭ちゃん
大阪市住吉区 花
大阪市住吉区 金魚
大阪市住吉区 阿呍
大阪市住吉区 いずみ
大阪市住吉区 韓国料理 ソウル
大阪市住吉区 とまり木
大阪市住吉区 土佐料理 竜馬
大阪市住吉区 すぎ寿司
大阪市住吉区 たこ焼き正ちゃん
大阪市住吉区 あずま寿し
大阪市住吉区 玉手館
大阪市住吉区 焼肉の口福屋
大阪市住吉区 スナック 和
大阪市住吉区 てっぱん食堂小松家
大阪市住吉区 ASHU(アシュ）
大阪市住吉区 もつ鍋屋 肉の蔵
大阪市住吉区 喫茶ブルボン
大阪市住吉区 すし処 やす兵衛
大阪市住吉区 鉄板串焼きくわくわ
大阪市住吉区 フレンチ食堂エスカルゴ
大阪市住吉区 居酒屋漁助長居店
大阪市住吉区 迎日楽
大阪市住吉区 お好み焼き和ちゃん
大阪市住吉区 らんばん
大阪市住吉区 創作料理 亀吉
大阪市住吉区 カリから
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大阪市住吉区 八角
大阪市住吉区 シャピトル ドゥー
大阪市住吉区 焼肉 三茶
大阪市住吉区 おりーぶの木
大阪市住吉区 やきま専科
大阪市住吉区 お好み焼き 古々路
大阪市住吉区 カラオケスポット 早﨑
大阪市住吉区 炭火ぢどり焼き えん
大阪市住吉区 中華そば閃
大阪市住吉区 かみなり中華そば店
大阪市住吉区 呑み処ロケット
大阪市住吉区 味道園
大阪市住吉区 和洋ダイニングケイ
大阪市住吉区 ミンミン地下鉄我孫子店
大阪市住吉区 イタリア料理ピヌーチョ
大阪市住吉区 里
大阪市住吉区 Ruota
大阪市住吉区 田中屋酒店
大阪市住吉区 肉料理 幸之助
大阪市住吉区 和食活鮮豊さん
大阪市住吉区 和光
大阪市住吉区 bulanmuda
大阪市住吉区 酒肴屋つき乃
大阪市住吉区 BAR BEATLOOSE
大阪市住吉区 CAVOLO
大阪市住吉区 焼肉ゴンチャン
大阪市住吉区 旬魚旬菜 はん助
大阪市住吉区 あびこ酒場ゆうひめ
大阪市住吉区 スナック パピヨン
大阪市住吉区 餃子王（杜家）
大阪市住吉区 BAR WILD ANGELS
大阪市住吉区 SHOTBAR 絆
大阪市住吉区 花梨麻婆飯店我孫子店
大阪市住吉区 炭匠 薫
大阪市住吉区 焼き肉はやし源
大阪市住吉区 創作イタリアンバル シャバーノ
大阪市住吉区 和楽菜彩 月
大阪市住吉区 海賊キッチン ぶんぶん丸
大阪市住吉区 K2snow
大阪市住吉区 味処ふじわら
大阪市住吉区 スパイスの隠れ家
大阪市住吉区 たまりば遊旬
大阪市住吉区 楽食屋新
大阪市住吉区 キッチンはなこ
大阪市住吉区 じゅうじゅう
大阪市住吉区 やきとり処鳥鳥
大阪市住吉区 カジュアル和食うたげ
大阪市住吉区 寒ざらしそば 芦生
大阪市住吉区 HELLO860
大阪市住吉区 ショットバー音蔵
大阪市住吉区 カルチャーカフェ上方
大阪市住吉区 NailMark
大阪市住吉区 鹿児島酒場 さぶろく
大阪市住吉区 家庭料理美佳ん家
大阪市住吉区 kitchen bar allegro
大阪市住吉区 日比谷鳥こまちあびこ駅前店
大阪市住吉区 ライブバービートイン
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大阪市住吉区 スナックまんまみーあ
大阪市住吉区 御坊庵
大阪市住吉区 中華菜館小楽亭
大阪市住吉区 旬鮮旨食彩櫻
大阪市住吉区 萬和
大阪市住吉区 薩摩×鉄板 ぼっけもん
大阪市住吉区 うぐいす
大阪市住吉区 お食事処 とくひろ
大阪市住吉区 お好み焼き カクショウ
大阪市住吉区 たけの子
大阪市住吉区 天ぷら天雲
大阪市住吉区 お好み焼き てこ
大阪市住吉区 Teco Bar
大阪市住吉区 鮨旬魚彩きぐち
大阪市住吉区 お好み焼き てこ
大阪市住吉区 さか菜と肴 すえもと
大阪市住吉区 カラオケ広場Su-
大阪市住吉区 手打そば和
大阪市住吉区 お好み焼きくる
大阪市住吉区 炭火美酒処  ちょび
大阪市住吉区 創作串揚げ料理専門店青空
大阪市住吉区 IZAKAYAにょきにょき
大阪市住吉区 居酒屋おいでや
大阪市住吉区 ごはん屋いろどり
大阪市住吉区 つくしん坊
大阪市住吉区 ニュー上海 住吉店
大阪市住吉区 味ごころ四季彩
大阪市住吉区 ＦＡＧＯＴＴＯ
大阪市住吉区 串かつ ひろ
大阪市住吉区 蓬莱飯店
大阪市住吉区 たこ焼き竹笑
大阪市住吉区 酒食家 るぅぷ
大阪市住吉区 喫茶グルマン
大阪市住吉区 豊八
大阪市住吉区 BAR SUMIMARU
大阪市住吉区 rico
大阪市住吉区 カラオケステージ喫茶 フェスタ
大阪市住吉区 炭火焼鳥69鶏
大阪市住吉区 ロジナカ
大阪市住吉区 紀州の恵みまごころゆめこ
大阪市住吉区 鶴橋らーめん食堂「鶴心」
大阪市住吉区 紀乃国屋マルナカ
大阪市住吉区 中華料理福山楼
大阪市住吉区 日本酒バーひとつなぎ。
大阪市住吉区 長居 松寿司
大阪市住吉区 ミカク
大阪市住吉区 Ａlma
大阪市住吉区 bar T i.s.m
大阪市住吉区 OSAKA酒場あじひと
大阪市住吉区 ＭＹ Ｈａｔｏ Ｃｕｉｓｉｎｅ
大阪市住吉区 さくら屋
大阪市東住吉区 さんりんしゃ
大阪市東住吉区 choi
大阪市東住吉区 北田辺ほろよい酒場いつも
大阪市東住吉区 お好み焼きとんちゃん
大阪市東住吉区 喫茶富士
大阪市東住吉区 安さん
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大阪市東住吉区 和酒屋 TAKATAKA
大阪市東住吉区 モア
大阪市東住吉区 酒場恩人
大阪市東住吉区 スナック林檎
大阪市東住吉区 SANGO
大阪市東住吉区 ライラック
大阪市東住吉区 鳥登美
大阪市東住吉区 寿司繁
大阪市東住吉区 味喜屋
大阪市東住吉区 Cafe & Bar Sakuraholic
大阪市東住吉区 飲み処知夫里島
大阪市東住吉区 酒楽彩魚ざまに
大阪市東住吉区 讃岐手打ちうどん釜ひろ
大阪市東住吉区 レストラン アルザス
大阪市東住吉区 台湾丼 竹
大阪市東住吉区 季節料理たき
大阪市東住吉区 ラナイキッチン
大阪市東住吉区 亜紀
大阪市東住吉区 カラオケステージカクレ家
大阪市東住吉区 成駒家
大阪市東住吉区 蒙々亭
大阪市東住吉区 カラオケ喫茶純
大阪市東住吉区 ふる里
大阪市東住吉区 岡ちゃん
大阪市東住吉区 ふう太
大阪市東住吉区 和楽家
大阪市東住吉区 むろ
大阪市東住吉区 桜八番
大阪市東住吉区 寿し太郎
大阪市東住吉区 駒川ホルモン
大阪市東住吉区 fudan
大阪市東住吉区 三盛
大阪市東住吉区 居酒屋 瓢箪
大阪市東住吉区 今川屋食堂
大阪市東住吉区 西成二代目にしかわや針中野店
大阪市東住吉区 もくもく
大阪市東住吉区 お好み焼ハウストマト
大阪市東住吉区 まったり
大阪市東住吉区 サクラヒロバ
大阪市東住吉区 中華料理 龍
大阪市東住吉区 火入れ研究所
大阪市東住吉区 喫茶M
大阪市東住吉区 RIVTIA
大阪市東住吉区 桃谷台湾小籠包
大阪市東住吉区 旬彩ダイニング はんなり
大阪市東住吉区 ぼて茶屋 針中野店
大阪市東住吉区 友鉄
大阪市東住吉区 喫茶壱番館
大阪市東住吉区 焼肉ももちゃん
大阪市東住吉区 カラオケびっきり
大阪市東住吉区 カフェライチ
大阪市東住吉区 寿司魚傑
大阪市東住吉区 お多ふく
大阪市東住吉区 呑処 よかにせ
大阪市東住吉区 こけし
大阪市東住吉区 ちから
大阪市東住吉区 飛
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大阪市東住吉区 ルナロッサ
大阪市東住吉区 ぷっくり
大阪市東住吉区 たこちよ
大阪市東住吉区 ひょうたんから駒
大阪市東住吉区 希代
大阪市東住吉区 Lien
大阪市東住吉区 すし処 美旨
大阪市東住吉区 土竜 駒川店
大阪市東住吉区 三四郎
大阪市東住吉区 喫茶ソワカ
大阪市東住吉区 とり奉行
大阪市東住吉区 さくらんぼ
大阪市東住吉区 富士茂
大阪市東住吉区 ROCKERS
大阪市東住吉区 LOCOROCO
大阪市東住吉区 だいにんぐ花和萌
大阪市東住吉区 カラオケ喫茶むっちゃん
大阪市東住吉区 お好屋ラッコ
大阪市東住吉区 炭火焼鳥おび
大阪市東住吉区 韓国・一品料理駿
大阪市東住吉区 ピックポン食堂
大阪市東住吉区 すとうぶ
大阪市東住吉区 居酒屋えんむすび
大阪市東住吉区 Bistro Tege
大阪市東住吉区 ちゃんぽんや
大阪市東住吉区 お好み焼きお多幸
大阪市東住吉区 カラオケダイニングお多幸
大阪市西成区 わたしの焼肉屋
大阪市西成区 ココスダイニング
大阪市西成区 金星
大阪市西成区 わがまま
大阪市西成区 居酒屋葵空
大阪市西成区 本鳥久
大阪市西成区 居酒屋 花
大阪市西成区 居酒屋そよ風
大阪市西成区 西成一番
大阪市西成区 MONSTER
大阪市西成区 居酒屋カラオケ蛍
大阪市西成区 べあ
大阪市西成区 Ｔ＆Ｋ ＣＯＦＦＥＥ
大阪市西成区 尺土
大阪市西成区 とり鶴
大阪市西成区 あげたて饂飩 つきろう
大阪市西成区 まこ
大阪市西成区 クラシック音楽バーココルーム
大阪市西成区 焼きとりのながひろ
大阪市西成区 S&S
大阪市西成区 焼肉 政ちゃん
大阪市西成区 居酒屋みるく
大阪市西成区 椿園
大阪市西成区 花沁
大阪市西成区 味与志
大阪市西成区 らーめん工房麺作
大阪市西成区 呑み処食べ処スマイル
大阪市西成区 さなだ
大阪市西成区 小百合
大阪市西成区 秀ちゃん
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大阪市西成区 ニューミッキー
大阪市西成区 今宮酒場 情熱ホルモン
大阪市西成区 串や 羽
大阪市西成区 やぶ
大阪市西成区 千成寿司
大阪市西成区 Stand Kitchen Emi Syokudo
大阪市西成区 ダイニングたから
大阪市西成区 介宝
大阪市西成区 民食軒
大阪市西成区 一紀noおでん屋
大阪市西成区 琥珀
大阪市西成区 居酒屋あかね
大阪市西成区 スナックニュー和
大阪市西成区 玉佐
大阪市西成区 予想図
大阪市西成区 史夏
大阪市西成区 スナック恋
大阪市西成区 カラオケOHANA
大阪市西成区 ちょい呑み酔所
大阪市西成区 焼き鳥よっちゃん
大阪市西成区 お好み焼きとみちゃん
大阪市西成区 燕ちゃんラーメン
大阪市西成区 小料理屋かざはな
大阪市西成区 焼肉くいや支店
大阪市西成区 焼肉くいや
大阪市西成区 割烹やす江
大阪市西成区 喫茶サン
大阪市西成区 和洋旬菜の みや 
大阪市西成区 居酒屋しら雪
大阪市西成区 PLAZA IN NANIWA HOTEL 食堂
大阪市西成区 中華料理福縁
大阪市西成区 宇月
大阪市西成区 あだん
大阪市西成区 まいど居座華屋 岡の家
大阪市西成区 暖
大阪市西成区 CINDERELLA
大阪市西成区 新フレッシュ
大阪市西成区 味工房 玄
大阪市西成区 連れん坊
大阪市西成区 蛸べぇ 花園町店
大阪市西成区 らん姉妹
大阪市西成区 呑み処やしき
大阪市西成区 お寿司ダイニング ぼとむずあっぷ
大阪市西成区 スタンド華子
大阪市西成区 香格里拉
大阪市西成区 厨もり
大阪市西成区 もみじ
大阪市西成区 創作居酒屋 和蔵
大阪市西成区 創作バル Bottoms Up
大阪市西成区 たちばな
大阪市西成区 BEER KITCHEN Suns
大阪市西成区 居酒屋 大好き
大阪市西成区 むんじ
大阪市西成区 鉄板居酒屋わらい家
大阪市西成区 glad
大阪市西成区 Miyu Miyo
大阪市西成区 秀吉
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大阪市西成区 中国料理 姜
大阪市西成区 PizzeriaCasa
大阪市西成区 ホルモン居酒屋まさ
大阪市西成区 スタンドメトロ
大阪市西成区 和風カラオケ ゆう香
大阪市西成区 炭火焼鳥 とり香
大阪市西成区 立喰い寿司 すし香
大阪市西成区 カラオケひまわり
大阪市西成区 たから亭
大阪市西成区 居酒屋 亜紀
大阪市西成区 萌
大阪市西成区 居酒屋 ハート
大阪市西成区 松屋うどん店
大阪市西成区 カラオケ居酒屋星月
大阪市西成区 新お多福
大阪市西成区 居酒屋美美
大阪市西成区 升屋
大阪市西成区 奉きち
大阪市西成区 えいん
大阪市西成区 松虫
大阪市西成区 くろすけ
大阪市西成区 焼肉の南大門 玉出店
大阪市西成区 普門
大阪市西成区 うどんそば卯一
大阪市西成区 法善寺
大阪市西成区 酒家えの吉
大阪市西成区 焼肉kz
大阪市西成区 喫茶ゆたか
大阪市西成区 Blue Ocean Cafe
大阪市西成区 一歩
大阪市西成区 居酒屋ラーク
大阪市西成区 和知万
大阪市西成区 カフェダイニングセブン
大阪市西成区 立ち呑み居酒屋 スタンド あら木
大阪市西成区 からし志寿司
大阪市西成区 カラオケ＆喫茶ふじ
大阪市西成区 居酒屋春冬夏
大阪市西成区 カラオケファミリー
大阪市西成区 山王園
大阪市西成区 四季の味幸
大阪市西成区 立ち飲みやなや
大阪市西成区 居酒屋１６８
大阪市西成区 炭火焼鳥うめ木
大阪市西成区 満風麺
大阪市西成区 旬肴 走
大阪市西成区 からおけ美
大阪市西成区 GEN
大阪市淀川区 明洞純豆腐新大阪店
大阪市淀川区 スナック葵
大阪市淀川区 ＮＥＷ ＬＥＧＡＣＹ
大阪市淀川区 るーちぇ
大阪市淀川区 One  Room
大阪市淀川区 BAR COSI COCI
大阪市淀川区 咲兆
大阪市淀川区 カラオケルーツ
大阪市淀川区 ホテルサクラスイート大阪十三
大阪市淀川区 しゃぶ壺れ
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大阪市淀川区 鮨と一品 いちかわ
大阪市淀川区 Snack EIGHT
大阪市淀川区 韓流食彩 瑞英
大阪市淀川区 和くら
大阪市淀川区 呑処 葦
大阪市淀川区 kisaiya
大阪市淀川区 喫茶クロック２４
大阪市淀川区 スナックみつえ
大阪市淀川区 POCKET
大阪市淀川区 COYOTE
大阪市淀川区 和ばる湊
大阪市淀川区 つるの巣
大阪市淀川区 呑食処とし
大阪市淀川区 ＳＴＩＮＧＥＲ
大阪市淀川区 お食事処きの
大阪市淀川区 本格手打うどん ゆうすけ
大阪市淀川区 Tarako
大阪市淀川区 一寸亭
大阪市淀川区 焼肉かしま
大阪市淀川区 ノア
大阪市淀川区 萬拾屋 西中島駅前店
大阪市淀川区 萬拾屋 西中島店
大阪市淀川区 ミファレ
大阪市淀川区 洋食あんじゅ
大阪市淀川区 コリアンバル マンチャン
大阪市淀川区 KING
大阪市淀川区 あらら
大阪市淀川区 おばんざいBarともトコ
大阪市淀川区 なかむら家
大阪市淀川区 甚九郎
大阪市淀川区 ALIEN LAB
大阪市淀川区 風まかせ人まかせ
大阪市淀川区 酒房愛ちゃん
大阪市淀川区 LIEN
大阪市淀川区 es
大阪市淀川区 プティ・キュイジーヌ
大阪市淀川区 もつ鍋いで
大阪市淀川区 ほっこり酒場つどい
大阪市淀川区 sankon bar
大阪市淀川区 アスペルジュ
大阪市淀川区 おばんざい いけだ
大阪市淀川区 自家焙煎CAFE&starry sky CALM
大阪市淀川区 オルタンシアビストロ
大阪市淀川区 (有)ヒロサワ
大阪市淀川区 EnaDo
大阪市淀川区 Jugar
大阪市淀川区 ソウルの塔
大阪市淀川区 炭火焼 ぼちぼちいこか
大阪市淀川区 母家和
大阪市淀川区 WEEK
大阪市淀川区 HEAVENTH
大阪市淀川区 Colorer クロレ
大阪市淀川区 喜楽
大阪市淀川区 八宝亭
大阪市淀川区 満月西中島店
大阪市淀川区 Sakura櫻
大阪市淀川区 中華屋かぎもと
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大阪市淀川区 BAR GARUDA
大阪市淀川区 三国
大阪市淀川区 おいしいお酒の和彩ビストロ旬亭
大阪市淀川区 丹波屋
大阪市淀川区 ＷＡＲＡＵ塚本店
大阪市淀川区 Cafe&Bar Swell
大阪市淀川区 焼鳥居酒屋 樂
大阪市淀川区 BunnyGarden
大阪市淀川区 焼き鳥 燻製 日本酒 kmuri-ya
大阪市淀川区 とりや圓
大阪市淀川区 旬菜料理雲母
大阪市淀川区 Sun Bar 屋台バール
大阪市淀川区 カラオケ居酒屋さくら
大阪市淀川区 家庭料理居酒家さらさ
大阪市淀川区 THE MANASLU
大阪市淀川区 やきとり一番十三西口店
大阪市淀川区 カラオケ スナック 心音
大阪市淀川区 中華料理香満楼
大阪市淀川区 町家DINING Hanako
大阪市淀川区 カラオケバー ボナセーラ
大阪市淀川区 ぶつ切りキッチン福
大阪市淀川区 ムマインビテーション新大阪
大阪市淀川区 ちょっとbar龍次
大阪市淀川区 38ミヤ
大阪市淀川区 創旬
大阪市淀川区 宮茶CAFE
大阪市淀川区 石焼き居酒屋一歩
大阪市淀川区 スイートメモリー
大阪市淀川区 旬の味処珍平
大阪市淀川区 ABON
大阪市淀川区 焼肉にしだ
大阪市淀川区 おいらのうどん しまちゃん
大阪市淀川区 たこ焼き道場本家学
大阪市淀川区 天幸
大阪市淀川区 イタリアンバルストーリア
大阪市淀川区 居酒屋シエテ
大阪市淀川区 家庭料理 蕾
大阪市淀川区 居酒屋ちゃんや
大阪市淀川区 インフィニティー
大阪市淀川区 鶏chi
大阪市淀川区 ひこうき
大阪市淀川区 大杉製麺
大阪市淀川区 ALISON
大阪市淀川区 Bog
大阪市淀川区 居酒屋たけうま
大阪市淀川区 SNACKあげは
大阪市淀川区 ラウンジ スマイル
大阪市淀川区 和彩工房料理ほのか
大阪市淀川区 不思木の国
大阪市淀川区 炭火串焼 鳥料理 ともじろう
大阪市淀川区 千寿
大阪市淀川区 居酒屋 酔蓮
大阪市淀川区 悪魔そば
大阪市淀川区 ブラボー
大阪市淀川区 ののじ
大阪市淀川区 カラオケRoom  Ｍ
大阪市淀川区 B'cafe
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大阪市淀川区 小だるま 十三西口店
大阪市淀川区 酒膳ちろり
大阪市淀川区 Y.S
大阪市淀川区 BAR monk
大阪市淀川区 Cafe&Bar Lounge Koiki
大阪市淀川区 Lounge EN
大阪市淀川区 喫茶くるみ
大阪市淀川区 五郎八
大阪市淀川区 よしれい
大阪市淀川区 ショットバージーエス
大阪市淀川区 串揚げくしちゅう
大阪市淀川区 酒楽空間はなび
大阪市淀川区 串カツまぁーむ
大阪市淀川区 本陣
大阪市淀川区 飲み処 かれん
大阪市淀川区 居酒屋縄手
大阪市淀川区 とろろん
大阪市淀川区 ノーネイム
大阪市淀川区 のんき家亭
大阪市淀川区 スナック八重
大阪市淀川区 どろそば将 十三店
大阪市淀川区 うさぎ
大阪市淀川区 Raggea Bar Juggling
大阪市淀川区 焼鶏かかし三国店
大阪市淀川区 Santeat
大阪市淀川区 そば&酒房和らぎ
大阪市淀川区 ROUTE512
大阪市淀川区 simmon's
大阪市淀川区 barAmu
大阪市淀川区 かつ兵衛
大阪市淀川区 お好み焼き キューピット
大阪市淀川区 笑 居酒屋カラオケ
大阪市淀川区 五條家
大阪市淀川区 TrattriaVarieta
大阪市淀川区 ラウンジ割烹なか
大阪市淀川区 Hitoe Natura
大阪市淀川区 炭焼やきとり鳥屋
大阪市淀川区 和心 山ゆう
大阪市淀川区 スナックＫｅｉ
大阪市淀川区 お好み焼き いづつ
大阪市淀川区 zicchann
大阪市淀川区 中華料理店 随縁
大阪市淀川区 リラックスアンドレクリエーションルーム
大阪市淀川区 七星タッカンマリ（七星食堂）
大阪市淀川区 カラオケバー SPADE
大阪市淀川区 串カツ居酒屋小太郎
大阪市淀川区 居酒屋ちいちゃん
大阪市淀川区 おばんざい まお
大阪市淀川区 Pork kitchen おきとん
大阪市淀川区 カラオケすなっく ほの香
大阪市淀川区 ＭＡＭＢＯ
大阪市淀川区 居酒屋大人のホルモン十三店
大阪市淀川区 酒と麺 
大阪市淀川区 のみくい笑店あいぼう
大阪市淀川区 咲倉
大阪市淀川区 お食事処祭り茶屋
大阪市淀川区 花鼓
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大阪市淀川区 浜焼太郎 東三国店
大阪市淀川区 まかない
大阪市淀川区 と金
大阪市淀川区 snack33
大阪市淀川区 kitchen vinvino
大阪市淀川区 Bar 婆娑羅
大阪市淀川区 炭火焼 くまがや
大阪市淀川区 焼鳥アスカ
大阪市淀川区 炭火焼肉じゃけぇ十三東店
大阪市淀川区 居酒屋はな花
大阪市淀川区 喫茶レストラン淀
大阪市淀川区 THE PUB
大阪市淀川区 スナック キララ
大阪市淀川区 ItaRu
大阪市淀川区 媛今治焼き鳥の旅
大阪市淀川区 Shot Bar DROP IN
大阪市淀川区 居酒屋 かんかん
大阪市淀川区 レストランBARナジカ
大阪市淀川区 JAKARA CAFE
大阪市淀川区 snack Mai
大阪市淀川区 こうらく
大阪市淀川区 酒芸庵 安
大阪市淀川区 もぐら
大阪市淀川区 MONTOMworks.mt.cafe
大阪市淀川区 バー ロージュ
大阪市淀川区 スタンドちょびっと
大阪市淀川区 かくうち
大阪市淀川区 下町鉄板三国
大阪市淀川区 FLY OVER
大阪市淀川区 じゅじゅ酒場
大阪市淀川区 Fanfare
大阪市淀川区 HIDEOUT
大阪市淀川区 ビーグルズ
大阪市淀川区 焼きとん にっしゃん
大阪市淀川区 RAINCOAT
大阪市淀川区 喫茶ゆたか
大阪市淀川区 大衆酒場 ふくや
大阪市淀川区 焼肉武蔵
大阪市淀川区 ワンショットバーキース
大阪市淀川区 PIZZA GRAZIE
大阪市淀川区 ラウンジ ＤＯＮＫＵ２
大阪市淀川区 炭火焼鳥かしわ家
大阪市淀川区 members aico
大阪市淀川区 タイ料理 セップ イーサン
大阪市淀川区 喫茶 赤トンボ
大阪市淀川区 お食事処ファミリー
大阪市淀川区 FetishBarBR 
大阪市淀川区 麺や よかにせ
大阪市淀川区 きりん寺 東三国店
大阪市淀川区 春駒寿し
大阪市淀川区 インドネパール レストラン ビニタ
大阪市淀川区 小料理なぎさ
大阪市淀川区 さぬきうどん白鷺
大阪市淀川区 つる居
大阪市淀川区 まるたけ
大阪市淀川区 十三まるたけ秘密小屋
大阪市淀川区 十三オオカミ食堂
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大阪市淀川区 美味小籠包
大阪市淀川区 飲み屋さん Ｎａｎａ
大阪市淀川区 アミューズ イン ０ ＺＥＲＯ
大阪市淀川区 京もつ鍋ホルモン朱々 東三国店
大阪市淀川区 地鶏焼にわ鶏
大阪市淀川区 裕
大阪市淀川区 ひなた
大阪市淀川区 集来軒
大阪市淀川区 味雅軒
大阪市淀川区 ZABI'S BAR 
大阪市淀川区 茶太
大阪市淀川区 ZilL
大阪市淀川区 YORIMICHI酒場 暖
大阪市淀川区 スナック浮世絵
大阪市淀川区 スナックＫ子
大阪市淀川区 萬拾屋
大阪市淀川区 十三トリスバ－
大阪市淀川区 カラオケスナック 岳志
大阪市淀川区 FAT MOTHER
大阪市淀川区 桐麺
大阪市淀川区 季節料理薗
大阪市淀川区 うどん処いづも
大阪市淀川区 Neechin
大阪市淀川区 スタンド煮ガ味
大阪市淀川区 カラオケスタジアム サンキュー
大阪市淀川区 鳥元
大阪市淀川区 唐津ん のぼせもん 加島店
大阪市淀川区 Rim cafe&bar 
大阪市淀川区 おかんのごはん四季
大阪市淀川区 Crescent
大阪市淀川区 UNDER DOG
大阪市淀川区 華蓮
大阪市淀川区 holy's ROCK SHOT
大阪市淀川区 グランパ
大阪市淀川区 Ｉｒｉｓ
大阪市淀川区 インドレストラン シコーテラマ
大阪市淀川区 B.west
大阪市淀川区 あーちゃん
大阪市淀川区 お好み一歩
大阪市淀川区 炭火焼鳥 蔵々
大阪市淀川区 ミュージックスナック ピコピコノルド
大阪市鶴見区 炉ばた焼まいど
大阪市鶴見区 とらいあんぐる
大阪市鶴見区 やきとり 笑家 緑店
大阪市鶴見区 からおけ喫茶ヴァーゴ
大阪市鶴見区 喜屋庵
大阪市鶴見区 銀寿司
大阪市鶴見区 ライラク
大阪市鶴見区 えーひめ24
大阪市鶴見区 かが
大阪市鶴見区 炭焼き酒場招手屋
大阪市鶴見区 カラオケスナック桜
大阪市鶴見区 下駄屋
大阪市鶴見区 中島商店 なかじま酒店直売所
大阪市鶴見区 たこ焼たこちゃん
大阪市鶴見区 YACHIYO
大阪市鶴見区 居酒屋とも
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大阪市鶴見区 大阪王将鶴見店
大阪市鶴見区 ほっこり酒場ASAHI
大阪市鶴見区 ひろちゃん
大阪市鶴見区 プチふじ本
大阪市鶴見区 BG
大阪市鶴見区 雷鳥
大阪市鶴見区 創作居酒屋 サニークラウズ
大阪市鶴見区 居酒屋善
大阪市鶴見区 横浜家系ラーメン
大阪市鶴見区 Can Bell House
大阪市鶴見区 炭火焼肉ホルモン いっき
大阪市鶴見区 まごころ料理とお酒 轍
大阪市鶴見区 スナック のこ
大阪市鶴見区 モンキーキッチン横堤店
大阪市鶴見区 焼肉 味道園
大阪市鶴見区 和韓居酒屋志
大阪市鶴見区 はな・3
大阪市鶴見区 コーヒーショップDELTA
大阪市鶴見区 和食居酒屋はな
大阪市鶴見区 焼酎・おばんざい美美ちゃん
大阪市鶴見区 松本酒店直売所
大阪市鶴見区 鉄板焼じゅり
大阪市鶴見区 ラーメン大穂
大阪市鶴見区 ゆき江
大阪市鶴見区 ミン民
大阪市鶴見区 鳥鳥
大阪市鶴見区 小料理一心
大阪市鶴見区 ピッツェリアリサータ
大阪市鶴見区 笑い和い
大阪市鶴見区 成根苑
大阪市住之江区 彩
大阪市住之江区 よりみち
大阪市住之江区 たなかつや。
大阪市住之江区 ハニービーショップ
大阪市住之江区 居酒屋 彩々
大阪市住之江区 竹すし
大阪市住之江区 松崎屋
大阪市住之江区 季節料理 彩
大阪市住之江区 安福亭
大阪市住之江区 キッチンペコ
大阪市住之江区 創作串かつ笑味亭
大阪市住之江区 昭和酒場 せがわ
大阪市住之江区 居酒屋せんたろう
大阪市住之江区 太公望
大阪市住之江区 Fam
大阪市住之江区 唐揚げ専門店 とりの 住之江店
大阪市住之江区 ライブラウンジWAI・WAI
大阪市住之江区 創作バル BaFIT
大阪市住之江区 カラオケや ＳＭＩＬＥ
大阪市住之江区 ここ家
大阪市住之江区 霧生
大阪市住之江区 カラオケうさぎ
大阪市住之江区 鶏爛漫粉浜店
大阪市住之江区 restaurant KOBO
大阪市住之江区 焼鳥酒家鳥弘
大阪市住之江区 串や 燻
大阪市住之江区 スナックエーマン

46 / 143 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1月18日公表分）

大阪市住之江区 有限会社穐本商店
大阪市住之江区 王紀美食楼
大阪市住之江区 kitchen & cafe O.ba
大阪市住之江区 中華料理昌園
大阪市住之江区 べっぴんさん
大阪市住之江区 紫光
大阪市住之江区 燕ちゃんラーメン
大阪市住之江区 吞み処めーぐわーさー
大阪市住之江区 2525niconico
大阪市住之江区 へっぷばーん
大阪市住之江区 お食事処 加賀
大阪市住之江区 お好み焼 鉄板焼き 太郎
大阪市住之江区 Lapin
大阪市住之江区 城すし
大阪市住之江区 旬家三山
大阪市住之江区 麺物語つなぐ
大阪市住之江区 幸の鳥
大阪市住之江区 ジャック
大阪市住之江区 ROKO
大阪市住之江区 鮨銀鱗
大阪市住之江区 仏蘭西料理店 掌
大阪市住之江区 居酒屋四季
大阪市住之江区 笑食楽酒こばやん
大阪市住之江区 立呑み処だるま
大阪市住之江区 Simple58
大阪市住之江区 喫茶 富里
大阪市住之江区 寿司ダイニングＳａｂｕ
大阪市住之江区 Music&LiveBar LIVEHEART
大阪市住之江区 ファミリーカラオケ サンライトエコー
大阪市住之江区 そば処あさひ
大阪市住之江区 焼鳥 鳥成
大阪市住之江区 楠の木
大阪市住之江区 一福
大阪市住之江区 信州そば
大阪市住之江区 韓国居酒屋どない屋
大阪市住之江区 海鮮居酒屋 うお家
大阪市住之江区 やきとり和楽 とりの樹
大阪市住之江区 玉水酒店
大阪市住之江区 火焼PWO
大阪市住之江区 カラオケたまご
大阪市住之江区 旬彩工房その田
大阪市住之江区 SHINE
大阪市住之江区 大政すし
大阪市住之江区 カラオケ居酒屋まる
大阪市住之江区 BARパリ祭
大阪市住之江区 とんかつ工房和KAZU
大阪市住之江区 ことじろう
大阪市住之江区 焼肉 萬帆亭
大阪市住之江区 からおけ屋
大阪市住之江区 GIALLO
大阪市平野区 栗田商店
大阪市平野区 居酒屋こまり
大阪市平野区 ひろきや
大阪市平野区 ろばた焼一番
大阪市平野区 芝剛
大阪市平野区 東すし
大阪市平野区 神田鰻店
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大阪市平野区 桃吉屋台
大阪市平野区 喜連瓜破の台所いい﨑
大阪市平野区 彩鶏亭
大阪市平野区 かもまさ
大阪市平野区 サウンドバーボイス
大阪市平野区 居酒屋mal／fem.629
大阪市平野区 串カツごん吉
大阪市平野区 居酒屋味錦
大阪市平野区 手打ちうどんDAIKI
大阪市平野区 Hillary
大阪市平野区 富月園
大阪市平野区 田舎
大阪市平野区 鉄板焼 成金堂
大阪市平野区 鉄板居酒屋 粉武士
大阪市平野区 喜与志
大阪市平野区 Dining Bar Bonds
大阪市平野区 とんかつ一心亭
大阪市平野区 居酒屋ダイニングがんちゃん
大阪市平野区 アイル
大阪市平野区 お好み焼き まごころ
大阪市平野区 和牛焼肉きたむら
大阪市平野区 snack Chiii
大阪市平野区 和草
大阪市平野区 ハナミズキ
大阪市平野区 旬菜酒肴十五
大阪市平野区 隠れてっちりなべ処一粋
大阪市平野区 焼肉 広盛園
大阪市平野区 沖縄創作居酒屋ゆめや
大阪市平野区 麺や 一帆
大阪市平野区 おでん＆鉄板焼ゆみちゃん
大阪市平野区 焼肉「小城里」
大阪市平野区 酒さんぽ道ちろり庵
大阪市平野区 ごじから亭
大阪市平野区 焼肉 松濤園
大阪市平野区 炉端焼駄駄っ子
大阪市平野区 お好み焼きにらめっこ
大阪市平野区 あゆ
大阪市平野区 旬彩料理 よつ葉
大阪市平野区 旬味神月
大阪市平野区 アゲインⅡ
大阪市平野区 クレッシェンド
大阪市平野区 うどん処 まこやん亭
大阪市平野区 姫茶イオンタウン平野店
大阪市平野区 縄友寿司
大阪市平野区 酒菜工房しんくま
大阪市平野区 英 はなぶさ
大阪市平野区 くらしき亭
大阪市平野区 たのし家
大阪市平野区 Waphiyapi
大阪市平野区 おてもやん
大阪市平野区 やすべぇ
大阪市平野区 すし猿
大阪市平野区 Bakery 酒場 鉄pan
大阪市平野区 Ｂｉｒｔｏｒｏ ＇ｏｌｕ＇ｏｌｕ
大阪市平野区 気まぐれ酒場とと一
大阪市平野区 かつ亭
大阪市平野区 串のや
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大阪市平野区 喫茶みやこ
大阪市平野区 あんじゅ
大阪市平野区 とみ家
大阪市平野区 酔処 志
大阪市平野区 伊勢
大阪市平野区 味福
大阪市平野区 呑み食い処 要
大阪市平野区 居酒屋 なにわっ子
大阪市平野区 ホルモン焼はまやん
大阪市平野区 杏
大阪市平野区 ひらの
大阪市平野区 スナック たまご
大阪市平野区 バリハイ
大阪市平野区 よろしく
大阪市平野区 ならなら
大阪市平野区 鶏将
大阪市平野区 カラオケスタジオつきのかおり
大阪市平野区 八剣伝 平野店
大阪市平野区 Ｋ'ｓ(ケーズ)
大阪市平野区 新集来
大阪市平野区 喫茶スナックルイ
大阪市平野区 焼鳥 真鶏
大阪市平野区 dining  bar zeal
大阪市平野区 カラオケスタジオ、キッサ スナックボン
大阪市平野区 焼肉ホルモンたっとん亭
大阪市平野区 季節料理和み
大阪市平野区 ひまつぶし
大阪市平野区 grace
大阪市平野区 焼き鳥 千鳥
大阪市平野区 串えもん
大阪市平野区 風流味道 そば仙人
大阪市平野区 焼肉国産和牛きむら
大阪市平野区 ココメロ
大阪市平野区 居酒屋どや
大阪市平野区 GAYATRI
大阪市平野区 セカンド
大阪市平野区 まんまり
大阪市平野区 焼鳥 桃太郎
大阪市平野区 居酒屋三重
大阪市平野区 P's
大阪市平野区 ラテン居酒屋SOLUNA
大阪市平野区 のんＢee
大阪市平野区 BAR TKC
大阪市平野区 居酒屋カラオケみゆき
大阪市平野区 kitchen メルチ
大阪市平野区 山香
大阪市平野区 四季彩にし川
大阪市平野区 鉄板居酒屋TAROJIRO
大阪市平野区 きむら商店
大阪市平野区 びすとろ ひげじい
大阪市平野区 香リ 中華餃子屋
大阪市北区 初代
大阪市北区 よしたろう
大阪市北区 鮨処 一宴
大阪市北区 ボードゲームバージーホリック
大阪市北区 ボードゲームバーEndlles
大阪市北区 花水木
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大阪市北区 Madison de 多久子
大阪市北区 スパイス食堂サワキチ梅田兎我野店
大阪市北区 ワンネス
大阪市北区 遊食劇場まめ福
大阪市北区 Bar 5
大阪市北区 Ｃlair
大阪市北区 絆愛kizuna
大阪市北区 5001年
大阪市北区 和洋食かぶら
大阪市北区 ポアール・ド・ジュネス
大阪市北区 チャイニーズカフェゆめや
大阪市北区 カフェラウンジURO春²
大阪市北区 いもの蔵
大阪市北区 麟家厨房
大阪市北区 NOTANI
大阪市北区 北新地 宙空 そらそら
大阪市北区 居酒屋照
大阪市北区 旬皿 あじ露
大阪市北区 伊達屋
大阪市北区 天満たこやき酒場ＧＯＢＵＧＯＢＵ
大阪市北区 いか里
大阪市北区 酒楽和創かふく
大阪市北区 てんままごころ糧理恵すけ
大阪市北区 ふくみ屋 天満店
大阪市北区 焼肉焼トロ和や
大阪市北区 ＬＡＰＩＳ
大阪市北区 ナムデムン
大阪市北区 VIN de VIN
大阪市北区 Palms
大阪市北区 オリビア
大阪市北区 心 cocoro
大阪市北区 6Cafe
大阪市北区 ラーニングバーCF 曽根崎
大阪市北区 割烹がはは
大阪市北区 焼きふぐ 優ふく 北新地店
大阪市北区 ZEUS
大阪市北区 沖縄料理と炭焼居酒屋ふぁいみーる
大阪市北区 モヒート７バー
大阪市北区 cocotte
大阪市北区 Barあかり
大阪市北区 尾道 むらかみ
大阪市北区 ＰＩＡＮＯⅡ
大阪市北区 中津一丁目まぐろや あを葉
大阪市北区 スナック いっちゃんの店
大阪市北区 マルシン
大阪市北区 旬菜みつ
大阪市北区 大阪亭
大阪市北区 BARカサブランカ
大阪市北区 北新地らるじゅ
大阪市北区 ショコラ&パルフェ フロランタン
大阪市北区 お好み焼き道草
大阪市北区 BAR EN
大阪市北区 お好み焼き鉄板さくら
大阪市北区 SECOND BANANA
大阪市北区 bar りりぃ
大阪市北区 ニコノスタンド
大阪市北区 Synchro シンクロ
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大阪市北区 CAFE BAR TRINI
大阪市北区 Bar さくら屋
大阪市北区 FirebomBAR
大阪市北区 かのん筧
大阪市北区 BarTrotro
大阪市北区 Rosticceria da Babbo 
大阪市北区 岩さき
大阪市北区 Apero 
大阪市北区 いちげん屋
大阪市北区 ぐーふぉ
大阪市北区 かず
大阪市北区 一富士
大阪市北区 R・J
大阪市北区 Bar石田
大阪市北区 Tappo
大阪市北区 野歌
大阪市北区 雲鶴
大阪市北区 くまとたこ
大阪市北区 バンドワゴン
大阪市北区 サントロペ
大阪市北区 BAR CROSS
大阪市北区 立ち飲み処和
大阪市北区 G&bar
大阪市北区 中華料理ふうふう
大阪市北区 剛BAR
大阪市北区 Bar589 
大阪市北区 稲田屋
大阪市北区 ファニーストーリー
大阪市北区 日本酒とウイスキー こばち
大阪市北区 割烹 小澤
大阪市北区 BlueHole
大阪市北区 BAR Hardi Orge
大阪市北区 大阪はなび
大阪市北区 ぶーめらん
大阪市北区 U CAFE
大阪市北区 豚珍串
大阪市北区 らーめん 五劫のすりきれ
大阪市北区 創作料理 大田 北新地本店
大阪市北区 よろずや
大阪市北区 焼肉 万福
大阪市北区 ケムリザファクトリー
大阪市北区 マイウェイ
大阪市北区 TalkSong Ms
大阪市北区 ray
大阪市北区 noise shower
大阪市北区 吉乃
大阪市北区 ＢＡＲ荻窪
大阪市北区 Longhis ロンギーズ
大阪市北区 豚匠亢谷利
大阪市北区 あんふぁん
大阪市北区 Bar Augusta 
大阪市北区 Bar Augusta Tarlogie 
大阪市北区 Barかすみ
大阪市北区 千佳
大阪市北区 Bar Craftman
大阪市北区 Riry
大阪市北区 CONEXTION
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大阪市北区 四季乃味 今井きしょう
大阪市北区 味楽
大阪市北区 寺本
大阪市北区 Hama
大阪市北区 LinkBar金城3
大阪市北区 旬菜 すし処 慶鮓
大阪市北区 居酒屋大甚
大阪市北区 割烹 たか美
大阪市北区 下桂茶屋月波 上通り店
大阪市北区 イケメン倶楽部MixBarHercules
大阪市北区 お料理 雨ニモマケズ
大阪市北区 ラ笑門
大阪市北区 兵蔵
大阪市北区 餃子工房天平
大阪市北区 とり徹
大阪市北区 おいでやす通りにやってきた 宮田麺児
大阪市北区 天平
大阪市北区 泉州かしみんやき はこ 北新地店
大阪市北区 member's木むら
大阪市北区 あうる
大阪市北区 ゆるりや まどか
大阪市北区 Paradise & Lunch
大阪市北区 鴨ふじ
大阪市北区 肉処 門
大阪市北区 べんち
大阪市北区 晩酌家angklung
大阪市北区 M＆M
大阪市北区 La Casa Kudo
大阪市北区 バーラジル
大阪市北区 ＢＡＲ  ＭＡＮＡ
大阪市北区 Oasi
大阪市北区 大阪ソソカルビ
大阪市北区 480cafe
大阪市北区 食膳軒
大阪市北区 鶏魂 鶏魂鳥福３号店アンド別館 金鬼カケル鶏魂
大阪市北区 Le Marrakech
大阪市北区 おし鳥
大阪市北区 鶏魂 鶏魂鳥福
大阪市北区 おもちゃ箱
大阪市北区 天神暮六ッ
大阪市北区 プチ フルール
大阪市北区 西天満いがらし
大阪市北区 すし処 泰楽
大阪市北区 居酒屋北野
大阪市北区 BAR DECKER
大阪市北区 すし処次郎丸
大阪市北区 パンテール
大阪市北区 すなっく古都
大阪市北区 酒肴木ばやし
大阪市北区 スパイスカリーハルモニア
大阪市北区 居酒屋じょっぱり
大阪市北区 居酒屋北野２ビル店
大阪市北区 炭火焙煎珈琲専門店cafeクルミ
大阪市北区 パリワール南扇町
大阪市北区 いわせ
大阪市北区 Pasteria Il sole ed Il mare
大阪市北区 premium
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大阪市北区 ヒーロー
大阪市北区 市岡45
大阪市北区 Lounge Chirp
大阪市北区 Cafe & Bar AQUA
大阪市北区 ClubJoy
大阪市北区 セブンシーズ
大阪市北区 ぱんぷきん９１
大阪市北区 マヅラ ジョニーウォーカー
大阪市北区 男ワインTACTICS
大阪市北区 天ぷら割烹 昌
大阪市北区 BISTRO TSUNORI 
大阪市北区 SNACK ZEN
大阪市北区 中国菜香味
大阪市北区 咲 Bloom
大阪市北区 ふらみんご 
大阪市北区 コキリ
大阪市北区 BAR JeunEsse
大阪市北区 wine bar 酒春 Le Cheval
大阪市北区 ひろかずや
大阪市北区 ＰーＥＲO ピエロ
大阪市北区 BAR Grand Master
大阪市北区 magenta
大阪市北区 ichigoichie
大阪市北区 初代バタヤ
大阪市北区 丸徳
大阪市北区 SBx2 スポーツバーサルバンチョウ
大阪市北区 酔う亭笑う亭
大阪市北区 栄楽鮓
大阪市北区 Ｓｗｅｅｔ Ｍｏｏｎ
大阪市北区 DINING BAR RUSH 
大阪市北区 猫じた珈琲
大阪市北区 株式会社上谷商店 酒の上谷商店
大阪市北区 Beer bar tutto fare
大阪市北区 稀凡
大阪市北区 Bar UK
大阪市北区 あつむら
大阪市北区 BAR天五屋
大阪市北区 ゲームバー236
大阪市北区 美濃
大阪市北区 仏食堂Ronronner
大阪市北区 ステーキハウス仲間
大阪市北区 一品居
大阪市北区 Alloro
大阪市北区 中華料理遥華3ビル店
大阪市北区 Shot Bar Quar
大阪市北区 こと美
大阪市北区 にしひら
大阪市北区 エレファンツ elephants
大阪市北区 レストランオリビエルフランソワ
大阪市北区 くだものだもの
大阪市北区 麺や蓮と凜
大阪市北区 手羽唐自慢うっちー
大阪市北区 旬菜酒楽 こざくら
大阪市北区 有泉
大阪市北区 和榮屋
大阪市北区 株式会社CookedJapanカルダモン
大阪市北区 鴇
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大阪市北区 ヴィレッジ茜
大阪市北区 アクティⅡ
大阪市北区 たもん
大阪市北区 Barエーワン
大阪市北区 BISTROQUET YAMANE
大阪市北区 こだわり野菜創作和ダイニング和み
大阪市北区 たかはし Takahashi 
大阪市北区 割烹 丸八
大阪市北区 IKKIUCHI 一騎討ち
大阪市北区 串屋唐
大阪市北区 寿司処 多もん
大阪市北区 BAR FROLIC
大阪市北区 アビリティ Ability
大阪市北区 うまい魚と炭火焼 泰三屋
大阪市北区 かん菜
大阪市北区 リーガルバー
大阪市北区 ドリーム
大阪市北区 TOWN SPACE H₂
大阪市北区 やんちゃ姫
大阪市北区 うずる 渦流
大阪市北区 Ara
大阪市北区 Ｙ＇ｓ
大阪市北区 西洋菓子処シェール
大阪市北区 焼肉 いろり
大阪市北区 bar Rish incanto
大阪市北区 Z
大阪市北区 まめふじ
大阪市北区 春奈家
大阪市北区 サロンド舞
大阪市北区 おざ和
大阪市北区 サンドリオン
大阪市北区 炭焼屋かっぱ
大阪市北区 立呑処 たもん
大阪市北区 小径
大阪市北区 ルージュ
大阪市北区 SAKETORY
大阪市北区 木綿
大阪市北区 麺家 近 
大阪市北区 HERRADURA
大阪市北区 Bull
大阪市北区 親方 堂島アバンザ店
大阪市北区 Pensee
大阪市北区 BAR OKITA
大阪市北区 中国料理 龍華楼
大阪市北区 ラクレール
大阪市北区 酒肴旬菜 一季
大阪市北区 天真爛漫PAGODA
大阪市北区 たこ焼き たこちゃん
大阪市北区 JACKROSE
大阪市北区 Le chemin
大阪市北区 もんじゃ屋
大阪市北区 ぱいらんど
大阪市北区 聖良I
大阪市北区 洋食キッチンal.baum
大阪市北区 家庭料理の店かめや
大阪市北区 fish
大阪市北区 奏音
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大阪市北区 燻製BAR
大阪市北区 焼肉 ポパイ
大阪市北区 小施哥哥
大阪市北区 シャンパン&醤油BAR フルートフルート
大阪市北区 LIVEALIVE
大阪市北区 花カフェid
大阪市北区 クラウドナイン
大阪市北区 港
大阪市北区 黒
大阪市北区 韓食一 はな
大阪市北区 AdamEva
大阪市北区 Lapis Lazuli
大阪市北区 さろん 森野
大阪市北区 お酒の美術館北新地店
大阪市北区 バーマジックタイム
大阪市北区 bar ReBorr
大阪市北区 kureyjenny
大阪市北区 キングオブキングス
大阪市北区 BAR波波
大阪市北区 スナックいつか
大阪市北区 Bar  Tember
大阪市北区 堂島ビバーソ
大阪市北区 ミニラウンジフジ
大阪市北区 おばんざい ひなた
大阪市北区 三輪車
大阪市北区 お酒とおばんざい すいか
大阪市北区 つどい処鮨旬三郎
大阪市北区 なかみせ
大阪市北区 BeBe倶楽部
大阪市北区 スローインター
大阪市北区 バーロッチィ
大阪市北区 小粋家庭料理きくの
大阪市北区 想ひ結
大阪市北区 すなっくやよい
大阪市北区 SHOT BAR JOIN IT
大阪市北区 中国家庭菜館宝喜
大阪市北区 彩食絢味 花谷山中
大阪市北区 のんのん。
大阪市北区 元祖串しゃぶ専門店まつたけ堂山店
大阪市北区 船場カリー 西天満店
大阪市北区 北新地KASUMIYA
大阪市北区 季節一品むら本
大阪市北区 しょくさい花器楽
大阪市北区 アップル
大阪市北区 味粋 千なり
大阪市北区 ふじ
大阪市北区 あじわい酒房あづま天満宮店
大阪市北区 STAND UOZU
大阪市北区 ゆとりちゃん
大阪市北区 立ち呑み処 けいちゃん
大阪市北区 堂島かつの
大阪市北区 お好み鉄板焼おもろみ
大阪市北区 NO SMOKINGBAR azure
大阪市北区 すみか
大阪市北区 貴船
大阪市北区 旅人シェフのタイ食堂KHAO
大阪市北区 Tomi
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大阪市北区 梅小町
大阪市北区 与志多
大阪市北区 ボストン 中津店
大阪市北区 BAR TOBE...
大阪市北区 カレーペペ
大阪市北区 ショットバートラッシュ
大阪市北区 Mauloa Acai and Cafe
大阪市北区 酒菜竹井
大阪市北区 炭火三日月
大阪市北区 もりやま屋
大阪市北区 CAROL
大阪市北区 水月
大阪市北区 料理屋仲島
大阪市北区 お食事処あかね
大阪市北区 レッドファイヴ
大阪市北区 アンティーク
大阪市北区 CALLA
大阪市北区 ザルーム フルーレ
大阪市北区 WineBarSato
大阪市北区 朝引き鶏と旬味 彩鶏鳥
大阪市北区 カーサディオーロ
大阪市北区 Club田村
大阪市北区 蛍屋
大阪市北区 Delta
大阪市北区 源氏の夢
大阪市北区 TORIMO
大阪市北区 T-DA
大阪市北区 酒や肴よしむら
大阪市北区 900
大阪市北区 COVOJEAN
大阪市北区 Cafe&bar warm
大阪市北区 BAR道成
大阪市北区 riluce
大阪市北区 y etvin,sourire
大阪市北区 上等カレー天神橋店
大阪市北区 まつうら
大阪市北区 家庭料理すぷらうと
大阪市北区 Salon de Queen 
大阪市北区 天神吞人
大阪市北区 朱々
大阪市北区 ZEN
大阪市北区 OTTANTOTTO 
大阪市北区 鬼やんま
大阪市北区 岩手志賀
大阪市北区 GOLD STAR
大阪市北区 Infinity
大阪市北区 韓喰
大阪市北区 ちかごろのカレー屋さんKANAE
大阪市北区 創作料理ボヌール
大阪市北区 Honmani chicken 
大阪市北区 得得南森町店
大阪市北区 なかい山
大阪市北区 アキ
大阪市北区 Pace
大阪市北区 French Hana
大阪市北区 喫茶ビストロ
大阪市北区 marc
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大阪市北区 ル・パラディ
大阪市北区 マーキュリー
大阪市北区 WA鶏BAR天満店
大阪市北区 赤いルビー
大阪市北区 グリーングラス
大阪市北区 寿し処英
大阪市北区 BlueWave
大阪市北区 メンバーズyagi
大阪市北区 船場カリー大阪天満宮店
大阪市北区 ガンダーラ
大阪市北区 風月
大阪市北区 Japonica Bal Nobuchan
大阪市北区 四季喰のむら
大阪市北区 たべてや一得福島店
大阪市北区 ＩＩＴＯＭＯ ＴＡＣＨＩ ＴＯ まどかっちぃ
大阪市北区 くつろぎ和食 輝楽家
大阪市北区 sourire
大阪市北区 花らっきょう
大阪市北区 SNACK 玉ちゃん 北新地店
大阪市北区 バーアンバー
大阪市北区 sex ba
大阪市北区 みやび亭
大阪市北区 たかはら
大阪市北区 るくらん
大阪市北区 北新地新明石鮓
大阪市北区 セレネ
大阪市北区 ヴィンテージイン
大阪市北区 ウッディパブ山小屋
大阪市北区 炭焼モータープールso-sin
大阪市北区 J's Bar
大阪市北区 ベティママ
大阪市北区 Tachinomi 奢酌楽 Toyosaki
大阪市北区 割烹味菜
大阪市北区 台所や
大阪市北区 nota
大阪市北区 チャイニーズレストラン三好
大阪市北区 料理舎ドラキチ
大阪市北区 humming bird
大阪市北区 高乃屋
大阪市北区 いち蘭
大阪市北区 Bar Glory Flower
大阪市北区 ヘルメス
大阪市北区 ゆうか
大阪市北区 MIDIAN
大阪市北区 炭火料理と地酒屋 まりも
大阪市北区 Felice
大阪市北区 Neighbor
大阪市北区 EL DORADO
大阪市北区 uvauva
大阪市北区 bar Cajun Moon
大阪市北区 花こよみ
大阪市北区 北新地MuDAN
大阪市北区 裕
大阪市北区 Ace In The Hole
大阪市北区 BEVITORE2nd
大阪市北区 gyAnきてやラスたいネ
大阪市北区 中華料理上海厨房
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大阪市北区 ミナミカワ
大阪市北区 カンティーナリマ
大阪市北区 プランタン
大阪市北区 BAR Perch
大阪市北区 路地裏イタリアンミモザ
大阪市北区 Kitchen & Bar KC MUM
大阪市北区 Foce
大阪市北区 越後屋
大阪市北区 やさしいスイーツ工房 Douceur
大阪市北区 一天
大阪市北区 せみまる
大阪市北区 山寺和尚のお店 古髙
大阪市北区 しゃぶしゃぶ すき焼き にいたか
大阪市北区 barガシウメガレージ
大阪市北区 暖
大阪市北区 香葉
大阪市北区 CAFFE PIAZZA DEL POPOLO
大阪市北区 MaCherie
大阪市北区 ほっとあわとく
大阪市北区 WHITE RABBIT TAVERN
大阪市北区 SHOTBAR TRIBE
大阪市北区 TAB
大阪市北区 P.Collection
大阪市北区 ホワイトラベル
大阪市北区 スナックJune
大阪市北区 熊本馬源
大阪市北区 mimizuku easy bar
大阪市北区 メンバーズ草野
大阪市北区 ０９１７
大阪市北区 エジプシャンカフェレストランMeyaMeyaメヤメヤ
大阪市北区 NOSTRA
大阪市北区 漢気 otokogi
大阪市北区 osteria zicca
大阪市北区 恵
大阪市北区 中華そば 花京 天六店
大阪市北区 オリーブ
大阪市北区 堂島サンボア洋酒店
大阪市北区 ぢょか
大阪市北区 ミーファイユ
大阪市北区 猫と卵
大阪市北区 EARTH DIVER
大阪市北区 HOME
大阪市北区 Bar COARU
大阪市北区 ＴＲＩＳＴＡＲ
大阪市北区 寿司ふじ本
大阪市北区 port bonheur
大阪市北区 GENYA
大阪市北区 rosee
大阪市北区 Bar Borracho
大阪市北区 Tk-bar
大阪市北区 どい亭HIKOBOSHI
大阪市北区 Pecorara
大阪市北区 ーTARUー
大阪市北区 八尾蒲鉾店
大阪市北区 空心町ハナサカ
大阪市北区 カフェバーイマドマ
大阪市北区 鳥取酒場
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大阪市北区 鉄板バルCOCOLO69
大阪市北区 Bar Jin 仁
大阪市北区 うたり亭
大阪市北区 67k''
大阪市北区 bar moonwalk 梅田東通り店
大阪市北区 Ristorante 迫
大阪市北区 YAKITORI EXPRESS
大阪市北区 Hug
大阪市北区 ちかバー
大阪市北区 K's bar
大阪市北区 Solaio
大阪市北区 フルール
大阪市北区 story
大阪市北区 min_na_ba
大阪市北区 ワイン酒場BORRACHO
大阪市北区 nozomeal
大阪市北区 bar miru
大阪市北区 la vie
大阪市北区 味見屋
大阪市北区 BAR ALBA
大阪市北区 38
大阪市北区 ジム・マッキュワンバー  Jim McEwan Bar
大阪市北区 焼肉 ニクテンマ
大阪市北区 お酒とお歌
大阪市北区 ひさご酒店
大阪市北区 膳途洋々
大阪市北区 中菜バル堂島
大阪市北区 串焼 くる味
大阪市北区 BAR STRAIGHT
大阪市北区 astau
大阪市北区 炭火焼鳥がんばりや
大阪市北区 idematsu
大阪市北区 BAR SHEENA
大阪市北区 Take-RHY（テイクリー)
大阪市北区 TOSSY
大阪市北区 ピナクル
大阪市北区 堂島米酒会所
大阪市北区 焼鳥むぎ
大阪市北区 Live Bar B-flat
大阪市北区 KAYA cafe 中崎店
大阪市北区 ダイニングバーＤＡＮＫ
大阪市北区 ピンポンバー天五バス停前
大阪市北区 居酒屋兆か繁
大阪市北区 ふくふく
大阪市北区 NORTHBAR(ノースバー)
大阪市北区 THROB
大阪市北区 BAR山上(BARYAMAGAMI)
大阪市北区 愛子
大阪市北区 La SALUTE
大阪市北区 彩花菜
大阪市北区 スナックAmi
大阪市北区 勇気楼
大阪市北区 メンバーズ直美
大阪市北区 ゆうがお
大阪市北区 愛媛酒場丸富
大阪市北区 ロックバー セブンス
大阪市北区 リトル ボン
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大阪市北区 Charo
大阪市北区 スタンドbasue
大阪市北区 蛮々
大阪市北区 カリー＆ダイニングス ガラム
大阪市北区 SHOTBAR fishbone
大阪市北区 オイゴニラボ
大阪市北区 天神橋筋四丁目ファッケージ
大阪市北区 Jessie
大阪市北区 T&T
大阪市北区 選れ寄れ酒場
大阪市北区 天神橋パスタホール
大阪市北区 スナック笑み
大阪市北区 LOCHNORTH
大阪市北区 YOIDORE鯨
大阪市北区 スイッチバー 茶屋町店
大阪市北区 kei-ya
大阪市北区 やきとりまたたび
大阪市北区 酒々菜々 遊た～ん
大阪市北区 Maison 4125
大阪市北区 SHOT BAR One or Eight
大阪市北区 季節料理いわ伊
大阪市北区 梅田お初天神大人の神戸牛焼肉
大阪市北区 炭火イタリアンCARBO
大阪市北区 ガリアーノ
大阪市北区 Lu・pu
大阪市北区 お食事処きしがみ
大阪市北区 HARBOR ナイトストール
大阪市北区 串焼き居酒屋結び
大阪市北区 ミュージックバー モーテルショット
大阪市北区 おうち居酒屋ちろり
大阪市北区 炭火焼鳥壱庵
大阪市北区 千石屋
大阪市北区 近松
大阪市北区 三樹
大阪市北区 ゴルファーズクラブJ
大阪市北区 JIGGER
大阪市北区 Bar Capricorn
大阪市北区 ナッシュヴィル
大阪市北区 串揚厨房K anta
大阪市北区 cafebraveーmatsunami
大阪市北区 Cure
大阪市北区 アッシュ
大阪市北区 紙なべ蘆月
大阪市北区 ぱっくす 
大阪市北区 旬彩軒みずの
大阪市北区 Bar中村
大阪市北区 徳田酒店 第3ビルB2店
大阪市北区 ビューラウンジバー
大阪市北区 喜禄
大阪市北区 SHOT BAR Ｔｉｄｅ
大阪市北区 Strawberry Time
大阪市北区 akky-B
大阪市北区 Bar Canon
大阪市北区 TOI
大阪市北区 磯寿司北新地店
大阪市北区 中華飯店珍味
大阪市北区 しじみ
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大阪市北区 ぺぺラーメン
大阪市北区 イタリアンバル ボーノロッソ
大阪市北区 Wine & Cheese Se Reposer
大阪市北区 旬の蔵 輔
大阪市北区 STANDBAR ENC
大阪市北区 Bar pinkadobe （ピンクアドベ）
大阪市北区 tenma街の灯り
大阪市北区 Marble 
大阪市北区 あみ焼きみよし
大阪市北区 cocona
大阪市北区 ラサ
大阪市北区 串揚げ名倉
大阪市北区 居酒屋かねこ
大阪市北区 黒毛和牛肉匠 本邸
大阪市北区 hangout
大阪市北区 相生楼
大阪市北区 季節料理 中家
大阪市北区 海風
大阪市北区 メンバーズ藤原
大阪市北区 タイガー'sBar
大阪市北区 MIX BAR M3
大阪市北区 BAR Simbar
大阪市北区 和音
大阪市北区 天ぷら割烹佐とう
大阪市北区 BAR THE MEMORY
大阪市北区 トリッキーズ
大阪市北区 OggiNovita
大阪市北区 Bar聚闇
大阪市北区 ステーキ蔵文
大阪市北区 さらぼーん
大阪市北区 Share
大阪市北区 焼肉じゃけぇ天六本店
大阪市北区 樹の下
大阪市北区 ステーキハウス野田
大阪市北区 バー エレファント サーカス
大阪市北区 一輪
大阪市北区 SUGU
大阪市北区 喫茶果林
大阪市北区 満福ホルモン
大阪市北区 レイル
大阪市北区 バー ターゲット
大阪市北区 上海
大阪市北区 CoyotE
大阪市北区 FRONTIER
大阪市北区 はまぐりラーメン しえる
大阪市北区 EMANON
大阪市北区 ８８
大阪市北区 Shinsya
大阪市北区 葉月
大阪市北区 ガネーシュN
大阪市北区 クッチーナGakKi
大阪市北区 ARCADIA
大阪市北区 SANAGIYA
大阪市北区 ゴールド
大阪市北区 ソファー
大阪市北区 聚香園
大阪市北区 天満寅蔵
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大阪市北区 炭焼酒場まさむね
大阪市北区 水嶋
大阪市北区 SALT
大阪市北区 ＮＥＷ ＲＯＭＡ－ＫＥＮ
大阪市北区 あふろ
大阪市北区 堂島喫茶SUI
大阪市北区 マジックバーランディー
大阪市北区 ジ アザーサイド
大阪市北区 ローマ軒 阪急サン広場店
大阪市北区 CLUB ONE
大阪市北区 Shippona
大阪市北区 横浜珈琲 天神橋3丁目店
大阪市北区 旬彩堂
大阪市北区 ＨＩＧＨＪＡＣＫ
大阪市北区 ＣＹＣＯＧＩＲＬＳ
大阪市北区 SAKE 玄座
大阪市北区 トラットリアゼータ
大阪市北区 カラオケ＆バーふくちゃん
大阪市北区 真
大阪市北区 将棋バーウォーズ
大阪市北区 BAR EXPAT
大阪市北区 ライラ
大阪市北区 キッチンpemaru
大阪市北区 バー瀧
大阪市北区 BarSUWAROnest
大阪市北区 串カツ七福神
大阪市北区 BAR 24k kitashinchi
大阪市北区 あったか手料理 心晴
大阪市北区 アイロニック
大阪市北区 炭火やきとり炎座
大阪市北区 きわ心
大阪市北区 Bar memphis 
大阪市北区 和おん銀沙
大阪市北区 まさいち屋
大阪市北区 mine
大阪市北区 Dio
大阪市北区 チキングリル専門店GROVE
大阪市北区 楠木フサエ
大阪市北区 楠木フサエはなれ
大阪市北区 M Akityama
大阪市北区 肉鍋しゃぶしゃぶ029番地
大阪市北区 Fujitaka
大阪市北区 THE MOTiVATiON SHOP
大阪市北区 Maido
大阪市北区 得正大淀店
大阪市北区 プリティー
大阪市北区 Bro's（ブロス）
大阪市北区 スナックロン
大阪市北区 IL Ｔerra
大阪市北区 スナック和子
大阪市北区 monpetit via cacao
大阪市北区 chirin
大阪市北区 ストレンジフルーツ
大阪市北区 地酒さかば雅
大阪市北区 メンバーズYasuyo
大阪市北区 LeRepos
大阪市北区 まつだ
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大阪市北区 鉄板ダイニング DaikinBoshi
大阪市北区 村上酒店
大阪市北区 Rainbow    
大阪市北区 Tomarigi
大阪市北区 ミニマム
大阪市北区 PALM Cafe&Creperie
大阪市北区 ぐぅー
大阪市北区 popeye(ポパイ)
大阪市北区 アンジュ
大阪市北区 REHN
大阪市北区 11点
大阪市北区 アル・リコルド
大阪市北区 焼肉割烹はま正
大阪市北区 hang over
大阪市北区 HERMITS（エルミッツ）
大阪市北区 タブレーテベベドール
大阪市北区 壱信
大阪市北区 夕琴
大阪市北区 V la l Bon Vent (ヴラルボンヴァン）
大阪市北区 TONKUU
大阪市北区 三上遊船
大阪市北区 ピピネラキッチン
大阪市北区 ｊ
大阪市北区 ONE POINT
大阪市北区 サングリエヨシミ 地下
大阪市北区 サングリエヨシミ １階
大阪市北区 游
大阪市北区 LINDA BAR
大阪市北区 ピアノラウンジ濱口
大阪市北区 crescent
大阪市北区 お好み焼 きよ美
大阪市北区 yuuki
大阪市北区 食堂 N.A.
大阪市北区 THE HIGHLANDS
大阪市北区 スパイス王国ナビオ店
大阪市北区 真夏
大阪市北区 さぁるーむ
大阪市北区 ジョニーのからあげ大阪駅ビル店
大阪市北区 葛宝 GEBAO
大阪市北区 車家ジョニー東梅田店
大阪市北区 Sette
大阪市北区 Grande
大阪市北区 ホームパーティー風チルコロ
大阪市北区 BAR大阪喫茶部
大阪市北区 コスモス
大阪市北区 bar樹江
大阪市北区 鳥きち
大阪市北区 Stella
大阪市北区 craftbeer&whiskyハッチオ
大阪市北区 弄堂生煎饅頭 南森町本店
大阪市北区 5FUN
大阪市北区 屋根裏BARエルパジャッソ
大阪市北区 ぱぴぷぺぽ
大阪市北区 OPS
大阪市北区 Ｃｕｒｒｙ Ｍａｓａｌａ
大阪市北区 なつかし歌謡バー曽根崎ヤンヤン
大阪市北区 株式会社マルコ （株）マルコ酒店 WINE MARCO
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大阪市北区 アトム食堂
大阪市北区 屋台酒場リーダー
大阪市北区 Etoile du Soir
大阪市北区 ね音
大阪市北区 ロイスの店
大阪市北区 スタンド酒場ずいき
大阪市北区 カルネ
大阪市北区 WHAT･･･?
大阪市北区 ラーメンの店せせらぎ
大阪市北区 中国料理 天祥
大阪市北区 BAR SAGITTA
大阪市北区 台湾食堂
大阪市北区 鉄板ステーキ淀屋
大阪市北区 カレーハウスT＆A 南森町店
大阪市北区 うお徳
大阪市北区 １４１
大阪市北区 いちてん
大阪市北区 Story
大阪市北区 T.K.B
大阪市北区 Whisky Bar HIBIKI
大阪市北区 心水
大阪市北区 堂島 雪花菜
大阪市北区 じゃず家
大阪市北区 BAR Salon39
大阪市北区 Caffe CORNiCE
大阪市北区 tierra
大阪市北区 salon.deなな子
大阪市北区 Bar 34
大阪市北区 FOLK
大阪市北区 Madonna
大阪市北区 DIA5
大阪市北区 HORMOSH
大阪市北区 ウィタセクストピア
大阪市北区 ばとん
大阪市北区 DINING BAR楽都
大阪市北区 ALICE 
大阪市北区 CHINA BISTRO imose
大阪市北区 賢人
大阪市北区 FUJIWARA
大阪市北区 Bar  MUSE
大阪市北区 とり焼かん美
大阪市北区 globe
大阪市北区 シンザンII
大阪市北区 ショットバールアナ
大阪市北区 LITTLE BAR
大阪市北区 癒酒屋お花
大阪市北区 天ぷら こまつ
大阪市北区 同心二丁目ワイン食堂
大阪市北区 night spot jolly
大阪市北区 et Patati et Patata 
大阪市北区 Seed bar
大阪市北区 太らん
大阪市北区 The7LuckGods
大阪市北区 日本酒 福
大阪市北区 BAR NARITA
大阪市北区 BOOKMARK
大阪市北区 EXPLOSION
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大阪市北区 Bar  C-covo 
大阪市北区 シレーヌ
大阪市北区 BAR FENIX
大阪市北区 AKANTE
大阪市北区 G clef
大阪市北区 食彩 ほ乃家
大阪市北区 家庭料理みよちゃん
大阪市北区 槙の
大阪市北区 梅田羊肉串
大阪市北区 スナックまろうど
大阪市北区 Fooding Bar Ruelle
大阪市北区 ICHIFUJI
大阪市北区 GIRAFE
大阪市北区 マジックバーミストフェリーズ
大阪市北区 宿
大阪市北区 BarBlueBird
大阪市北区 讃岐うどん今雪
大阪市北区 Vermeer
大阪市北区 十三トリス 北新地
大阪市北区 Dining HATTORI
大阪市北区 DADAN
大阪市北区 恕楽
大阪市北区 ラウンジFunny
大阪市北区 酒館ブラ
大阪市北区 Member's本田（メンバーズ本田）
大阪市北区 サロンド大島
大阪市北区 鶏と島ごはん パナリ堂
大阪市北区 ｃｏｔｔｏｎ
大阪市北区 串揚げしんば
大阪市北区 厨まんげつ
大阪市北区 デリカバー・ユウ
大阪市北区 和皆屋
大阪市北区 天神橋おおもり
大阪市北区 珈琲店スパニョラ
大阪市北区 Ba-Bar凜
大阪市北区 洋食泉
大阪市北区 鮮天ぷら柴田
大阪市北区 和食コーヒーよしむら
大阪市北区 響珈琲
大阪市北区 CHICKEN HOUSE一歩
大阪市北区 The 酒庫
大阪市北区 BAR  IVY
大阪市北区 肴やバルヲ
大阪市北区 Bar石原
大阪市北区 さすらいのカンテキ天六酒場
大阪市北区 ちょっとながやま kitashinchi
大阪市北区 bar moonwalk 阪急中通り店
大阪市北区 れんがや
大阪市北区 鮨まつもと
大阪市北区 にこらしか
大阪市北区 雅
大阪市北区 DIYcafe 
大阪市北区 カミング
大阪市北区 PERTICA
大阪市北区 すたんど 太雅
大阪市北区 Ｃｏｌ
大阪市北区 中崎バル エストレージャ
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大阪市北区 Double.Y
大阪市北区 おおぼけこぼけ
大阪市北区 煮込み
大阪市北区 麺処さかもと
大阪市北区 KIZUNA
大阪市北区 トリュフ匠 熾火
大阪市北区 ランゴロ
大阪市北区 酒菜家 友
大阪市北区 コインズアウル
大阪市北区 無膳福助
大阪市北区 喫茶 ボナヌー
大阪市北区 Fouatons
大阪市北区 dukkah
大阪市北区 Muu
大阪市北区 赤とんぼ
大阪市北区 アリスアリア
大阪市北区 Shot Bar Gee
大阪市北区 アニソンDining＆BARとらんぷ
大阪市北区 桜屋
大阪市北区 ホリマサラ
大阪市北区 近江牛と有機野菜の呑処ひだまり
大阪市北区 梅田サンボア
大阪市北区 喫茶リラックス
大阪市北区 蔵DEUX
大阪市北区 創作お好み焼きオセロ
大阪市北区 Bar Plua Ait
大阪市北区 鉄板焼gump
大阪市中央区 谷町のお母さんのお店焼き焼きまま屋
大阪市中央区 GENTLEONE
大阪市中央区 ISABELA
大阪市中央区 grace
大阪市中央区 ボードゲームバーGeeBee
大阪市中央区 ボードゲームバーPeeGee
大阪市中央区 立呑み処夜神楽
大阪市中央区 焼肉食堂かど家 裏なんば店
大阪市中央区 中華料理華門
大阪市中央区 L`OISEAUBLEU
大阪市中央区 ゆう亭
大阪市中央区 ドラカラ夢想歌
大阪市中央区 麺や信希
大阪市中央区 らぐう
大阪市中央区 Win'Ⅱ
大阪市中央区 HIGHLAND'S
大阪市中央区 日本橋楽洛亭
大阪市中央区 あさりとしじみちゃん
大阪市中央区 食事処 吞み処ほり
大阪市中央区 炭火串焼 市
大阪市中央区 Bar Freeman
大阪市中央区 Sauge
大阪市中央区 旬菜 手打そば だいちゃん
大阪市中央区 LEGO
大阪市中央区 joint
大阪市中央区 リプサリス
大阪市中央区 CHIQUI
大阪市中央区 一休
大阪市中央区 飛翔
大阪市中央区 スナックサラン
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大阪市中央区 家庭料理 たかせ
大阪市中央区 すし処勝也
大阪市中央区 酒膳 弥生
大阪市中央区 Lamp Coffee Shop
大阪市中央区 うるる北浜店
大阪市中央区 GEO.MIYABI
大阪市中央区 Re
大阪市中央区 cafe 202
大阪市中央区 スパイス食堂サワキチ
大阪市中央区 MS
大阪市中央区 Mamma Pa-pa マンマパーパ
大阪市中央区 北新地ぎょうざ家裏なんば店
大阪市中央区 BAR KI
大阪市中央区 Bar PLAY
大阪市中央区 寿司居酒屋たなか
大阪市中央区 大松
大阪市中央区 メルティッティカフェ
大阪市中央区 ＢａｎｄＩ
大阪市中央区 もつマニア
大阪市中央区 酒楽漁ゃ。
大阪市中央区 ブラッスリールアルジャン
大阪市中央区 中津川
大阪市中央区 tamutamucafe
大阪市中央区 焼肉酒場 ほんで
大阪市中央区 活ふぐ清正
大阪市中央区 たこ焼きバル 徳次郎 弐号店
大阪市中央区 Zipangu
大阪市中央区 洋食KITCHENかぐら
大阪市中央区 天乃江
大阪市中央区 居酒屋はせどん
大阪市中央区 GCurry
大阪市中央区 夢見鳥淡路町店
大阪市中央区 bar soleil luna
大阪市中央区 DANK
大阪市中央区 からあげバルGotta
大阪市中央区 ゴチソウMARCHE
大阪市中央区 鮮魚と郷土料理の店たつと
大阪市中央区 卓球BARパレット 心斎橋店
大阪市中央区 酒肴鹿六
大阪市中央区 アムール
大阪市中央区 LADYGO
大阪市中央区 JIN-LOW
大阪市中央区 大丸屋
大阪市中央区 味処けん
大阪市中央区 はるみ家
大阪市中央区 bar encount
大阪市中央区 ラ・ヴェリテ
大阪市中央区 Member's  藤井
大阪市中央区 らーめんふうふう
大阪市中央区 串ん子
大阪市中央区 sifr
大阪市中央区 船場カリー 瓦町店
大阪市中央区 MEGUCA
大阪市中央区 小洞天
大阪市中央区 畑の食堂ＮＡＴＵＲＡ
大阪市中央区 Jampa
大阪市中央区 海舟
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大阪市中央区 club WONDER
大阪市中央区 珍竹林 なんば店
大阪市中央区 R BAR
大阪市中央区 Ｊｕｐｉｔｅｒ
大阪市中央区 Bar IPPUKU
大阪市中央区 スナック清水
大阪市中央区 桂山
大阪市中央区 煮炊きすずなり
大阪市中央区 かくれんぼつぼつ
大阪市中央区 OWL
大阪市中央区 スナックラウンジ朱里宮
大阪市中央区 La sante
大阪市中央区 TheArgo ARGUS
大阪市中央区 占いと喫茶 渚
大阪市中央区 立ち飲み処 こっちこいよ
大阪市中央区 楓
大阪市中央区 Asian Shot Bar Mar's
大阪市中央区 心ちや
大阪市中央区 ステーキミハラ
大阪市中央区 Antica Osteria dal spello
大阪市中央区 ちゃ味船場
大阪市中央区 Inacheve
大阪市中央区 ALUHARA
大阪市中央区 DIVERSION
大阪市中央区 蓮華
大阪市中央区 BISTRO OLIVE
大阪市中央区 美味しいお酒と肴や ten
大阪市中央区 BAR MaMu
大阪市中央区 中華バルJAM
大阪市中央区 馬肉料理専門店ホース
大阪市中央区 BAR VV
大阪市中央区 喫茶オーシャン
大阪市中央区 InFinity BAR
大阪市中央区 笑日志
大阪市中央区 あげたての味 天亭 なんばウォーク店
大阪市中央区 Zeal
大阪市中央区 分福茶釜
大阪市中央区 あざ味
大阪市中央区 ＴＲＥＳＯＲ
大阪市中央区 燃えろドラゴン
大阪市中央区 入留鹿
大阪市中央区 オラタコスバー
大阪市中央区 ケント
大阪市中央区 洋風酒場Seventy
大阪市中央区 Charites
大阪市中央区 イタリア料理アヴェルラ
大阪市中央区 桜館
大阪市中央区 nidomi
大阪市中央区 BAR FALLOWES
大阪市中央区 BAR-PLUTO
大阪市中央区 串揚げこめっと
大阪市中央区 パパラギ
大阪市中央区 イマジンプラス
大阪市中央区 バー・サンクチュアリ
大阪市中央区 にしかわ
大阪市中央区 Booby's(ブービーズ)
大阪市中央区 リーベ
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大阪市中央区 K-story
大阪市中央区 uralogica
大阪市中央区 ありんこ
大阪市中央区 旬肴料理人裕
大阪市中央区 Cafe bar KAAK
大阪市中央区 洋風居酒屋天しんLAN満
大阪市中央区 お好み焼き・鉄板 バール ちえ
大阪市中央区 鮨 琥珀
大阪市中央区 Ｓｕｒｆ Ａｃｅ
大阪市中央区 オレンチ
大阪市中央区 DAN DAN CAFE BAR
大阪市中央区 モン・レーヴ
大阪市中央区 bar Luz
大阪市中央区 キッチンGump
大阪市中央区 Vivo
大阪市中央区 ジャズＢａｒ茶店
大阪市中央区 BAR Liber
大阪市中央区 福満屋
大阪市中央区 おかずバー 文月
大阪市中央区 アガッタ！
大阪市中央区 Lefuge
大阪市中央区 マルカッサン
大阪市中央区 Bar Reill
大阪市中央区 bistro fil
大阪市中央区 上海租界
大阪市中央区 Bar M's
大阪市中央区 Boo8
大阪市中央区 Bar Zari
大阪市中央区 cafe&bar TinyTrainee
大阪市中央区 AS BAR
大阪市中央区 わがまま居酒屋 哲や
大阪市中央区 Bar Growing
大阪市中央区 スナック桃太朗
大阪市中央区 ＦＯＲＥＶＥＲ
大阪市中央区 食彩と縁 小森
大阪市中央区 Newton
大阪市中央区 GB&M
大阪市中央区 チーズと野菜のバル べるまじお
大阪市中央区 梨
大阪市中央区 小瀋陽
大阪市中央区 洋酒くろしお
大阪市中央区 キューピーちゃんの隠れ家
大阪市中央区 カレー屋本舗カサデューク
大阪市中央区 大衆居酒屋楽之助
大阪市中央区 炭焼割烹 歩
大阪市中央区 本町 和たなべや
大阪市中央区 心斎橋麓鳴館
大阪市中央区 Room
大阪市中央区 FUNK
大阪市中央区 Ｄａｎ家Ｒ
大阪市中央区 dishcurry＆relish
大阪市中央区 TerangBulan
大阪市中央区 あくび
大阪市中央区 泡盛BARシーサー
大阪市中央区 仙豆
大阪市中央区 Y-3 BAR 宗右衛門店
大阪市中央区 南風酒膳庵
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大阪市中央区 旬彩和食万や
大阪市中央区 ROASTERS COFFEE
大阪市中央区 BAR CADBOLL
大阪市中央区 tsuide
大阪市中央区 Kurohige
大阪市中央区 Bar Cadboll House
大阪市中央区 心斎橋東焼とりporc
大阪市中央区 members snack T
大阪市中央区 メンバーズPure
大阪市中央区 株式会社明洞マーケット
大阪市中央区 イタリアわいんBAR 54
大阪市中央区 アステリア
大阪市中央区 鹿鳴軒
大阪市中央区 立呑またた灯
大阪市中央区 おでん処おずや
大阪市中央区 RESTAURANT&ＢＡＲ ＴＡＮＩＱＵＥ
大阪市中央区 ROOTIE TOOTIE
大阪市中央区 淀屋橋ゴルフ倶楽部
大阪市中央区 BAR Lee  Lee
大阪市中央区 K-pop Bar イテウォン
大阪市中央区 グリル ばらの木
大阪市中央区 酒&喰いもんや倶楽部 味香
大阪市中央区 とんかつ 吉兆
大阪市中央区 本町製麵所本店
大阪市中央区 鉄板焼きとおばんざいの店朱酒
大阪市中央区 きっちん桃源郷
大阪市中央区 旬菜ここ味
大阪市中央区 晩ごはん 掌亭
大阪市中央区 Phoe-be
大阪市中央区 任意門クシバー
大阪市中央区 スナック由香
大阪市中央区 いとはん
大阪市中央区 や台や
大阪市中央区 都会に生えたしいたけ
大阪市中央区 BarPON
大阪市中央区 和創五感 陸
大阪市中央区 和魂ほむら
大阪市中央区 CLUB エンジェル
大阪市中央区 neve
大阪市中央区 ひもの野郎 東心斎橋店
大阪市中央区 瓦そば縁
大阪市中央区 祝
大阪市中央区 酒・肴・旬菜おかちゃん
大阪市中央区 Bar&Cafe サーキット
大阪市中央区 お食事処たまき
大阪市中央区 スイッチバー東心斎橋店
大阪市中央区 Ｎｕｔｓ
大阪市中央区 Amber Rabbit Prince.Bar
大阪市中央区 Bar compass rose
大阪市中央区 スリーチムニーズ
大阪市中央区 木下裕義酒店
大阪市中央区 First Stop
大阪市中央区 洋風酒肆 手乱蛾
大阪市中央区 ASH WINDER ARENA
大阪市中央区 小料理酒家 ばくろう
大阪市中央区 who am i
大阪市中央区 GODS
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大阪市中央区 居酒屋RAN
大阪市中央区 「食と酒」居酒屋かるだん
大阪市中央区 舞夏
大阪市中央区 BAR AMBER
大阪市中央区 串揚げ千尋
大阪市中央区 健美宴
大阪市中央区 meng meng da
大阪市中央区 スナックコネコ
大阪市中央区 １７８ん処
大阪市中央区 SOL
大阪市中央区 BAR REX 5F
大阪市中央区 Harrowsカフェ
大阪市中央区 メィウインズ
大阪市中央区 LOGUE BAR
大阪市中央区 blanche
大阪市中央区 ピンクのとなり
大阪市中央区 中国食堂261
大阪市中央区 バーマジックスーパーラッキー
大阪市中央区 スーパースター
大阪市中央区 夕顔樓弐
大阪市中央区 un rocher
大阪市中央区 井筒
大阪市中央区 ちょっと呑みえんな
大阪市中央区 ハライソ
大阪市中央区 やまと
大阪市中央区 バー月とらくだ
大阪市中央区 鮨 福萬
大阪市中央区 ＭＵＳＥＵＭ
大阪市中央区 保護ねこかふぇneu。
大阪市中央区 ひふみ日本橋店 
大阪市中央区 和 in bar 晴耕雨読
大阪市中央区 ROCKBAR GUITAR-RA
大阪市中央区 味楽創菜おかもと
大阪市中央区 AGIT
大阪市中央区 菊池庵
大阪市中央区 欧風料理  Watari
大阪市中央区 朝美屋
大阪市中央区 クラブ妖精
大阪市中央区 なかたに
大阪市中央区 maruku
大阪市中央区 まさかずの店
大阪市中央区 中国料理華味亭
大阪市中央区 かぎ屋
大阪市中央区 白い虹
大阪市中央区 寿々
大阪市中央区 さろん群芳
大阪市中央区 スパイス料理ナッラマナム
大阪市中央区 かるぼなぁど
大阪市中央区 まるふ食堂
大阪市中央区 串屋長右衛門本町
大阪市中央区 松光庵
大阪市中央区 宵待草
大阪市中央区 ブートレッグタバーン
大阪市中央区 SHOTBAR PAN
大阪市中央区 麺処信州多華
大阪市中央区 Home Party
大阪市中央区 モエル
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大阪市中央区 つぶあんこ.
大阪市中央区 ラウンジ儂來
大阪市中央区 One-G
大阪市中央区 ラウンジ ジェントル
大阪市中央区 未来
大阪市中央区 クラバック りゅう
大阪市中央区 キャラバン
大阪市中央区 The Drunken Clam 
大阪市中央区 TAVERNA albero villaggio 
大阪市中央区 shishacafe REMOZA
大阪市中央区 どば屋
大阪市中央区 立ち飲み処小町
大阪市中央区 南庭
大阪市中央区 treeBAR
大阪市中央区 Lien
大阪市中央区 海鮮丼専門店 楓 スタンド
大阪市中央区 NAGARE
大阪市中央区 季節料理つくし
大阪市中央区 ピンクノトビラ
大阪市中央区 あしあり
大阪市中央区 ゑびす堂
大阪市中央区 料理屋のだ
大阪市中央区 はじめ
大阪市中央区 Condo
大阪市中央区 うお熊
大阪市中央区 ハーフムーン
大阪市中央区 そのだや八万 
大阪市中央区 オーロラ
大阪市中央区 en counter
大阪市中央区 銀河
大阪市中央区 ワイン酒屋Mista
大阪市中央区 酒房しん
大阪市中央区 望湘楼
大阪市中央区 Freedom
大阪市中央区 済州
大阪市中央区 Ｂａｒ ＺＥＮ
大阪市中央区 TA+26=たにろく
大阪市中央区 Bullvia 宗右衛門店
大阪市中央区 しあわせのらーめんミウ
大阪市中央区 麻辣江湖
大阪市中央区 新新品味居
大阪市中央区 夢燕
大阪市中央区 ワイン食堂アレコレ
大阪市中央区 BOMBAR
大阪市中央区 れみ
大阪市中央区 Beer Bar YELL
大阪市中央区 らんら屋
大阪市中央区 ジッキン
大阪市中央区 Monkeys' Shisha&Bar
大阪市中央区 いちい
大阪市中央区 食酒処ふるさわ
大阪市中央区 鉄板キッチンまつもと
大阪市中央区 心斎橋マドラス5
大阪市中央区 ヴァルプルギスの夜
大阪市中央区 Five Hundred Bar
大阪市中央区 手羽屋いっちょめ
大阪市中央区 Bar Novel
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大阪市中央区 うらら
大阪市中央区 アバッキオ
大阪市中央区 上海老味道
大阪市中央区 食彩酒房 ごいちや
大阪市中央区 Lady Bird
大阪市中央区 宮下別邸
大阪市中央区 楽酒楽肴 越冬
大阪市中央区 松本家２
大阪市中央区 松屋町バルＰＡＳＯ
大阪市中央区 H.A.C
大阪市中央区 響や
大阪市中央区 BARZone
大阪市中央区 Vineria via vino
大阪市中央区 酒と肴よしまさ
大阪市中央区 cabarna
大阪市中央区 STANDING BAR H
大阪市中央区 ねぇね
大阪市中央区 おかず居酒屋くう
大阪市中央区 スナックＭｅｗ
大阪市中央区 てんぷらシュワッチ
大阪市中央区 鍋屋okamoto本町店
大阪市中央区 bar brat
大阪市中央区 三輪車
大阪市中央区 AMANT
大阪市中央区 中華料理ひろや
大阪市中央区 お好み焼き酒場 Ｏ
大阪市中央区 Maybee
大阪市中央区 大衆食堂ヒザコシ
大阪市中央区 スパイス堂
大阪市中央区 Lounge Polaris
大阪市中央区 BAR Buzz
大阪市中央区 プレミアム ショット バー KO MA CHI
大阪市中央区 えびす
大阪市中央区 彩さいHANARE
大阪市中央区 レトロバーレト
大阪市中央区 fun-11
大阪市中央区 心斎橋サンボウル
大阪市中央区 てじや
大阪市中央区 あえたん
大阪市中央区 旅館くら本
大阪市中央区 iVY
大阪市中央区 こなもんや三よ志
大阪市中央区 ねこや
大阪市中央区 チデロ
大阪市中央区 炭焼肉酒場GOLAZO
大阪市中央区 蛇の目
大阪市中央区 BAR識
大阪市中央区 Salute
大阪市中央区 Empire Kitchen
大阪市中央区 Bar Rosso
大阪市中央区 Bar Solt
大阪市中央区 佐之家
大阪市中央区 炭焼鳥miya
大阪市中央区 home bar notoro
大阪市中央区 Sweet Camel 三角公園前店
大阪市中央区 エイト
大阪市中央区 ジューテム
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大阪市中央区 金輝
大阪市中央区 雑貨BAR福猫堂
大阪市中央区 旬彩 かどかぜ
大阪市中央区 Thyme
大阪市中央区 カントリーハウス
大阪市中央区 coffee bar チューリップ
大阪市中央区 G.R CAFE TERRACE
大阪市中央区 雅
大阪市中央区 スナックひとみ
大阪市中央区 raccoon
大阪市中央区 FREEDOM
大阪市中央区 さかまり
大阪市中央区 Ash
大阪市中央区 舞
大阪市中央区 呑み処おゆき
大阪市中央区 炭火焼鳥と鶏肴keshiki.
大阪市中央区 Link Link
大阪市中央区 おかんの店
大阪市中央区 三豊麺 南船場店
大阪市中央区 マイオール
大阪市中央区 南サンボア洋酒店
大阪市中央区 おっかんの寿司
大阪市中央区 MODERN
大阪市中央区 bitter  sweet   ビタースイート
大阪市中央区 焼酎 蕎麦や はやさき
大阪市中央区 Calin
大阪市中央区 アイン
大阪市中央区 なみ
大阪市中央区 笑と婆deminee
大阪市中央区 1416
大阪市中央区 鶏と牛のお店 火澄屋
大阪市中央区 Side Way
大阪市中央区 沖縄居酒屋てぃんがーら
大阪市中央区 WAX69
大阪市中央区 PERSEPOLIS
大阪市中央区 喫茶ネイキッド
大阪市中央区 串かつワイン泉
大阪市中央区 バーセブン
大阪市中央区 N
大阪市中央区 韓国料理錦
大阪市中央区 ねぎ焼きもえぎ
大阪市中央区 Triple three
大阪市中央区 フルアヘッド
大阪市中央区 とり菊
大阪市中央区 bar きのこや文庫
大阪市中央区 Bar LOSER
大阪市中央区 OTTO
大阪市中央区 やきうし はんじゅく
大阪市中央区 origin
大阪市中央区 MEMBER'S T＆H
大阪市中央区 １９５２
大阪市中央区 IGNITION
大阪市中央区 ダンテス
大阪市中央区 ＳＡＬＴＡＲＥ
大阪市中央区 和食 青天
大阪市中央区 ORO
大阪市中央区 かのや篠原
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大阪市中央区 Italian Kitchen Legare
大阪市中央区 難波千日前ハラミノカミサマ
大阪市中央区 M４
大阪市中央区 BAR4GATS
大阪市中央区 Casual Bar Yes,no
大阪市中央区 barHighBridge
大阪市中央区 第六感
大阪市中央区 ＢＡＲ ＫＩＪＵＮ
大阪市中央区 辛来飯
大阪市中央区 オーサカバインミー 
大阪市中央区 chang toko
大阪市中央区 まつぼっくり
大阪市中央区 民芸喫茶 ロリ・ポリ
大阪市中央区 BAR FLAP
大阪市中央区 ＣＵＲＵ²
大阪市中央区 おばんざい わびすけ
大阪市中央区 まさん
大阪市中央区 ローズ
大阪市中央区 バルドスターズ
大阪市中央区 CREWｂａｒ
大阪市中央区 日本酒と私
大阪市中央区 Michel Vin Japonais
大阪市中央区 CUCINA MAGGIO
大阪市中央区 フィフティーフィフティー
大阪市中央区 Bar  rape
大阪市中央区 蓄音堂
大阪市中央区 炭とおいしいお酒のお台処 晃
大阪市中央区 ばんざいにし屋
大阪市中央区 Shot BAR ウイスキー研究所
大阪市中央区 谷町 肉八
大阪市中央区 カウント2.99
大阪市中央区 盛じゅん
大阪市中央区 gram
大阪市中央区 串乃助
大阪市中央区 元祖アイスドッグ
大阪市中央区 串かつ一品 AI あい
大阪市中央区 星カフェSPICA
大阪市中央区 味彩 しな川
大阪市中央区 吉鳥 道頓堀店
大阪市中央区 ベアート
大阪市中央区 エドモンダンテス
大阪市中央区 ステーキランチTimes
大阪市中央区 sumiggs
大阪市中央区 心斎橋でりしゃす
大阪市中央区 雅楽
大阪市中央区 ANTZ大阪心斎橋店
大阪市中央区 スナック 若草
大阪市中央区 喫茶カレン
大阪市中央区 中国料理一風亭
大阪市中央区 なんば 松潮屋
大阪市中央区 じゃむ男
大阪市中央区 おうちごはんすなっくあろえ
大阪市中央区 Fitness Cafe TOOLE
大阪市中央区 MALIBU
大阪市中央区 祥雲
大阪市中央区 豚串焼 がじゅまる
大阪市中央区 有彩
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大阪市中央区 梁家
大阪市中央区 standarena
大阪市中央区 のと楽東店
大阪市中央区 こころ
大阪市中央区 Casino Club AMATERAS
大阪市中央区 内本町麺道部
大阪市中央区 鰻谷あんじょお
大阪市中央区 桃太郎
大阪市中央区 サカモんち５号室
大阪市中央区 JELLY JELLY CAFE 大阪心斎橋店
大阪市中央区 酒パンつつみ
大阪市中央区 串焼き律
大阪市中央区 バー黒船屋
大阪市中央区 三代目おしゃべりろばー
大阪市中央区 ROCOなんば店
大阪市中央区 スナック
大阪市中央区 & nico
大阪市中央区 トンカツ とん一郎
大阪市中央区 POP BAR
大阪市中央区 スタイリッシュグリルＴｙｕ
大阪市中央区 四季の味 莉匠庵
大阪市中央区 きんぱ
大阪市中央区 バー ナカムラ
大阪市中央区 cafe & bar三匹のカエル
大阪市中央区 nomulabo 
大阪市中央区 和リアン料理いつもの場所
大阪市中央区 スペースステーション
大阪市中央区 CochonRose 
大阪市中央区 こみなみ家
大阪市中央区 BARプカプカ
大阪市中央区 メインバー川面
大阪市中央区 フィメール・フィメール・メール
大阪市中央区 Bar Coco Palm
大阪市中央区 新潟の地酒と銀しゃり 信
大阪市中央区 十種家
大阪市中央区 ASOBI-BAR
大阪市中央区 スタンド三日月
大阪市中央区 DINING BAR LAST
大阪市中央区 いい加減処 流々
大阪市中央区 CERENDIB
大阪市中央区 レストラン スリランカ
大阪市中央区 BAR たま川
大阪市中央区 ペドロリーノ
大阪市中央区 BARロージーNEO
大阪市中央区 恋瀬
大阪市中央区 buchi
大阪市中央区 バー花本
大阪市中央区 とんこつらーめん神山
大阪市中央区 凸凹 DECOBOCO
大阪市中央区 cafe bar South Wind
大阪市中央区 Bar ky's
大阪市中央区 P2
大阪市中央区 花やしき
大阪市中央区 BARたけのこ
大阪市中央区 cafe&bar atelier sunrise
大阪市中央区 手羽先よっちゃん
大阪市中央区 食彩茶屋渡邉
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大阪市中央区 そば処あづま
大阪市中央区 伽羅
大阪市中央区 mr.kanso 東心斎橋
大阪市中央区 Pont-l'Abbe
大阪市中央区 SING BAR AGALTA
大阪市中央区 すぎはら
大阪市中央区 ウィスキー＆ミュージック拓郎
大阪市中央区 酒場スナフキン
大阪市中央区 天満橋玉華園
大阪市中央区 LAS ROCAS
大阪市中央区 家庭料理ひなの
大阪市中央区 茶里茶里ChaLiChaLi
大阪市中央区 Gold Style 
大阪市中央区 fruits&好好鶏排
大阪市中央区 レストランバー薪
大阪市中央区 vivre
大阪市中央区 ごんべ
大阪市中央区 鳥しん
大阪市中央区 海雲台（ヘウンデ）
大阪市中央区 CONNECT
大阪市中央区 KOBUTA
大阪市中央区 bar Secret Chamber
大阪市中央区 TRIANGLE COFFEE
大阪市中央区 ラウンジふみ
大阪市中央区 慧
大阪市中央区 麺屋ガテンの乱
大阪市中央区 季菜夢せと
大阪市中央区 colony
大阪市中央区 眞
大阪市中央区 ひもの野郎 南船場店
大阪市中央区 韓国料理関西
大阪市中央区 鮨源兵衛
大阪市中央区 バーレッドホット
大阪市中央区 Talisman  No.1
大阪市中央区 ボンボネーラ
大阪市中央区 明子
大阪市中央区 バー アーゴ
大阪市中央区 光寿司
大阪市中央区 バー＆ダイニング コトラ
大阪市中央区 ちょっと一旬
大阪市中央区 TCG Bar FUN
大阪市中央区 くじゃくくらぶ
大阪市中央区 シュナステーション
大阪市中央区 かみなり亭
大阪市中央区 ダイニング膳
大阪市中央区 バード５６
大阪市中央区 yacipoci
大阪市中央区 ポリカルポ
大阪市中央区 わとい
大阪市中央区 やきとり庭
大阪市中央区 ftyエフティー
大阪市中央区 なにわフレンチびぎん
大阪市中央区 ぐりこ
大阪市中央区 felice2000
大阪市中央区 カラオケバーメンバーズ
大阪市中央区 楽呑み処ＡＬＭＯＮ
大阪市中央区 Ｃａｒｎｅｔ
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大阪市中央区 BAR Nonchalant
大阪市中央区 たこやき屋台 藍の青
大阪市中央区 向津具 がん祐
大阪市中央区 Platform
大阪市中央区 ラビアンローズ
大阪市中央区 Jasmine
大阪市中央区 鄭記老成都串串
大阪市中央区 Singing Bar diva
大阪市中央区 鷄処ひらぬまん
大阪市中央区 BAR9１
大阪市中央区 ＹＡＰＯＮ
大阪市中央区 Ｍember's m
大阪市中央区 ShotBarKT
大阪市中央区 かのん
大阪市中央区 Sakurai
大阪市中央区 シャレード
大阪市中央区 ラウンジローダン
大阪市中央区 焼きもんや さほ
大阪市中央区 韓国料理アラマァー
大阪市中央区 肉ざんまい
大阪市中央区 ８０ｓ Ｂａｒ ＦＲＥＡＫ
大阪市中央区 TAROー
大阪市中央区 スナックReve
大阪市中央区 モイセ
大阪市中央区 おふくろ
大阪市中央区 With 
大阪市中央区 キーストン
大阪市中央区 テラ
大阪市中央区 JAGALCHI
大阪市中央区 ラディッシュ
大阪市中央区 串天ぷらとワインと焼酎のお店きいろ
大阪市中央区 佑美
大阪市中央区 ジェリーダイア
大阪市中央区 Daisy
大阪市中央区 炭火ビストロSouple
大阪市中央区 SAMANSA
大阪市中央区 串の松阪
大阪市中央区 心斎橋 魄瑛
大阪市中央区 立ち呑み処 たまやん
大阪市中央区 kulkul
大阪市中央区 鮨いんべ
大阪市中央区 宗右衛門町ゴルフ倶楽部
大阪市中央区 船越酒店渉
大阪市中央区 田八
大阪市中央区 鳳凰楼
大阪市中央区 salon de grandir
大阪市中央区 Ｒｅｃａｎ²
大阪市中央区 くいもんや つた家
大阪市中央区 海umi
大阪市中央区 カフェコック
大阪市中央区 atmosphare
大阪市中央区 麺屋あげは
大阪市中央区 田楽舞
大阪市中央区 ラスモア
大阪市中央区 からおけBarてるや
大阪市中央区 松花
大阪市中央区 やきとり たけ
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大阪市中央区 オファビュラス
大阪市中央区 V9
大阪市中央区 焼肉龍
大阪市中央区 酒房居酒屋ななし
大阪市中央区 La  Golosetta
大阪市中央区 小町
大阪市中央区 Legion d'honneur
大阪市中央区 Dining&Bar PLUS
大阪市中央区 踊りだこ 道頓堀店
大阪市中央区 ミッドナイトサンカレー
大阪市中央区 ビビアン・リー
大阪市中央区 おーぷんはうす
大阪市中央区 繁寿し
大阪市中央区 Live Cafe Bar UNITE
大阪市中央区 島之内サンボア
大阪市中央区 猫ばＢａｒ
大阪市中央区 アノニマス（anonymous）
大阪市中央区 Lagoona  ラグーナ
大阪市中央区 たまりbarにいやん
大阪市中央区 踊りだこ 法善寺店
大阪市中央区 KoreanBarなむる
大阪市中央区 A769 the BAR
大阪市中央区 Dining bar No.2
大阪市中央区 本町串焼き てんてん
大阪市中央区 自家製韓国家庭料理 スマイル
大阪市中央区 ルイーズcafe
大阪市中央区 Bon-tune
大阪市中央区 Brights 
大阪市中央区 bar D
大阪市中央区 よるごはん居酒屋どどん
大阪市中央区 Architect
大阪市中央区 イエローテール
大阪市中央区 ブランニュー酒場 カツオとさくら
大阪市中央区 たに川
大阪市中央区 SunGreenサングリーン
大阪市中央区 そば処八助
大阪市中央区 居酒屋はい、がってん
大阪市中央区 BAR PRIMO
大阪市中央区 エミ
大阪市中央区 鳥料理 大番
大阪市中央区 BAR BIANCA
大阪市中央区 大祥庵
大阪市中央区 うらうら
大阪市中央区 NaNa's Bar
大阪市中央区 とん足びーちゃん
大阪市中央区 鉄板食房かぶんす
大阪市中央区 和ばーる えにし
大阪市中央区 江戸幸
大阪市中央区 ツィンクル
大阪市中央区 BarかSnack
大阪市中央区 マミーズきっちん
大阪市中央区 すし処利八
大阪市中央区 セラバーケント
大阪市中央区 CRUNK
大阪市中央区 スタンドのぶや
大阪市中央区 matsuda
大阪市中央区 ストレートプール
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大阪市中央区 美少女酒場じゅげむ
大阪市中央区 Volver the bar 
大阪市中央区 ワイン食堂 重太家
大阪市中央区 Dining & BarJUN
大阪市中央区 くみ
大阪市中央区 MILE HIGH CLUB
大阪市中央区 コーヒ専門店マックF２８
大阪市中央区 after bar HADASHI
大阪市中央区 Roamer
大阪市中央区 旬彩 翔
大阪市中央区 餃子専門店南平
大阪市中央区 BAR NEXUS
大阪市中央区 うを卯
大阪市中央区 Bar どぎまぎ
大阪市中央区 若鰤
大阪市中央区 ラウンジＦＯＲＥＶＥＲ
大阪市中央区 寿し谷
大阪市中央区 ぼたんButton
大阪市中央区 BAR ほーむめいど
大阪市中央区 半平寿司
大阪市中央区 ジャスト ア リトル ビット東店
大阪市中央区 SKIPPY
大阪市中央区 おでんと逸品料理＆お酒 松清庵
大阪市中央区 小料理BAR雪月花
大阪市中央区 ニュメロドゥ
大阪市中央区 串BUONO
大阪市中央区 スリーナイン ９９９
大阪市中央区 虎と龍 日本橋店
大阪市中央区 Haraly
大阪市中央区 Chemistry
大阪市中央区 八剣伝 谷町九丁目店
大阪市中央区 山海 あみ
大阪市中央区 カエル
大阪市中央区 志en
大阪市中央区 ドアーズインヘブン
大阪市中央区 Mole & Hosoi Coffees
大阪市中央区 Irish pun Shamrock 'N' Roll Star
大阪市中央区 串揚げ はこや
大阪市中央区 お酒の美術館東心斎橋店
大阪市中央区 neiro ネイロ
大阪市中央区 お好み焼きARAKA淀屋橋店
大阪市中央区 釜めし御嵩
大阪市中央区 Maco
大阪市中央区 法善寺山岡
大阪市中央区 絆
大阪市中央区 絵本BARガブ
大阪市中央区 大心
大阪市中央区 percee
大阪市中央区 スタンド
大阪市中央区 といろ
大阪市中央区 湘味食府
大阪市中央区 ワイン割烹Et Ce
大阪市中央区 魚処天悟
大阪市中央区 笑酔人
大阪市中央区 Bar Hobo
大阪市中央区 BAR i.rush
大阪市中央区 DADDY
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大阪市中央区 髭ぶん
大阪市中央区 炭焼kitchenだいだい
大阪市中央区 バーイプソファクト千日前
大阪市中央区 B
大阪市中央区 牛小屋
大阪市中央区 Law Less
大阪市中央区 ラーメン兆
大阪市中央区 Bar Sou
大阪市中央区 龍や
大阪市中央区 Restaurantつじ川
大阪市中央区 AB-kitchen
大阪市中央区 Bar CLOUD BLANK
大阪市中央区 Forever
大阪市中央区 Bright Moon
大阪市中央区 ブルーラグーン
大阪市中央区 BAY YY
大阪市中央区 A apartment 000
大阪市中央区 Spice house カリーノアトリエ
大阪市中央区 (肴)日本酒処 力鯱
大阪市中央区 そば居酒屋 善生
大阪市中央区 KENNYasia
大阪市中央区 BAR DK
大阪市中央区 SHUNSAIKA  NAKA
大阪市中央区 旬や きときと
大阪市中央区 BARBonds
大阪市中央区 酒房 大阪屋
大阪市中央区 Ｍｅｍｂｅｒｓ Ｊｕｎ
大阪市中央区 サウス８８
大阪市中央区 すぎまち
大阪市中央区 シャノワール
大阪市中央区 心志
大阪市中央区 おてがる喫茶
大阪市中央区 懐屋
大阪市中央区 酒呑総合窓口スラッシュ
大阪市中央区 エルベ
大阪市中央区 KARAOKE BAR SHIKI 星の時間
大阪市中央区 新幸梅
大阪市中央区 大阪 もつ鍋 PLay
大阪市中央区 チヂミのやすす
大阪市中央区 喫茶ふくだ
大阪市中央区 船場丹丹
大阪市中央区 CINQUECENTO
大阪市中央区 Bar Lowse
大阪市中央区 日本酒うさぎ
大阪市中央区 橋の湯食堂
大阪市中央区 太幸
大阪市中央区 ながほり日本酒うさぎ
大阪市中央区 ニュー日本酒うさぎ
大阪市中央区 AGOSAMURAI
大阪市中央区 ザ・イカが
大阪市中央区 かおり
大阪市中央区 リープ
大阪市中央区 ラウンジメイ
大阪市中央区 海鮮居酒屋魚漁
大阪市中央区 LUCIDA
大阪市中央区 Cafe&Wine T'sdining
大阪市中央区 Bar Peace
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大阪市中央区 洋食ビストロAwano
大阪市中央区 天月
大阪市中央区 Chez Le Petit Bonheur
大阪市中央区 アメ村社員食堂
大阪市中央区 BAR U7
大阪市中央区 Il bar Bice
大阪市中央区 らきせぶ
大阪市中央区 BAR TAKAZATO
大阪市中央区 フレンチ割烹Maison Kizuku
大阪市中央区 熊人
大阪市中央区 ガーメシ フジワラ
大阪市中央区 たこ政
大阪市中央区 スランジバー
大阪市中央区 泰平
大阪市中央区 Bar  Bean's 
大阪市中央区 葡萄屋
大阪市中央区 むかいの 五八
大阪市中央区 しばいけ
大阪市中央区 Pascal
大阪市中央区 Salon
大阪市中央区 bar&room spin
大阪市中央区 和泉屋バー
大阪市中央区 hang
大阪市中央区 舞台袖
大阪市中央区 いんぱくと
大阪市中央区 BAR HerMes
大阪市中央区 肴菜家たわわ
大阪市中央区 tezuma
大阪市中央区 バーサカズキ
大阪市中央区 味ごよみ宗田
大阪市中央区 Bar Daisy
大阪市中央区 CLAN
大阪市中央区 炭火やきとり森田
大阪市中央区 Serena
大阪市中央区 SeaL
大阪市中央区 COVOイタリアンと日本酒のお店
大阪市中央区 Re:bar
大阪市中央区 サワディカー
大阪市中央区 洋風料理 ニシモト
大阪市中央区 佳芽
大阪市中央区 LIVE IN kotetsu
大阪市中央区 富美
大阪市中央区 おとな食堂
大阪市中央区 ネパール＆インド料理 Manakamana
大阪市中央区 ぢどり家 堺筋本町店
大阪市中央区 スナック ちゃめワン
大阪市中央区 ロレンス
大阪市中央区 つるまる備後町店
大阪市中央区 ＴＲＥＯＴＴＯ
大阪市中央区 cavallo
大阪市中央区 奈良屋
大阪市中央区 東心斎橋 みなみ
大阪市中央区 月虹
大阪市中央区 VINO TECA
大阪市中央区 ごはんや長助
大阪市中央区 hapo
大阪市中央区 若狭
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大阪市中央区 BARたこやろう
大阪市中央区 創作鉄板 mo-ri 
大阪市中央区 焼肉 虎にツノ
大阪市中央区 カフェレストラン凛
大阪市中央区 バーオリジンズ心斎橋店
大阪市中央区 BAR LOOP
大阪市中央区 フルーツキッチン歩乃果
大阪市中央区 小料理ともか
大阪市中央区 お好み焼き 鉄板焼き 福助
大阪市中央区 二刀流武蔵
大阪市中央区 洋風創菜アコモデTATEYA
大阪市中央区 中国料理大徳
大阪市中央区 壺心
大阪市中央区 わか馬
大阪市中央区 Ａｎｇｅ
大阪市中央区 日本酒のとと右衛門
大阪市中央区 おの冨久
大阪市中央区 BAR OSAKA TULIP
大阪市中央区 ボードゲームBARダイス
大阪市中央区 星空キッチンnova
大阪市中央区 SCAR
大阪市中央区 いずみ谷
大阪市中央区 のえるぱん
大阪市中央区 ＦｉｓｈｅｒｍａｎｓＴＡＣＯＳ
大阪市中央区 日本料理 滴
大阪市中央区 ＴＨＥ たまご ＢＡＲ
大阪市中央区 S²KN unknown
大阪市中央区 心斎橋よかろ
大阪市中央区 中じや
大阪市中央区 ｍｏｖｉｅｓ ｃａｆｅ ＭＡＴＥＲＩＡＬ
大阪市中央区 呑み処きよ実
大阪市中央区 Members'Bar Rose ＆Keys
大阪市中央区 パンジー
大阪市中央区 酒場ぽち
大阪市中央区 BHATTI
大阪市中央区 CURE
大阪市中央区 STORY
大阪市中央区 居酒屋富士
大阪市中央区 まるじゅうのにぎり 南店
大阪市中央区 愛のジョーク
大阪市中央区 BAR LAE
大阪市中央区 大阪忍者屋駿河流
大阪市中央区 フルバリ堺筋本町店
大阪市中央区 とり料理 みその
大阪市中央区 ひま我り
大阪市中央区 法善寺しきみ
大阪市中央区 真
大阪市中央区 愛乃華
大阪市中央区 しゃぶ笑 日本橋店
大阪市中央区 レックス
大阪市中央区 四季の味いま井
大阪市中央区 ラ・マン
大阪市中央区 すし処和屋
大阪市中央区 ジョニーのからあげ堺筋本町酒場
大阪市中央区 Ｍ₂
大阪市中央区 箸処 生尾
大阪市中央区 スナックしるびあ
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大阪市中央区 萌
大阪市中央区 綾のおかんの店
大阪市中央区 ＥＬ ＲＩＮＣＯＮ ＬＡＴＩＮＯ
大阪市中央区 カトゥール
大阪市中央区 Member's Paradise
大阪市中央区 楓
大阪市中央区 bar NEUTRAL
大阪市中央区 なかい天満橋
大阪市中央区 Cinghial
大阪市中央区 bar pancherina
大阪市中央区 うたげや
大阪市中央区 鶴亀
大阪市中央区 バールデ坂町
大阪市中央区 poco a poco
大阪市中央区 The Co Bar
大阪市中央区 Bar喫酒箱
大阪市中央区 焼心
大阪市中央区 ホワイトラブ
大阪市中央区 ソウルハートキッチンはら房
大阪市中央区 ラウンジ凰
大阪市中央区 たこ焼き酒場たこ太 淀屋橋店
大阪市中央区 お好み鉄板酒場どら十
大阪市中央区 崔の家
大阪市中央区 SOUND永遠
大阪市中央区 こより
大阪市中央区 The Beach
大阪市中央区  Live Cafe&Bar AMASTAGE なんば店
大阪市中央区 カラオケスナックmee
大阪市中央区 広東料理 林泉
大阪市中央区 KoreanDainingひょんじぇ
大阪市中央区 あけぼの亭
大阪市中央区 寧
大阪市中央区 カフェ・ド・クロワッサン
大阪市中央区 かつらぎ
大阪市中央区 Cues Bar
大阪市中央区 PINK KAWAII
大阪市中央区 麺道而今 大阪城テラス店
大阪市中央区 カフェ クレセント
大阪市中央区 立ち吞み食堂きたよし
大阪市中央区 かぼちゃ
大阪市中央区 ASKIM
大阪市中央区 ZONOZONO
大阪市中央区 幸せのパンケーキ南船場はなれ
大阪市中央区 BAR Laughter
大阪市中央区 岸上
大阪市中央区 HONEYSUCKLE ROSE
大阪市中央区 Barニコラス刑事
大阪市中央区 ごへい
大阪市中央区 焼酎酒屋たけ
大阪市中央区 肉yaステーキ
大阪市中央区 Dining & Music Live Bar ヒア・カムズ・ザ・サン
大阪市中央区 ぎやまん亭
大阪市中央区 Member's Bar Walhalla
大阪市中央区 Cactus Cantina
大阪市中央区 Abcb
大阪市中央区 p.pouch
大阪市中央区 楽遊
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大阪市中央区 ぽかぽか屋
大阪市中央区 旬彩Barりあん
大阪市中央区 VENTUNO
大阪市中央区 花勢
大阪市中央区 DISH&BAR BASE
大阪市中央区 cafe 黒岩伽哩
大阪市中央区 Bar GON
大阪市中央区 はんじゅく（hanjuku）
大阪市中央区 フェリーチェ
大阪市中央区 スナック冬記
大阪市中央区 縁
大阪市中央区 お好み焼き鉄板焼き生地
大阪市中央区 陽向
大阪市中央区 suppin
大阪市中央区 居酒屋やぐ
大阪市中央区 炭火焼と創作料理やっさん
大阪市中央区 雅
大阪市中央区 dark gothic bar camille
大阪市中央区 DJ-BAR VANITY BOX
大阪市中央区 騎文屋
大阪市中央区 Coniglio
大阪市中央区 MASTER'S
大阪市中央区 BAR BUTANOHANA
大阪市中央区 藍丹
大阪市中央区 貴代
大阪市中央区 ゴールドキャッスル
大阪市中央区 しじみラーメンShi43屋 難波店
大阪市中央区 いっしん
大阪市中央区 スパイスカリーて
大阪市中央区 fal Borderless kitchen
大阪市中央区 しじみラーメンShi43屋 心斎橋店
大阪市中央区 to you
大阪市中央区 楽酒活菜 武者
大阪市中央区 マンボウ
大阪市中央区 AZVEL
大阪市中央区 ボニータ
大阪市中央区 大阪銀行協会倶楽部食堂
大阪市中央区 硬貨酒Bar ぷ～２
大阪市中央区 autostrada
大阪市中央区 スナックとんちゃん
大阪市中央区 鮨武わ
大阪市中央区 酒肆ポンシェビ
大阪市中央区 Rosy
大阪市中央区 喫茶とまと
大阪市中央区 すなつくりょう
大阪市中央区 BistroBarMaTa
大阪市中央区 年金BAR
大阪市中央区 バッフィ・バルバ ウラ難波店
大阪市中央区 ラウンジJUNE
大阪市中央区 しゃぶしゃぶ藤
大阪市中央区 ハンアリ
大阪市中央区 Darts bar Flame
大阪市中央区 ニューカレン
大阪市中央区 BREAK
大阪市中央区 麺や 恵
大阪市中央区 カフェフルー
大阪市中央区 そば切り 岳空
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大阪市中央区 ダックス
大阪市中央区 月の兎
大阪市中央区 牛尾-SOUP-
大阪市中央区 ASUNARO
大阪市中央区 BAR 7s
大阪市中央区 LILA 
大阪市中央区 がちゃんこ
大阪市中央区 酒楽屋おがわ
大阪市中央区 コンセントカフェ
大阪市中央区 CANDY
大阪市中央区 ＢＯＳＣＯ
大阪市中央区 ビストロ カフェ オムレット
大阪市中央区 大衆酒場 のみや
大阪市中央区 Bar four leaf clover
大阪市中央区 こなもん天国
大阪市中央区 STAND KING CONG
大阪市中央区 雪景
大阪市中央区 伊割烹 Affetto
大阪市中央区 Salon Mstyle
大阪市中央区 Bar AZZURRI
大阪市中央区 麺屋やまひで堺筋本町店
大阪市中央区 suk
大阪市中央区 クックスマダン
大阪市中央区 SALON de BAR MOGULLA
大阪市中央区 アガッタリーナ
大阪市中央区 mellow
大阪市中央区 BarHills
大阪市中央区 WONDERMENT
大阪市中央区 BeBe
大阪市中央区 順（JUN）
大阪市中央区 響
大阪市中央区 ろっく
大阪市中央区 デリカ Suzuran
大阪市中央区 マッコポチャ
大阪市中央区 kic
大阪市中央区 やき芋とかき氷専門店オミツ
大阪市中央区 ザハース
大阪市中央区 バーヒロシ
大阪市中央区 Bar真昼の月
大阪市中央区 gazuA
大阪市中央区 Tracks (トラックス）
大阪市中央区 Monkey
大阪市中央区 炭火焼鳥とおり
大阪市中央区 Libra（リブラ）
大阪市中央区 New GOLD
大阪市中央区 茜屋
大阪市中央区 焼肉 味希
堺市堺区 ホテルリバティプラザ ゴールドルーム
堺市堺区 スタジオジョー
堺市堺区 喫茶キャベツ畑
堺市堺区 沖縄料理 あだん
堺市堺区 カラオケ喫茶 一条
堺市堺区 BAR Bach
堺市堺区 オーパスOne
堺市堺区 テムジン
堺市堺区 鳥道
堺市堺区 大阪食鶏販売堺東店
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堺市堺区 食楽キッチンリトロボ
堺市堺区 Dort
堺市堺区 酒菜やまと
堺市堺区 三代目わっしょい
堺市堺区 みくり
堺市堺区 喫茶モナミ
堺市堺区 焼肉屋つねちゃん
堺市堺区 サムズダイス
堺市堺区 小春
堺市堺区 七福堂 
堺市堺区 SARARA
堺市堺区 スナック Rumi
堺市堺区 MAY cafe
堺市堺区 おにぼう
堺市堺区 中華料理桃源
堺市堺区 酒肴や らかん
堺市堺区 焼肉 紅梅園
堺市堺区 逐夜
堺市堺区 大黒庵
堺市堺区 勝太呂
堺市堺区 プチスナック峯
堺市堺区 酒処わいわい
堺市堺区 スナック恵子
堺市堺区 喫茶 良
堺市堺区 食酒処花と虎
堺市堺区 有限会社 魚忠
堺市堺区 SyuRI
堺市堺区 華舞
堺市堺区 （春）中央軒
堺市堺区 ＬＩＮＫ
堺市堺区 Bistro VEZO
堺市堺区 Ｂａｒ ｏｆｆ
堺市堺区 トレビアン
堺市堺区 橙の鬼灯亭
堺市堺区 旬彩酒楽 きはち
堺市堺区 うまい屋 お食べ安
堺市堺区 ルーク
堺市堺区 ティーショット
堺市堺区 うどん平吉
堺市堺区 レストランハウス カルト
堺市堺区 旬菜グリル つみき
堺市堺区 MOE-BAR
堺市堺区 酒場川内
堺市堺区 ホリーズカフェ 堺東店
堺市堺区 ONEF
堺市堺区 バーフレーズ
堺市堺区 立ち飲み小谷
堺市堺区 カラオケわんえふ
堺市堺区 肴酒屋おとと倶楽部
堺市堺区 カラオケスタジオ ドレミ
堺市堺区 山路
堺市堺区 鶏と和酒こん平
堺市堺区 カラオケスナック アウル
堺市堺区 ビストロ ブランベック
堺市堺区 華りん
堺市堺区 新中国料理王園
堺市堺区 お家のごはんかれん
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堺市堺区 Boosy
堺市堺区 旬亭
堺市堺区 ニュータナカヤ
堺市堺区 スナックアリス
堺市堺区 居酒屋ヲヰヌ温泉
堺市堺区 笑角
堺市堺区 Duterte
堺市堺区 もんじゃ焼徳房
堺市堺区 ニュー松坂
堺市堺区 ふくふく家
堺市堺区 あぐー豚のせいろ蒸しかりぃー
堺市堺区 SHISHIMARU
堺市堺区 たこ焼き卓味
堺市堺区 もつ鍋チャンピオン堺東店
堺市堺区 実咲庵
堺市堺区 スナック 美洧
堺市堺区 花のれん
堺市堺区 スナック すずらん
堺市堺区 スナックゆか
堺市堺区 あぶりやどん
堺市堺区 宿院食堂バル47・47
堺市堺区 欧州バル ロッソギターラ
堺市堺区 鳥よし
堺市堺区 キッチン朱月
堺市堺区 スナックＬａＬａ
堺市堺区 スナックライク
堺市堺区 名前のないイタリア料理店（Origine）
堺市堺区 立呑み 庄八
堺市堺区 串かつ ボチボチ
堺市堺区 メンバ－ズ 江梨
堺市堺区 居酒屋展
堺市堺区 NORE
堺市堺区 とりや笑平
堺市堺区 わがまま料理ききょう
堺市堺区 自鶏焼とりきち
堺市堺区 スナックひまわり
堺市堺区 鬼もつ
堺市堺区 カラオケすずめ
堺市堺区 LoungeRay-レイ-
堺市堺区 Cocha Bar
堺市堺区 居酒屋山棒
堺市堺区 串カツ新世界
堺市堺区 BARぐぴこ
堺市堺区 ごっちゃん
堺市堺区 スポテッドホース・クラフト
堺市堺区 かるだもん
堺市堺区 kuni41  
堺市堺区 ラウンジ陽
堺市堺区 LoungeWinds
堺市堺区 和風居酒屋isami
堺市堺区 ＲＥＰＬＡＹ
堺市堺区 FreedomRoad 自遊道 宿院店フリーダム
堺市堺区 にんにくラーメン一力
堺市堺区 利休
堺市堺区 美味常菜 平田
堺市堺区 居酒屋美保
堺市堺区 snackK2
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堺市堺区 メンバーズL
堺市堺区 スナックしのぶ
堺市堺区 ダイニングバーランピ
堺市堺区 花梨麻婆酒家
堺市堺区 お食事処 かたなや
堺市堺区 スナック人来夢
堺市堺区 鮨匠津田
堺市堺区 Bar It
堺市堺区 薩摩うどん
堺市堺区 御料理 大つか
堺市堺区 お多幸
堺市堺区 ラウンジ笑娜以
堺市堺区 甑
堺市堺区 メンバーズ ANEW
堺市堺区 もあ
堺市堺区 MUGEN-01
堺市堺区 スナックＫ
堺市堺区 バル ブルーバード
堺市堺区 スランジバール
堺市堺区 YOSHI
堺市堺区 ナイトインバーシャトラン
堺市堺区 きふね
堺市堺区 キース
堺市堺区 カフェドジオカットロ
堺市堺区 八剣伝三宝店
堺市堺区 串花
堺市堺区 中国酒菜華
堺市堺区 たかくら
堺市堺区 やきとり大吉 堺東店
堺市堺区 とらじ堺東本店
堺市堺区 気楽
堺市堺区 you
堺市堺区 Re：non
堺市堺区 スナック樹里
堺市堺区 低人堂
堺市堺区 串かつ魂
堺市堺区 サケノトリコ
堺市堺区 Standing BAR 夢
堺市堺区 風天
堺市堺区 やきとり居酒屋優しげ
堺市堺区 クチーナペペ
堺市堺区 直子の母
堺市堺区 酒肴ゆうご
堺市堺区 HAM
堺市堺区 寺地町酒場
堺市堺区 御食事処千里鳥
堺市堺区 昭和うた酒場ふうてん
堺市堺区 カラオケハウスラブソング
堺市堺区 スナックパープル
堺市堺区 焼肉いちごいちえ堺東店
堺市堺区 堺よろず串友栄
堺市堺区 HIMALAYA MURA INDIAN NEPALI RESTAURANT
堺市堺区 MAR
堺市堺区 堺魚市場寿司
堺市堺区 肉呑処 平野屋精肉店
堺市堺区 寿司割烹牧山
堺市堺区 美羅
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堺市堺区 moon stone
堺市堺区 和暖
堺市堺区 西口酒店
堺市堺区 焼き鳥 にゃろめ
堺市堺区 鳥の郷
堺市堺区 のみ処 中島
堺市堺区 RESTAURANT Le K
堺市堺区 呑み処だんだん
堺市堺区 カラオケGoo
堺市堺区 お好み焼鉄板焼じゅらく
堺市堺区 茶倉
堺市堺区 WINE&ODEN ひそか
堺市堺区 すし美
堺市堺区 titan PICCOLO TRE
堺市堺区 may
堺市堺区 炭火焼鳥居酒屋勝羅
堺市堺区 中華ダイニング 蓮華
堺市堺区 創作料理 泉み
堺市堺区 百田商事
堺市堺区 スナックあつあつ
堺市堺区 味工房 ちか
堺市堺区 旬のさかな総
堺市堺区 馳走家きむら
堺市堺区 立ち呑み屋ZOO
堺市堺区 ARIJI
堺市堺区 ギリーズバー
堺市堺区 居酒屋ダイニングSABO
堺市堺区 酒菜だいどころ料理さち
堺市堺区 BAR中原
堺市堺区 Bar Fukuzato 
堺市堺区 立ち呑みおおたに
堺市堺区 たこ一
堺市堺区 JAM
堺市堺区 195
堺市堺区 菜々味
堺市堺区 呑み処華
堺市堺区 肉バルCarlo
堺市堺区 呑み処 やまびこ
堺市堺区 たこ焼きいか焼き ひろ家
堺市堺区 串かつ永吉
堺市堺区 TERRORIST
堺市堺区 日本酒LABまつもと
堺市堺区 SAKURA STYLE
堺市中区 ラウンジWish
堺市中区 Lounge coco
堺市中区 Lounge Ann
堺市中区 ラウンジ蘭
堺市中区 ラウンジ珀
堺市中区 一杯飲み屋ちんくえ
堺市中区 小車
堺市中区 ばばぁがBAR どぴんく
堺市中区 member's bar 零
堺市中区 お好み味樹
堺市中区 やきとり大吉八田西町店
堺市中区 さき
堺市中区 喜志多
堺市中区 お好み焼き みつや
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堺市中区 人生劇場
堺市中区 カラオケ愛２恋
堺市中区 ゆずぽんちゃん
堺市中区 カラオケ ハート
堺市中区 crazy room 不良 WARU
堺市中区 焼肉仁炰 
堺市中区 初音
堺市中区 ちょい呑み処 結まぁる
堺市中区 ラウンジ be wing
堺市中区 たかせ
堺市中区 Restaurant  Douce Douce
堺市中区 豚野郎
堺市中区 カラオケすずめ
堺市中区 ばるらんて
堺市中区 Darts Bar Ayers Rock 
堺市中区 カラオケスナックちばちゃん
堺市中区 和馳
堺市中区 Freedom Road  自遊道
堺市中区 鉄板焼鳥たまご
堺市中区 やっちゃん
堺市中区 酒食満菜 悠
堺市中区 BASE-TONTA
堺市中区 Bar key
堺市中区 スナックグロー
堺市中区 Deep point
堺市中区 居酒屋味園
堺市中区 THE石原ラ軍団
堺市中区 レインボーつぼみ
堺市中区 和食心根
堺市中区 肉バルＪＡＷＳ
堺市中区 鉄板ダイニング丸コテPlus
堺市中区 一品料理小指
堺市中区 喜楽亭
堺市中区 漁火酒場 まつかぜ 深井店
堺市中区 極上馬刺し 黒桜
堺市中区 のだ屋
堺市中区 おばんざい呑み処 縁en
堺市中区 原価ラボのりきち
堺市中区 ラウンジ沙羅樹
堺市中区 Cyaan
堺市中区 つけめんラーメン純情屋
堺市中区 居酒屋 鷹
堺市中区 炭焼dining nen
堺市中区 大吉 百舌鳥東店
堺市中区 居酒屋さくら組
堺市中区 すっぽん料理東海
堺市中区 しゃぶしゃぶみなみ
堺市中区 酒彩藍
堺市中区 万る味
堺市中区 中華料理龍運
堺市中区 喫茶スナック みゆき
堺市中区 民家ふぇみやび
堺市中区 地鶏居酒屋日向
堺市中区 めし処堺屋
堺市中区 大衆炉端大千
堺市中区 えん楽
堺市中区 お好み焼きパンダ
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堺市中区 焼肉・冷麺つくし
堺市中区 ＨＡＭＡＩＣＨＩ
堺市東区 居酒屋ひろ
堺市東区 呑み処 京
堺市東区 立呑処てっちゃん
堺市東区 花花
堺市東区 シャモア
堺市東区 Hello World
堺市東区 おーがにっくかふぇSHINKA
堺市東区 CafeBarJeu
堺市東区 味んぼ
堺市東区 みこ
堺市東区 とっとこ家
堺市東区 Red Stone Coffee
堺市東区 黎
堺市東区 松平パスタ店&バール
堺市東区 なんば一番堺北野田店
堺市東区 居酒屋いこい
堺市東区 春夏秋冬 白鷺店
堺市東区 カラオケ喫茶「運の神様」
堺市東区 居酒屋 いし川
堺市東区 レストハウスれんげ
堺市東区 居酒屋らんぷ
堺市東区 八起
堺市東区 一品料理 優
堺市東区 岩根北酒店
堺市東区 まかない居酒屋世さく
堺市東区 八剣伝  白鷺店
堺市東区 GRANNY LeAF
堺市東区 カラオケ・ザ・トレイン
堺市東区 バッバルーチ
堺市東区 カラオケスタジオ 壱岐っ娘
堺市東区 すなっくどりいむ
堺市西区 ちこ
堺市西区 呑猿
堺市西区 馬や
堺市西区 カフェ＆バーロキタ
堺市西区 居酒屋 合歓
堺市西区 スナック オリーブ
堺市西区 オムハウス オムリン
堺市西区 仕出しのたぬき
堺市西区 すし処  四季
堺市西区 紅梅
堺市西区 嶽
堺市西区 ロッシュ
堺市西区 和風スナック多伽
堺市西区 KITCHEN BAR 茶太
堺市西区 エンジェル
堺市西区 cafe dining beaubleu
堺市西区 とんがらし
堺市西区 北田商店
堺市西区 みちくさ
堺市西区 オリンピア
堺市西区 ちゃんこ若
堺市西区 お食事&お酒(カラオケ)ユウ
堺市西区 NAKAYA酒場
堺市西区 個室居酒屋くつろぎ家
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堺市西区 ほっこり牧場
堺市西区 中華酒家 宝来
堺市西区 天の御座
堺市西区 鮨炭焼きくすのき
堺市西区 寿し丸
堺市西区 ごりさんず
堺市西区 スナックキャット
堺市西区 酒食場 笑和
堺市西区 菊水
堺市西区 焼肉キンロ屋
堺市西区 居酒屋裕彩
堺市西区 C&M
堺市西区 Dining&Wine Story
堺市西区 ふぐ政津久野店
堺市西区 鉄板焼とり豊
堺市西区 三海
堺市西区 ダイニング ちゃこ
堺市西区 太幸
堺市西区 大吉津久野店
堺市西区 屋台おでんもりもと
堺市西区 食楽鳳
堺市西区 焼肉もりもと
堺市西区 スナック雅
堺市西区 末広寿司
堺市西区 居酒屋芳し乃
堺市西区 Indian curry house
堺市西区 カラオケURA
堺市西区 串常
堺市西区 栄吉鳳店
堺市西区 Ｂａｒ Ｌｉｇｈｔｈｏｕｓｅ
堺市西区 たいよう食堂
堺市西区 株式会社元祖たこ昌 竹粋亭
堺市西区 Time
堺市西区 焼鳥楽笑
堺市西区 たなか家
堺市西区 比内地鶏と旬菜炉端うるとらや
堺市南区 大阪王将泉北泉ヶ丘店
堺市南区 タコバル
堺市南区 焼肉ナンバーワン
堺市南区 フルベジカフェ バルーン
堺市南区 炉端 ちとせ
堺市南区 鮨樽
堺市南区 Fe's
堺市南区 ラウンジparty
堺市南区 喫茶いちごみるく
堺市南区 なにわ勝兵衛 泉北店
堺市南区 Ｓｅｅ
堺市南区 office katz
堺市南区 やきとり 蔵
堺市南区 Moni Cafe
堺市南区 VOGA
堺市南区 スナック街
堺市南区 おばんざい居酒屋 心しん
堺市南区 chillout lounge OASIS
堺市南区 焼鳥むらすずめ
堺市南区 Restaurant Ma vie レストランマヴィ
堺市南区 のぼり調子
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堺市南区 BAR Wink
堺市南区 ＢＡＲ KTM
堺市南区 肉の蔵 泉北店
堺市南区 EnglishCafeMighty
堺市南区 味菜亭
堺市南区 ビストロ寿司居酒屋 魚屋
堺市南区 さんぽ
堺市南区 BAR AVALEZ
堺市北区 喫茶プラトン
堺市北区 ラーメンウーパイ
堺市北区 カラオケ喫茶 三喜
堺市北区 お好み焼き たんぽぽ
堺市北区 呑バルhana
堺市北区 Restaurant Le Premier レストランルプルミエ 
堺市北区 しちりん焼肉一球
堺市北区 居酒屋彦一
堺市北区 ONEWAY
堺市北区 串とら
堺市北区 手打ちそば 唐変木
堺市北区 味所望
堺市北区 竹中亭
堺市北区 Glanz
堺市北区 大衆居酒屋 ひろまる
堺市北区 マンマミーア
堺市北区 海鮮居酒屋うお松
堺市北区 カフェ・ド・ターム
堺市北区 snack 彩
堺市北区 上等カレーレインボー金岡店
堺市北区 カラオケミューズ
堺市北区 スナック楓
堺市北区 dry flower cafe CoCo
堺市北区 旬彩ダイニングフルールエピ
堺市北区 酒処まさひろ
堺市北区 花梨麻婆飯店
堺市北区 お魚酒場 鬼とと
堺市北区 おうちごはん和楽
堺市北区 じゅげむ長助
堺市北区 杜家あんちゃん
堺市北区 居酒屋 愛咲
堺市北区 フライングスコット (FLYING SCOTT)
堺市北区 Bar Port
堺市北区 ぐすくぅ
堺市北区 旬菜おでん料理 かま田
堺市北区 かせぜん
堺市北区 鉄板居酒屋のりきち
堺市北区 旬彩酒 喰
堺市北区 コーヒーハウスエンドレス
堺市北区 Famer'sCafe MOZU
堺市北区 炭火鶏焼 山吹
堺市北区 山彩海鮮酒場 心和童
堺市北区 Bar Kiln
堺市北区 炭火焼ちきん くい・くい
堺市北区 ワイン酒場Rino
堺市北区 Tacos y Tequila Mole
堺市北区 マドモアゼル
堺市北区 サロンデイオ
堺市北区 音楽酒場Puff
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堺市北区 豆貍
堺市北区 おばんざい わさび
堺市北区 備長炭焼鶏草刈
堺市北区 WhiskyCat
堺市北区 アカシヤ
堺市北区 いちらく
堺市北区 寿の酒 かみさか
堺市北区 味彩倶楽部 久美
堺市北区 隠れ家
堺市北区 豚麺
堺市北区 和ダイニング そう家
堺市北区 Darts Bar End
堺市北区 Ｔｉｋｉ
堺市北区 うれしの
堺市北区 Bar amarach
堺市北区 GOD.
堺市北区 ごはん亭酒処八万
堺市北区 輝月
堺市北区 やきとり大吉百舌鳥梅町店
堺市北区 お万菜りょう
堺市北区 ボンクラージュ
堺市美原区 セーヌ
堺市美原区 まんま恵み
堺市美原区 ちゃんこ小力
堺市美原区 志乃家
堺市美原区 手打うどん布川
堺市美原区 美原人酒場
堺市美原区 縁家
堺市美原区 OHXcafe
堺市美原区 COPAIN de GOHAN
岸和田市 呑み処ここ
岸和田市 ソルシエール
岸和田市 居心ち家
岸和田市 焼肉ホルモン粋
岸和田市 鉄板焼 重石
岸和田市 日本料理うおり
岸和田市 木戸枡
岸和田市 舌好鳥
岸和田市 幸家有楽
岸和田市 Bar rinks
岸和田市 ミュージックスポットアプローズ
岸和田市 スナック ゴールド
岸和田市 Chocotto
岸和田市 29Kitchenmasuda
岸和田市 魚菜肉料理火男
岸和田市 Barks
岸和田市 居酒屋うつぼ
岸和田市 WING TIP
岸和田市 おかず屋あかり
岸和田市 カラオケそわそわ
岸和田市 岸和田オレンジ山
岸和田市 居酒屋食堂えん
岸和田市 JIRUBA  PEACE
岸和田市 晴れる家
岸和田市 末広寿司
岸和田市 まん作
岸和田市 ラウンジ欅
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岸和田市 焼肉 食道園
岸和田市 Iris
岸和田市 韓国料理KOREANA
岸和田市 Bistro Oser mignon
岸和田市 PISCES
岸和田市 お好み焼きみなみ
岸和田市 心鮮
岸和田市 ダッシュ賑
岸和田市 居酒屋らんかん
岸和田市 居酒屋 てぇちゃん
岸和田市 ダイニングキッチンMASA
岸和田市 一条
岸和田市 Ｍ＆Ｈ
岸和田市 おたまじゃくし
岸和田市 七輪焼鳥やどりぎ
岸和田市 炭火焼鳥とおばんざいかし和屋
岸和田市 いせや
岸和田市 お母ちゃんの味 彩
岸和田市 Enak Point
岸和田市 尾はこ
岸和田市 居酒屋濃才土
岸和田市 炭火もも焼きとり彦
岸和田市 きまぐれ
岸和田市 キムチのさかい
岸和田市 Italiano BACCO
岸和田市 ラウンジドンク
岸和田市 たこ焼得心森野店
岸和田市 富寿司
岸和田市 Ina's
岸和田市 new NIRO
岸和田市 カラオケスタジオ歌集
岸和田市 昌平
岸和田市 アベニール
岸和田市 うを音
岸和田市 一品料理あまじ
岸和田市 カフェ ピュアタイム
岸和田市 鶏牛
岸和田市 焼肉 てんぐ
岸和田市 居酒屋 大五郎
岸和田市 洋食屋桜亭
岸和田市 居酒屋天国 和泉大宮店
岸和田市 LUCKY
岸和田市 酒肴や いち毘里
岸和田市 スナックぱぷりか
岸和田市 レニー
岸和田市 スナック玉季
岸和田市 CHAKA CHAKA
岸和田市 ixi
岸和田市 PARAH CLUB
岸和田市 BAR  Orang-Orang
岸和田市 Good
岸和田市 のみくいやつくし
岸和田市 せんげ
岸和田市 串亭 童
岸和田市 お好み焼ちゃんちゃんこ
岸和田市 mellow
岸和田市 楽食家 にし野
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岸和田市 ちょうちん
岸和田市 ラーメンハウス ヒロ
岸和田市 和み屋 昆野
岸和田市 カラオケ ニュー岸和田
岸和田市 酒の肴 あがりや膳
岸和田市 浜茂
岸和田市 やまよし
岸和田市 Oasis Studio Bar
岸和田市 楽食楽酒 貴
岸和田市 ALLURE
岸和田市 おりょう あかい
岸和田市 カラオケ喫茶＆BAR歌恋
岸和田市 酒寮 彩雅
岸和田市 カラオケスナック 笑のわ
岸和田市 タベルナ
岸和田市 asian food &cafe kopi warung
岸和田市 プチハウス瑠璃
岸和田市 豚しゃぶ亭つるふじ
岸和田市 田代食堂
岸和田市 いづみや
岸和田市 酒肴家えがお
岸和田市 カラオケあんちゃん
岸和田市 pARADISE
岸和田市 焼肉スタイル鶏放題
岸和田市 STAY FREE
岸和田市 Bar dude
岸和田市 大和家
岸和田市 スタジオF
岸和田市 Karaoke bar for you 
岸和田市 心和みキッチン 茶が間
岸和田市 cucina TENTO
岸和田市 バーONO
岸和田市 kitchen bar morigen
岸和田市 ディープラウンジ
岸和田市 大衆洋居酒屋 Bentensan
岸和田市 下松のたこ一
岸和田市 居酒屋 ぜんとら
岸和田市 raha
岸和田市 ファミリー居酒屋花小路
岸和田市 ダイニング&バー ふぃをーれ
岸和田市 カラオケバーMimoza
岸和田市 韓国diningハルモニのパンチャン
岸和田市 お好み焼きじゅじゅ
岸和田市 星野亭
岸和田市 季節料理ひとゆし
岸和田市 Laba-Laba
岸和田市 カラオケ居恋
岸和田市 缶詰バーk2
岸和田市 鉄板焼き どんちち
岸和田市 おばんざい居酒屋あかり
岸和田市 和酌和酌ひのきや
岸和田市 カクテルハウスムーンストーン
岸和田市 むじゃき
岸和田市 創作ダイニング啓
岸和田市 粉もん屋BIGMAMA
岸和田市 亀十料理店
岸和田市 BAR IRIE
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岸和田市 SORCIERE
岸和田市 snow
岸和田市 bar HipaHipa
岸和田市 大正
岸和田市 とりやす
岸和田市 BAR  SPINNA
岸和田市 居酒屋友情
岸和田市 Gee
岸和田市 スナックPRIDE
岸和田市 CHIPPER
岸和田市 GALETTE CAFE ONO-RE
岸和田市 ちょっと不思議な創作料理おぼえてね
岸和田市 カラオケハウス華苑
岸和田市 辰美家
岸和田市 スナック佳余
豊中市 PAMDA
豊中市 魚政
豊中市 やきとり大吉東豊中六丁目店
豊中市 鳳仙花
豊中市 夜誘
豊中市 Live bar Roots'66  
豊中市 味平
豊中市 ゴールデンゲート
豊中市 やきとり大吉東豊中店
豊中市 ラウンジ生 (IKI)
豊中市 一番
豊中市 樹林
豊中市 まこと
豊中市 きこ
豊中市 カラオケ町
豊中市 お好み焼き やま福
豊中市 スヌーピー
豊中市 鉄板焼両国
豊中市 イタリア料理 菴
豊中市 いろ
豊中市 居酒屋ひろちゃん
豊中市 一栄
豊中市 割烹cob
豊中市 手打ち蕎麦処 一笑庵
豊中市 KENDELIC
豊中市 中華そば しゅんのすけ
豊中市 B-ambitious
豊中市 トラットリアサルーテ
豊中市 gite
豊中市 BAR OFF
豊中市 中華料理 菊水
豊中市 カラオケ珊瑚
豊中市 池田屋
豊中市 あっちこっち
豊中市 とり庄
豊中市 居酒屋 夢
豊中市 MJ
豊中市 焼肉ホルモン かっぱ
豊中市 天麩羅くろさわ
豊中市 長寿万歳合同会社 セラズキッチン
豊中市 しげ寿司
豊中市 よし乃
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豊中市 こだわりダイニングひよこ
豊中市 魚富水産・ぎょっぷ
豊中市 La cuisine francaise KAMIKAWA 
豊中市 Caffe Astore
豊中市 ワインバル  KAIKA
豊中市 カルボリ
豊中市 ラウンジポッケ
豊中市 炭火焼鳥 鶏幸
豊中市 晴れ、時々、鳥
豊中市 立呑処マキノ
豊中市 ホリーズカフェ 豊中駅前店
豊中市 Dining  IKINA
豊中市 美由起鮨
豊中市 Bar Two-ton
豊中市 末廣
豊中市 隠れ家なきじん
豊中市 龍の餃子
豊中市 勇麻衣屋
豊中市 Thee Food Rest 2nd
豊中市 BAR Pocket
豊中市 かがみや
豊中市 ヤマビコホルモン
豊中市 キムチ屋鳳仙花
豊中市 味福
豊中市 ビリヤードBee
豊中市 BAR三丑
豊中市 ふれ逢い
豊中市 インド料理 ニューリトルインディア 庄内
豊中市 イタリア酒Bar ドロップイン
豊中市 ミシャ
豊中市 串かつ専門店    藍花
豊中市 中国料理  藍天
豊中市 プーさん
豊中市 居酒屋いまむら
豊中市 ビストロハシ
豊中市 Taverna ラッポルト
豊中市 露天風呂たこ湯
豊中市 麺や小とり
豊中市 酒と蕎麦 こなから
豊中市 もぐら
豊中市 ダイナーズカフェALOHAspirit
豊中市 リストランテ チェレステイーナ
豊中市 レストラン ムース
豊中市 肉バル２９ヤネン
豊中市 家庭料理とお酒 亜木
豊中市 若竹
豊中市 和味処 美濃田
豊中市 手包み餃子と中華キッチンひげ
豊中市 IL CONCERTO
豊中市 カラオケサロン フェアリー
豊中市 たすく
豊中市 焼鳥串焼きMALIBU
豊中市 ちょび呑みちょい食べふう
豊中市 ラーメン飛龍
豊中市 めっちゃおいしいカレー屋さんBOSS
豊中市 麵屋 神田 KANDA NOODLE
豊中市 六文錢亭
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豊中市 居酒屋えん daining えん
豊中市 旅路
豊中市 居酒屋 媛ちゃん
豊中市 遊食酒家 聖
豊中市 鉄板ダイニング桜亭
豊中市 居酒屋はる久
豊中市 衣
豊中市 ロックス
豊中市 ほったらかしパブ１世
豊中市 とんかつますもと
豊中市 鱻 寅次郎   
豊中市 BAR  M
豊中市 和気逢々
豊中市 カラオケしゅしゅ
豊中市 カラオケ喫茶シューター
豊中市 diritto
豊中市 呑み処まる
豊中市 Bar smile
豊中市 カラオケ喫茶シューター 豊中店
豊中市 お好み焼きju ju
豊中市 エッグ・ラップ
豊中市 庄内ベース
豊中市 お好み焼工房コテコテあきちゃん
豊中市 アプローズ
豊中市 天座
豊中市 旬菜手羽八歩
豊中市 スナック花はな
豊中市 大亀
豊中市 ごはん処ねこじた
豊中市 カフェマジシャン
豊中市 ステーキハウス ウエダ
豊中市 居酒屋 K3
豊中市 こだわり焼鳥とおいしいお酒 森仁、
豊中市 居酒屋ごぢゃ亭
豊中市 淡平
豊中市 ぎょうざの天元
豊中市 カメナリ酒店
豊中市 Bar Oasis
豊中市 鈴乃家
豊中市 スナック ユサ
豊中市 Cafe Bar Rail side
豊中市 C and R
豊中市 ブロシェット
豊中市 ごはん処おかだや
豊中市 さわ藤
豊中市 スナックマリ
豊中市 お好み焼き鉄板焼きさとちゃん
豊中市 やきとりだいにんぐMALIBU
豊中市 喫茶＆BARドンガバチョ
豊中市 鳥処 やどりぎ
豊中市 蓮天
豊中市 笑心
豊中市 ビストランテサ・ルーチェ
豊中市 海月
豊中市 おやっどん
豊中市 居酒屋 WHO
豊中市 teppen'sてっぱん
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豊中市 北京料理 大連
豊中市 お好み焼 満
豊中市 旨めし鉄板 大知
豊中市 ひふみキッチン
豊中市 喝采
豊中市 沙羅
豊中市 麻
豊中市 麵匠 天風堂
豊中市 カラオケぽち
豊中市 中川家のからあげ豊中店
豊中市 KHUSHI KHUSHI
豊中市 Le plus
豊中市 WINE DINING Kuerpo
豊中市 七福神
豊中市 やきとり大吉 服部元町店
豊中市 cafe de  TEQUILA
豊中市 欧風料理屋RAISIN
豊中市 本格炭火焼鳥 楽笑
豊中市 義八
豊中市 美味旬彩 塩井
豊中市 スナック 未来樹
豊中市 酒菜鮮房にし家
豊中市 鮨 西木
豊中市 起世
豊中市 ダイニングバー トマト
豊中市 カラオケスナック妙
豊中市 カラオケ喫茶歌の駅
豊中市 御嘉家桜塚店
豊中市 とんがらし
豊中市 Girls Lounge SNI48
豊中市 たかちゃん
豊中市 DUCKHOOK
池田市 ラウンジ会議室
池田市 カミナリ酒店 池田店
池田市 お好み焼き 芳月
池田市 飲食歌チャ子
池田市 スパローハウス
池田市 洋・鳥ダイニングみつを
池田市 ピッツェリア パンチャ・ピエーナ
池田市 やきとり源
池田市 サバニー
池田市 旬肴 数寄亭
池田市 鉄板お好み焼き105
池田市 時光舎
池田市 焼肉みつる
池田市 BAR JACKAss
池田市 ゆめ
池田市 中華料理 神喜
池田市 酒菜房おためしや
池田市 Ｒｏｕｔｅ１７８ｓｕｎ
池田市 やきもん まはろ
池田市 ラウンジ ヴィーナス
池田市 レディブルース
池田市 焼き鳥居酒屋 絆(kIZUNA ) 
池田市 酒肴料理 菜々海
池田市 鳥鳥 石橋店
池田市 パウオレ
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池田市 鳥鳥 池田店
池田市 ホリーズカフェ 池田駅前店
池田市 丸一食堂
池田市 活魚いきおい
池田市 ホルモンブルズ
池田市 よしや食堂
池田市 炭火焼鳥 銀のカメレオン
池田市 照の家
池田市 無煙炭火焼肉 晃
池田市 １６ｅ
池田市 おきらくペンギン
池田市 日本料理くろ川
池田市 GOSOU
池田市 麺屋龍
池田市 カラオケ喫茶and
池田市 ミンミン 池田駅前店
池田市 caffe covo
池田市 串かつオルガン
池田市 Pizzeria Ｏsole mio
池田市 石橋スタンドゐの一
池田市 江戸川
池田市 ほそかわ
池田市 ｋｅ ｂａｒ ミュー
池田市 吉喜
池田市 ソレイユ
池田市 ALFA
池田市 カラオケ ルナール
池田市 しろくま
池田市 酔好
池田市 中華料理 天鳳
池田市 MIYAMA
池田市 カラオケ ドリーム
池田市 笑酒楽
池田市 大吉池田店
池田市 たちばな
池田市 中国小皿料理 彩七
池田市 モアザン
池田市 四川酒家長光
池田市 サブストーリー
池田市 NITEKLUBRUDY
池田市 Bar aBs
池田市 Wine and Beer House Ryu 
池田市 ニジュウマル88
池田市 Standアシガボウ
池田市 らーめん天輝路
池田市 たからや
池田市 ラヴィーダ
池田市 Bar JUZA
池田市 カジュアルスナックAbout
池田市 シジュマセリ 池田店
池田市 ラウンジ アーバン
池田市 Babel Heim
池田市 権八
池田市 牛蒡
池田市 ＲＵＰＥＲＴ
池田市 炭火焼き鳥と旬鮮料理の店 わんぱく酒場鶏太
池田市 居酒屋知之祐
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池田市 串かつ 最善
池田市 ルークカフェ
池田市 TANTO
池田市 Regalodavino
池田市 おふくろの味 れんこん
池田市 BUTASAN
池田市 スナックグレイス
池田市 串揚げ屋本舗
池田市 CREAM
池田市 中道商店凡場
池田市 沖縄居小屋
池田市 桜喜
池田市 鳥み堂
池田市 Lucci
池田市 一品料理えんや
池田市 What's new
池田市 ひとあじ
池田市 宵ノKOFUKU
池田市 串ダイニングてっぺん
吹田市 珉珉五月が丘店
吹田市 スナック京子の部屋
吹田市 KISH
吹田市 アールストーン
吹田市 Wine Bar Kolsch
吹田市 啜処 三斗総本店
吹田市 あびる寿司
吹田市 たこ春
吹田市 銘酒蔵 昌佳
吹田市 居酒屋千
吹田市 グリルウッディ
吹田市 幾久
吹田市 居酒屋まえもと
吹田市 酒宵坂 仲りぃ
吹田市 ポルトルーシュ
吹田市 ピッツェリア カプリコルノ
吹田市 シェルター（SHELTER）
吹田市 T-house
吹田市 旬菜柚
吹田市 BAR DAY IN THE LIFE
吹田市 フィッシュカンパニー
吹田市 リヨネ
吹田市 純華楼 江坂店
吹田市 オステリア エ バール ジエノ
吹田市 旬菜食堂
吹田市 スナック星南
吹田市 旬家
吹田市 饂飩とお酒金爾
吹田市 ALFIES  BAR
吹田市 intime
吹田市 ホリーズカフェ 豊津駅前店
吹田市 うを常
吹田市 精肉屋の焼肉丼おぼや 南千里本店
吹田市 讃岐うどん四八
吹田市 部室
吹田市 中華料理八番館
吹田市 魚バル眞
吹田市 樹蘭
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吹田市 ダーツバーＲＯＳＩＥ
吹田市 BAR日果
吹田市 肉そばはっち
吹田市 Soul Kitchen
吹田市 手打ちそば処ながた
吹田市 ビストロバンブードール
吹田市 手打ちうどん讃岐
吹田市 たこ家道頓堀くくる 万博記念公園店
吹田市 ポルヴェレ
吹田市 ＳＨＯＴＢＡＲＮＯ
吹田市 居酒屋 石竹亭
吹田市 寿屋
吹田市 Very
吹田市 ごますりとんかつさんき
吹田市 コットン
吹田市 穂波町和豊
吹田市 吹田中央ビリヤード
吹田市 ビストログールマン
吹田市 スナックレフュージ
吹田市 水無月
吹田市 陶板焼肉てん、てん
吹田市 凡庫
吹田市 日本のいいもの食堂 ハレとケ
吹田市 ハピネスプーン
吹田市 越前
吹田市 元町カレー
吹田市 アジアン酒場HIPON
吹田市 魚介スタンド POLPO
吹田市 ラウンジ K
吹田市 ラウンジ姫
吹田市 酔笑庵ぽんぽ
吹田市 食彩工房あきの
吹田市 しゃぶbar柏木
吹田市 居酒屋えいちゃん
吹田市 yuan縁
吹田市 PAPER MOON
吹田市 うどん司
吹田市 ハラペコぼうや
吹田市 温故知新
吹田市 わがまま仲仁志
吹田市 BRSSERIE MOJA
吹田市 ななまる食堂
吹田市 一品料理山川
吹田市 セラヴィ
吹田市 和ダイニング笙
吹田市 駅うどん吹田
吹田市 ハタノ酒店 小里
吹田市 蕎麦好
吹田市 Ｖｅｎｕｓ
吹田市 お食事処親味
吹田市 グラフミューラー北千里店
吹田市 shotbar RAINFOREST
吹田市 榮華亭江坂内環店
吹田市 魚と地酒 元屋
吹田市 豊。 とよまる
吹田市 南国飯店ぬまやー
吹田市 ひよっこ
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吹田市 馬力食堂
吹田市 バルベラ
吹田市 千一
吹田市 楽笑
吹田市 キムチ卸小売 韓国創作居酒屋 寅辛
吹田市 立呑み 十刻者
吹田市 シャイニングストーン
吹田市 うさぎ
吹田市 たこ焼きYASUBe-e
吹田市 焼肉 薩摩
吹田市 らぁ麺とっとこ
吹田市 酒麵きっしゃん
吹田市 カラオケ酒都
吹田市 炭火串焼かじ山
吹田市 麺商ゴリマツ 関大前店
吹田市 Cafe mogu mogu
吹田市 ipsilon
吹田市 とん東
吹田市 紅葉庵
吹田市 鮨こにし
吹田市 将平
吹田市 知るカフェ関西大学前店
吹田市 カラオケ BAR KINGYO
吹田市 串カツ きんぎょ
吹田市 梅澤
吹田市 Ani
吹田市 ラスティネイル
吹田市 寿司処かじか
吹田市 スナックまり
吹田市 居酒屋おはこ 昭和町店
吹田市 DONBURI ASADA
吹田市 trattoria chicco
吹田市 GO.ST
吹田市 エペ・クープ
吹田市 レコンフォルテ
吹田市 旬の環
吹田市 ゆう翔
吹田市 ステーキ.com
吹田市 広島お好み焼 よしだや
吹田市 m's kitchen
吹田市 森のカフェ&ハンドメイド工房Bande
吹田市 熱く勢ろ
吹田市 居酒屋まさき
泉大津市 club macherie
泉大津市 BHATT KITCHEN すーさんのインドカレー
泉大津市 寿司りょう
泉大津市 ル・クール
泉大津市 居酒屋ｂｅｂｅ 
泉大津市 Cafe+PIZZA Felice
泉大津市 SHOT BAR BUNBUN
泉大津市 RICOLAMA
泉大津市 ラーメン麺虎
泉大津市 牧
泉大津市 カラオケ喫茶ニュー萌菜
泉大津市 コノコピア
泉大津市 たかちゃん
泉大津市 憩703

105 / 143 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1月18日公表分）

泉大津市 和食工房 水しま
泉大津市 焼肉鈴輝
泉大津市 居酒屋あぃりぃ
泉大津市 カラオケ喫茶ありんこ
泉大津市 カラオケ喫茶ブーメラン
泉大津市 Bar DOLUDORU
泉大津市 ちどり食堂
泉大津市 LIPSS
泉大津市 創作新中華料理紅梅園
泉大津市 焼肉はな
泉大津市 Ja × Ja House
泉大津市 ブルームーン蒼月
泉大津市 Dining居酒屋あいかつ
泉大津市 太郎寿司
泉大津市 えびすラーメン
泉大津市 喫茶軽食もりた家
泉大津市 酒場ダイニングし
泉大津市 大衆割烹久留米
泉大津市 鳥よし
泉大津市 Casual Kitchen N-51
泉大津市 天ぷら 彦天
泉大津市 居酒屋 花
泉大津市 五月
泉大津市 睦月
泉大津市 たこ焼き天狗庵
泉大津市 DEKOBOKO凸凹
泉大津市 風雷
泉大津市 やまもと
泉大津市 ほっこり酒場 らん
泉大津市 昇龍
泉大津市 酒場GOOD
泉大津市 笑処
泉大津市 サニーカフェ
泉大津市 たこ焼き 極
泉大津市 肴、一品料理 だんだん。
泉大津市 EJ牧場
泉大津市 ままこ
泉大津市 ガンプラバーロードナイト
泉大津市 ショットバーインカローズ
泉大津市 お好み焼き 三平
泉大津市 Marinマリン
泉大津市 蟻んこの舎
泉大津市 バーアリンコ
泉大津市 千代菊
泉大津市 串かつしんや
泉大津市 レストランフランボワーズ
泉大津市 碧aoi
高槻市 料理家三
高槻市 902
高槻市 スエヒロ亭
高槻市 寿司処くま川
高槻市 亜月
高槻市 さこ田
高槻市 Bar 創
高槻市 和洋居酒屋 おれん家 かわさき屋
高槻市 居酒屋どん
高槻市 波津馬高槻店
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高槻市 BILLIE'S BOUNCE
高槻市 居酒屋繋
高槻市 プルメリアリゾート
高槻市 BEE HOUSE
高槻市 ごえん
高槻市 URGEステーキ
高槻市 リラックスダイニング たご作 阪急高槻店
高槻市 フロマジェリー&チーズバルカゼウス
高槻市 たけやん
高槻市 まつい
高槻市 久志屋
高槻市 トゥジュル
高槻市 いち花
高槻市 UNUBOREYA
高槻市 ごはんや要兵衛
高槻市 旬香酒楽
高槻市 スナックBelieve 
高槻市 かわかみ
高槻市 けんくら
高槻市 ゆいまーる
高槻市 スナックピエロ
高槻市 伊と長
高槻市 すし処つかさ
高槻市 立ち喰いDEご麺やで
高槻市 Pizzeria Suonare
高槻市 あじとみ
高槻市 喫茶トミヤ
高槻市 旬菜厨房 中中
高槻市 Bar AKIRA
高槻市 居酒屋ZERO
高槻市 Dolls
高槻市 ハンバーグOne
高槻市 てっちゃん鍋ともきち富田店
高槻市 Raffino高槻店
高槻市 中華はなさく
高槻市 炭火焼やきとり123
高槻市 寿司栄
高槻市 カフェ・ドマリンナ
高槻市 TETSU庵
高槻市 洋食こっとん
高槻市 やきとり二郎
高槻市 カラオケ喫茶ゼット 
高槻市 鶏さん
高槻市 鳥ばやし
高槻市 BAR DONAI
高槻市 T-true
高槻市 創作酒菜もりたまYA
高槻市 カール大帝
高槻市 PASTA COVO
高槻市 ロッキーハウス
高槻市 やきとり大吉高槻市役所前店
高槻市 あごだしらーめん越後屋
高槻市 たかつきレバー
高槻市 焼肉たかつきレバー 富田店
高槻市 ナッシュビルウエスト
高槻市 よりみちおみつ
高槻市 やきとり大吉高槻病院前店
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高槻市 ちから餅
高槻市 焼肉よしおか
高槻市 スタック アキラ
高槻市 手打ち蕎麦花の里 あら木
高槻市 千房高槻富田団地店
高槻市 らぁめん越後屋
高槻市 にわ・とりのすけ富田店
高槻市 手打吉兆 阪急高槻店
高槻市 やす平
高槻市 Habit
高槻市 Bicchiere
高槻市 Park-o-cafe
高槻市 Tea House DOG CAFE ぷらっとわん
高槻市 カラオケサロンかりん
高槻市 ショットバーラッシー
高槻市 居酒屋和吉
高槻市 旨楽幸酒NaNaYa
高槻市 寿司つるや
高槻市 炭火串焼 はなきりん
高槻市 Cafe&Bar 8
高槻市 そば尾形
高槻市 鉄板焼居酒屋栄ちゃん
高槻市 ワイン酒場Ebisu
高槻市 欧風CurryMonzu
高槻市 Comodo cafe dining
高槻市 炭火焼肉大野屋本店
高槻市 海の家パイレーツ
高槻市 のりまきのすけ
高槻市 はましょう
高槻市 立ち飲みBAR串磨磋
高槻市 たこ焼きひさご
高槻市 まことや
高槻市 ル・シェール
高槻市 be with you
高槻市 BAR BANANAN
高槻市 あした葉なかや
高槻市 ライスキッチンひだか
高槻市 お好み焼 がんちゃん
高槻市 美酒居酒屋ひだまり
高槻市 沖寿し
高槻市 ジュリアナ
高槻市 喫茶カラオケぬー
高槻市 Bar ARNOU
高槻市 鶏酒場 ちょびっと
高槻市 由佳
高槻市 bar twig
高槻市 ぼちぼち
高槻市 レストラン シェ トムテ
高槻市 COFFEE  ハピネス
高槻市 TONDAMACHI CAFE
高槻市 地鶏居酒屋 月の家
高槻市 朱李
高槻市 新生飯店
高槻市 薩摩の牛太 寿栄店
高槻市 たこ焼き ええやん。
高槻市 インド料理 SAVERA
高槻市 3104丁目

108 / 143 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1月18日公表分）

高槻市 Bar KinoPy
高槻市 味人
高槻市 BONOS
高槻市 レ・コパン
高槻市 やきとりダイニング だちょうや
高槻市 BAR OZ
高槻市 Cafe & Bar  FLAUTA
高槻市 Dining bar & live Flame
高槻市 midstream
高槻市 ベルナルド
高槻市 Cats gate
高槻市 お好み焼ＡＳＯＫＯ（あそこ）
高槻市 Lua
高槻市 プースカフェ
高槻市 ここんが308号
高槻市 小龍飯店
高槻市 きくよし
高槻市 スナック ハレハレ じぃーばぁー
高槻市 Bistro Le Coin Discret
高槻市 どんたくパートⅡ
高槻市 JAM
高槻市 Cafe&Kitchen Po
高槻市 立ち呑み処ぽんちゃん
貝塚市 カフェキュービックスポット
貝塚市 YUKANclub
貝塚市 やきとり大吉 東貝塚店
貝塚市 スナックバーAMERICA
貝塚市 カラオケスタジオ つどい
貝塚市 マドモアゼル
貝塚市 カラオケおんぷ
貝塚市 四季食彩ichi's
貝塚市 たこ作
貝塚市 凱旋門
貝塚市 居酒屋&からおけ喫茶ヒナタ
貝塚市 きびじゅにあ
貝塚市 蓮ちゃん
貝塚市 やきとり きび
貝塚市 サンシャイン
貝塚市 スナック琴
貝塚市 カラオケスタジオニューロマン
貝塚市 一凛
貝塚市 カラオケ喫茶愛花夢
貝塚市 なにわ勝兵衛 貝塚店
貝塚市 やきとり大吉貝塚店
貝塚市 CAFE & BAR CHILL SPOT
貝塚市 焼きとり とら吉
貝塚市 やす
貝塚市 カフェダイニング海
貝塚市 酒と肴あべちゃん
貝塚市 大心
貝塚市 サーティワンアイスクリームイオン貝塚店
貝塚市 旬菜 やすおか
貝塚市 創作居酒屋いづみ
貝塚市 旬彩あじと
貝塚市 スナック琥胤（クイーン）
貝塚市 BAR.Heart
貝塚市 居酒屋 富士見屋
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貝塚市 割烹・仕出し むかい
貝塚市 居酒屋渉人
貝塚市 居酒屋 林三郎
貝塚市 コーヒーカルム
貝塚市 和歌山ラーメン紀一
貝塚市 スナック 百音
貝塚市 すなっくまめ
貝塚市 ECURY
貝塚市 CARA
貝塚市 九平
貝塚市 Darts and Bar Hola
貝塚市 旬菜工房 遊味
貝塚市 バーアンバー
貝塚市 Precious
貝塚市 ハコ
貝塚市 BAR大人のたこやき
貝塚市 喫茶グラン
貝塚市 一品料理 嶺
貝塚市 居酒屋いっすい  
守口市 ALPACA TEA
守口市 ふーチャンラーメン
守口市 NAKASONE
守口市 ハッピーハウス
守口市 ほっとだいにぐわが家
守口市 うどん屋こぞう
守口市 スリランカレストラン ニルミニ
守口市 ラエスペランサ
守口市 カラオケ喫茶みち
守口市 燻製居酒屋うづら
守口市 炙りや和―bistroふじ
守口市 鮨喰処山河
守口市 くるみ
守口市 居酒屋みつ岡
守口市 かっぽう味平
守口市 焼鳥はじめ
守口市 瀬戸鮨
守口市 東山
守口市 こたいち
守口市 キッチン 匠 たくみ
守口市 たこ焼き ぷるぷる
守口市 ビストロ五感
守口市 喫茶ほたる
守口市 ウラモリ BASE cooper
守口市 平酒店
守口市 MONKEY JAM
守口市 T-smile
守口市 FOUR SEASON
守口市 樽
守口市 居酒屋桐生
守口市 花まる亭
守口市 居酒屋しん吉
守口市 みなと屋
守口市 輪力
守口市 そば司 理
守口市 ガブ飲みバルMotti
守口市 泰養軒
守口市 HEMP

110 / 143 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1月18日公表分）

守口市 BAR 信天翁
守口市 中華宝仙
守口市 中華飯店 蘭蘭
守口市 スナック颯
守口市 風和り
守口市 居酒屋さくら
守口市 カラオケ喫茶笑
守口市 kitchen buzz
守口市 bar Loretto
守口市 QUATTRO
守口市 居酒屋 悠佳
守口市 Re・Set
守口市 バール  ジェニオ
守口市 酒と肴 めだか
守口市 BAR Desperado
守口市 典志
守口市 ファジィー
守口市 鼓屋
守口市 夢千里
守口市 佳蓮 アルミュー
守口市 遊びBar Funkey
守口市 炭火焼dining翔
守口市 和食処 朋紀
守口市 和ダイニングはなりき
守口市 うまいもん家 繋-TSUNAGU-
守口市 食堂タイタン座
守口市 ちえの林檎
守口市 BEER-STAND YAORA
守口市 笑良う
守口市 スナックマック
守口市 沙来羅
守口市 喫茶 ピアジェ
守口市 コーヒーガーデン守口店
守口市 いたや立ち呑み部
守口市 焼鳥居酒屋 鳥倖
守口市 HEMP
守口市 ジャンビー
守口市 和風居酒屋やすべえ
守口市 カラオケ喫茶キャブ
守口市 居酒屋りょう
守口市 HACHI
守口市 扶士古
守口市 カラオケ歌心
守口市 和風居酒屋在所
守口市 Bar Bb'club
守口市 BISTRO NANMO
守口市 パブ＆レストハウス ブリュッケ
守口市 鉄板焼てらちゃん
枚方市 FEEL
枚方市 鶏翔
枚方市 株式会社丸天酒店
枚方市 よりみち
枚方市 和創屋 兆
枚方市 冨すし
枚方市 Cos Bar DOLL
枚方市 しゅんちょう
枚方市 大阪王将くずは朝日店
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枚方市 みえこ
枚方市 ととりや
枚方市 ＠八喜屋
枚方市 カラオケあすか
枚方市 パパイヤ タイ食堂
枚方市 トラットリア リベロ コータロー
枚方市 Beer House Hobbit
枚方市 おんぷハウス
枚方市 カラオケBAR優
枚方市 ほほえみ
枚方市 焼肉ホルモンよし松
枚方市 一休庵
枚方市 スナック わがまま
枚方市 伊加賀
枚方市 ももやき本舗 ももやきちゃん
枚方市 カラオケストーク
枚方市 カプリシオ
枚方市 居酒屋まつ
枚方市 petit-ferme
枚方市 みのり
枚方市 まき
枚方市 ランチと洋菜の店 RORO
枚方市 やきとり七福神 長尾店
枚方市 割烹ゆうな
枚方市 やきとり大助
枚方市 麗華
枚方市 招華洞
枚方市 春日園
枚方市 スナック エミ
枚方市 BAR RYU
枚方市 輝夜
枚方市 Bar gram
枚方市 いちどう
枚方市 四季祭
枚方市 大丸屋
枚方市 海鮮ダイニング弁慶
枚方市 きっちん
枚方市 Nepali Kitchen KUMARI
枚方市 Cafe Istanbul 
枚方市 カラオケ倶楽部月うさぎ
枚方市 NISSAN インド・ネパール料理
枚方市 フィール
枚方市 パスタ旬彩ダイニングパッソ
枚方市 居酒屋ぼーちゃん
枚方市 三代目たくちゃん牧野店
枚方市 駒
枚方市 居酒屋 和
枚方市 Snack KOIMISE
枚方市 Bistro Fumi
枚方市 八剣伝家具団地店
枚方市 なみちゃん
枚方市 キッドアイラック
枚方市 喫茶エリート
枚方市 Sup
枚方市 casual割烹たち太
枚方市 fonte
枚方市 美味しんぼのぶや
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枚方市 裕ちゃん
枚方市 隠れ酒家風雅
枚方市 暖々亭
枚方市 焼肉処 和み
枚方市 美ら海
枚方市 磯三昧
枚方市 海鮮王ニトリモール枚方店
枚方市 くずはホースマン
枚方市 まるじゅう
枚方市 ちゃんぽん亭豊助
枚方市 みゅう
枚方市 すし処 たかの
枚方市 CafeArbre
枚方市 PuB The Thistle
枚方市 お好み焼き 花林
枚方市 居酒屋はじめ
枚方市 創作料理仁
枚方市 Rc Japan Group   河童ぼん音楽スタジオ
枚方市 鶏小路
枚方市 茶の音
枚方市 いつき
枚方市 三代目たくちゃん星ヶ丘店
枚方市 海鮮花田
枚方市 cafe・hinode
枚方市 てんぷら 鈴木屋
枚方市 焼き鳥大吉
枚方市 Aoyama
枚方市 Nico.Laugh
枚方市 味そ庵
枚方市 一品料理 茶々
枚方市 味処 丸山
枚方市 うどん＆BAR にじの木
枚方市 肉の匠大野屋本店須山店
枚方市 スナック嵐
枚方市 cafe＆bar PAPA CAFE
枚方市 和家
枚方市 食べ処呑み処 ひだまり
枚方市 創作和食ダイニング暦
枚方市 青い空カフェ
枚方市 千成寿司
枚方市 Cafe LuAna
枚方市 お好み焼き 海鮮てっぱん焼き さくら
枚方市 Bar joujou
枚方市 中尾商店
枚方市 粉もん屋 八 御殿山店
枚方市 Bistro Quatre Feuilles
枚方市 餃子専門店しのはら
枚方市 ホルモン八起
枚方市 海鮮炭火いちごいちえ枚方店
枚方市 J'm  T iara
枚方市 寿し昌
枚方市 せりな
枚方市 お好み焼花茶栗
枚方市 カラオケ喫茶 ボサ
枚方市 馳どり屋枚方公園駅前店
枚方市 Night cafe N's place
枚方市 酒房 よしむね

113 / 143 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1月18日公表分）

枚方市 手羽先からあげ天の邪鬼
枚方市 和菜おか蔵
枚方市 カラオケスナックあーる
枚方市 Bar酒家(Syuka)
枚方市 ラウンジうれしの
枚方市 シティショップモナ
枚方市 たか笑TAKASHO
枚方市 居酒屋Bar ViVA
枚方市 スナック水瓶
枚方市 お食事処ほろ酔
枚方市 カラオケJOB
枚方市 手作り弁当つくしんぼ
枚方市 赤玉亭
枚方市 やたい
枚方市 コルディアルメーセ
枚方市 Rize
枚方市 焼肉屋よね
枚方市 cafe&bar filia
枚方市 格寿司
枚方市 手づくり本舗 うずや
枚方市 樹
枚方市 フェリーチェ 季
枚方市 ラーメンあおやま
枚方市 やきとり一番光善寺駅前店
枚方市 カラオケBAR凛
枚方市 卯智優
枚方市 カフェきたら
枚方市 夢花
枚方市 RIZZA DINING
枚方市 壱心
枚方市 ゑびすDINING
枚方市 karaokebar SNY
枚方市 居酒屋ととや
枚方市 富久路
枚方市 いさみ寿司
茨木市 さち
茨木市 Ｇーやん
茨木市 居心伝 阪急茨木南口店
茨木市 Red Room
茨木市 焼肉大将
茨木市 居酒屋酔  たろう 
茨木市 新三浦
茨木市 喫茶サンタナ
茨木市 カラオケ喫茶 朝比奈
茨木市 Bar829
茨木市 NUDE
茨木市 レストランR
茨木市 カフェドクック 敦館
茨木市 スナックまり
茨木市 庵
茨木市 焼鳥 三鳥
茨木市 骨付バルあちゅ
茨木市 BARあちゅ
茨木市 ラウンジがれ
茨木市 まご兵衛
茨木市 ジョニーのからあげ茨木神社前店
茨木市 麺やなないち
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茨木市 こなもん鉄板焼 はなきょう
茨木市 郷土料理九州
茨木市 居酒屋はらぐち
茨木市 Two Piece
茨木市 うの屋
茨木市 cafe cactus
茨木市 ナイトスポットパームス
茨木市 Raffino
茨木市 Raffino JR駅前店
茨木市 アルファ
茨木市 河寿司
茨木市 萌え黄
茨木市 熟成魚と酒.JP春夏冬
茨木市 スナック千扇
茨木市 薩摩の牛太 南茨木店
茨木市 割烹 三喜
茨木市 お好み焼き鉄板焼きトミちゃん
茨木市 みよし寿司
茨木市 カラオケノア
茨木市 たまのおいしいうちごはん大久保
茨木市 ちょこ呑み処 奥ちゃん家
茨木市 キャベツHouse
茨木市 うかのめ
茨木市 居酒屋 小時 南茨木店
茨木市 after bar Chouette,224
茨木市 笑素楽
茨木市 焼鳥ばーでぃー
茨木市 ワインバー ダルセーニョ
茨木市 蕎麦とラー油で幸なった。 イオンタウン茨木太田店
茨木市 ボトル.K
茨木市 マザークックおばんざい
茨木市 やまの家
茨木市 居酒屋如月
茨木市 お好み焼き さくら
茨木市 酒房お食事処 酔笑
茨木市 お好み焼きたこ焼きとんとん
茨木市 居酒屋 壽
茨木市 うまいもん家 わいわい
茨木市 バーAZ's 
茨木市 海鮮丼鈴華
茨木市 天婦羅 小料理 搗布
茨木市 Lounge Link
茨木市 ennu!
茨木市 T's Bar
茨木市 snack すみ
茨木市 ラウンジコスモス
茨木市 トラットリア ルナピエナ
茨木市 カフェレードル
茨木市 でき心
茨木市 おばんざいや駐輪前
茨木市 八方寿司
茨木市 花苑
茨木市 キッチン・バル治兵衛
茨木市 おかえ里
茨木市 ＦＣＵＫ＠ＧＥ
茨木市 nobu's
茨木市 酒ショップヒゴ
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茨木市 すがなみ
茨木市 エトワール
茨木市 Bar kiki
茨木市 Ｎａｔａｌｉｅ
茨木市 PointBreak
茨木市 かいせい
茨木市 Manaty
茨木市 PointBreak LIVE
茨木市 らーめん照輝
茨木市 Bowl coffee
茨木市 stomp
茨木市 焼肉こころ亭 茨木店
茨木市 ひろきや
茨木市 夢音
茨木市 炭火焼き牛タン 縁家
茨木市 炭火焼き牛タン 縁家 別邸
茨木市 焼肉 大健
茨木市 カイツ食堂KAI-THUBAR
茨木市 笹寿司
茨木市 cafe&bar HOUSE of DREAD
茨木市 料理屋はなせ
茨木市 スナック結
茨木市 浅沼食品 こっこ家
茨木市 喫茶 カラオケ 四季
茨木市 la rosiers
茨木市 さんぞう
茨木市 ふんわり家
茨木市 カラオケ喫茶ふじ
茨木市 LAZYBAR 
茨木市 cafe tumiki
茨木市 カフェ レーズン堂
茨木市 BAR O2
茨木市 カレーうどん専科 さが
茨木市 Peach Tree Cafe
茨木市 MAHALO
茨木市 川芳
茨木市 Loungenao
茨木市 FEELGOOD FACTOR
茨木市 七輪旬菜かがり
茨木市 のんき
茨木市 佳肴ながつき
茨木市 上吉
茨木市 カラオケスタジオ はなまる
茨木市 MOX
茨木市 スナック藍
茨木市 味一魂くぼた
茨木市 御食事処月時
茨木市 RE . MOX
茨木市 kontable
茨木市 希望軒 茨木郡山店
茨木市 . MOX
茨木市 かつ工房しの家
茨木市 ほっかバル
茨木市 お多福
八尾市 ふるふる
八尾市 スナックじゅん
八尾市 Cafe ONE
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八尾市 あすか
八尾市 お福
八尾市 のみくい処浜ちゃん
八尾市 有丸
八尾市 辰寿し
八尾市 カラオケ喫茶さくら
八尾市 かごやま
八尾市 とり庵
八尾市 焼きとり居酒屋 吉鳥
八尾市 おそうざい文
八尾市 ちゃんこ茶屋いごっそう
八尾市 fairy
八尾市 BAR Amrita
八尾市 ゆめかさご
八尾市 山もと
八尾市 じゃんや
八尾市 cafe bar  re cher
八尾市 たなかや
八尾市 FURITS KITCHEN LABO アリオ八尾店
八尾市 カラオケ喫茶ピエロ
八尾市 ほろ酔い処 涼酔
八尾市 Trattoria Romana
八尾市 8Line's
八尾市 Bar 333
八尾市 べるふらふぁ
八尾市 カラオケパブ ミラノ
八尾市 有明亭
八尾市 河内屋
八尾市 食楽膳きらら
八尾市 中国菜館福龍園
八尾市 カラオケスナック あいちゃん
八尾市 麺家あき成
八尾市 洋食厨房ANDO
八尾市 アロマージュ
八尾市 割烹四季
八尾市 スナックちえ美
八尾市 フォークインナッシュビル
八尾市 ふじ
八尾市 スナックむぎ
八尾市 お好み焼・鉄板焼 まま家
八尾市 LAPICCOLACUCINA
八尾市 カラオケエイコー
八尾市 餃子食堂カミナリギャング
八尾市 ふくろう
八尾市 雅楽
八尾市 まるつね鮨
八尾市 政ごろう
八尾市 居酒屋fan.
八尾市 囲炉里
八尾市 味浪漫
八尾市 鉄板ホルモン艶
八尾市 occhiali oga
八尾市 酒楽家かなと
八尾市 カラオケ喫茶 憩
八尾市 魚菜料理 魚uo
八尾市 旬魚菜正や
八尾市 味悦
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八尾市 こっちゃ
八尾市 美津家
八尾市 リメンバー
八尾市 こてつ
八尾市 炉ばた焼ちょうすけ
八尾市 恋
八尾市 スナックこわか
八尾市 Rufina 
八尾市 おばん菜barいろは
八尾市 農家直送野菜ぺっこりん食堂
八尾市 中華料理 喜春園
八尾市 Sea
八尾市 やきにく牛楽
八尾市 焼鳥まも善
八尾市 魚菜屋幸太
八尾市 串匠ほうずき
八尾市 手打ち蕎麦さとたけ
八尾市 楓
八尾市 癒炉とりどり
八尾市 のより
八尾市 居酒屋たなちゃん
八尾市 PEDRO 's  BURGER
八尾市 いまる
八尾市 スナックKiKi
八尾市 中華料理まいど
八尾市 喫茶 桃
八尾市 スナック遥
八尾市 新喜八
八尾市 鉄板焼ダイニングたろうず
八尾市 焼肉 しま乃
八尾市 グリル輪ごん
八尾市 フェリーチェ
八尾市 居酒屋 南
八尾市 たっちゃん
八尾市 さくらんぼ
八尾市 串料理りき
八尾市 バロンドール
八尾市 一心食園
八尾市 和風ダイニング 花いろ
八尾市 Waveee dining bar
八尾市 居酒屋ごん太
八尾市 おでん
八尾市 さんかく
八尾市 寿華
八尾市 紀文すし
八尾市 韓国家庭料理 南大門
八尾市 酒房のざわ
八尾市 華龍
八尾市 イル・クオーレ
八尾市 HOPS 八尾店
八尾市 旬菜料理 季の味
八尾市 スナック昴
八尾市 DRESS
八尾市 やさと
八尾市 海鮮串あげおたる
八尾市 酒きっさくろ
八尾市 Aki 
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八尾市 ラヴィール
泉佐野市 やきにくまる
泉佐野市 訳あり
泉佐野市 Zanith
泉佐野市 fivehundred 
泉佐野市 yamano
泉佐野市 花明かり
泉佐野市 酒菜 こむらさき
泉佐野市 大衆酒場浜ちゃん
泉佐野市 IZAKAYAゑん
泉佐野市 居酒屋 呑花月
泉佐野市 alt burst 
泉佐野市 kichi kichi
泉佐野市 ローカルハウス
泉佐野市 スナック 向日葵
泉佐野市 La.Bonita
泉佐野市 フレンチ工房ダニエル
泉佐野市 とりけい
泉佐野市 チェル
泉佐野市 美呑
泉佐野市 貫手喜
泉佐野市 ななつ
泉佐野市 Chet's Inn
泉佐野市 BUTCHER'S GRILL × やみいち
泉佐野市 メトロ
泉佐野市 スターダスト
泉佐野市 酒房枡
泉佐野市 鷄と魚
泉佐野市 旬彩kitchenはなび
泉佐野市 炭火焼肉五縁屋
泉佐野市 36ＫＲ
泉佐野市 ワイン酒場かっちゃん
泉佐野市 板前食堂
泉佐野市 中国酒菜 成龍
泉佐野市 花鳥風月
泉佐野市 焼肉サガン
泉佐野市 Bar Shanty
泉佐野市 焼肉万ちゃん
泉佐野市 BAR夜桜
泉佐野市 カラオケ澪
泉佐野市 PLZAZ IN KANKU ホテル レストラン
泉佐野市 大衆寿司割烹三味
泉佐野市 Deep
泉佐野市 小はれ
泉佐野市 Bar CieL
泉佐野市 ラウンジ アミ
泉佐野市 居酒屋九十九
泉佐野市 もつ鍋 狸ばやし
泉佐野市 BistroPatrie
泉佐野市 ダイニング和実や
泉佐野市 俄
泉佐野市 Beer&Cocktail Pub An
泉佐野市 snack piano
泉佐野市 仕事人
泉佐野市 Ｆｅｌｉｚ
泉佐野市 韓国料理はるはる
泉佐野市 カラオケ喫茶 咲綺
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泉佐野市 ぐっさん家
泉佐野市 スナック亜異人
泉佐野市 SHIKHAR
泉佐野市 つづら
泉佐野市 amour
泉佐野市 カラオケみわ
泉佐野市 喫茶ドンキー
泉佐野市 アライブ
泉佐野市 とんかつ多津美
泉佐野市 竹宮商店
泉佐野市 meme
泉佐野市 らーめんごん神
泉佐野市 中華料理ときよし
泉佐野市 BAR rest
泉佐野市 ｃａｆｅ ＰＯＬＬＯ
泉佐野市 焼肉やまや
泉佐野市 Ｏａｓｉｓ
泉佐野市 こだわりカレーBan.Ban
泉佐野市 まかない料理 はやて
泉佐野市 山笑
泉佐野市 梅の里
泉佐野市 零 ZERO
泉佐野市 スナックひまわり
泉佐野市 VIC鶏Ｙ
泉佐野市 理斗
泉佐野市 カラオケclubNOVA
泉佐野市 旬楽kitchen 子龍
泉佐野市 カフェジュースト
富田林市 KitchenBulldog
富田林市 多榮
富田林市 ステーキレストラン千一夜
富田林市 ダイニング バー タマラン
富田林市 なおすけ
富田林市 炭火 牛兵衛
富田林市 お好み焼きブー太郎
富田林市 茄子び
富田林市 居酒屋富佐
富田林市 茶乃木
富田林市 カラオケステージＲＯＳＥ
富田林市 養老乃瀧 滝谷不動店
富田林市 ニャン福
富田林市 昭和堂Ｑ
富田林市 明宝飯店
富田林市 寿司割烹南喜久
富田林市 SHO-KYU MART
富田林市 居酒屋ひょうたん
富田林市 あかんたれ
富田林市 いろは
富田林市 暮らし屋
富田林市 Trattoria Piatto Solare
富田林市 中華居酒屋蒼河
富田林市 和洋空間居食屋いさりび富田林店
富田林市 とんかつ利信
富田林市 スナックだるま
富田林市 鉄板居酒屋きまま
富田林市 麺匠 貴涼楓
富田林市 oasi

120 / 143 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1月18日公表分）

富田林市 長屋カフェROSA
富田林市 コーヒーパブヤヤ
富田林市 レストランオゼルブ
富田林市 立ち呑み やっちゃん
富田林市 大衆食堂めしどき
富田林市 ろばた大海
富田林市 串かつはやし
富田林市 花唐草
富田林市 浪速料理西尾
寝屋川市 太閤寿し
寝屋川市 串たつ
寝屋川市 くわ焼 助角
寝屋川市 右近
寝屋川市 居酒屋 れん
寝屋川市 すみ家萱島店
寝屋川市 キッチンまるる
寝屋川市 お酒とお料理galarie灯家
寝屋川市 ちゃんこ部屋 香里本店
寝屋川市 やまだて
寝屋川市 旬彩 吉むら
寝屋川市 華と月
寝屋川市 寿ロース
寝屋川市 炭火焼くっちき
寝屋川市 Needs
寝屋川市 本よし
寝屋川市 カラオケ小町
寝屋川市 おそうざい元気
寝屋川市 ゴトーダイニング
寝屋川市 Rico 1715
寝屋川市 カラオケ喫茶なかま
寝屋川市 おだはら亭
寝屋川市 居酒屋さっちゃん
寝屋川市 Ristorante Keishi Hoyama
寝屋川市 ラウンジ八代
寝屋川市 You
寝屋川市 居酒屋 安兵衛
寝屋川市 旨いもん居酒屋近江
寝屋川市 居酒屋のんき
寝屋川市 功留館
寝屋川市 中華風居酒屋ニュー北京
寝屋川市 チョンサチョロン
寝屋川市 Cielo
寝屋川市 とり道
寝屋川市 すなお
寝屋川市 すし宇羅
寝屋川市 備前
寝屋川市 亀すし
寝屋川市 居酒屋ＭＡＲＵ
寝屋川市 A.岩崎家
寝屋川市 創作串焼 詩穏
寝屋川市 炉ばた焼ふるさと
寝屋川市 呑み処こまり
寝屋川市 BAR POSSE
寝屋川市 美奈月
寝屋川市 じゃっく
寝屋川市 千力餅食堂
寝屋川市 カラオケバー海風
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寝屋川市 彩鷄
寝屋川市 居酒屋てん
寝屋川市 カラオケ喫茶えにし
寝屋川市 ちゃんこ久
寝屋川市 炭火焼肉炎KICHI
寝屋川市 ふぁにや
寝屋川市 古民家ビストロバルハコ
寝屋川市 のみんちゅ
寝屋川市 焼きとり里
寝屋川市 ぼんてん丸
寝屋川市 ホリーズカフェアルプラザ香里園２階店
寝屋川市 OBANI (おばに)
寝屋川市 スナック あっぷる
寝屋川市 焼肉Ju-Ju
寝屋川市 鳥良
寝屋川市 Bar Aiba
寝屋川市 華
寝屋川市 オスカー
寝屋川市 Piatto
寝屋川市 FOOD&BAR PLUS
寝屋川市 ビストロ新
寝屋川市 カラオケ吞み処きにちゃん
寝屋川市 丸美
寝屋川市 麺丼
寝屋川市 炭火焼鳥 神田川
寝屋川市 カラオケ喫茶実の里
寝屋川市 Soul Kitchen 8
寝屋川市 花らんまん
寝屋川市 炭焼酒菜 そてつ
寝屋川市 くし焼佳
寝屋川市 末廣寿司
寝屋川市 旬鮮やすらぎ
寝屋川市 中華ビストロうちだ
寝屋川市 双葉寿司
寝屋川市 岩崎家
寝屋川市 和食割烹てら内
寝屋川市 肴呑 ぼっち
寝屋川市 Hello-G 
寝屋川市 やきとり大吉 寝屋川店
寝屋川市 ベトナム料理ALO
寝屋川市 八坂寿司（Sushi bar 八坂）
寝屋川市 広島どやさ
寝屋川市 Bar ジュエル
寝屋川市 Patisserie Amie
寝屋川市 居酒屋のんき屋
寝屋川市 大蛸家
寝屋川市 Kitchen bar chiki-chiki
寝屋川市 誠 鶏肉
寝屋川市 RAMEN  JUNYA
寝屋川市 包丁処ふじ野
寝屋川市 繁盛鳥酒場 とさか
寝屋川市 shot bar kingdom
寝屋川市 snack 愛染
寝屋川市 ウインク
寝屋川市 きっちんあっこ
寝屋川市 ドルフィンプラス
寝屋川市 やまとや
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寝屋川市 キッチン＆リカー遊ya家
寝屋川市 BARマルーブラ
寝屋川市 Bar RISE
寝屋川市 海雲台
寝屋川市 カラオケ居酒屋かえで
寝屋川市 優
寝屋川市 ラウンジ COO
寝屋川市 さやか
寝屋川市 居酒屋ゆえん
寝屋川市 カラオケ 千明
寝屋川市 Ｎ－１ ＪＢ
寝屋川市 海鮮炭火いちごいちえ寝屋川店
寝屋川市 美酒美彩いちごいちえ香里園店
寝屋川市 あんだぁ亭
寝屋川市 焼肉ホルモン富士
寝屋川市 あたしンち。
寝屋川市 BAR No.10
寝屋川市 GARDEN
寝屋川市 クロスロード
寝屋川市 うなすけ
寝屋川市 カラオケともちゃん
寝屋川市 お菓子の家sourire
寝屋川市 TECO蔵/大阪うどんぶり
寝屋川市 入福
寝屋川市 焼肉 味喜園
寝屋川市 鈴歌
寝屋川市 はふう
寝屋川市 豆の木
寝屋川市 呑み処 ごえん
寝屋川市 和洋創菜ゆめや
寝屋川市 九州料理寅吉
寝屋川市 ラウンジ Mimosa
寝屋川市 太田屋
寝屋川市 黒毛和牛焼肉 牛極 雅楽
寝屋川市 居酒屋 雅楽亭 早子店
寝屋川市 ねぼけ
寝屋川市 餃子の泰平
寝屋川市 Branch
寝屋川市 伊仏食堂DAI
寝屋川市 居酒屋エビス
寝屋川市 じゅうさんや
寝屋川市 タコタコカフェ
寝屋川市 カラオケ喫茶 ケイ
寝屋川市 焼肉酒場じゃすとみーと
寝屋川市 呑処きまぐれ
寝屋川市 Bar Chronos
寝屋川市 Sake bar ゆう
寝屋川市 酒処鈴よし
寝屋川市 カラオケ処なごみ
寝屋川市 助六鮓
寝屋川市 旨居酒家 武
寝屋川市 豚肉専門七輪焼肉 豚々坊
寝屋川市 Bar Lazo
寝屋川市 中国料理北京閣
河内長野市 おとぎ屋
河内長野市 スナックサン
河内長野市 やを角
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河内長野市 えだ豆
河内長野市 カフェピッフル
河内長野市 ジャズバーコンストラクション
河内長野市 唄い処ぽっかぽっか
河内長野市 居酒屋 くーさん
河内長野市 フェニックス
河内長野市 Hachi-pulA
河内長野市 heel
河内長野市 ほっとうたごえ心来
河内長野市 柚乃香
河内長野市 花まる亭
河内長野市 心桜
河内長野市 中国料理 大龍
河内長野市 やきとり大吉 南花台店
河内長野市 Casul salon eve
河内長野市 芦屋
河内長野市 おかんの料理 おばんざい咲佑
河内長野市 和麺武坊
河内長野市 晴バル
河内長野市 カラオケ青葉
河内長野市 おばな旅館富貴亭
河内長野市 えむじぇい
河内長野市 鴨錦 千代田店
河内長野市 カラオケizu
河内長野市 たこ焼きいまや
河内長野市 クラブエディー
河内長野市 居酒屋おおきた
河内長野市 ミュージックハウス猫太郎
河内長野市 RAY&REINA
河内長野市 山寿司
河内長野市 酒菜工房 和
河内長野市 スナックルアラ
河内長野市 大ふへん者
河内長野市 炭焼バル久
河内長野市 散歩の途中みうら
河内長野市 旬素材dining近咲暮
松原市 タイ料理サバーイ
松原市 野菜食堂
松原市 サウザント ベル
松原市 カラオケスナックみや
松原市 アミちゃん手作りアジア料理
松原市 唐揚げ専門店 とりの 松原店
松原市 炭火焼肉ホルモン 真ちゃん
松原市 居酒屋森
松原市 焼・焼板ちゃん
松原市 炭、創、食なごみや
松原市 Heaven
松原市 ホルモン焼肉大黒屋
松原市 居酒屋のん
松原市 きっさ＆カラオケチェリー
松原市 お好み焼き鉄板焼き福
松原市 小料理ゆず
松原市 ハリマオ
松原市 寿
松原市 Grain Kitchen
松原市 スナックエンジェル
松原市 Live&Bar K's2

124 / 143 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1月18日公表分）

松原市 酒房我我
松原市 炭火焼肉大和屋
松原市 居酒天国赤おに
松原市 はしもと
松原市 鶏晴
松原市 山崎屋
松原市 CRYSTAL
松原市 Kエイト
松原市 魚重寿司
松原市 龍翔ラーメン
松原市 大衆酒場 こづち
松原市 フレンチ食堂Ｂochi Ｂochi
松原市 洋食コスギ
松原市 フレンド
松原市 肉彩でこ
松原市 味芳
松原市 創作dining FUKUJU
松原市 焼肉・肉寿司 まつなが
松原市 スナック ハイヒール
松原市 そば カレー だいみょう
松原市 とつの店
松原市 ルート1010
松原市 三田
松原市 吉兆酒店
松原市 櫓寿司
松原市 たけのわ食堂
松原市 フェリーチェ
松原市 ｒｏｏｔｓ
松原市 Indo Neparu Restaurant Anita
松原市 Ｊ's
松原市 すし勝
松原市 寿司処 仲政
松原市 やまと
松原市 鉄板竜
松原市 NOA
松原市 スナックアリス
松原市 中華酒家 酔龍笑虎
松原市 Dining & Bar RAION
松原市 Rouge
松原市 タニシのこむらがえり
松原市 居酒屋天
松原市 串カツたけのや
大東市 居酒屋 龍起
大東市 ちょっとBar coco.87
大東市 蛸-Bonds-
大東市 夢や
大東市 鉄板もんじゃ こて家
大東市 ふくCafe
大東市 きばいやんせ
大東市 リーベ
大東市 咲屋
大東市 ホリーズカフェ 住道駅前店
大東市 創作旬肴 田 Den
大東市 居酒屋 東風
大東市 めん処 野瀬
大東市 和創diningわんぐり
大東市 カラオケボックス ワイワイランド

125 / 143 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1月18日公表分）

大東市 麺や而今
大東市 菜色膳 あら平
大東市 串かつ串あん
大東市 創作居酒屋MARUSUKE
大東市 ひだまり
大東市 みやざき地頭鷄みやこ
大東市 旬味四季菜
大東市 癒呑処ちいちゃん
大東市 小洞天
大東市 立呑み処 屋台のへそ
大東市 ティファニー
大東市 炉端焼もっこす
大東市 Minerva
大東市 大文字屋龍田川
大東市 串かつ さき屋
大東市 アクティブ・スクウェア・大東
大東市 鉄板焼居酒屋たけちゃん
大東市 元禄園
大東市 STEED
大東市 ジョイント
大東市 焼肉 大仙
大東市 炭火焼肉ホルモン工場
大東市 キッチンバルののや
大東市 炭火焼 鳥誇
大東市 喫茶やなぎ
大東市 鉄板鍋料理 元（はじめ）
大東市 bar  Azu
大東市 肉匠さく竜R
大東市 ライブラリーBAR昭和Factory
大東市 居酒屋 豊昇
和泉市 陽だまり
和泉市 スナック パルパロ
和泉市 2次会のお店 share
和泉市 カラオケ愛ちゃん
和泉市 カラオケバンビー
和泉市 中国料理黒龍苑内田
和泉市 酒とさかなそもそもきさんじ
和泉市 スナックシャトル
和泉市 甘甘堂
和泉市 ちょいす
和泉市 スナックあすなろ
和泉市 おと葉
和泉市 英すし
和泉市 カラオケ＆Bar ALLURE （アリュール）
和泉市 Restaurant en cachette
和泉市 おすしやさんのお好み焼き寿司源
和泉市 手打ちそば かけはし
和泉市 自由本舗はなひこ
和泉市 豆一珈楽
和泉市 Oeuf Cafe（ウッフカフェ）
和泉市 Standing BAL 如月
和泉市 ゆきん家
和泉市 炭火焼ぐれぐれ
和泉市 8
和泉市 寿賀の家
和泉市 Bar Mays
和泉市 pizzeria O.G.O
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和泉市 たこ福
和泉市 酒と肴 まんまん。
和泉市 四季彩
和泉市 snack ちょーすけ
和泉市 ダイニングキッチン 和
和泉市 手打ちそば むら田
和泉市 呑み処青山さん
和泉市 すいきょう
和泉市 やきとりよろこんで
和泉市 三代目天竜
和泉市 居酒屋心shin
和泉市 いっぽ
和泉市 ラヴィアンローズ
和泉市 炭火焼鳥じゅん家
和泉市 食事とうどんの味緒吉
和泉市 居酒屋凡
和泉市 お好み焼 とんとん
和泉市 大阪王将和泉府中店
和泉市 MARU MARU アジアン
和泉市 重兵衛
和泉市 旬彩居酒屋福みみ
和泉市 居酒屋つどい
和泉市 そーりゃ
和泉市 グリル若
和泉市 姫光
和泉市 沖縄家庭料理の店琉球
和泉市 お好み焼きナンバーワン
和泉市 リラクゼーション＆キッチンびせり
和泉市 日本料理和香
和泉市 らうんじ夢
和泉市 岡巳之
和泉市 やきとり家 三十六
和泉市 七施
和泉市 ひかり
和泉市 BarUKA
和泉市 焼肉はやし
和泉市 焼肉かわしま
和泉市 寿司 鶴屋
和泉市 飯酒家柚多香
和泉市 田舎亭
和泉市 お好み焼 彩
和泉市 しらかば
和泉市 焼鳥 三上
和泉市 紀ノ川
和泉市 お好み焼 栄吉
和泉市 洋食厨房petitsグルマン
和泉市 Bar ウオッカ
和泉市 鉄板居酒屋 しえろ
和泉市 みどり
和泉市 魔嬢
和泉市 カラオケ喫茶スナック憩
和泉市 洋食店Sisen
和泉市 居酒屋花房
和泉市 中華料理中山閣
和泉市 ダイニングルームバード
和泉市 花海棠
和泉市 キッチンカフェミユキ
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和泉市 ルチアーノ
和泉市 御食事処エクボ
和泉市 Loco920*
和泉市 スナックAsuka
和泉市 レストラン プチラパンしんむら
和泉市 あかとんぼ
和泉市 居酒屋Bar縁
和泉市 @home kitchen 祐 たすく
和泉市 酒肆BarKANEDA
和泉市 porte
箕面市 干物と燻製248
箕面市 インド料理専門店クシュクシュ 箕面店
箕面市 やきとりやつーちゃんち
箕面市 鳥右衛門
箕面市 K'sキッチン
箕面市 茂里鮨
箕面市 魚正
箕面市 ホルモン ぼんすけ
箕面市 さざん
箕面市 ARTISTプリック
箕面市 フクロウカフェクルー
箕面市 美ハッピー
箕面市 テクテク紅茶や
箕面市 インド料理シムラン
箕面市 forestcafe
箕面市 たこ焼 ひなた
箕面市 NERU
箕面市 プルミノン
箕面市 銀なべ
箕面市 masu
箕面市 割烹はんべい
箕面市 笑和
箕面市 昌平
箕面市 スナックふぁーらん
箕面市 佳筍
箕面市 CAZI Home food cafe
箕面市 きんちゃん食堂
箕面市 さくら
箕面市 emu cafe
箕面市 桜井市場ワールド食堂＆バル
箕面市 あしや
箕面市 ラウンジ 花の木
箕面市 デルソーレ
箕面市 merci kitchen
箕面市 魚菜あぶり海鮮料理ほっこり
箕面市 沖縄料理黒猫屋くろまやー
箕面市 炭火焼肉頂
箕面市 おでん 安達屋
箕面市 ダイニング天
箕面市 四季菜ちから
箕面市 ととろみ荘
箕面市 Ｃａｆｅ Ｍａｔｕｒｅ
箕面市 ラウンジ美乃
箕面市 百一
箕面市 どじょう
箕面市 芦屋荘 大阪箕面店
箕面市 魁羅洲
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箕面市 ととろみ亭
箕面市 CAFE・BAR eN ROUTE
箕面市 cafe＆bar GROW
箕面市 旬彩和食  紅葉
箕面市 藪庵
箕面市 INDIAN KITCHEN
箕面市 牧落のおっさんの店 和
箕面市 Juno
箕面市 珈琲屋 華
箕面市 The Looking Glass
柏原市 鉄板居酒屋龍大絆 Tacchan no omise
柏原市 ライブバーパウンド
柏原市 SOL
柏原市 河内亭
柏原市 Key Lime Saloon
柏原市 サンマルコ
柏原市 うまいもん南部屋
柏原市 お好み焼き 銀扇
柏原市 癒し処 日和
柏原市 Antoine
柏原市 アベーラ
柏原市 snack Riko
柏原市 瑠璃のきらめきと
柏原市 焼肉みくりや
柏原市 へのへのもへじ
柏原市 中国レストラン華苑
柏原市 ＣＡＮＣＡＮ
柏原市 L V
柏原市 麺のろちん
柏原市 徳島らーめんひろ家
羽曳野市 ラウンジ乙桜
羽曳野市 カラオケ智
羽曳野市 かすうどん 蟻の巣
羽曳野市 呑み処ちょっと
羽曳野市 レストラン大阪屋
羽曳野市 まりこの餃子
羽曳野市 ひまわり
羽曳野市 OLUOLUCAFE
羽曳野市 オープンザキッチン蔵之内
羽曳野市 meika
羽曳野市 鳥之助
羽曳野市 オンカフェ
羽曳野市 カラオケシャルマン
羽曳野市 昭和酒場 満海
羽曳野市 呑み処人美
羽曳野市 カラオケ奏 Kanade
羽曳野市 居酒屋たかちゃん
羽曳野市 焼き鳥鷄家きとり
羽曳野市 笑蓮
羽曳野市 旬菜喰ふじもと
羽曳野市 ＢＬＯＴＴＯ
羽曳野市 SHIMIZUYA 
羽曳野市 3Beam  warung
羽曳野市 花蓮
羽曳野市 レストランマリー
羽曳野市 焼肉甲子園
羽曳野市 創作天ぷら山家
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羽曳野市 気分屋
羽曳野市 カラオケタムタム
羽曳野市 INDIAN NEPALI RESTAURANT＆BAR SHIWALILA
羽曳野市 お夢や
門真市 居酒屋 佃伝
門真市 きてや 門真店
門真市 チョアチョア
門真市 たこ焼き＆鉄板 蛸
門真市 江端かみなり
門真市 駄菓子屋倶楽部エムズ
門真市 SAT
門真市 たこ物語
門真市 盛活
門真市 first
門真市 Tea Room喜心
門真市 美酒味肴 かぶき屋
門真市 ヤキタテピザまさや
門真市 エルスリー
門真市 カラオケ・スナック男爵
門真市 カラオケランド１０６
門真市 すたんど ジョー
門真市 和風創作料理 居酒屋 樹 
門真市 スナックDaybyDay
門真市 扇屋
門真市 PALMYRA
門真市 喫茶ボルボ
門真市 SNACK Rilly 
門真市 スナックピュア
門真市 お好み焼 こけし
門真市 スライフォックス
門真市 レストラン土佐勝
門真市 ヨシ善
門真市 創作居酒屋なみんち
門真市 立ち呑み輝
門真市 居酒屋さっちゃん
門真市 ほんわか
門真市 カラオケスナックnoon来人
門真市 世扉亜
門真市 三丁目ホルモン
門真市 たこ吉
門真市 スナックヒロヰン
門真市 鯱
門真市 BEERS CAFE OFF SHORE
門真市 桶八
門真市 串とよ
門真市 Dining &Barてげてげ
門真市 アジト酒場
門真市 ファミリー倶楽部アウル
門真市 あしたも元気
門真市 居酒屋こんちゃん
門真市 植村酒店直売所 輝扇
門真市 喫茶･スナックとんとん
門真市 お好みハウス ファミリー
門真市 ＢＡＲ亀甲
門真市 亜律子の駅
門真市 居酒屋もみじ
門真市 食楽歌さくらんぼ

130 / 143 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1月18日公表分）

門真市 株式会社 浜野酒店 立ち飲みはまの
門真市 ばんざいや
門真市 笑福
門真市 アンジェ．
門真市 中華料理 ちゅー
門真市 カラオケ喫茶 ふぁみれど
門真市 BlackRose
門真市 居酒屋 あおい
門真市 焼肉篠
門真市 食楽酒楽しん
門真市 Mu-
門真市 金ちゃん
門真市 五鉄
門真市 レストランバーベビーブレス
門真市 和楽Ｂａｒ ＧＲＯＵＳＥ
門真市 カラオケ春彩
門真市 Poleiro
門真市 カラオケ仲ちゃん
門真市 Happy
門真市 居酒屋 桜さくら
門真市 呑み処 穏
門真市 Libre
門真市 Ｆour's
門真市 カラオケキッチン音都
門真市 スナック 那智
門真市 スナック 美宝
門真市 居酒屋きく
門真市 より道
門真市 レストランクレメンテ
門真市 奥のほそ道
門真市 Maki
門真市 カラオケチョットバーMYJOKE
門真市 吉鳥 門真店
門真市 スナックKOBITO
門真市 なんくるないさぁ マーコ
門真市 TAMARIBA
門真市 居酒家 よつば
門真市 コーヒーガーデン
門真市 居酒屋マルゲン
門真市 K-3
門真市 izakayadining ふう
門真市 中国料理 華ぐるま
門真市 居酒屋人喜和
門真市 CAFE LAUGHTER
門真市 Cafeあまみ
門真市 カラオケ酒場多喜ちゃん
門真市 カラオケ シャン
門真市 わらい
門真市 創作バル Leon
門真市 ホルベジ
門真市 スナック呑ん希
門真市 鳥政
門真市 snack Dolly
門真市 パティスリーエルブランシュ
門真市 立呑屋さん門真本店
門真市 ろくよん
門真市 炭火ダイニング善
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門真市 BAR KOYUKARI
門真市 祥瑞ラーメン
門真市 きっちん えんや
門真市 ふぐ料理専門 鉄砲
門真市 麺屋ガテン 門真免許試験場前店
摂津市 trattoria Fiori Del Sole
摂津市 味な赤ちょうちん だんだん
摂津市 ＣｈｉｈｏｎＫｉｔｃｈｅｎ
摂津市 鳥庵
摂津市 喫茶スナック ピーターパン
摂津市 馳どり屋
摂津市 カラオケ花りん
摂津市 居酒屋たこ一
摂津市 美濃鮨
摂津市 居酒屋こま
摂津市 沖縄料理しーさ
摂津市 隠れ家しーさ
摂津市 輪々や
摂津市 居酒屋ひまわり
摂津市 スナック柴折
摂津市 Coffee&Bar HEARTS
摂津市 中国料理四川屋一創
摂津市 カラオケ神
摂津市 鉄板焼・鍋 のびしろ食堂
摂津市 カラオケ喫茶みよみよ
摂津市 地鶏居酒屋どっこいしょ
摂津市 スナック Merci
摂津市 カラオケ瞳
摂津市 横浜家系ラーメン弁慶
摂津市 志のや
摂津市 串かつ居酒屋 はじけ家 摂津鳥飼店
摂津市 とっかり本店
摂津市 鉄板バル我友
摂津市 粉バルYU-GA
摂津市 炭火七輪焼肉ジャンジャン
摂津市 食堂ちえ
摂津市 おにやんま
摂津市 カフェあずきなこ
摂津市 寿司 海鮮料理 土佐っ子
摂津市 アザレア
摂津市 カラオケ喫茶ハッピースマイル和
摂津市 カラオケアクアライン
摂津市 居酒屋大仙
摂津市 苺
摂津市 MAYA・KITCHEN 千里丘
摂津市 MAYA・KITCHEN 香露園
摂津市 丸園
摂津市 炭火焼 まこと家
摂津市 酔道楽
摂津市 カラオケ 酔道楽
高石市 音色カフェ一子
高石市 令和
高石市 居酒屋 加茂路
高石市 喫茶・カラオケ ハーモニー
高石市 中国料理北京 西取石店
高石市 カラオケ酒場中村家
高石市 鉄板焼専門のお店 脇田
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高石市 揚羽
高石市 千代田庵
高石市 白秋
高石市 金香楼
高石市 Ｃａｆｆｅ Ｐｉａｃｅｒｅ
高石市 かっぽう 美坂
高石市 旬食酒家キッチンハート
高石市 スナック暁
高石市 和み料理 夢酒房
高石市 てん仁さん
高石市 寿し仁
高石市 ナイトインサンタフェ
高石市 旬の彩 ゆめや
高石市 あかり
高石市 チャイナテーブル 喜心
高石市 もつ鍋屋かっさん
高石市 立ち呑み おねぇ
高石市 居酒屋 中繁
高石市 丸隆亭
高石市 晩酌万吞
高石市 海鮮工房中川
高石市 讃岐うどん   なか川
高石市 楽庵
高石市 エターナルムーン
高石市 義経 羽衣店
高石市 croquette
高石市 立吞み処オオマエ
高石市 胡桃屋
高石市 ごんや
高石市 焼肉酒場居心家
高石市 ようしょく焼き せーげん
高石市 呑み食い処風
高石市 High Stone
高石市 焼肉ホルモン焼 松力
高石市 喫茶オリーブ
高石市 串カツ そのだ
高石市 ぱいぷのけむり
高石市 歌演
高石市 串八丁
高石市 千早食堂
藤井寺市 ジャンボ酒場 藤井寺駅前店
藤井寺市 カラオケスナックたんぽぽ
藤井寺市 焼鳥ダイニングすみか
藤井寺市 松すし
藤井寺市 ラウンジLABOON
藤井寺市 炭火焼肉カルビ庵藤井寺店
藤井寺市 居酒屋いずみ
藤井寺市 居酒屋まんてん丸
藤井寺市 旬希
藤井寺市 手作り酒房 ひさみ
藤井寺市 N.Dining Bar MiyaG-Style
藤井寺市 沖商店 笑華
藤井寺市 .Darts Bar MiyaG-Style
藤井寺市 黒川珈琲
藤井寺市 喫茶「レゲエ」（藤井寺JAMJAM)
藤井寺市 お好み焼きえんちゃん
藤井寺市 どさん子大将古室店

133 / 143 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1月18日公表分）

藤井寺市 スナック・ジョーカー
藤井寺市 楽時屋
藤井寺市 比呂
藤井寺市 春夏秋冬 はな
藤井寺市 ダイニングキッチンFORTUNE LIVING
藤井寺市 麺屋一刃
藤井寺市 海眞
藤井寺市 焼肉味徳園
藤井寺市 居酒屋花
藤井寺市 食事処 居酒屋
藤井寺市 rockbar Radio
藤井寺市 ラウンジぼてじゃこ
藤井寺市 イタリア料理プリモピアーノ
藤井寺市 からあげ酒場ゆうちゃん
藤井寺市 家庭料理 いつくしみ
藤井寺市 エフズダイニング
藤井寺市 一期一会
藤井寺市 立呑み処はるき
藤井寺市 麺屋黒船
藤井寺市 bijou
藤井寺市 And.R
藤井寺市 soul
藤井寺市 モナムール
藤井寺市 炭火焼ちりとり鍋卯瑠虎
藤井寺市 ジュノーM
藤井寺市 スナック零 ZERO
藤井寺市 やきとり鷄道
藤井寺市 もりたや
藤井寺市 末廣寿し
藤井寺市 韓国料理 済州
藤井寺市 ミュージック&アートバー、ジュークボックス
藤井寺市 お好み焼き みすみ
藤井寺市 カラオケ喫茶 ビッグスター
藤井寺市 立呑み処はっぴー
藤井寺市 リストランテ チプリアーニ
藤井寺市 LOOP前田商店沖縄キジムナー
藤井寺市 立飲HAJIME
藤井寺市 よりみち 
藤井寺市 居酒屋ダイニングさとう
東大阪市 喫茶・ラウンジみさ
東大阪市 うまいもんくらぶ ゆたか亭
東大阪市 kana
東大阪市 Pizza albany N.Y.
東大阪市 喫茶 プシケ
東大阪市 焼肉の元花園駅前店
東大阪市 九重
東大阪市 たんぽぽ
東大阪市 炉ばた ゆたか
東大阪市 希楽
東大阪市 花ふうせん
東大阪市 自然菜食りんどう
東大阪市 お好み焼 サボテン
東大阪市 カラオケくろねこ
東大阪市 Lapin
東大阪市 KANADE
東大阪市 こすず
東大阪市 Aragosta
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東大阪市 bouya
東大阪市 炭屋
東大阪市 炭焼地鶏あぶり家
東大阪市 ごはん家 三六
東大阪市 I cocci
東大阪市 南アフリカワイン専門店 みたまり酒店 ワイン部
東大阪市 ROBATAえべっさん
東大阪市 カラオケ喫茶木蓮
東大阪市 奴寿司
東大阪市 オーロラ
東大阪市 サトー
東大阪市 居酒屋 杏奈
東大阪市 たま川
東大阪市 馬鈴薯
東大阪市 toujours
東大阪市 天理スタミナラーメン
東大阪市 香楽
東大阪市 SUN
東大阪市 ＣｉｎｑＰａｉｎ
東大阪市 本場のさぬきうどん徹麺
東大阪市 ギャランドゥ
東大阪市 ちょっと居酒屋 ぜろ
東大阪市 バーサンモール
東大阪市 お好み焼き まさみ
東大阪市 春夏冬
東大阪市 夢道
東大阪市 株式会社泉屋商店
東大阪市 たこ一
東大阪市 海一
東大阪市 大新寿司
東大阪市 Neige
東大阪市 お野菜料理ふれんちん
東大阪市 NT-MART
東大阪市 ダーツショップ忘我
東大阪市 串かつ 一
東大阪市 そばうどん山びこ
東大阪市 Barジルナンデス
東大阪市 スナックぼてぢゅう
東大阪市 COCO
東大阪市 かふぇれすとBee
東大阪市 HERDs
東大阪市 喫茶すわん
東大阪市 スナックバス江本店
東大阪市 Nouveau
東大阪市 Scottish Pub Bridgend
東大阪市 みちくさ
東大阪市 スナック 留美
東大阪市 スナック 君子
東大阪市 Paradis
東大阪市 加納酒場 情熱ホルモン
東大阪市 居酒屋華福
東大阪市 ステーキリバーベ 瓢箪山店
東大阪市 島田製麺食堂鶏白湯専門店
東大阪市 鳥長
東大阪市 カラオケスナック 都
東大阪市 コットンクラブ
東大阪市 マサキング
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東大阪市 ケーキの店ラッコ工房
東大阪市 キッチンバーセロー
東大阪市 創作天ぷら一
東大阪市 インド料理GANGA ji
東大阪市 新喜八
東大阪市 清福
東大阪市 カラオケ スナック 酔姐美
東大阪市 四季彩酒 至
東大阪市 bar BK
東大阪市 カラオケ有里
東大阪市 ふっちゃん
東大阪市 BAR OJ
東大阪市 焼肉酒場けんし
東大阪市 うどん日和
東大阪市 Tbar
東大阪市 とくら
東大阪市 honey
東大阪市 美食家三四五
東大阪市 魚々麺園
東大阪市 BAR縁
東大阪市 レガーロ
東大阪市 梅ヶ丘
東大阪市 おはな
東大阪市 土佐旬菜万次郎
東大阪市 スナック台北莉莉
東大阪市 Taon
東大阪市 かとれあ
東大阪市 焼肉ダイニング 月 つきへん
東大阪市 サムナイト
東大阪市 ＯＷＬ
東大阪市 大谷
東大阪市 阪バルORARI
東大阪市 炭焼酒場翔
東大阪市 needs
東大阪市 料亭若葉
東大阪市 お好み焼き まつばら
東大阪市 寿司酒肴笑福
東大阪市 きやす屋
東大阪市 INDIAN RESTAURANT INDRADIP
東大阪市 JUNO
東大阪市 スナック都
東大阪市 居酒屋大将
東大阪市 ちゅうか屋恵楽
東大阪市 源平
東大阪市 株式会社コノミヤ徳庵店 好屋
東大阪市 SNACKmama友
東大阪市 香媚スナック
東大阪市 お酒と歌と家庭料理の店スナックぴっといん
東大阪市 あや田
東大阪市 炉ばた 村祭り
東大阪市 フードバーてぃーの
東大阪市 紅まる 新石切店
東大阪市 めぐちゃん家のたこ焼き
東大阪市 来々軒
東大阪市 しょうや
東大阪市 SAKABA DE KOSAKA
東大阪市 喫茶・スナック坂
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東大阪市 てっぱん 峯ノ頂
東大阪市 Bar No.9
東大阪市 たちのみ家
東大阪市 メリッサ
東大阪市 ＆GOD   
東大阪市 焼鳥Dining-NINE-9
東大阪市 ＪＥＭ
東大阪市 スナックＡ－Ｚ
東大阪市 居酒屋紫縁
東大阪市 福来閣
東大阪市 Cher
東大阪市 まりぃ菜
東大阪市 喫茶店富士
東大阪市 酒菜亭秋
東大阪市 立呑 おおにし
東大阪市 喫茶BB
東大阪市 chotto
東大阪市 炭火焼肉 我流
東大阪市 naturalcafe＆bar MONA
東大阪市 みやこ食堂 株式会社みやこ
東大阪市 お多福
東大阪市 ちきちん
東大阪市 スナック マリリン
東大阪市 まちライブラリーカフェ東大阪市文化創造館1F店
東大阪市 あげもん屋MAX
東大阪市 炭焼居酒家もんじゅろう
東大阪市 釜揚うどん一心
東大阪市 カラオケ舞
東大阪市 浜富寿し
東大阪市 コトリ 和食と自家焙煎珈琲
東大阪市 Bar Stax
東大阪市 VOLAGE 
東大阪市 夜汽車
東大阪市 和バル Ubu
東大阪市 Craftbeer Tavern
東大阪市 味地歩心
東大阪市 中華料理高井田桃花林
東大阪市 焼肉 元 若江岩田店
東大阪市 ラン
東大阪市 おぼこ飯店
東大阪市 居酒屋育
東大阪市 居酒屋一郎
東大阪市 さつき
東大阪市 Jewel ジュエル
東大阪市 バーリバプール
東大阪市 PINK SODA
東大阪市 串もん酒家じげん
東大阪市 千の笑い
東大阪市 みよし酒蔵
東大阪市 SKY
東大阪市 居酒屋きてや小川
東大阪市 焼鳥 仁
東大阪市 どんどん亭
東大阪市 ジャンボハイボール酒場鴻池新田店
東大阪市 なにわチキン 東鴻池店
東大阪市 炭と鶏と蕎麦 もすけ
東大阪市 旬膳八起

137 / 143 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1月18日公表分）

東大阪市 いたりあんIZAKAY祐
東大阪市 中華料理 豚珍館
東大阪市 BAR el camino
東大阪市 Alive
東大阪市 ONI GYM BAR
東大阪市 オステリア アニマート Osteria animato
東大阪市 BAR Andel
東大阪市 カラオケステージ絆
東大阪市 Bar S-studio
東大阪市 ラウンジリボン
東大阪市 すいーと
東大阪市 ぽろとこたん
東大阪市 利兵衛すし
東大阪市 ウルフCRAZY
東大阪市 立ち呑み処 うえやま
東大阪市 旬彩料理 民美八
東大阪市 勝田や
東大阪市 Mystique
東大阪市 73'sBAR
東大阪市 やきとり大吉 大蓮東店
東大阪市 花園ラグビー酒場
東大阪市 焼鳥居酒屋 輝竜
東大阪市 ふぅふぅ
東大阪市 三六九
東大阪市 カラオケ喫茶 宝
東大阪市 力吉
東大阪市 OneorEight
東大阪市 CasualBarAnn
東大阪市 居酒屋まさる
東大阪市 京能登路
東大阪市 大吉 俊徳道店
東大阪市 麵屋 清正
東大阪市 居酒屋てっぴん
東大阪市 スナックあき
東大阪市 カラオケ23
東大阪市 もり井
東大阪市 やぶれかぶれ
東大阪市 はらぺこちゃん
東大阪市 お好み焼き竹の子
東大阪市 金糸雀
東大阪市 ちび蔵
東大阪市 遊倶楽部
東大阪市 テッチャン鍋肉料理よし治
東大阪市 イワサンカイ
東大阪市 居酒屋き楽や
東大阪市 ホルモン焼肉まる湧
東大阪市 スタンドバー西野
東大阪市 Good Job
東大阪市 松五郎
東大阪市 Asian cafe
東大阪市 鉄板焼お好み焼きの店TEN
東大阪市 たぁ～んと
東大阪市 炭火焼鳥野武士
東大阪市 ごはん屋えん
東大阪市 地鶏炭火焼 かしわや
東大阪市 いこい
東大阪市 立ち呑み 三惠
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東大阪市 まーちゃん
東大阪市 カラオケBarありす
東大阪市 Prim Rose
東大阪市 お好み焼一扇
東大阪市 カラオケパブ ビリケン
東大阪市 Cafe Sand Kitchen
東大阪市 ミニィ
東大阪市 スナック澪
東大阪市 044プーチー
東大阪市 立呑 結翔
東大阪市 カラオケ喫茶るんるんるん
東大阪市 ラウンジ  obji
東大阪市 K&R
東大阪市 御食事御宴会 ますみつ
東大阪市 こなもん ほっこり
東大阪市 ぷらっと
東大阪市 ＬＡ・ＰＡＩＸ（ラ・ペ）
東大阪市 まみ
東大阪市 南一食堂
東大阪市 ika–ika
東大阪市 カラオケスナックドリーム
東大阪市 中華料理揚子江
東大阪市 麺屋とも吉
東大阪市 BarEDGE
東大阪市 今福Style
東大阪市 カラオケとも
東大阪市 しゃぶしゃぶ・すき焼 もりた
東大阪市 炭焼きたぁ
東大阪市 串揚げいのうえ
東大阪市 株式会社 森田ビル 炭火焼 もりた
東大阪市 大阪王将 布施店
東大阪市 布施酒場かい
東大阪市 居酒屋らふ
東大阪市 SUN
東大阪市 華蓮
東大阪市 大衆食堂 クラブ美智子
東大阪市 BAR jasmine
東大阪市 岩崎酒店
東大阪市 油
東大阪市 戦国家
東大阪市 一品香
東大阪市 串揚げ処法善寺別家
東大阪市 鵬聚縁台湾料理
東大阪市 焼肉カントリー
東大阪市 爬虫類カフェバー＆サロンReptimeレプタイム
東大阪市 麻雀クラブ芸夢
東大阪市 さとみ
東大阪市 得得東大阪菱屋店
東大阪市 カラオケスタジオ 瀞
東大阪市 美和寿司
東大阪市 磯
東大阪市 ベトナム料理フォーロック
東大阪市 潮
東大阪市 ベトナム食品店 AN KHANG
東大阪市 ちょい飲み かなかな
東大阪市 MEAT KITCHEN 298
東大阪市 BAR FUNHOUSE26
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東大阪市 温もり
東大阪市 ペコちゃん
東大阪市 竹じゅう
東大阪市 SOZAIBARトンボ
東大阪市 大福
東大阪市 楽天寿司
東大阪市 かす屋東大阪荒本店
東大阪市 スナック由紀
東大阪市 スナック和歌
東大阪市 豚串居酒屋とんかしら
東大阪市 炭火焼肉岩倉
東大阪市 アンジュ
東大阪市 鮨錦
東大阪市 レストランリバティ
東大阪市 ホルモン焼 慶ちゃん
東大阪市 居酒屋平蔵
東大阪市 スナックカプリコーン
東大阪市 居酒屋HIYOKOYA UEDA
東大阪市 頂屋
東大阪市 fiaschetta
東大阪市 ゾロ
東大阪市 あんどう亭
東大阪市 ちょい呑み なな
東大阪市 桃次郎
東大阪市 串っぱち
東大阪市 BARあい
東大阪市 お食事処とんとん
東大阪市 焼物処まえだ
東大阪市 居酒屋えりちゃん
東大阪市 pass
東大阪市 輝HIKARU
東大阪市 真心亭
東大阪市 カラオケ喫茶かず
東大阪市 和遊膳馬関
東大阪市 たこ焼き居酒屋 ぎょぎょ
東大阪市 BERINDA
東大阪市 iiEN coffee
東大阪市 大八
東大阪市 ベアズカフェ
東大阪市 カルネ
東大阪市 Hangover
東大阪市 超多加水純手打ち麺仁しむら
東大阪市 焼鳥一番柏田店
東大阪市 蛸祥
東大阪市 笑子
東大阪市 喫茶ター坊
東大阪市 炭焼屋二ノ道
泉南市 うどん・そばダイニング たにと
泉南市 猫カフェ紅葉
泉南市 CLUB ALICE
泉南市 炉端焼き 松千
泉南市 papa mama cafe  かくれ家
泉南市 焼肉むさし
泉南市 レモン
泉南市 ロマン館
泉南市 ほてい
泉南市 旬の居酒屋飛郎

140 / 143 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1月18日公表分）

泉南市 まつや食堂
泉南市 太極船
泉南市 minimini skate and dining
泉南市 喫茶シラン
泉南市 創作串揚げめいめい
泉南市 居酒屋やっさん
泉南市 そば善
泉南市 カラオケ さゆり
泉南市 イタリアンレストランヌーノ
泉南市 そば処 泉庵
泉南市 喫茶とき
泉南市 じゅん湖
四條畷市 別館くるまや
四條畷市 ぼてじゃこ
四條畷市 茶屋宿 伊勢屋（I.B GRILL）
四條畷市 寿司屋 うを清
四條畷市 龍力
四條畷市 仏蘭西屋
四條畷市 喫茶茶目
四條畷市 和心洋彩 たつ家
四條畷市 スナックふうりん
四條畷市 酔いどれ とおまわり
四條畷市 馳どり屋 忍ヶ丘店
四條畷市 スナック7
四條畷市 薪炭屋
四條畷市 SHOT BAR Ｋ２Ｓ
四條畷市 じゅんちゃん
四條畷市 酒場想庫
交野市 ママズキッチン8
交野市 カラオケ喫茶 Room ＃9
交野市 スナックばってん
交野市 カフェ＆レストランジュリア
交野市 kuu.cafe
交野市 焼き鳥 大鳥
交野市 河内屋
交野市 なごみ酒場みぃん家
交野市 赤ひげ
交野市 はれらに食堂
交野市 焼き鳥 大鳥
交野市 中華料理大元
交野市 昆虫食堂 イズミヤ交野店
交野市 SOLEIL CAFE
交野市 やきとり大吉交野店
交野市 ひとくち餃子専門店ちいさなかわいいヤツ
交野市 中華厨房やまぐち
大阪狭山市 純情屋
大阪狭山市 きらく寿司
大阪狭山市 Diningわさび
大阪狭山市 創彩食堂ICHIKA
大阪狭山市 カラオケ喫茶パール
大阪狭山市 イル・ディスティーノ
大阪狭山市 ぎょうざ屋 実は...29
大阪狭山市 懐石料理加賀
大阪狭山市 炭火焼イタリアンラパーチェ
大阪狭山市 Giuda ballerino
大阪狭山市 イタリア家庭料理gufo
大阪狭山市 大いちょう 狭山店
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大阪狭山市 カントリーロード
大阪狭山市 炭火焼鳥ときわや
大阪狭山市 金剛酒場フリースタイル
大阪狭山市 焼肉大門
大阪狭山市 スナックモグラ
大阪狭山市 JOE ZUCKER
大阪狭山市 御座礼
大阪狭山市 食堂やまだ
大阪狭山市 のみ処くい処琴彩狭山店
大阪狭山市 日光うどん
大阪狭山市 懐石 和艸庵
大阪狭山市 standber Nest
大阪狭山市 喫茶タイム
大阪狭山市 ももの木
大阪狭山市 鉄板バルアンバー
大阪狭山市 遊魚材菜昭
大阪狭山市 お好み焼きジャンボ
大阪狭山市 大吉 大野台店
大阪狭山市 Le Soleil WAGURI
大阪狭山市 和欧欲ばりバル WAO
大阪狭山市 PIZZERIA E OSTERIA MASSIMO 
大阪狭山市 割烹 遠藤
阪南市 野菜巻き串バル ぽっぽ
阪南市 カラオケ華
阪南市 新富
阪南市 スナックのんこ
阪南市 居酒屋善zen
阪南市 やさぐれ亭
阪南市 スナックだんぷ
阪南市 J.S family
阪南市 西野商店たこ亭
阪南市 呑み処日和
阪南市 あすな郞
阪南市 漁師の家めし 英進丸 名倉
阪南市 やきとり大吉尾崎店
阪南市 串かつくいしんぼう
阪南市 SHAKA SHAKA
阪南市 中国料理やぐら
阪南市 元気家
阪南市 和の郷 祭歌
島本町 スナックChao
島本町 ライフ
島本町 K＆K
島本町 すみれ
豊能町 オーベルジュヤマガミ
忠岡町 ショットＦ
忠岡町 鶏人
忠岡町 スナックPoohさん
熊取町 たこ焼きQueen
熊取町 こんぴら
熊取町 弁慶
熊取町 ココハウス
熊取町 鶏焼気まま
熊取町 エムズダイナー
田尻町 韓国料理焼肉マダン
田尻町 喫茶シャンボール
田尻町 Barふりーすたいる
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田尻町 カラオケ絆
岬町 カフェバーオリーブ
岬町 なご弥
河南町 いこいの場かえる
河南町 喜祭
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