
市町村名 施設名称

大阪市都島区 Caferuhe
大阪市都島区 鉄板焼 串もんや笛
大阪市都島区 モンテプリモ
大阪市都島区 グロッシー
大阪市都島区 居酒屋東
大阪市都島区 BAR A ZNABLE
大阪市都島区 どら猫ロック
大阪市都島区 はる
大阪市都島区 お好み鉄板焼きとんぼ
大阪市都島区 dog cafe Brilliantclub
大阪市都島区 Rainbow
大阪市都島区 とんかつの店ミヤコ
大阪市都島区 Lounge Pure
大阪市都島区 大空
大阪市都島区 鉄板居酒屋OHANA
大阪市都島区 うまいもんいわたや
大阪市都島区 ふるーる
大阪市都島区 中華料理ゆうちゃんの餃子
大阪市都島区 フォーカス
大阪市都島区 せんす
大阪市都島区 スナックラパン
大阪市都島区 フォーカス パート2
大阪市都島区 BAR HEAVENSKITCHEN
大阪市都島区 艶小町
大阪市福島区 コルドバ
大阪市福島区 Disco 
大阪市福島区 串カツダイニングはれる
大阪市福島区 朝な夕な
大阪市福島区 IMOKO
大阪市福島区 Darts shop HIGHOFF
大阪市福島区 一品料理かっぱ
大阪市福島区 TENEREZZA
大阪市福島区 囲路裏
大阪市福島区 パルロワ
大阪市福島区 福島串かつや BANZAI
大阪市福島区 地酒と魚KAZU
大阪市福島区 バーエル
大阪市福島区 汐風
大阪市福島区 日の出食堂
大阪市福島区 餃子 さんかく
大阪市福島区 チャイニーズ食堂菜々
大阪市福島区 サーレアンドペペ
大阪市福島区 ひろや
大阪市福島区 BASEBALL BAR Gee
大阪市福島区 こころ
大阪市福島区 スナック ポー
大阪市福島区 美味旬菜 穂の華
大阪市福島区 HAPPY CAT CAFE
大阪市福島区 焼肉ホルモン山田

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

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

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年12月14日公表分）
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大阪市福島区 夫婦うどん
大阪市福島区 OTONOS
大阪市此花区 カラオケステージGちゃんBちゃん
大阪市此花区 菜酒muchaムチャ
大阪市此花区 NEW  案山子
大阪市此花区 居酒屋福家
大阪市此花区 らーめん麺泥棒 西九条店
大阪市西区 居酒屋喜多呂
大阪市西区 焼き肉レストラン登ら志
大阪市西区 ダルバート
大阪市西区 森川酒店
大阪市西区 雨宿り
大阪市西区 居酒屋千浜
大阪市西区 IL BOSCO
大阪市西区 ポン酒とお魚ジョウ燗ヤ
大阪市西区 ＬＡＵＲＡＳＩＡ
大阪市西区 居酒屋とりあえず
大阪市西区 TIGER-8
大阪市西区 Ｓｙｌｖｉａｎ
大阪市西区 ハーフェズ
大阪市西区 喫茶リバーサイド
大阪市西区 台湾料理味軒 阿波座店
大阪市西区 ちとせ
大阪市西区 西海岸
大阪市西区 dining braアンカー
大阪市西区 穂里館
大阪市西区 魚料理ささら
大阪市西区 SCALA
大阪市西区 Bullet
大阪市西区 宝堂ここら
大阪市西区 やきとり居酒屋ほんでん
大阪市西区 中国酒菜 真怡記
大阪市西区 ど鍋や新町
大阪市西区 JUICYS
大阪市西区 BISTRO◎BACCHUS
大阪市西区 Alakashi
大阪市西区 とりっこ
大阪市西区 かっちゃん食堂
大阪市西区 ニッカバー北堀江
大阪市西区 La cuvee
大阪市西区 焼鳥萬吉
大阪市西区 ムカカ
大阪市西区 遊食工房旬
大阪市西区 Birtro sourire
大阪市西区 九条  ちょい呑み缶ぽん
大阪市西区 華恋
大阪市西区 佳酒地鶏 辻田
大阪市西区 中華料理若水
大阪市西区 Remon
大阪市西区 オッテ
大阪市西区 レイズキッチン
大阪市西区 KARAOKE BAR BALLAD

2 / 27 ページ



市町村名 施設名称

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

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和3年12月14日公表分）

大阪市西区 basket case
大阪市西区 給酒所番所
大阪市港区 Shot & Snack  HIGASHI
大阪市港区 炭火焼肉 銅羅
大阪市港区 カラオケ喫茶DO-DO
大阪市港区 台湾料理味軒 港店
大阪市港区 丹頂
大阪市港区 久友
大阪市港区 海鮮貴族
大阪市港区 ちりとり鍋田中本店
大阪市港区 みさ
大阪市港区 LION
大阪市港区 一番亭
大阪市港区 呑み処こもだ
大阪市港区 AKASHIYA
大阪市港区 助佐
大阪市港区 KINGKAN
大阪市大正区 32PARADOX
大阪市大正区 馬肉専門ダークホース
大阪市大正区 串ヤス
大阪市大正区 笑酔人TUGBOAT TAISHO
大阪市大正区 居酒屋やまねこ
大阪市大正区 立ちのみ処  呑ものも
大阪市大正区 畑酒店
大阪市大正区 旅バル＆ホステルMONDO
大阪市大正区 にーぼ
大阪市大正区 らーめん麺泥棒 大正店
大阪市大正区 三ちゃん
大阪市大正区 誠sei
大阪市天王寺区 鍋屋あうん
大阪市天王寺区 旬菜ダイニング
大阪市天王寺区 長兵衛すし
大阪市天王寺区 Acoustic Live Cafe Anie
大阪市天王寺区 B-FUSION
大阪市天王寺区 大鳳閣ハイハイタウン店
大阪市天王寺区 酒井酒米店 立ち呑み処酒井
大阪市天王寺区 悦来閣
大阪市天王寺区 松よし
大阪市天王寺区 お好み焼きすずらん
大阪市天王寺区 鉄道バー駅
大阪市天王寺区 王チャジャン
大阪市天王寺区 創作居酒屋やす
大阪市天王寺区 Big
大阪市天王寺区 センムル
大阪市天王寺区 Kate Bar
大阪市浪速区 カフェ ルシファー
大阪市浪速区 明洞
大阪市浪速区 居酒屋あい
大阪市浪速区 中華料理 ひろや
大阪市浪速区 がばちょ
大阪市浪速区 手羽だるま難波店
大阪市浪速区 辛味噌小二郎
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大阪市浪速区 グランドゥーカなんば店
大阪市浪速区 じゃりん娘
大阪市浪速区 Southside Music Bar
大阪市浪速区 中華菜館一番
大阪市浪速区 士林 大阪日本橋店
大阪市浪速区 からあげ金と銀日本橋店
大阪市浪速区 清麺屋
大阪市浪速区 サウンドバード
大阪市浪速区 バナイル
大阪市浪速区 ほてい
大阪市浪速区 はやみ
大阪市浪速区 たこ焼きとんちゃん
大阪市浪速区 熊地下
大阪市浪速区 魔法のドン
大阪市浪速区 きたや
大阪市浪速区 焼肉三昧 玄
大阪市浪速区 有川家居酒屋華
大阪市浪速区 チーフの居酒屋
大阪市浪速区 旬彩おばんざい大髙
大阪市浪速区 寿し正
大阪市浪速区 割烹博多
大阪市西淀川区 呑み処 福
大阪市西淀川区 バウムドルフ
大阪市西淀川区 以蔵
大阪市西淀川区 仲地商店
大阪市西淀川区 杉
大阪市西淀川区 Hystericボンバー
大阪市西淀川区 日本酒バルいぶき
大阪市東淀川区 カラオケスタジオ順
大阪市東淀川区 焼肉レストランとらや
大阪市東淀川区 居酒屋宮古
大阪市東淀川区 居酒屋 大人のホルモン
大阪市東淀川区 串焼きBAL 簪 KANZASHI
大阪市東淀川区 お好み焼ゆき
大阪市東淀川区 とり小屋
大阪市東淀川区 マドンナ
大阪市東淀川区 ハピネス
大阪市東淀川区 次玄
大阪市東淀川区 ボン
大阪市東淀川区 地鶏海鮮はし幸
大阪市東淀川区 立ち飲み処LAND
大阪市東淀川区 +44  cafe
大阪市東淀川区 Bar Zero
大阪市東淀川区 柊il-gradino
大阪市東淀川区 酒処 ちゃみせ
大阪市東淀川区 カレーハウスディール
大阪市東淀川区 居酒屋展
大阪市東淀川区 笑福とおるちゃん
大阪市東淀川区 お好み焼き 寿美恵
大阪市東淀川区 たこ焼き鉄板 ぱっちー
大阪市東淀川区 クムスン
大阪市東淀川区 おのころ食堂淡路島
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大阪市東成区 凛花
大阪市東成区 IMAZATOひでぞうはなれ
大阪市東成区 二刀流
大阪市東成区 カラオケ喫茶 スリーナイン
大阪市東成区 麺屋三喜
大阪市東成区 串揚げ料理みや田
大阪市東成区 新加代
大阪市東成区 カレーハウスＴ＆Ａプラス
大阪市東成区 JOE'S BAR
大阪市東成区 山ちゃん
大阪市東成区 Bistro酒場らくだ
大阪市東成区 河岡水産
大阪市東成区 ラウンジうづ貴
大阪市東成区 なにわ亭 造
大阪市東成区 YUMMY TEKI
大阪市東成区 ALLREI
大阪市東成区 田村
大阪市東成区 勝ちゃん
大阪市東成区 いか玉屋プラスアルファ
大阪市生野区 ミチンデジ
大阪市生野区 株式会社なちゅらフーズ
大阪市生野区 チホ
大阪市生野区 家庭料理てん
大阪市生野区 炭の屋
大阪市生野区 金のスプーン
大阪市生野区 牛処郷
大阪市生野区 CLUB ニュープリンス
大阪市生野区 舌笑ONE
大阪市生野区 ヨーロピアンカフェ ちゃお！
大阪市生野区 割烹 豊水
大阪市生野区 SHADY LANE
大阪市生野区 eva
大阪市生野区 カラオケ ウエスタン
大阪市生野区 ニュー順子
大阪市生野区 焼肉 龍
大阪市生野区 食事処アッパ
大阪市生野区 ふくまさ
大阪市生野区 韓国料理チング
大阪市生野区 よってこ
大阪市生野区 パセリはパセリ
大阪市生野区 （豊）プンキッチン
大阪市生野区 わがまま
大阪市生野区 喫茶スナックスマイル
大阪市生野区 ダイニングバー秀
大阪市生野区 韓国料理幸福食堂
大阪市生野区 我が家
大阪市生野区 食べもん屋ほろ酔
大阪市生野区 VIP
大阪市生野区 創居酒屋ボタ
大阪市生野区 恵美
大阪市生野区 常磐
大阪市生野区 富ちゃん
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大阪市生野区 トントン
大阪市旭区 あかさん
大阪市旭区 居酒屋ふる里
大阪市旭区 ワインと炭焼きfusione
大阪市旭区 Bar ponpon
大阪市旭区 焼鳥居酒屋ねぎちゃん
大阪市旭区 カラオケ京ちゃん
大阪市旭区 香琳園
大阪市旭区 華牛
大阪市旭区 歌謡ステージ麗
大阪市旭区 夢家
大阪市旭区 お好み焼き美樹
大阪市城東区 エボニー
大阪市城東区 さかえ
大阪市城東区 韓non
大阪市城東区 バル＆ダイニングオニオンジャック蒲生四丁目
大阪市城東区 TOP
大阪市城東区 もも家本店
大阪市城東区 焼肉ノシアン
大阪市城東区 居酒屋張吉
大阪市城東区 むらかみ
大阪市城東区 ポコアポコ
大阪市城東区 よし寿し
大阪市城東区 焼肉いっぽ
大阪市城東区 カフェバーラム
大阪市城東区 串焼鳥 まほろば
大阪市城東区 cache-cache
大阪市城東区 しぎの家
大阪市城東区 CAFE CHAMP
大阪市城東区 欧風惣菜の店ローズマリー
大阪市城東区 和西料理店Si-しぃ-
大阪市城東区 ドリル食堂
大阪市城東区 海鮮酒家まつ
大阪市阿倍野区 十枡
大阪市阿倍野区 紀州
大阪市阿倍野区 楽味
大阪市阿倍野区 スナック潤
大阪市阿倍野区 Juke Joint
大阪市阿倍野区 WEST
大阪市阿倍野区 土佐備長炭焼とり 龍馬家
大阪市阿倍野区 和彩美酒 喜心
大阪市阿倍野区 bar Maria
大阪市阿倍野区 泉州ダイニング おとづれ
大阪市阿倍野区 恋路
大阪市阿倍野区 中国料理 大新
大阪市阿倍野区 ゆりどころ
大阪市阿倍野区 呑み処ざわや
大阪市阿倍野区 お好み焼き 幸や
大阪市阿倍野区 昭和
大阪市阿倍野区 PiEDRA
大阪市阿倍野区 桜や
大阪市阿倍野区 来々軒
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大阪市阿倍野区 阿倍野バル MUSUBIME
大阪市阿倍野区 ガシパファミリー レストラン＆BAR
大阪市阿倍野区 もつ鍋一将
大阪市阿倍野区 洋食とステーキ健
大阪市阿倍野区 喫茶 いこい
大阪市阿倍野区 PEGGY'S
大阪市阿倍野区 酔子
大阪市住吉区 和光
大阪市住吉区 炭焼地鶏鳥重
大阪市住吉区 いずみ
大阪市住吉区 旬菜や うりぼう
大阪市住吉区 ポップインNON
大阪市住吉区 和食割鮮豊さん
大阪市住吉区 御坊庵
大阪市住吉区 たんぽぽ
大阪市住吉区 らん
大阪市住吉区 手打そば和
大阪市住吉区 たけの子
大阪市住吉区 旬彩料理せと
大阪市住吉区 うぐいす
大阪市住吉区 天ぷら天雲
大阪市住吉区 串カツ工房海鮮酒場のんのこ
大阪市住吉区 小六
大阪市住吉区 蓬莱飯店
大阪市住吉区 中華料理福山楼
大阪市住吉区 深夜食堂西川ちょびっとまゆげ
大阪市住吉区 和楽菜彩 月
大阪市住吉区 神楽
大阪市住吉区 肉料理 幸之助
大阪市住吉区 OSAKA酒場あじひと
大阪市住吉区 カルチャーカフェ上方
大阪市住吉区 まつ富久
大阪市東住吉区 焼肉ハウスカウボーイ
大阪市東住吉区 蒙々亭
大阪市東住吉区 ぼて茶屋 針中野店
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 和・伊 創作ダイニングkourogi
大阪市東住吉区 Bar Rock
大阪市東住吉区 お好み焼・鉄板焼 わかば
大阪市東住吉区 安さん
大阪市東住吉区 LOCOROCO
大阪市東住吉区 玄
大阪市東住吉区 カラオケダイニングお多幸
大阪市東住吉区 スナックリセール
大阪市西成区 一番
大阪市西成区 広島お好み焼き 鉄板焼き かじ多
大阪市西成区 居酒屋カラオケ蛍
大阪市西成区 大阪せんや
大阪市西成区 Casual Bar ゆず
大阪市西成区 703TEI
大阪市西成区 江戸の秘密
大阪市西成区 笑酒幕府 松乃城
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大阪市西成区 マノス
大阪市西成区 ホルモン居酒屋まさ
大阪市西成区 モトナカ酒舗
大阪市西成区 你好
大阪市西成区 居酒屋山
大阪市西成区 カラオケ居酒屋ぽてん
大阪市西成区 山女庵
大阪市西成区 ナイス
大阪市西成区 ＭＰ株式会社 ＭＰＦＯＯＤＳ
大阪市西成区 明月
大阪市西成区 カフェダイニングセブン
大阪市西成区 ダイニングたから
大阪市西成区 ぜん吉 花園店
大阪市西成区 居酒屋168
大阪市西成区 もみじ
大阪市西成区 たこ彦
大阪市西成区 のみどころ智
大阪市西成区 スナックミヒロ
大阪市西成区 スタンド高千穂
大阪市西成区 優稀
大阪市西成区 グランマ号
大阪市西成区 スナック リバーサイド
大阪市西成区 万味屋
大阪市西成区 えいん
大阪市西成区 絢ちゃん
大阪市淀川区 スナックローザリィー
大阪市淀川区 大石
大阪市淀川区 手羽だるま三国駅前店
大阪市淀川区 Dream
大阪市淀川区 濱心
大阪市淀川区 居酒屋 酔蓮
大阪市淀川区 和彩工房料理ほのか
大阪市淀川区 さすらいのカンテキ 十三酒場
大阪市淀川区 和風バル XIPE
大阪市淀川区 焼肉山咲亭
大阪市淀川区 barAmu
大阪市淀川区 媛今治焼鳥の旅
大阪市淀川区 スター
大阪市淀川区 喫茶デン
大阪市淀川区 オルタンシアビストロ
大阪市淀川区 焼肉武蔵
大阪市淀川区 Joy
大阪市淀川区 すなっく扇
大阪市淀川区 Rim cafe&bar 
大阪市淀川区 お好み焼き 道草
大阪市淀川区 アンバー
大阪市淀川区 善し
大阪市淀川区 じゃりんこ
大阪市淀川区 Cafe aqua
大阪市淀川区 うどん処いづも
大阪市淀川区 カレーダイニング Ｃooo
大阪市淀川区 繁盛酒場良しとも
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大阪市淀川区 炭火焼鷄まくら
大阪市淀川区 メンバーズクラブ ルージュ
大阪市淀川区 B.west
大阪市淀川区 炭火焼ダイニング LONG HORN
大阪市淀川区 串カツまぁーむ
大阪市淀川区 barcashette
大阪市淀川区 パイの実
大阪市淀川区 ラウンジ恋人
大阪市淀川区 風林火山
大阪市淀川区 葉隠
大阪市淀川区 花鼓
大阪市淀川区 EnaDo
大阪市淀川区 BunnyGarden
大阪市淀川区 焼肉ROCCO
大阪市淀川区 とり倉
大阪市淀川区 阿波座チキン
大阪市淀川区 まんぷく亭 西中島店
大阪市淀川区 富かつ
大阪市淀川区 炭火焼肉・ホルモン うし政
大阪市淀川区 鶏陽和
大阪市淀川区 Shot Bar DROP IN
大阪市淀川区 有絵巣炭
大阪市鶴見区 炭火焼肉ホルモン いっき
大阪市鶴見区 ライラク
大阪市鶴見区 スナック のこ
大阪市住之江区 からおけ屋
大阪市住之江区 旬家三山
大阪市住之江区 玉水酒店
大阪市住之江区 ロン
大阪市住之江区 溶岩焼肉 とのさま
大阪市住之江区 焼肉・鍋ちんぐ
大阪市住之江区 けん蔵
大阪市住之江区 ダイニングバーもぐもぐ庵
大阪市住之江区 スナック世津子
大阪市住之江区 とんかつ工房和KAZU
大阪市住之江区 kitchen & cafe O.ba
大阪市住之江区 スナックエーマン
大阪市住之江区 MON
大阪市住之江区 真夢Mayu
大阪市住之江区 会席料理・仕出し 一 平
大阪市住之江区 Music&LiveBar LIVEHEART
大阪市住之江区 Brunch-バルSin
大阪市住之江区 王紀美食楼
大阪市住之江区 幸の鳥
大阪市住之江区 スナック愛
大阪市平野区 串処居呂八
大阪市平野区 Challenge
大阪市平野区 酒房 京
大阪市平野区 アゲインⅡ
大阪市平野区 バリハイ
大阪市平野区 びすとろ ひげじい
大阪市平野区 スナックらん
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大阪市平野区 居酒屋NOBO
大阪市平野区 中華料理吉祥
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 炉端焼駄駄っ子
大阪市平野区 Little Ribar 
大阪市平野区 味福
大阪市平野区 喜与志
大阪市平野区 お好み焼き ふくや
大阪市平野区 カラオケステージＴＡＫＥ
大阪市平野区 ホルモン焼 はまやん
大阪市平野区 ベジバル Beauty Ron Ron
大阪市平野区 のんＢee
大阪市平野区 居酒屋&BAR ROOMS
大阪市平野区 寿司正
大阪市平野区 ひでぼん加美本店
大阪市平野区 和楽
大阪市平野区 焼肉国産和牛きむら
大阪市平野区 きむら商店
大阪市平野区 SNACK ATLUS
大阪市平野区 焼肉「小城里」
大阪市平野区 居魚や
大阪市平野区 利白
大阪市平野区 姫茶イオンタウン平野店
大阪市平野区 MASARU.
大阪市平野区 とおせんぼ
大阪市北区 前田
大阪市北区 シンガネ
大阪市北区 聖良Ｉ
大阪市北区 初代
大阪市北区 りん
大阪市北区 Meursault 2nd Club
大阪市北区 lounge まさき
大阪市北区 地鶏専門店まるゑ天神橋3丁目店
大阪市北区 春奈家
大阪市北区 スナック梅の木
大阪市北区 なかみせ
大阪市北区 ハナラッキヨウ
大阪市北区 想ひ結
大阪市北区 近松
大阪市北区 彩鶏どり
大阪市北区 酒菜家 友
大阪市北区 立ち呑み処まる
大阪市北区 日本酒かんき
大阪市北区 酒菜竹井
大阪市北区 cafe&dining  Sugar Cube
大阪市北区 Seed bar
大阪市北区 和×伊 大衆酒場カランコロン
大阪市北区 鶏と島ごはん パナリ堂
大阪市北区 チーズケーキNOCOA
大阪市北区 BAR  IVY
大阪市北区 居酒屋 末広
大阪市北区 スナック笑み
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大阪市北区 串揚厨房K anta
大阪市北区 新多聞酒蔵
大阪市北区 鮨と肴蔵
大阪市北区 West
大阪市北区 member's snack for k
大阪市北区 串処 かりや
大阪市北区 DIVA
大阪市北区 GENYA
大阪市北区 屋上バーｂｅｅ
大阪市北区 北新地 なか尾
大阪市北区 熊本馬源
大阪市北区 アニソンDining＆BAR とらんぷ
大阪市北区 Bar Moment
大阪市北区 スナックまろうど
大阪市北区 Bar Leigh
大阪市北区 Bar Glory Flower
大阪市北区 Mint(みんと)
大阪市北区 Trinity
大阪市北区 Bar canon
大阪市北区 善三郎BAR
大阪市北区 mine
大阪市北区 musiqueAnge 
大阪市北区 こと美
大阪市北区 67k''
大阪市北区 中国酒家福龍園
大阪市北区 鉄板バルCOCOLO69
大阪市北区 choito
大阪市北区 ゆき
大阪市北区 鶏匠 暁
大阪市北区 snack3150
大阪市北区 スナック長野
大阪市北区 ブラックムース
大阪市北区 おしゃれ.バー アノット
大阪市北区 らいよはうす
大阪市北区 Tomarigi
大阪市北区 Barかすみ
大阪市北区 BAR Simbar
大阪市北区 ちょっとながやま kitashinchi
大阪市北区 D-tail
大阪市北区 Lu・pu
大阪市北区 まつうら
大阪市北区 Maison4125
大阪市北区 山本食品東店
大阪市北区 パレ水野
大阪市北区 オステリア ペコラポポラ
大阪市北区 ぺぺラーメン
大阪市北区 和洋酒 mii
大阪市北区 Bar宵待
大阪市北区 タイガー'sBar
大阪市北区 The Coconut Diner 
大阪市北区 美奈Mina
大阪市北区 MAISON DE TOMOKO
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大阪市北区 雅
大阪市北区 居酒屋割烹ほたる
大阪市北区 来多楼
大阪市北区 Neighbor
大阪市北区 スローインター
大阪市北区 BAR CRSEC
大阪市北区 かんさいだき常夜燈 豊崎本家
大阪市北区 ひめ
大阪市北区 鉄板料理 堂島
大阪市北区 暖
大阪市北区 GuLf
大阪市北区 バーターロギーソナ
大阪市北区 Ｂａｒひろこ
大阪市北区 pizzeria  scugnizzo da shigeo
大阪市北区 惣菜BAR味斗
大阪市北区 SPACERING
大阪市北区 大淀信州そば 中津店
大阪市北区 すなっくやよい
大阪市北区 ぶどう畑
大阪市北区 北新地さらさ
大阪市北区 ひでちゃんと
大阪市北区 ふぐや さでん
大阪市北区 唐津ん のぼせもん
大阪市北区 GAZIN ガザン
大阪市北区 正ちゃん
大阪市北区 ８８
大阪市北区 居酒屋でん
大阪市北区 春穂
大阪市北区 WALL-with  Ｔ-
大阪市北区 ＷＡＫＩＮＯ
大阪市北区 穂々恵み
大阪市北区 創作お好み焼きオセロ
大阪市北区 Pecorara
大阪市北区 北新地 はな柳
大阪市北区 Bar Augusta 
大阪市北区 やきとり大吉天神橋店
大阪市北区 premium
大阪市北区 大家
大阪市北区 アメリカンバー １９６９
大阪市北区 べろべろばあ
大阪市北区 揚子江ラーメン林記 兎我野店
大阪市北区 季節料理 喬司
大阪市北区 和酒・和食 新田
大阪市北区 お食事処きしがみ
大阪市北区 わがままキッチンＭｏｊｏＭｏｊｏ
大阪市北区 ショットバー トラッシュ
大阪市北区 Ｃｏｌ
大阪市北区 煮込み
大阪市北区 至極の麺 華
大阪市北区 揚子江ラーメン林記 お初天神店
大阪市北区 麺処さかもと
大阪市北区 鉄板焼 誉
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大阪市北区 Bar Augusta Tarlogie 
大阪市北区 ICHIFUJI
大阪市北区 勇気楼
大阪市北区 みずぐち
大阪市北区 とも亀
大阪市北区 MaCherie
大阪市北区 いか里
大阪市北区 蕎麦らうんじ東山
大阪市北区 GIRAFE
大阪市北区 旬の蔵 輔
大阪市北区 Z
大阪市北区 米と葡萄
大阪市北区 焼鳥亭てんまはまだ
大阪市北区 しんきょうパートⅡ
大阪市北区 こひろ
大阪市北区 カフェバーイマドマ
大阪市北区 日本酒バーつるばら
大阪市北区 居酒屋ファースト
大阪市北区 喫茶ボナヌー
大阪市北区 Monsieur&Madam1997
大阪市北区 SHOTBAR Tide
大阪市北区 龍ノ蔵
大阪市北区 地酒さかば雅
大阪市北区 金久右衛門梅田店
大阪市北区 お好み焼パセミヤ
大阪市北区 BarIslet
大阪市北区 Bodaiju Cafe
大阪市北区 居酒屋圭一
大阪市北区 酒蔵九州
大阪市北区 Bistro La ratatouille
大阪市北区 ブラッスリーランコン
大阪市北区 ちゃんねぇー家
大阪市北区 カチャトーレヤマガミ
大阪市北区 海風
大阪市北区 BANG
大阪市北区 ぴあの
大阪市北区 glad
大阪市北区 菖蒲
大阪市北区 Kita no Blue
大阪市北区 メンバーズKitano
大阪市中央区 リプサリス
大阪市中央区 ジッキン
大阪市中央区 日本酒＆ワインｔｏｉ
大阪市中央区 むかいの 五八
大阪市中央区 BRIGHT
大阪市中央区 プチ呑み酒場Oui
大阪市中央区 羅漢 平野町店
大阪市中央区 頂賢麺
大阪市中央区 80's Bar FREAK
大阪市中央区 MenbersJoy.s
大阪市中央区 グリーンプラス
大阪市中央区 街路樹
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大阪市中央区 メンバーズＢａｒわけあり
大阪市中央区 活ふぐ青柳
大阪市中央区 ＡＢＥＮＯ ＨＵＢ
大阪市中央区 Bar FunFun
大阪市中央区 松屋町バルＰＡＳＯ
大阪市中央区 宇屋
大阪市中央区 割烹はせ川
大阪市中央区 ベアート
大阪市中央区 朝美屋
大阪市中央区 XOXO Melinda
大阪市中央区 大心
大阪市中央区 スタンディングバー我歩
大阪市中央区 snack咲
大阪市中央区 すし処利八
大阪市中央区 Michel Vin Japonais
大阪市中央区 Tomo
大阪市中央区 ごはんや長助
大阪市中央区 味べい
大阪市中央区 崔の家
大阪市中央区 La  Oliva
大阪市中央区 ヴぃこんと
大阪市中央区 鳥料理 大番
大阪市中央区 居酒屋もつっ子きっそう
大阪市中央区 炭火焼＆焼酎BAR 焼庵
大阪市中央区 キッチン&リカー遊ya家
大阪市中央区 とり一
大阪市中央区 海鮮ひそか／ドンタク
大阪市中央区 ナガーン クッチーナイタリアーナ
大阪市中央区 ARTIST BAR
大阪市中央区 BAR U7
大阪市中央区 菜々人
大阪市中央区 G.R CAFE TERRACE
大阪市中央区 沖縄居酒屋てぃんがーら
大阪市中央区 居酒屋あーちゃん
大阪市中央区 マダム麗子１７８
大阪市中央区 鮨Ｄ
大阪市中央区 そば居酒屋 善生
大阪市中央区 ＢＡＭＥＮ
大阪市中央区 かし尾
大阪市中央区 3eBAR
大阪市中央区 哀酔酒町ROUTE路地裏
大阪市中央区 こなもんや三よ志
大阪市中央区 豚ピョラク
大阪市中央区 島唄ライブ おぼらだれん
大阪市中央区 絆
大阪市中央区 ヴァルプルギスの夜
大阪市中央区 ROCKBAR GUITAR-RA
大阪市中央区 大祥庵
大阪市中央区 sakuma 
大阪市中央区 カフェ＆レスト トニワン
大阪市中央区 月  家
大阪市中央区 セラバーケント
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大阪市中央区 八十島BIG BOSS
大阪市中央区 焼肉ヒロミヤ
大阪市中央区 和ダイニング恭道
大阪市中央区 あいだ
大阪市中央区 ピエール ロッティ
大阪市中央区 大阪あげ鳥 一
大阪市中央区 じんのばぁー
大阪市中央区 じゃじー
大阪市中央区 TCG Bar FUN
大阪市中央区 お好み焼 みふ
大阪市中央区 ラーメン薩摩
大阪市中央区 オールドバーマツミヤ
大阪市中央区 恋瀬
大阪市中央区 天満橋玉華園
大阪市中央区 ユキ
大阪市中央区 スナック ハル
大阪市中央区 Cafe&bar RinQ
大阪市中央区 新潟の地酒と銀しゃり 信
大阪市中央区 スナックとんちゃん
大阪市中央区 BAR 373
大阪市中央区 粋膳ダイニングあにゅー
大阪市中央区 マキショウ
大阪市中央区 酒肴BAR嚴樫
大阪市中央区 スナック鈴
大阪市中央区 三豊麺 心斎橋店
大阪市中央区 旬菜 番や
大阪市中央区 にせん
大阪市中央区 ハローズカフェ
大阪市中央区 Bar CLOUD BLANK
大阪市中央区 カレー倶楽部ルウ南船場店
大阪市中央区 紀州梅河
大阪市中央区 Bar M
大阪市中央区 延南ソ食堂
大阪市中央区 Re:
大阪市中央区 大阪マルカレー
大阪市中央区 押忍えびたこ家
大阪市中央区 ゆり
大阪市中央区 小料理 ガスビルマエ
大阪市中央区 リープ
大阪市中央区 ARASHI
大阪市中央区 魚菜・酒肴 すざき
大阪市中央区 bar Secret Chamber
大阪市中央区 雪景
大阪市中央区 ぶんちゃっ
大阪市中央区 花勢
大阪市中央区 七輪炭火焼肉丼専門店 のび太
大阪市中央区 Master's
大阪市中央区 モイセ
大阪市中央区 Member's裕
大阪市中央区 和牛もつ鍋どんまい
大阪市中央区 ＢＡＲ りふれーむ
大阪市中央区 肴処サムライ
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大阪市中央区 ASOBI-BAR
大阪市中央区 マンボウ
大阪市中央区 富美
大阪市中央区 マッコポチャ
大阪市中央区 お好み焼き どむす
大阪市中央区 Architect
大阪市中央区 蛇の目
大阪市中央区 スタンド ソバ サンカク
大阪市中央区 上等カレーBR長堀橋店
大阪市中央区 焼肉 彦壱
大阪市中央区 韓国料理関西
大阪市中央区 N裕
大阪市中央区 雅楽
大阪市中央区 若狭
大阪市中央区 眞
大阪市中央区 心斎橋サンボウル
大阪市中央区 ラウンジ宝來
大阪市中央区 suk
大阪市中央区 ワイン食堂 重太家
大阪市中央区 ネパール＆インド料理 Manakamana
大阪市中央区 ミナミ十字星本町店
大阪市中央区 いっしん
大阪市中央区 クラフトカフェ
大阪市中央区 エミ
大阪市中央区 時に和食 ゆきや
大阪市中央区 New GOLD
大阪市中央区 SKYYBLUE
大阪市中央区 綏泉
大阪市中央区 愛
大阪市中央区 なおみん家
大阪市中央区 Coniglio
大阪市中央区 韓国式屋台ジュンサイ
大阪市中央区 ちんちら
大阪市中央区 BAR athena
大阪市中央区 串かつ一品 AI あい
大阪市中央区 ラ・マン
大阪市中央区 サワディカー
大阪市中央区 順（JUN）
大阪市中央区 味菜
大阪市中央区 雅
大阪市中央区 ハンアリ
大阪市中央区 和ダイニングHatakenaka
大阪市中央区 Bar Crowd
大阪市中央区 鴨ノ炭治郎
大阪市中央区 立呑屋串天ロック
大阪市中央区 浜の香
大阪市中央区 ラウンジふみ
大阪市中央区 モエル
大阪市中央区 スナックかず也
大阪市中央区 すずめ
大阪市中央区 Candle
大阪市中央区 ボンジョルネ
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大阪市中央区 ちりとりダイニング宝輝
大阪市中央区 韓国料理錦
大阪市中央区 ＢＡＲうーちゃん
大阪市中央区 食彩あん
大阪市中央区 coro
大阪市中央区 カエル
大阪市中央区 大家
大阪市中央区 Joe
大阪市中央区 Daisy
大阪市中央区 JAGALCHI
大阪市中央区 ぢどり家 堺筋本町店
大阪市中央区 ウリジプ
大阪市中央区 リブラ
大阪市中央区 NOMISKY
大阪市中央区 年金バー
大阪市中央区 たに川
大阪市中央区 SAMANSA
大阪市中央区 autostrada
大阪市中央区 AROMA
大阪市中央区 Cactus Cantina
大阪市中央区 Rossi
大阪市中央区 中じや
大阪市中央区 ニューカレン
大阪市中央区 伊割烹Affetto
大阪市中央区 ルナージュ
大阪市中央区 Y・HOUSE
大阪市中央区 櫻
大阪市中央区 GAGA
大阪市中央区 ACE
大阪市中央区 楽酒楽肴 越冬
大阪市中央区 スナック 若草
大阪市中央区 酒房居酒屋ななし
大阪市中央区 YOU－MIN
大阪市中央区 すなつくりょう
大阪市中央区 猫ばＢａｒ
大阪市中央区 Charites
大阪市中央区 Y-3 BAR 宗右衛門店
大阪市中央区 魚串BAR
大阪市中央区 Home Party
大阪市中央区 meza
大阪市中央区 BAR PONY
大阪市中央区 ribbon DINING BAR
大阪市中央区 Blue
大阪市中央区 貴代
大阪市中央区 stylish BAR CLEVER
大阪市中央区 Z-BRA
大阪市中央区 Haraly
大阪市中央区 joint
大阪市中央区 七於實
大阪市中央区 ストリーム
堺市堺区 炭火ホルモンぎゅう侍
堺市堺区 お多幸
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堺市堺区 お好み焼き鉄板焼き鈴
堺市堺区 キャンディーママ
堺市堺区 JAM
堺市堺区 Club Rain
堺市堺区 釜山
堺市堺区 とまと２
堺市堺区 KE
堺市堺区 カラオケ居酒屋和笑囲
堺市堺区 LADYBuG
堺市堺区 カラオケスタジオ ドレミ
堺市堺区 中華料理 ふぐ料理 東明飯店
堺市堺区 カラオケ おもてなし
堺市堺区 スナックしのぶ
堺市堺区 酒肴逸品大笑
堺市堺区 ミスター天津飯
堺市堺区 chopin
堺市堺区 カラオケBarアメちゃら
堺市堺区 たこ焼浦
堺市堺区 ARIJI
堺市堺区 ARAWAK
堺市堺区 cafe&bar AnotherSKY
堺市堺区 一徳亭
堺市堺区 M-1
堺市堺区 195
堺市堺区 中国料理 美味家常菜 平田
堺市堺区 SANCHEZ
堺市堺区 まつ元
堺市堺区 MUGEN-01
堺市堺区 すなっくRemi
堺市堺区 有限会社 魚忠
堺市堺区 サケノトリコ
堺市堺区 ワンエル
堺市堺区 カラオケGoo
堺市中区 万る味
堺市中区 喫茶ルナ
堺市中区 しゃぶしゃぶみなみ
堺市中区 焼肉・冷麺つくし
堺市中区 焼き鳥ひょうたん島
堺市中区 ゆずぽんちゃん
堺市中区 ぢどり庵
堺市中区 ルミエール
堺市中区 極上馬刺し 黒桜
堺市中区 あぁみ婆
堺市中区 喫茶スナック みゆき
堺市中区 C yaan
堺市中区 スナックヴィンチ
堺市中区 御食事処なんでも屋幸太郎
堺市中区 カラオケWORLD
堺市中区 シェフの隠れ家
堺市中区 あじと
堺市中区 一唐
堺市中区 酒菜 思案橋
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堺市東区 カジュアルバーアレグラ
堺市東区 職人焼肉岸
堺市東区 LocoMotion
堺市東区 八剣伝白鷺店
堺市東区 心八剣伝 初芝駅前店
堺市東区 大蔵
堺市東区 一品料理 優
堺市東区 カラオケ・ザ・トレイン
堺市東区 カラオケスタジオ 壱岐っ娘
堺市東区 気まぐれ屋
堺市東区 すなっくどりいむ
堺市東区 阿呍
堺市東区 のんびり空間和ダイニングキッチン克
堺市西区 うどん屋六五
堺市西区 カフェ&バー ロキタ
堺市西区 寿し丸
堺市西区 Time
堺市西区 たいよう食堂
堺市西区 和風すなっくやわらぎ
堺市西区 soeurs
堺市西区 八剣伝石津川駅前店
堺市西区 和
堺市西区 BAR SLOW
堺市西区 株式会社元祖たこ昌 竹粋亭
堺市西区 ごりさんず
堺市西区 竹粋亭 鳳店
堺市南区 味菜亭
堺市南区 BAR Wink
堺市南区 からおけ タッチ
堺市南区 お好み焼きゆず
堺市南区 chillout lounge OASIS
堺市南区 河内屋
堺市南区 鮨樽
堺市北区 創作まぜそばまるさんかくしかく
堺市北区 村一番
堺市北区 炭火焼肉河野
堺市北区 かぢどり
堺市北区 福笑い
堺市北区 居酒屋もず一番
堺市北区 和ダイニング そう家
堺市北区 Ｔｉｋｉ
堺市北区 炭火鶏焼 山吹
堺市北区 おおさかもん料理 鮨 守屋
堺市北区 智
堺市北区 鳥きさんじ
堺市北区 透兵衛
堺市北区 うれしの
岸和田市 LUCKY
岸和田市 お好み焼きじゅじゅ
岸和田市 おかん
岸和田市 和酌和酌ひのきや
岸和田市 bar HipaHipa
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岸和田市 尾はこ
岸和田市 米粉パン＆創作ダイニング ＫＡＮ
岸和田市 Orenchi cafe
岸和田市 洋食焼きからすの
岸和田市 中国料理秀華
岸和田市 お好み焼き とも
岸和田市 うを音
岸和田市 Good
岸和田市 スタジオF
岸和田市 Iris
岸和田市 BAR R3
岸和田市 居酒屋 仁
岸和田市 うどんば しん
岸和田市 カラオケ居恋
岸和田市 のみくい処しょーべぇ
岸和田市 アリラン亭
岸和田市 居酒屋ひろたん
岸和田市 BAR  SPINNA
岸和田市 晴れる家
岸和田市 スナック佳余
岸和田市 幸家有楽
岸和田市 旬菜や いなせ
岸和田市 のみくいやつくし
豊中市 スナック 未来樹
豊中市 かしわ舎服部店
豊中市 お好み焼 味幸
豊中市 千客万来まねきだこ 千里中央店
豊中市 炭火焼牛タン・ハラミ 祝
豊中市 スナック ユサ
豊中市 Travel&Music Bar Tommy's
豊中市 欧風料理屋RAISIN
豊中市 BACCHUSてんじん
豊中市 魚富水産・ぎょっぷ
豊中市 鉄板ダイニング桜亭
豊中市 じゅじゅ庵 服部店
豊中市 ラウンジAlfa
豊中市 庄内ブルースアンドライブバールーズ
豊中市 WINE DINING Kuerpo
豊中市 やきとり大吉 服部元町店
豊中市 居酒屋 蛮酌
豊中市 お好み幸房和楽
豊中市 肉匠豊乃
豊中市 カルボリ
豊中市 焼肉三品
豊中市 サンチョパンサ
豊中市 太平洋
豊中市 居酒屋ひょっとこ
豊中市 お出汁の薫る家庭料理あきゑ
豊中市 一品料理ゆき
豊中市 鮨 西木
豊中市 スナックマリ
豊中市 カラオケ居酒屋 かよちゃん
豊中市 ネギッ娘
豊中市 お食事処丸まる
池田市 スナック セイナ
池田市 マジっすか池田石橋学園
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池田市 松前
池田市 カステラ物語
池田市 串かつ最善
池田市 ルークカフェ
池田市 麺屋SALT
池田市 珍吉
池田市 居酒屋 だるま
池田市 Regalo da vino
池田市 弥栄
池田市 BobCat
池田市 和 せいりゅう
池田市 中華そば 表があれば裏もある
吹田市 カラオケ酒都
吹田市 オニオンオニオン
吹田市 ビーバンプ
吹田市 ななを
吹田市 がんちゃん
吹田市 食彩工房あきの
吹田市 GO.ST
吹田市 中国料理明陽軒
吹田市 寿司割烹なるを日本酒ダイニング福warai
吹田市 焼肉あさだ
吹田市 DONBURI ASADA
吹田市 花車
吹田市 IMPACT
吹田市 旬の環
吹田市 麺商ゴリマツ 関大前店
吹田市 南国飯店ぬまやー
吹田市 ミニラウンジチャップリン
吹田市 ゆう翔
泉大津市 楽座
泉大津市 レストランフランボワーズ
泉大津市 ダイアモンドムーン
泉大津市 スナック歩
泉大津市 ＢＡＲ 早乙女
泉大津市 カラオケマイソング
泉大津市 季節料理 味彩
泉大津市 テコナ
高槻市 鉄板串焼串すけ
高槻市 カフェ・ドマリンナ
高槻市 ベルフォーレ
高槻市 Bistro Le Coin Discret
高槻市 炭火串焼 はなきりん
高槻市 あまえんぼう
高槻市 鳥ばやし
高槻市 スナックピエロ
高槻市 檸檬樹529
高槻市 ビリヤード・ダーツ＆Ｆｏｏｄ ｂａｒ Ｏｚｂｕｄｄｙ
高槻市 和ダイニング治
高槻市 primal
高槻市 オン チューン
高槻市 海の家パイレーツ
高槻市 炭火やき鶏吉川
高槻市 BAR  HAーCHAN
高槻市 らぁめん甚
高槻市 やきとり大吉 高槻市役所前店
高槻市 居酒屋 宴屋
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高槻市 epi Italian&French
高槻市 Cafe&kitchen Po
高槻市 CalmHome
高槻市 Lua
貝塚市 スナック 百音
貝塚市 パサトーレ
貝塚市 やきとり永徳
貝塚市 なにわ勝兵衛 貝塚店
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 やす
守口市 kitchen  buzz
守口市 やきにく処樹樹
守口市 クリンク千恵
守口市 居酒屋桐生
守口市 かっぽう味平
守口市 BAR 信天翁
守口市 六源
守口市 侑
守口市 呑み処大空
守口市 居酒屋 悠佳
守口市 ロデオ ドライブ
枚方市 お好み焼き 花林
枚方市 BAR CrossRoad
枚方市 麗華
枚方市 The Second BAR
枚方市 あじさい
枚方市 靜
枚方市 味そ庵
枚方市 魚居酒屋頑ばりや
枚方市 旬菜スタンドてんてん
枚方市 酒房 よしむね
枚方市 moms+kitchen&cafe
枚方市 フェリーチェ季
枚方市 ラ・サンテ
枚方市 援軍山
枚方市 カラオケ居酒屋前進
枚方市 寿し活
枚方市 龍潭
枚方市 Nico.Laugh
枚方市 ホルモン八起
枚方市 ラーメンあおやま
枚方市 Shiho
枚方市 大阪王将 くずは朝日店
枚方市 カラオケ喫茶 ボサ
枚方市 居酒屋みつや
茨木市 カフェレードル
茨木市 さすらいのカンテキ JR 茨木まる酒場
茨木市 珍味苑
茨木市 FEELGOOD FACTOR
茨木市 トラットリア ルナピエナ
茨木市 ラウンジゆか
茨木市 キッチンバル治兵衛
茨木市 lounge Ciel
茨木市 飲み食い処お宝まんちん
茨木市 佳肴ながつき
茨木市 Lounge nao
茨木市 cafe&bar HOUSE of DREAD
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茨木市 とりとっとー
茨木市 居酒屋 錦蔵
茨木市 福すし
茨木市 MOX
茨木市 かつ工房しの家
茨木市 こなもん鉄板焼 はなきょう
茨木市 RE . MOX
茨木市 . MOX
茨木市 酒肴菜結庵
茨木市 味楽
茨木市 笹寿司
茨木市 のんき
八尾市 ちょっと酒肴でんで
八尾市 洋食や
八尾市 喫茶 コンパ 
八尾市 菜
八尾市 ピースアシュベリー
八尾市 炭焼 陽なたや
八尾市 ＳＡＹ
八尾市 まんま。
八尾市 能登屋
八尾市 三郎丸
八尾市 たこ焼あほや志紀駅前店
八尾市 フェリーチェ
八尾市 カラオケ喫茶 歌姫
八尾市 焼肉工房みなと
八尾市 四季彩々 すえひろ
八尾市 焼きとり居酒屋 吉鳥
八尾市 MIRAI
八尾市 TACHINOMI朝日
八尾市 カラオケパブミラノ
八尾市 DRESS
八尾市 手打うどん白扇
八尾市 カラオケ喫茶ナイトフライト
八尾市 麺や一想
八尾市 ふじ
八尾市 MAKO家
八尾市 めーぷる
八尾市 蓮
八尾市 酒きっさくろ
八尾市 焼肉ホルモンの店つねちゃん
八尾市 料理や たつな
八尾市 8Line's
泉佐野市 仕事人
泉佐野市 スナックキャンドル
泉佐野市 kichi kichi
泉佐野市 坂井珈琲 泉佐野店
泉佐野市 レストラン離宮
泉佐野市 らーめん醤 泉佐野店
泉佐野市 スナック羅蘭
泉佐野市 大衆寿司割烹三味
泉佐野市 やきにくまる
泉佐野市 山笑
泉佐野市 漁場
富田林市 串かつはやし
富田林市 浪速料理西尾
富田林市 かつらぎ
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寝屋川市 JAH
寝屋川市 なにわ
寝屋川市 備前
寝屋川市 てこてこ小町
寝屋川市 ぼんてん丸
寝屋川市 やきとり大吉寝屋川店
寝屋川市 Bar ジュエル
寝屋川市 中華料理 平
寝屋川市 心々
寝屋川市 お好み焼みやま
寝屋川市 BARマルーブラ
寝屋川市 肴呑 ボッチ
寝屋川市 glam
寝屋川市 中華ビストロうちだ
寝屋川市 Misty
寝屋川市 居酒屋エビス
寝屋川市 伊仏食堂DAI
寝屋川市 ウインク
寝屋川市 カラオケ喫茶ゆき
寝屋川市 濃厚煮干とんこつラーメン寝屋川石田てっぺい
寝屋川市 居酒屋あほうどり
寝屋川市 北京
河内長野市 カラオケことぶき
河内長野市 おばな旅館富貴亭
河内長野市 まん月や
河内長野市 炭焼バル久
河内長野市 大ふへん者
河内長野市 唄い処 ぽっかぽか
河内長野市 Sakura Cafe
河内長野市 居酒屋 くーさん
河内長野市 居酒屋いろり
河内長野市 ニューはーと
松原市 魚周
松原市 カラオケ喫茶大連
松原市 中国料理大河
松原市 中華酒家 酔龍笑虎
松原市 フレンド
松原市 バンコクタイ料理
松原市 HIDEOUT
松原市 家庭料理たんぽぽ
松原市 葡萄の木
松原市 焼肉 池田
松原市 カラオケ喫茶 歌謡館
松原市 立呑み 姫
大東市 祝祭カフェ ガボット
大東市 ナイトラウンジきよ
大東市 中華料理 大東飯店
大東市 ドン・マルキーノ
大東市 Angela
大東市 A iらんど
和泉市 あかとんぼ
和泉市 とみ吉
和泉市 お好みガーデンローゼ
和泉市 御食事処エクボ
和泉市 南州軒 小田店
和泉市 創作料理 司
和泉市 城山
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和泉市 五飯屋
和泉市 Loco920*
和泉市 ハレルヤ
箕面市 テクテク紅茶や
箕面市 お食事処さくらい
箕面市 カラオケカフェしぶおんぷ
箕面市 らーめん菜菜
箕面市 ピッツェリア ソジョルノ
箕面市 和（あえる）
箕面市 JOY Bar
箕面市 せんしゅう
箕面市 スナックMR
柏原市 麺のろちん
柏原市 まぁーめいど
柏原市 徳島らーめんひろ家
柏原市 居酒屋 壱番
柏原市 S-FACTORY
羽曳野市 吞み喰い処 ひとっちゃん
羽曳野市 焼肉甲子園
羽曳野市 三河鮨
羽曳野市 居酒屋たかちゃん
羽曳野市 お夢や
羽曳野市 居酒屋ふくや(城山店)
羽曳野市 水響館
羽曳野市 手しごと家 くる
門真市 旬の味さくら
門真市 祥瑞ラーメン
門真市 スナックカラオケ居酒屋コスモス
門真市 スナックワンスモア
門真市 レストランバー ベビーブレス
門真市 カラオケ春彩
門真市 仲ちゃん
門真市 お笑い酒場おばけ
門真市 お好み焼き 居酒屋 ふくや 門真店
門真市 産直魚貝センター
門真市 スナック千
門真市 焼肉鶴園
門真市 スナックヒロヰン
門真市 立呑屋さん門真本店
門真市 居酒屋 味
門真市 ひまわり
摂津市 食堂ちえ
摂津市 カフェあずきなこ
摂津市 お好み焼き マルケン
摂津市 WALL
摂津市 炭火焼 まこと家
高石市 鉄板焼専門のお店 脇田
高石市 歌演
高石市 立飲酒場 ICO 家
高石市 S tand MIRAKURU
高石市 PACE
藤井寺市 呑食処 元菊
藤井寺市 スナック・ジョーカー
藤井寺市 焼き肉革命
藤井寺市 立飲HAJIME
藤井寺市 ラウンジCoCo
藤井寺市 コリアンダイニング Kogiya
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藤井寺市 一品料理ひらの
藤井寺市 清重
藤井寺市 鳥SAKA
藤井寺市 立呑み処はるき
藤井寺市 串かつ専門店月ヶ瀬
藤井寺市 居酒屋花
藤井寺市 たこ焼き・串カツ バルG.o.
藤井寺市 炭火焼肉福ざき
東大阪市 スナックM
東大阪市 Cafe Connext You
東大阪市 ばんぶぅ
東大阪市 炭火居酒屋 良-ryo-
東大阪市 スナックあき
東大阪市 ザッツピザ
東大阪市 鮨錦
東大阪市 河内の呑みどころ鶴姫 中華居酒屋鶴姫
東大阪市 株式会社みやこ みやこ食堂
東大阪市 居酒屋あじろ亭
東大阪市 居酒屋舷花
東大阪市 ラウンジ瑠樹
東大阪市 珈琲工房
東大阪市 めぐちゃん家のたこ焼き
東大阪市 中華料理999
東大阪市 RESORT
東大阪市 うどんと日本酒 つるん、
東大阪市 居酒屋将軍
東大阪市 Butchi BAR
東大阪市 珉珉東花園店
東大阪市 炭焼きやきとり吉四六
東大阪市 まーちゃん
東大阪市 カラオケB a rありす
東大阪市 串揚げいのうえ
東大阪市 ゾロ
東大阪市 カラオケステージ絆
東大阪市 居酒屋平蔵
東大阪市 麺屋工藤
東大阪市 OKADABAR
東大阪市 fiaschetta
東大阪市 花園ラグビー酒場
東大阪市 大八
東大阪市 ドーニ
東大阪市 来々軒
東大阪市 居酒屋山ちゃん
東大阪市 Lecoeur（ルクール）
東大阪市 笑蛸
東大阪市 多幸家
東大阪市 かしむら
東大阪市 kitchen MASA 宗
東大阪市 頂屋
東大阪市 カラオケ我がまま
東大阪市 Bar&Dining LiNCUE
東大阪市 炭火焼鳥 心
東大阪市 お好み焼ねぼっ
東大阪市 焼物処やきにくまえだ
東大阪市 又平食堂
東大阪市 山海屋
東大阪市 韓国料理豚兄
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東大阪市 居酒屋れんこん
東大阪市 ミニィ
東大阪市 そば、うどん 山びこ
東大阪市 スナックカプリコーン
東大阪市 炭火焼きよしや
東大阪市 なんくる
東大阪市 Ｆｅ'ｓ
東大阪市 ほがらか俊徳店
東大阪市 バーアンディエル
東大阪市 銀寿司
東大阪市 ＭＩＺＵＹＡ
東大阪市 レガーロ
東大阪市 お食事処 華
東大阪市 梅ヶ丘
東大阪市 Prim Rose
東大阪市 こすず
東大阪市 POOLJAM 
泉南市 喫茶とき
四條畷市 酔いどれ とおまわり
四條畷市 中華料理 天星
四條畷市 仏蘭西屋
四條畷市 喫茶茶目
四條畷市 花宵
四條畷市 じゅんちゃん
交野市 中華厨房やまぐち
交野市 ふるさと
大阪狭山市 PIZZERIA E OSTERIA MASSIMO 
大阪狭山市 渚
大阪狭山市 居酒屋 KONGO GONBE
大阪狭山市 Le Soleil WAGURI
大阪狭山市 鉄板ダイニング夢元
阪南市 カラオケ優
阪南市 居酒屋 次郎長
阪南市 呑み処日和
阪南市 野菜巻き串バル ぽっぽ
豊能町 中華料理喜泰園
忠岡町 スナックみゆき
熊取町 ココハウス
田尻町 カラオケほっこり
田尻町 喫茶シャンボール
河南町 旬彩三谷
河南町 中国四川料理 梅花子
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