
市町村名 施設名称

大阪市都島区 グリルとおでん Kante.PJT
大阪市都島区 居酒屋 華
大阪市都島区 SEA SKY
大阪市都島区 Bar the Monarch
大阪市都島区 BURGER PRODUCTS
大阪市都島区 chill out
大阪市都島区 EI-KA
大阪市都島区 立ち呑み酒場 あきまる
大阪市都島区 旬ごはんとお酒 三心
大阪市都島区 味楽亭
大阪市都島区 豚ステーキブタのやーつ/Bar  story
大阪市都島区 KOTE
大阪市都島区 RAITO
大阪市都島区 Bar Toddy
大阪市都島区 イタリア食堂イルセルペンテ
大阪市都島区 GOURD
大阪市都島区 トヨクニコーヒー
大阪市都島区 grupetto
大阪市都島区 Ｒｏｃｋｉｎ’Ｃｉｔｙ
大阪市都島区 たまり
大阪市都島区 IRIETIME 
大阪市都島区 得一京橋
大阪市都島区 お祭りマンボ
大阪市都島区 焼肉牛王
大阪市都島区 かすみや片町
大阪市都島区 彩鳥亭
大阪市都島区 丸藤（まるふじ）
大阪市都島区 カレーライスの印度屋 京橋店
大阪市都島区 しゃぶしゃぶやすだ
大阪市都島区 ハピネス
大阪市都島区 らーめん日出屋
大阪市都島区 徳田厨房
大阪市都島区 炭焼地鶏 楽や
大阪市都島区 清昌館 京橋店
大阪市都島区 Club-D
大阪市都島区 寿し一
大阪市都島区 おでん居酒屋パドッ区
大阪市都島区 新世界もつ鍋屋 京橋店
大阪市都島区 COSCOクレープ
大阪市都島区 ビストロドリマージュ
大阪市都島区 居酒屋きたろう
大阪市都島区 十八番
大阪市都島区 焼肉のあじまる 都島店
大阪市都島区 ほてい寿司
大阪市都島区 カラオケ喫茶 コスモス
大阪市都島区 楽食居酒屋 このみ 京橋支店
大阪市都島区 立呑専科力雅
大阪市都島区 カフェ&バー アンピフルリ
大阪市都島区 鳥休

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3月1日公表分）
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大阪市都島区 Bar Preferir 
大阪市都島区 居酒屋尾留
大阪市都島区 飯時マム
大阪市都島区 一心
大阪市都島区 おおくぼ
大阪市都島区 鉄板dinigもら
大阪市都島区 旨旬酒場純
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 Bar ZERO
大阪市都島区 結月
大阪市都島区 en
大阪市都島区 ビストロみうら
大阪市都島区 すなっくすずらん
大阪市都島区 なかがわ
大阪市都島区 丼丸 都島２号店
大阪市都島区 ケンタッキーフライドチキン 京橋店
大阪市都島区 PUB LOUNGE QOO
大阪市都島区 スナックcheri
大阪市都島区 うわさの姫子
大阪市都島区 旬菜酒房 くにこし
大阪市都島区 居酒屋こころ
大阪市都島区 とんまる
大阪市都島区 肉バル×イタリアンRIVIO 京橋北店
大阪市都島区 小料理藤
大阪市都島区 馬肉料理りょう馬
大阪市都島区 和Diningたちばな
大阪市都島区 和菜むすび
大阪市都島区 Eterna
大阪市都島区 銀座いち五
大阪市都島区 ラブ
大阪市都島区 駄菓子BARウサギ堂ZZ
大阪市都島区 Bar YMT
大阪市都島区 舫
大阪市都島区 BAR Jack
大阪市都島区 ヒマラヤダイニング＆バー
大阪市都島区 喫茶ブライト
大阪市都島区 浅い月会い
大阪市都島区 カラオケ．スナック 五六八
大阪市都島区 格安王将 都島店
大阪市都島区 セブンデイズ京橋 
大阪市都島区 お富
大阪市都島区 もとや
大阪市都島区 呑み処京
大阪市都島区 cocoro 心
大阪市都島区 和風バール『鳥羽屋』
大阪市都島区 炉端焼き 桃太郎
大阪市都島区 丸安
大阪市都島区 TOM DOOLEY
大阪市都島区 59 KO-KUH
大阪市都島区 華小町
大阪市福島区 Night Space Q
大阪市福島区 カレー屋SUN

2 / 88 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3月1日公表分）

大阪市福島区 炭焼居酒屋もりを
大阪市福島区 マリリン・モンロー
大阪市福島区 coccorana
大阪市福島区 cafe and space marushin
大阪市福島区 DAIDOKORO
大阪市福島区 炭や肴やはん蔵
大阪市福島区 ヴェルベットヴァーゴ
大阪市福島区 ぎんがだむ
大阪市福島区 鮓と鉄板さくやま
大阪市福島区 鮮や丸
大阪市福島区 新世界もつ鍋屋 福島店
大阪市福島区 TiTi
大阪市福島区 Nuage Jaoon
大阪市福島区 imas_project
大阪市福島区 nondiys'bar Mahira
大阪市福島区 かく庄
大阪市福島区 千鶴
大阪市福島区 ちゃら
大阪市福島区 鮨ダイニング龍
大阪市福島区 CAFE & BAR 満天の空
大阪市福島区 CAFE BAR VOGUE
大阪市福島区 ダンニャワード福島店
大阪市福島区 海鮮居酒屋 ありあけ
大阪市福島区 すし地車
大阪市福島区 BAR 㐂坐吽
大阪市福島区 VOGUE
大阪市福島区 スナックさくら
大阪市福島区 リッチ3番館
大阪市福島区 笑合幸
大阪市福島区 ほろよい酒場やんと
大阪市福島区 すし青木
大阪市福島区 鶏寅陽
大阪市福島区 百野焼肉
大阪市福島区 やきとりやこころ新福島店
大阪市福島区 幸乃道
大阪市福島区 大阪餃子MARUKAMI
大阪市福島区 ざこば鮨本店
大阪市福島区 タンサンバルポゴ
大阪市福島区 ＤＡＩＧＡＫＵ
大阪市福島区 釣りバカ居酒屋 たけ家ん
大阪市福島区 赤禿酒店
大阪市福島区 カラオケ喫茶ら・ら・ら
大阪市福島区 米粉お好み焼き志やり
大阪市福島区 キャスロゥル・クラブ
大阪市福島区 ＰＥＮＮＹＬＯＡＦＥＲＳ
大阪市福島区 えぷろん
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 Bar Lil farm
大阪市福島区 中華飯店  圄武(GOBU)
大阪市福島区 Bar 土器
大阪市福島区 屋台居酒屋大阪満マルＪＲ野田店

3 / 88 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3月1日公表分）

大阪市福島区 韓国料理ハルバン福島店
大阪市福島区 立食焼肉一穂福島店
大阪市福島区 うまうま
大阪市福島区 お好み焼じゅん
大阪市福島区 西梅田らんぷ
大阪市福島区 オリーブ
大阪市福島区 Bar Hug
大阪市福島区 立呑みぽっぽ亭
大阪市福島区 鮨永吉
大阪市福島区 チカサカバ
大阪市福島区 上田温酒場
大阪市福島区 にくずし
大阪市福島区 かにふぐ家
大阪市福島区 牛語
大阪市福島区 延重
大阪市福島区 とんかつ道場
大阪市福島区 コントデュヴァン
大阪市福島区 ミスタードーナツイオンスタイル海老江ショップ
大阪市福島区 キッチン菜花実
大阪市福島区 オペレッタ５２福島店
大阪市福島区 西洋料理コンフェイト金平糖
大阪市福島区 お好み焼き 粉匠
大阪市福島区 カラオケ まつお
大阪市福島区 小皿が主役oshiri.yes
大阪市福島区 やきとりひろ
大阪市福島区 しゃぶ扇野田阪神店
大阪市福島区 本店 上等カレー
大阪市福島区 初雪食堂
大阪市福島区 わんとケンムン野田店
大阪市福島区 ふぐ繁
大阪市福島区 こっそりカレー
大阪市福島区 グリルニュートモヒロ
大阪市福島区 海物焼 新島水産
大阪市福島区 焼きとり照味
大阪市福島区 天ぷら 大坂屋 草哲
大阪市福島区 まぜ麺ｍａｈｏｒｏｂａ
大阪市福島区 味処ます吉
大阪市福島区 大阪成吉思汗ひつじ倶楽部
大阪市福島区 すきやきダイニングHiro
大阪市福島区 焼肉 冷麺 黄金
大阪市福島区 カレー&バーマンマ
大阪市福島区 串天ぷらと日本酒バルかぐら
大阪市福島区 焼肉 味希
大阪市福島区 かみおか食堂
大阪市此花区 haru
大阪市此花区 Mare d'oro
大阪市此花区 炭火焼鶏やすまろ
大阪市此花区 ひよこ屋
大阪市此花区 一品料理君
大阪市此花区 PuPuPu Petit a Petit 
大阪市此花区 居酒屋ぶらぶら
大阪市此花区 cafe Fun fan
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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 TANDOORI KITCHEN
大阪市此花区 天天菜館
大阪市此花区 喫茶パール
大阪市此花区 おかんの台所
大阪市此花区 ととり
大阪市此花区 ＢＲＡＮＤ ＮＥＷ
大阪市此花区 浪華温泉
大阪市此花区 大同飯店
大阪市此花区 カラオケ喫茶 ROSE
大阪市此花区 七（居酒屋）
大阪市此花区 カラオケ富士
大阪市此花区 伊万里
大阪市此花区 心こ丸
大阪市此花区 月山祐寿司
大阪市此花区 ラウンジ エミーゴ
大阪市此花区 笑fu
大阪市此花区 すなっく 涼風
大阪市此花区 蕎麦居酒屋 樹楽
大阪市此花区 ますみ
大阪市此花区 スナック あげまん
大阪市西区 ピープルズ
大阪市西区 SO MANY ROADS
大阪市西区 And you 
大阪市西区 ASIAN RAD AFTERS
大阪市西区 居酒屋石の花
大阪市西区 スナイパー
大阪市西区 すみれ
大阪市西区 La Cantinetta
大阪市西区 すなっく我夢
大阪市西区 pizzeria osteria la ROCCIA
大阪市西区 Chai Chai
大阪市西区 新町海鮮居酒屋うおのや
大阪市西区 勝新
大阪市西区 ラーメン・つけ麺笑福西本町店
大阪市西区 そば処乃ぶよし
大阪市西区 いつもの処
大阪市西区 こはくはこ
大阪市西区 素敵家
大阪市西区 COCONO
大阪市西区 居食屋たかちゃん
大阪市西区 紅羽
大阪市西区 ※710
大阪市西区 ROKUJYUEN
大阪市西区 心粋うどんいろは
大阪市西区 中華菜館 水晶
大阪市西区 大衆酒場マルタカ
大阪市西区 petibon
大阪市西区 珈琲の駱駝屋
大阪市西区 BIG JACK
大阪市西区 スパイス食堂ニッキ
大阪市西区 中華料理とんとん
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大阪市西区 洋食手嶋
大阪市西区 すなっく てまり
大阪市西区 立ち呑み美月
大阪市西区 燕酒家
大阪市西区 Indian Nepal Restaurant and Bar SIDDARTHA
大阪市西区 天ぷらうえの
大阪市西区 茶庭
大阪市西区 まごころ料理鷲見
大阪市西区 炭火焼鳥とり小僧
大阪市西区 ＧＯＨＡＮ ＣＡＦＥ こうりん
大阪市西区 イル・クアドリフォーリオ
大阪市西区 sista8
大阪市西区 蛸のつぼ西本町店
大阪市西区 やよい軒九条店
大阪市西区 Alffo Records
大阪市西区 シボン
大阪市西区 BAR つちのこ
大阪市西区 ORANGE PARK
大阪市西区 Bistro隠
大阪市西区 Comptoir15
大阪市西区 布目の里 新町店
大阪市西区 紗Bon堂
大阪市西区 ゴルフカフェ四ツ橋
大阪市西区 でんでんむし
大阪市西区 KAMIKAZE
大阪市西区 Number405
大阪市西区 DELHI
大阪市西区 流星
大阪市西区 ＭＯＮＤＩＡＬ ＫＡＦＦＥＥ ３２８ ＳＴＡＮＤ ＧＵＴ ＷＯＬＦ
大阪市西区 紬
大阪市西区 縁恩
大阪市西区 洋食屋なにわ亭
大阪市西区 GRANKNOT COFFEE
大阪市西区 高級芋菓子しみず新町店
大阪市西区 八木餃子九条本店
大阪市西区 ベイクブラウン
大阪市西区 さやか
大阪市西区 結美
大阪市西区 まつじゅう
大阪市西区 麺乃庄つるまる京町堀店
大阪市西区 麺乃庄つるまる饂飩土佐堀ダイビル店
大阪市西区 旨手羽家九条店
大阪市西区 楽々ーtano tanoー
大阪市西区 Ocona
大阪市西区 宇都宮ハレノヒ餃子直売所 堀江本店
大阪市西区 伍久楽
大阪市西区 アタッコ
大阪市西区 北南東礼西
大阪市西区 PROTEIN LAB.
大阪市西区 江里花
大阪市西区 料理店雪月花
大阪市西区 料理店 ねこ色
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大阪市西区 路地裏のボリィズ
大阪市西区 料亭 かぐや姫
大阪市西区 うどん居酒屋江戸堀
大阪市西区 ワンズ・ハウス
大阪市西区 bigcake ビッグケーキ
大阪市西区 Cafe & Restaurant DECO
大阪市西区 大衆居酒屋きっちょむ
大阪市西区 DEVI Indian&Nepalese Restaurant
大阪市西区 和顔
大阪市西区 おおはら
大阪市西区 吉み乃製麺所
大阪市西区 jeudi cafe
大阪市西区 料亭 奏
大阪市西区 とんかつ一番2deux
大阪市西区 ティアラ
大阪市西区 WINE&BEER頂
大阪市西区 龍苑
大阪市西区 EN west
大阪市西区 Dining&Bar Rion
大阪市西区 山茶花
大阪市西区 焼肉たつみや
大阪市西区 かどや焼肉店
大阪市西区 割烹たけだ
大阪市西区 エンネ
大阪市西区 らーめん香澄
大阪市西区 BAR STREGA
大阪市西区 うず潮
大阪市西区 てんぷら処 きた原
大阪市西区 日本料理梅堂
大阪市西区 炉端焼き酒場 中々 肥後橋店
大阪市西区 べん天うどん
大阪市西区 カラオケ＆スナックしま
大阪市西区 CORNER STAND
大阪市西区 いっぷく屋
大阪市西区 串焼きえびす
大阪市西区 株式会社大和屋食堂
大阪市西区 魚菜料理二代目みつい
大阪市西区 もとや
大阪市西区 バルタザール
大阪市西区 秀吉肥後橋店
大阪市西区 Bonsowa ShiyokuD
大阪市西区 そば処宗平
大阪市西区 ALK italianbar
大阪市西区 焼酎ぎゃらりぃさわ
大阪市西区 夕女
大阪市西区 しん
大阪市西区 ん
大阪市西区 たこやき風風 九条店
大阪市西区 おでんの店 壱の蔵
大阪市西区 串料理 あ
大阪市西区 ゼニヤ食堂
大阪市西区 ちどり亭 京町堀店
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大阪市西区 にしの
大阪市西区 うぶや
大阪市西区 焼鳥ろじ
大阪市西区 百寿 
大阪市西区 SABU＆EGG
大阪市西区 鷹山亭 新町店
大阪市西区 京伽
大阪市西区 炭火焼鳥 昌太郎
大阪市西区 南堀江knave
大阪市西区 地鶏と美味い酒の店 ひっとべ
大阪市西区 G.L.B
大阪市西区 居酒屋ざこば
大阪市西区 日本酒bar畠山
大阪市西区 キシャル
大阪市西区 グラース
大阪市西区 kamome
大阪市西区 barpiko（バルピコ）
大阪市西区 ITALIAN BAR VERDE
大阪市西区 咲
大阪市西区 You&U's Club
大阪市西区 遊心
大阪市西区 韓国料理店 香 ひゃん
大阪市西区 夢叶
大阪市西区 立呑み居酒屋 磯っ子
大阪市西区 ハートンホテル心斎橋長堀通YoTsuBa
大阪市西区 ビリヤードグリーン２２
大阪市西区 炭火焼鳥 矮鶏
大阪市西区 M.Y labo 
大阪市西区 しゃぶしゃぶ坂下
大阪市西区 マホラバキッチン
大阪市西区 つけ蕎麦あらた屋
大阪市西区 カレーハウスＤＥＮ肥後橋店
大阪市西区 仁(JIN)
大阪市西区 江戸堀なごみ家
大阪市港区 ＮＯＮ ＮＯＮ
大阪市港区 喫茶北房
大阪市港区 Theater Cafe信天翁
大阪市港区 ひろ
大阪市港区 ほっTOすれBar
大阪市港区 Eboo
大阪市港区 そば処志昴
大阪市港区 和Bal Issei
大阪市港区 小料理BAR気まぐれ直三
大阪市港区 M
大阪市港区 east
大阪市港区 居酒屋ふるさと
大阪市港区 1016,kitchen
大阪市港区 はな家
大阪市港区 空庭温泉 居酒屋 縄のれん
大阪市港区 Ｍｙ
大阪市港区 Piano Bar Kiyomi
大阪市港区 カラオケ 優子
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大阪市港区 BonneChance
大阪市港区 やびく
大阪市港区 朝の国
大阪市港区 MOON
大阪市港区 レストラン地底旅行
大阪市港区 こばんざめ
大阪市港区 Queens
大阪市港区 居酒屋串べぇ
大阪市港区 喫茶HIRO
大阪市港区 得正カレー
大阪市港区 欧風料理ピエスモンテ
大阪市港区 かぞく
大阪市港区 中国料理新揚州
大阪市港区 ゴン太
大阪市港区 ひろおか
大阪市港区 五郎八屋みやぎ
大阪市大正区 奄美
大阪市大正区 またきて屋
大阪市大正区 居酒屋京
大阪市大正区 ゆいまーる
大阪市大正区 Pompadour
大阪市大正区 OKINAWA ITALIAN BAR しいさあ
大阪市大正区 やきとり 味よし
大阪市大正区 堅ちゃん家
大阪市大正区 恵み屋
大阪市大正区 Ｌｅｏｎ
大阪市大正区 Twenty Heaven Restaurant
大阪市大正区 ポッポ
大阪市大正区 池田屋
大阪市大正区 幸園
大阪市大正区 畑八酒店
大阪市大正区 好麺たまらん
大阪市大正区 石窯バール decore
大阪市大正区 スナックチャウ
大阪市大正区 れすとらん晃市
大阪市大正区 Bar KOKOPELLI
大阪市大正区 ちるパパ
大阪市大正区 藤本酒店
大阪市大正区 まるこう
大阪市大正区 だるまや酒蔵大正店
大阪市大正区 おいしんぼ
大阪市大正区 正起屋
大阪市大正区 スナック青山
大阪市大正区 うかれや
大阪市大正区 煮旬菜ろくろく
大阪市大正区 明洞
大阪市大正区 スナックちゅら
大阪市大正区 唄あしび
大阪市大正区 レストランまりい
大阪市大正区 絆
大阪市大正区 まつば
大阪市大正区 炙り家陶山
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大阪市大正区 春
大阪市大正区 シルバー
大阪市大正区 うるま御殿
大阪市大正区 スナック ミカ
大阪市大正区 カラオケ レインボー
大阪市大正区 チェリー
大阪市大正区 スナック千龍
大阪市大正区 喜多八
大阪市大正区 Garage
大阪市大正区 Fine ファイン
大阪市大正区 お好みハウスアン
大阪市大正区 すなッくK
大阪市大正区 たこ焼 くれおーる タグボート大正店
大阪市大正区 や～まん 大正出前店
大阪市大正区 肉匠 紋次郎 大正店
大阪市大正区 一品料理 姉妹
大阪市大正区 心
大阪市大正区 うすぱれ豊年
大阪市大正区 ラウンジ千賀
大阪市大正区 じゅりあ
大阪市大正区 MANISHA
大阪市大正区 luvwine大正
大阪市大正区 炭火焼肉大正ぱっぷはうす
大阪市大正区 玉名
大阪市大正区 立呑み処鶴田
大阪市天王寺区 居酒家 じんぱぱ
大阪市天王寺区 串まつ屋（鶴橋）
大阪市天王寺区 カラオケ笑（えがお）
大阪市天王寺区 日本酒バルコトノハ
大阪市天王寺区 Craperie Felice&PAUSE
大阪市天王寺区 ジーノ・キッチンバー
大阪市天王寺区 居酒屋 彩季
大阪市天王寺区 鶴橋いちごいちえ
大阪市天王寺区 あべのたこやきやまちゃん 天王寺北口店
大阪市天王寺区 焼肉かな
大阪市天王寺区 吉鳥四天王寺店
大阪市天王寺区 蛸九
大阪市天王寺区 HAL&SUN
大阪市天王寺区 玉造お好み焼きぶ武
大阪市天王寺区 Chilling cafe
大阪市天王寺区 串太呂
大阪市天王寺区 美味ひでき
大阪市天王寺区 日本料理和光菴
大阪市天王寺区 大豆パン専門店ダイズインターナショナル併設カフェ
大阪市天王寺区 アジアンバルglow
大阪市天王寺区 入船
大阪市天王寺区 ホイミカレーとアイカナバル
大阪市天王寺区 出張山元珈琲店
大阪市天王寺区 YAKINIKU BAR RICHOUEN
大阪市天王寺区 らーめん風ちゃん
大阪市天王寺区 晴好
大阪市天王寺区 ｂａｒ ＢＡＴＡ²
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大阪市天王寺区 カラオケ ジニー
大阪市天王寺区 狸狸亭上六店
大阪市天王寺区 キャベ焼酒場
大阪市天王寺区 Iida
大阪市天王寺区 STARLIVE U6
大阪市天王寺区 手づくり料理味菜
大阪市天王寺区 季節料理 まこと
大阪市天王寺区 おでんバルTakehiro
大阪市天王寺区 わらじや上本町店
大阪市天王寺区 WARAKU
大阪市天王寺区 スナック デッカ
大阪市天王寺区 酒処 食べ処 時
大阪市天王寺区 LIVE BAR OTO
大阪市天王寺区 raming tea shop
大阪市天王寺区 O'Reshuka
大阪市天王寺区 毛利や
大阪市天王寺区 きりん寺 桃谷駅前店
大阪市天王寺区 キッチンもとや
大阪市天王寺区 やま
大阪市天王寺区 au soleil couchant
大阪市天王寺区 中国酒家 菜都
大阪市天王寺区 彭家タッカンマリ
大阪市天王寺区 割烹居酒屋すし政
大阪市天王寺区 せんとらるぱーく
大阪市天王寺区 神和牛新館
大阪市天王寺区 オアシス プラス
大阪市天王寺区 ＴＥＮＧＯＫＵ
大阪市天王寺区 おばんざいバル マンマ
大阪市天王寺区 貝鮮浜焼らいち
大阪市天王寺区 ベトナム料理 クアンコム11
大阪市天王寺区 すし幸駅前店
大阪市天王寺区 炭焼き頂
大阪市天王寺区 立呑み処 寺田屋
大阪市天王寺区 ケンタッキーフライドチキンJR玉造駅前店
大阪市天王寺区 かつよし
大阪市天王寺区 MITSUBA
大阪市天王寺区 栞
大阪市天王寺区 圓
大阪市天王寺区 好き
大阪市天王寺区 麺や修
大阪市天王寺区 和風スナック たか
大阪市天王寺区 上方レインボー
大阪市天王寺区 レストラン 叶
大阪市天王寺区 炭火焼肉もん太
大阪市天王寺区 Kanata
大阪市天王寺区 小原庄助
大阪市天王寺区 baila
大阪市天王寺区 寺田町ファイアーループ
大阪市天王寺区 鶴橋餃子本舗 鶴餃子
大阪市浪速区 うまや
大阪市浪速区 なにわ新風
大阪市浪速区 BAR TARO
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大阪市浪速区 串カツげんてん
大阪市浪速区 アルヘイム ＯＣＡＴモール店
大阪市浪速区 酒呑ありお
大阪市浪速区 より処とかとか
大阪市浪速区 ドラゴン
大阪市浪速区 カプリス食堂
大阪市浪速区 Four'S CaKe
大阪市浪速区 まるき
大阪市浪速区 廣田商店
大阪市浪速区 笑心
大阪市浪速区 PANDA MADE
大阪市浪速区 お料理 お惣菜 お酒 にしむら
大阪市浪速区 新世界もつ鍋屋 なんば店
大阪市浪速区 新世界串カツいっとく劇場前店
大阪市浪速区 食よし川
大阪市浪速区 Seven
大阪市浪速区 狸狸亭なにわ元町店
大阪市浪速区 揚子江ラーメン
大阪市浪速区 立ち呑み小春
大阪市浪速区 フラッシュバック
大阪市浪速区 スナックなお
大阪市浪速区 スナックJUN
大阪市浪速区 平蔵チキン
大阪市浪速区 Milkcafe
大阪市浪速区 やん！なんば本店
大阪市浪速区 ブルターニュ
大阪市浪速区 寿司処 みやもと
大阪市浪速区 きのくに製麺所
大阪市浪速区 ジオラマ103
大阪市浪速区 焼肉・ステーキ い志だ屋
大阪市浪速区 TAISEI
大阪市浪速区 じゅぴたー
大阪市浪速区 REVE 喫茶
大阪市浪速区 Greedy
大阪市浪速区 たべていってやー
大阪市浪速区 イーソー３
大阪市浪速区 EXIA
大阪市浪速区 中華料理 帰縁居
大阪市浪速区 ラウンジ奈々
大阪市浪速区 料亭錦
大阪市浪速区 はちこ
大阪市浪速区 鉄板  kitchen DAI
大阪市浪速区 ミナミ
大阪市浪速区 有機茶寮 
大阪市浪速区 SABAR+なんばCITY店
大阪市浪速区 たこ焼き壱番 新世界店
大阪市浪速区 あべのたこ焼き やまちゃん日本橋店
大阪市浪速区 cafe bar  S &K
大阪市浪速区 MINORITY in THUNDERBAR
大阪市浪速区 串カツ大将
大阪市浪速区 立呑み 福政
大阪市浪速区 chaque aout
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大阪市浪速区 cafe RIMBA
大阪市浪速区 STADIUM CAFE
大阪市浪速区 大阪大勝軒 日本橋店
大阪市浪速区 たこ焼き酒場こておちゃん
大阪市浪速区 丸藤
大阪市浪速区 新世界串カツいっとく通天閣店
大阪市浪速区 新世界串カツからさき
大阪市浪速区 酒処 すたんど瀬川
大阪市浪速区 餃子酒場 ぴたり なんば店
大阪市浪速区 手打ちうどん一休
大阪市浪速区 らーめん鱗 難波店
大阪市浪速区 まいど
大阪市浪速区 ロイヤルパーティー
大阪市浪速区 BarGuild SIX
大阪市浪速区 しゃぶ扇難波店
大阪市浪速区 あね家
大阪市浪速区 天神麺
大阪市浪速区 まるよし
大阪市浪速区 灘屋酒店直売所
大阪市浪速区 Cafe&Bar PRIMO
大阪市浪速区 美寿々
大阪市浪速区 シルクロード
大阪市浪速区 マルホ酒店ミナミ店Bottle Shop&Bistro
大阪市浪速区 アジアスパイス食堂 五・八・五
大阪市西淀川区 有限会社 壺屋
大阪市西淀川区 野里飯店
大阪市西淀川区 スナックバッカス
大阪市西淀川区 鉄板焼お好み焼おこしやす
大阪市西淀川区 カラオケハウス
大阪市西淀川区 大梁屋
大阪市西淀川区 山本屋
大阪市西淀川区 スタジオKM
大阪市西淀川区 リカーショップえびすや
大阪市西淀川区 nanairo
大阪市西淀川区 鈍亭
大阪市西淀川区 カラオケ喫茶絆
大阪市西淀川区 居酒屋呑み処大谷酒店
大阪市西淀川区 キッチンゆう凪
大阪市西淀川区 立ち呑み処じゃじゃ馬
大阪市西淀川区 鑫燃
大阪市西淀川区 居酒屋九庵
大阪市西淀川区 きまぐれ海鮮居酒屋おやじ
大阪市西淀川区 ＡＡＮＺ ＨＡＬＡＬ ＭＡＲＫＥＴ＆ＣＡＦＥ
大阪市西淀川区 バル華さわ
大阪市西淀川区 すみか亭
大阪市西淀川区 パスタ工房
大阪市西淀川区 株式会社平松
大阪市西淀川区 わんとケンムン佃店
大阪市西淀川区 豚とん拍子
大阪市西淀川区 とり甚千船店
大阪市西淀川区 かっぱ鮨
大阪市西淀川区 Ｒａｙ
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大阪市西淀川区 お好み焼 ちえの店
大阪市西淀川区 present
大阪市東淀川区 麺屋マルヨシ
大阪市東淀川区 栄留座
大阪市東淀川区 炭火焼鳥かどや
大阪市東淀川区 LOCA COFFEE
大阪市東淀川区 豚たん 上新庄店
大阪市東淀川区 喫茶 ぴっころ
大阪市東淀川区 焼鶏かかし上新庄店
大阪市東淀川区 唄ってきくや
大阪市東淀川区 美海 ChuRa
大阪市東淀川区 吉祥苑
大阪市東淀川区 wine stand BoozeRoo
大阪市東淀川区 大まる
大阪市東淀川区 お好み焼耶 留旨
大阪市東淀川区 酒楽
大阪市東淀川区 居酒屋ケンちゃん
大阪市東淀川区 エイト
大阪市東淀川区 ひの屋
大阪市東淀川区 Ｕｓ ＢＡＲ
大阪市東淀川区 酒家さくさく
大阪市東淀川区 串カツま王 菅原店
大阪市東淀川区 おばんざい処 小桜
大阪市東淀川区 いざかやかつべ～
大阪市東淀川区 カラオケDENDEN
大阪市東淀川区 舞豆
大阪市東淀川区 はいりゃんせ
大阪市東淀川区 京久トレビアン
大阪市東淀川区 しゆうんＳ
大阪市東淀川区 たまゆら
大阪市東淀川区 Amore
大阪市東淀川区 珈琲ロマン上新庄店
大阪市東淀川区 nine eight
大阪市東淀川区 株式会社大阪コロナホテル メインレストラン
大阪市東淀川区 まんまる屋
大阪市東淀川区 じゃんぼ總本店 相川駅前店
大阪市東淀川区 カフェレストりん
大阪市東淀川区 上新庄酒場
大阪市東淀川区 和風 むつごろう
大阪市東淀川区 大山
大阪市東淀川区 焼鶏喜多
大阪市東淀川区 二代目とぅりゃんせ
大阪市東淀川区 Lounge Noah
大阪市東淀川区 バッファローマン
大阪市東淀川区 五誓・極
大阪市東淀川区 縁
大阪市東淀川区 bar439
大阪市東淀川区 ＢａｒＪ’ａｄｏｒｅ
大阪市東淀川区 シグナル
大阪市東淀川区 バー ココナッツ
大阪市東淀川区 手作りサンドはさみ
大阪市東淀川区 お食事処 かわ
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大阪市東淀川区 次男坊らーめん
大阪市東淀川区 torico358上新庄店
大阪市東淀川区 オレンヂ
大阪市東淀川区 亜理亜恵 上新庄店
大阪市東淀川区 本格焼肉 チファジャ 上新庄店
大阪市東淀川区 居酒屋友
大阪市東淀川区 ひさご
大阪市東淀川区 喫茶カラオケしぃちゃん
大阪市東淀川区 めん処つやみ
大阪市東淀川区 PUBSNACK ai
大阪市東淀川区 むっちゃん
大阪市東淀川区 鳥義
大阪市東淀川区 慶尚苑
大阪市東淀川区 スナックK
大阪市東淀川区 福楼
大阪市東淀川区 Ｈａｐｓ
大阪市東淀川区 カラオケえり
大阪市東淀川区 お好み焼き 狼煙
大阪市東淀川区 手打ち麺やす田
大阪市東淀川区 ベル
大阪市東淀川区 BAR simple 2nd
大阪市東淀川区 バーシンプルイズ
大阪市東淀川区 虎衛門（どらえもん）
大阪市東淀川区 たる
大阪市東淀川区 お好み焼耀月
大阪市東淀川区 kuru
大阪市東淀川区 ライス&リカー
大阪市東淀川区 クイーン
大阪市東淀川区 RedDragon
大阪市東淀川区 喫茶 たばこや
大阪市東淀川区 創作鉄板ダイニング大
大阪市東淀川区 マッシュルームプライム大阪上新庄店
大阪市東淀川区 ぎんなん
大阪市東淀川区 ちいさいママ
大阪市東淀川区 心喜進
大阪市東成区 アルベロ
大阪市東成区 ばんめしや
大阪市東成区 ひろ乃屋
大阪市東成区 キッチンむらうち
大阪市東成区 喫茶エミ
大阪市東成区 憩酒屋TOMtaros
大阪市東成区 Bong
大阪市東成区 スナックChouChouシュシュ
大阪市東成区 カラオケ&ダンス アン
大阪市東成区 あかね
大阪市東成区 IMARU kitchen
大阪市東成区 たまるBar
大阪市東成区 トラットリア ノーヴェ
大阪市東成区 丼やぶあいそう
大阪市東成区 中華料理 宝来亭 今里店
大阪市東成区 手羽の極
大阪市東成区 得一緑橋

15 / 88 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3月1日公表分）

大阪市東成区 中国料理隆
大阪市東成区 大阪城立ち呑みの陣 ０軒目
大阪市東成区 世起そば
大阪市東成区 福々亭
大阪市東成区 なるとや
大阪市東成区 お好み気分
大阪市東成区 やまだん家
大阪市東成区 大阪モダンのお店まいど布施店
大阪市東成区 新深江礁
大阪市東成区 居酒屋 光
大阪市東成区 Full House
大阪市東成区 安兵衛
大阪市東成区 スナック かりん
大阪市東成区 海力
大阪市東成区 トラットリアロクダイ
大阪市東成区 Pizza albany N.Y. 緑橋店
大阪市東成区 デバク家
大阪市東成区 Cafe Perche 
大阪市東成区 松竹亭新館
大阪市東成区 喫茶・スナック マリン
大阪市東成区 花ちょうちん
大阪市東成区 つけ麺ひらの
大阪市東成区 楽食深江橋おこげ
大阪市東成区 kーコプチャン
大阪市東成区 金の玉子
大阪市東成区 立呑八番本店
大阪市東成区 ShotBar Bacchus
大阪市東成区 グラシアス（GRACIAS)
大阪市東成区 お好み焼き千寿
大阪市東成区 "じゅうじゅう本舗 焼きんしゃい 深江橋店"
大阪市東成区 よしまん
大阪市東成区 焼肉 轟
大阪市東成区 マツイよりちゃん
大阪市東成区 馬肉・活魚・四季旬感 三本松
大阪市東成区 旨い料理 旨い酒 じょうじ
大阪市東成区 中華料理 天心
大阪市東成区 喫茶アポロ
大阪市東成区 カラオケ スナック楽
大阪市東成区 御食事処 長崎 雲仙屋
大阪市東成区 つるはしまぐろ食堂
大阪市東成区 中国小皿料理彩七 今里店
大阪市東成区 人情家
大阪市生野区 丸芳
大阪市生野区 サミーハウス
大阪市生野区 居酒屋まんま
大阪市生野区 鶴橋 粉KONA
大阪市生野区 やきとり岩﨑笑店
大阪市生野区 あきら寿司
大阪市生野区 オモニの娘
大阪市生野区 セルバ
大阪市生野区 きずな
大阪市生野区 鶴本家
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大阪市生野区 カラオケ心
大阪市生野区 立呑屋 ももやん
大阪市生野区 焼肉レストランまるはん
大阪市生野区 カラオケ はっぴー
大阪市生野区 母の味
大阪市生野区 釜山
大阪市生野区 One-Ju
大阪市生野区 お好み焼き和
大阪市生野区 コンラス
大阪市生野区 ＰＨＯ ＢＥＯ ＧＡＹ
大阪市生野区 丸太屋
大阪市生野区 八光
大阪市生野区 ミョンドンチキン
大阪市生野区 淡路屋直売所
大阪市生野区 cafe & craft 月光舎
大阪市生野区 韓国料理ソウル
大阪市生野区 ヒサエ
大阪市生野区 Cafe&Goods B.S.C
大阪市生野区 酒夢来
大阪市生野区 いか八
大阪市生野区 ムーンライト
大阪市生野区 居酒屋あ！そこ
大阪市生野区 居酒屋 おおどり
大阪市生野区 くしや
大阪市生野区 メジャーリーグ
大阪市生野区 中川屋酒店
大阪市生野区 力餅
大阪市生野区 空kuu
大阪市生野区 Ella Gimbap
大阪市生野区 菊屋酒店
大阪市生野区 スナック南実
大阪市生野区 居酒屋ちゃが家
大阪市生野区 SEIKA
大阪市生野区 サッポロラーメン
大阪市生野区 ＰＩＮＫＢＥＥＬ
大阪市生野区 ZERO
大阪市生野区 SNACK51
大阪市生野区 むげん
大阪市生野区 のんで 食べて まんが
大阪市生野区 韓国料理マッチャン
大阪市生野区 オアシスカフェ
大阪市生野区 居酒屋みそじ
大阪市生野区 勝つのや 寺田町店
大阪市生野区 居酒屋ぼっちり
大阪市生野区 串カツ 京美
大阪市生野区 さくら
大阪市生野区 黍だんご
大阪市生野区 居酒屋 若月
大阪市生野区 となりのキッチンVento
大阪市生野区 居酒屋あん
大阪市生野区 Terra
大阪市生野区 グリーン
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大阪市生野区 まごころ
大阪市生野区 まごころ亭
大阪市生野区 Hiro's Cafe   Hiro's Guest House
大阪市生野区 ジャンボ酒場 大池橋店
大阪市生野区 きっさ 茶異夢
大阪市生野区 千錦園
大阪市生野区 麻雀クラブ プラチナ
大阪市生野区 八百萬屋
大阪市生野区 TUNE
大阪市生野区 ハートランド
大阪市生野区 やきとり 岩﨑笑店離れ
大阪市生野区 安ちゃん
大阪市生野区 三文アートcafeそらのまめ
大阪市生野区 RARARA
大阪市生野区 えり
大阪市生野区 pooちゃん
大阪市生野区 ＡDAY
大阪市生野区 カラオケ ヨーコ
大阪市生野区 焼肉とらじ
大阪市生野区 まきや
大阪市生野区 ニューあじさい
大阪市生野区 スナック よし坊
大阪市生野区 民俗村
大阪市生野区 手打ちうどん坂出
大阪市生野区 彩食韓味 李園
大阪市生野区 ぱっさん
大阪市生野区 韓国料理 アリラン
大阪市生野区 そば処若竹
大阪市生野区 町家ヌーベルシノア銀乃皿
大阪市生野区 大原
大阪市生野区 古都
大阪市生野区 京錦 キョングム
大阪市生野区 ワンモア
大阪市生野区 かでや
大阪市生野区 角や
大阪市生野区 カラオケ サラン
大阪市生野区 藤
大阪市生野区 love MINT
大阪市生野区 カーニバルチキン 巽店
大阪市生野区 焼肉ホルモンかぅ
大阪市旭区 883
大阪市旭区 立ち飲屋いどや
大阪市旭区 Snack Tsuki
大阪市旭区 ZOO
大阪市旭区 喫茶室ルポー
大阪市旭区 カラオケボックス ワンダーランド
大阪市旭区 チキン左衛門
大阪市旭区 とり福
大阪市旭区 焼肉 牛笑 
大阪市旭区 だんだん
大阪市旭区 cafe & sweets Cherfi
大阪市旭区 再会さいかい
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大阪市旭区 さこ家道なり
大阪市旭区 ルージュ
大阪市旭区 神戸屋
大阪市旭区 スナックさちこ
大阪市旭区 居酒屋 桂
大阪市旭区 カラオケのん
大阪市旭区 IZAKAYA MIYAKO
大阪市旭区 大阪豚丼
大阪市旭区 本田酒店
大阪市旭区 割烹 安さん
大阪市旭区 寿し家げん
大阪市旭区 ビッグウェーブ千林駅前店
大阪市旭区 はらぺこ屋
大阪市旭区 Oinaina
大阪市旭区 喫茶 ジュエル
大阪市旭区 お食事処 まい
大阪市旭区 TOPS
大阪市旭区 炭焼酒場 木亭屋（きてや）
大阪市旭区 嘩
大阪市旭区 カラオケ喫茶あや
大阪市城東区 喜界島
大阪市城東区 鉄板焼ぎんちゃん
大阪市城東区 えみゆ
大阪市城東区 究極らーめん
大阪市城東区 手打ちうどんにしき
大阪市城東区 じゅげ夢
大阪市城東区 和Dining DANDAN
大阪市城東区 孝千代 福すし
大阪市城東区 ジョニーのからあげ放出店
大阪市城東区 笑月
大阪市城東区 居酒屋伊達屋
大阪市城東区 イタリアンバール イゾラ
大阪市城東区 五島寿し
大阪市城東区 ひだまり
大阪市城東区 酒肆 由芽
大阪市城東区 笑処
大阪市城東区 ビーハイブ
大阪市城東区 カラオケ喫茶 約束
大阪市城東区 Bar順子
大阪市城東区 たこ焼居酒屋 空と凜
大阪市城東区 三富士
大阪市城東区 肉食堂もぐ
大阪市城東区 中華そばひのき屋
大阪市城東区 accanto
大阪市城東区 Cafe & BAR  Bee  Line 
大阪市城東区 三丁ゴハン
大阪市城東区 がんだこ
大阪市城東区 まる八
大阪市城東区 harunchi
大阪市城東区 すし屋の居酒屋 甚
大阪市城東区 居酒屋一番
大阪市城東区 しっぽく
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大阪市城東区 gusto
大阪市城東区 いちず諏訪店
大阪市城東区 お好み焼き 盛
大阪市城東区 太鼓屋
大阪市城東区 福田酒店 立乃味くん
大阪市城東区 炭火焼き焼き鳥TORI-TORI
大阪市城東区 ル．マン
大阪市城東区 和み
大阪市城東区 カラオケ さくら
大阪市城東区 ラサンブル
大阪市城東区 ふる里
大阪市城東区 いつき
大阪市城東区 大衆すし清志郎
大阪市城東区 お好み焼き萬
大阪市城東区 とんかつひろ喜鴫野店
大阪市城東区 居酒屋だるま
大阪市城東区 ラーメン大学
大阪市城東区 海鮮屋台おくまん蒲生四店
大阪市阿倍野区 ホルモン居酒屋Rookies
大阪市阿倍野区 居酒屋寛
大阪市阿倍野区 中華厨房toku china
大阪市阿倍野区 もつ鍋ぼん
大阪市阿倍野区 から揚げや まーちゃん
大阪市阿倍野区 TEPPAN keyJACK
大阪市阿倍野区 ひさよし
大阪市阿倍野区 chez toi et chez moi
大阪市阿倍野区 九州居酒屋のぼせもん
大阪市阿倍野区 ぽんシュワ
大阪市阿倍野区 焼肉三谷家
大阪市阿倍野区 大和
大阪市阿倍野区 BARロージーABENO
大阪市阿倍野区 members Screen.c
大阪市阿倍野区 石焼地鳥 石庵
大阪市阿倍野区 串カツくしくし
大阪市阿倍野区 中華料理 南極
大阪市阿倍野区 旬彩ＫＯＭＡＩ
大阪市阿倍野区 とり料理居酒屋ふぁみりー
大阪市阿倍野区 紫
大阪市阿倍野区 軽食エーボン
大阪市阿倍野区 白馬
大阪市阿倍野区 中国家庭料理彩花
大阪市阿倍野区 焼肉冷麺飛龍
大阪市阿倍野区 鉄なべ阿倍野店
大阪市阿倍野区 安来家
大阪市阿倍野区 くろちゃん
大阪市阿倍野区 セシボン
大阪市阿倍野区 麺厨房１０３
大阪市阿倍野区 お食事処まんま
大阪市阿倍野区 戴天ふぐ左右海
大阪市阿倍野区 ラーメン白樺
大阪市阿倍野区 モスバーガー昭和町店
大阪市阿倍野区 カラオケ喫茶こだま
大阪市阿倍野区 HYGGE
大阪市阿倍野区 ステーキリバーベ 西田辺店
大阪市阿倍野区 なか亀
大阪市阿倍野区 ファイブスター
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大阪市阿倍野区 いづみVAN
大阪市阿倍野区 認知症カフェえん
大阪市阿倍野区 BRICKS BURGERS
大阪市阿倍野区 フレッシュジュースの店SOU
大阪市阿倍野区 炭火焼鳥 つむぎ
大阪市阿倍野区 折衷料理Nakajima
大阪市阿倍野区 三吉
大阪市阿倍野区 NIGHT OWL
大阪市阿倍野区 インドレストラン ガンジス あべのキューズタウン店
大阪市阿倍野区 とちの木
大阪市阿倍野区 ORIGINAL  CHINESE  FOOD  AKA
大阪市阿倍野区 文左亭 天王寺店
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 cotocotokitchen
大阪市阿倍野区 nicco
大阪市阿倍野区 焼き鳥 居酒屋 吉鳥昭和町店
大阪市阿倍野区 串カツ 串万
大阪市阿倍野区 SNACK BAR7-NANA-
大阪市阿倍野区 ＦＬＯＱＳ Ｔｏｋｙｏ あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 立呑み処 あべの銀座
大阪市阿倍野区 うどんカフェ 白たぬき
大阪市阿倍野区 袋屋
大阪市阿倍野区 Sea茶インド料理
大阪市阿倍野区 葡萄家まはり
大阪市阿倍野区 寺田町可真人
大阪市阿倍野区 ＡＧＯＲＡ
大阪市阿倍野区 ちゃんこ雷光
大阪市阿倍野区 旬彩旬魚 傳右衛門
大阪市阿倍野区 松宮
大阪市阿倍野区 河島寿司
大阪市阿倍野区 ピーチ
大阪市阿倍野区 せんどう
大阪市阿倍野区 Cafe*Pu-rin
大阪市住吉区 カラオケ喫茶 エル
大阪市住吉区 大興望
大阪市住吉区 うぱさんのスパイスキッチン
大阪市住吉区 bar空sido
大阪市住吉区 萬心
大阪市住吉区 居酒屋じゅんこ
大阪市住吉区 ひろ乃屋住吉店
大阪市住吉区 NAN&Curry Bombay
大阪市住吉区 LOCUS
大阪市住吉区 和風ビア・バー彩sai
大阪市住吉区 有限会社和田 和田バー
大阪市住吉区 nicomimacuri
大阪市住吉区 有限会社山本
大阪市住吉区 花海月～はなみづき～
大阪市住吉区 桂
大阪市住吉区 居酒屋ゆかり
大阪市住吉区 もつ鍋屋 肉の蔵
大阪市住吉区 WAばーる１SＮ
大阪市住吉区 rico
大阪市住吉区 赤ふくちぁんラーメン あびこ店
大阪市住吉区 やきとり 金ちゃん 長居店
大阪市住吉区 ル・コンプレット
大阪市住吉区 さん天 あべの万代店
大阪市住吉区 じゃんぼ
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大阪市住吉区 まるい飯店
大阪市住吉区 つくしんぼ
大阪市住吉区 炭火やきとり ひか
大阪市住吉区 カラオケスナック メモリー
大阪市住吉区 肉料理 はなぞの園
大阪市住吉区 スナック フレンズ
大阪市住吉区 馬馬
大阪市住吉区 伊勢
大阪市住吉区 珉珉高野線我孫子前店
大阪市住吉区 居酒屋 ポシェット
大阪市住吉区 姉ちゃん
大阪市住吉区 PUB ネコ＆タチ
大阪市住吉区 南徳
大阪市住吉区 Ray
大阪市住吉区 炭火酒場 まんてんや
大阪市住吉区 薩摩×炉ばた 燈火
大阪市住吉区 pipi aina
大阪市住吉区 ＣｏＣｏ壱番屋住吉区長居公園前店
大阪市住吉区 じゃんぼ總本店 沢ノ町駅前店
大阪市住吉区 カラオケ喫茶ドレミ
大阪市住吉区 ホルモンおずやん
大阪市住吉区 越前
大阪市住吉区 炭のあかり松本
大阪市住吉区 帝塚山めん処いし井
大阪市住吉区 カフェ ムース
大阪市住吉区 安くて「すみ」ません
大阪市住吉区 コーヒーハウス葡萄屋
大阪市住吉区 豊八
大阪市住吉区 逸温
大阪市住吉区 和みnagomi
大阪市住吉区 キッチンはなこ
大阪市住吉区 百十 長居店
大阪市住吉区 キュンBAR
大阪市住吉区 いか柳
大阪市住吉区 串カツ 味彩
大阪市住吉区 居酒屋まつしま
大阪市住吉区 Nest
大阪市住吉区 鳥みき
大阪市住吉区 カラオケ スナック ちびくろ
大阪市住吉区 夢屋
大阪市住吉区 鉄板焼 つくし
大阪市住吉区 からおけすぽっと蛍
大阪市住吉区 花藝タピオカ
大阪市住吉区 鉄板串焼きくわくわ
大阪市住吉区 手打ちうどん はや
大阪市住吉区 焼き鳥 鳥まさ
大阪市住吉区 たち喰い寿司スタンド
大阪市住吉区 中華料理 珍珉
大阪市住吉区 カラオケ喫茶 レッツ
大阪市住吉区 アセンブル京
大阪市住吉区 じゃんぼ總本店 ＪR我孫子駅前店
大阪市住吉区 キッチンバル遊楽
大阪市住吉区 味いちもんめ
大阪市住吉区 丸蔵
大阪市住吉区 海賊キッチン ぶんぶん丸
大阪市住吉区 ヴィディヤカフェ長居店
大阪市住吉区 トラットリアタケモト

22 / 88 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3月1日公表分）

大阪市住吉区 岳蛸
大阪市住吉区 八剣伝沢ノ町店
大阪市東住吉区 和心ハナ
大阪市東住吉区 スナック９０番
大阪市東住吉区 喫茶ぼん
大阪市東住吉区 いもや食堂
大阪市東住吉区 ボン ハンバーガー湯里店
大阪市東住吉区 はやっさんのワインにめがねぇんです
大阪市東住吉区 おそめ
大阪市東住吉区 みよちゃん
大阪市東住吉区 味の洋食 とん助
大阪市東住吉区 choi
大阪市東住吉区 喫茶花咲
大阪市東住吉区 四季
大阪市東住吉区 魚料理一丁目
大阪市東住吉区 Kitchen & Bar AMENO
大阪市東住吉区 マドンナ
大阪市東住吉区 チロルリバーサイド
大阪市東住吉区 EBISU
大阪市東住吉区 ishi-so
大阪市東住吉区 立ち呑み ねこ陣
大阪市東住吉区 八剣伝 針中野駅前店
大阪市東住吉区 やきとり・居酒屋 飛鳥
大阪市東住吉区 Barハップ
大阪市東住吉区 萬楽
大阪市東住吉区 ビリヤードBIG SHOT
大阪市東住吉区 いか焼きあっちゃん
大阪市東住吉区 壱六庵
大阪市東住吉区 喫茶壱番館
大阪市東住吉区 笑ごころ すみれ
大阪市東住吉区 喫茶さぼてん
大阪市東住吉区 たばこ＆かふえ
大阪市東住吉区 Kuu
大阪市東住吉区 とり奉行
大阪市東住吉区 創作キッチンあんじゅ
大阪市東住吉区 焼肉一力
大阪市東住吉区 カラオケ喫茶 あい
大阪市東住吉区 カフェライチ
大阪市東住吉区 だいみょう
大阪市東住吉区 亜紀
大阪市東住吉区 居酒家まめたん
大阪市東住吉区 ジャンたこ今川店
大阪市東住吉区 来明亭
大阪市東住吉区 お食事処 ほうれい
大阪市東住吉区 おばんざい おかん
大阪市東住吉区 福
大阪市東住吉区 カラオケスタジオひまわり
大阪市東住吉区 居酒屋 まあちゃん
大阪市東住吉区 居酒屋 はったり
大阪市東住吉区 三国志
大阪市東住吉区 RELAIR
大阪市西成区 らいらい軒
大阪市西成区 浪花
大阪市西成区 薩摩
大阪市西成区 蛸べえ花園町店
大阪市西成区 立ち呑み たまりば けんちゃん
大阪市西成区 味菜
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大阪市西成区 バロンドーラ
大阪市西成区 月華
大阪市西成区 金龍
大阪市西成区 お好み焼き 彩
大阪市西成区 隠れBARみんごろ
大阪市西成区 イタリアンバルＹＯＳＨＩＤＡ
大阪市西成区 炭焼きみっちゃん
大阪市西成区 なべや
大阪市西成区 居酒屋スタイル ねこ侍
大阪市西成区 OSAKA TACOS
大阪市西成区 りんせつ
大阪市西成区 笑顔
大阪市西成区 カラオケ居酒屋ひちみ
大阪市西成区 キッチン ポポ
大阪市西成区 蘭
大阪市西成区 田代
大阪市西成区 ふじ
大阪市西成区 株式会社 井上酒店内 居酒屋いのうえ
大阪市西成区 MaMa Indian Restaurant
大阪市西成区 花蝶
大阪市西成区 つかよし
大阪市西成区 北すし
大阪市西成区 バージニアクリィパー
大阪市西成区 リカーハウスこばやし
大阪市西成区 たこ焼き食堂タコ吉
大阪市西成区 料亭 吉祥
大阪市西成区 ちとせ
大阪市西成区 焼肉 大寅
大阪市西成区 お好み焼き ぐう
大阪市西成区 大城園
大阪市西成区 居酒屋 八重
大阪市西成区 焼肉ソウル（ポジャンマッチャ）
大阪市西成区 入船
大阪市西成区 すずめの巣
大阪市西成区 居酒屋 なおくきん
大阪市西成区 男鹿
大阪市西成区 乃愛
大阪市西成区 大阪飯店
大阪市西成区 東京庵
大阪市西成区 もん家
大阪市西成区 スナック はるみ
大阪市西成区 螢
大阪市西成区 居酒屋 雪
大阪市西成区 居酒屋 Haru
大阪市西成区 居酒屋彩
大阪市西成区 一番地
大阪市西成区 一二三
大阪市西成区 あだん
大阪市西成区 喫茶スナック華
大阪市西成区 居酒屋相楽
大阪市西成区 青龍
大阪市西成区 生光
大阪市西成区 憩BAR kizuna －絆－
大阪市西成区 小紫
大阪市西成区 雛
大阪市西成区 呑み処 八福神
大阪市西成区 食堂やまかわ
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大阪市西成区 居酒屋花跡
大阪市西成区 居酒屋明光
大阪市西成区 楽山
大阪市西成区 森脇酒店
大阪市西成区 中華料理 愛花園
大阪市西成区 カラオケとんぼ
大阪市西成区 上海軒
大阪市西成区 ホテルブルーメン花園北
大阪市西成区 Miyu Miyo
大阪市西成区 大阪寿司職人体験センター
大阪市西成区 居酒屋カラオケ 友
大阪市西成区 海川
大阪市西成区 居酒屋 げんなおし
大阪市西成区 凡勝
大阪市西成区 きぬ子
大阪市西成区 居酒屋 宝
大阪市西成区 FREEDOM
大阪市西成区 AYUキッチン
大阪市西成区 暖
大阪市西成区 スタンドメトロ
大阪市西成区 居酒屋 コブタ
大阪市西成区 愛幸
大阪市西成区 マティーニ
大阪市西成区 立呑み足立
大阪市西成区 ＧＬＡＹ
大阪市西成区 鉄板焼 SAWA
大阪市西成区 ニューマルミ
大阪市西成区 辛麺屋桝元大阪西成店
大阪市西成区 亀
大阪市西成区 居酒屋 葉月
大阪市西成区 glad
大阪市西成区 詩音
大阪市西成区 株式会社黒松直売所
大阪市西成区 エレガンス
大阪市西成区 キャッツ
大阪市西成区 千華
大阪市西成区 華鶯
大阪市西成区 金太郎
大阪市西成区 だるま
大阪市西成区 禮
大阪市西成区 能登屋
大阪市西成区 ひげ勝
大阪市西成区 さわ
大阪市西成区 カラオケ居酒屋てぃあら
大阪市西成区 楠もと
大阪市西成区 酒処 ツッチン
大阪市西成区 麗ちゃん
大阪市西成区 スナック京
大阪市西成区 珉莱
大阪市西成区 こまき
大阪市西成区 スナック 21
大阪市西成区 たけ
大阪市西成区 金星２６
大阪市西成区 居酒屋眞紀
大阪市西成区 酒肴 好
大阪市西成区 カラオケ ぬまちゃん
大阪市西成区 Revo
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大阪市西成区 酔う
大阪市西成区 焼肉 愛ちゃん
大阪市西成区 カラオケ喫茶 うた
大阪市西成区 ｓｏｕｎｄ ｂａｒ ｓｅａｌｅｆｔ
大阪市西成区 純恋
大阪市西成区 金魚姫
大阪市西成区 笹屋
大阪市西成区 甘すぎてすみません
大阪市西成区 祝津
大阪市西成区 三都
大阪市西成区 居酒屋 愛ちゃん
大阪市西成区 うのう花園店
大阪市西成区 seasons
大阪市淀川区 スナックやすらぎ
大阪市淀川区 呑処 うめもと
大阪市淀川区 ひょうたん
大阪市淀川区 居酒屋 大丸屋
大阪市淀川区 スナックジョワ
大阪市淀川区 串カツ酒場 塚本店
大阪市淀川区 One Room
大阪市淀川区 大阪イギー
大阪市淀川区 珈琲焙煎研究所
大阪市淀川区 居酒屋・鉄板焼える
大阪市淀川区 創作中華えみし
大阪市淀川区 居酒屋みさ
大阪市淀川区 中華料理 詩宴
大阪市淀川区 酒鮮やっちん
大阪市淀川区 たこやき酒場まるはち
大阪市淀川区 大衆酒場 ふくや
大阪市淀川区 西中島光龍益
大阪市淀川区 王風
大阪市淀川区 焼きとんおはな
大阪市淀川区 楽
大阪市淀川区 セラ・アマン
大阪市淀川区 喫茶 笑
大阪市淀川区 扇屋
大阪市淀川区 頑張れオオヌキカレー
大阪市淀川区 8ハチ
大阪市淀川区 香港料理 紫林
大阪市淀川区 登美子
大阪市淀川区 天ぷらはせ川
大阪市淀川区 CAFE OLE
大阪市淀川区 Bar Ann
大阪市淀川区 ぶたなかぐつぐつ
大阪市淀川区 らく
大阪市淀川区 カラオケステージきらら
大阪市淀川区 ＶＩＲＧＯ Ｓｎａｃｋ Ｂａｒ
大阪市淀川区 Casino & Bar K
大阪市淀川区 ねこの木
大阪市淀川区 club soiree
大阪市淀川区 びっくりドンキー加島店
大阪市淀川区 遊食屋創彩
大阪市淀川区 徳吉丸
大阪市淀川区 菊正すし
大阪市淀川区 海音
大阪市淀川区 酒物語
大阪市淀川区 日本料理 北寅
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大阪市淀川区 アワーズカフェ
大阪市淀川区 カフェ さくら
大阪市淀川区 中華料理 満天
大阪市淀川区 焼肉大阪
大阪市淀川区 みやこ
大阪市淀川区 六文銭
大阪市淀川区 道楽うどん７号店
大阪市淀川区 鶏屋だもん 西中島南方店
大阪市淀川区 カラオケパブ 花帆
大阪市淀川区 白樺
大阪市淀川区 浜焼太郎 東三国店
大阪市淀川区 バール・イルソーレ
大阪市淀川区 沖縄料理 八
大阪市淀川区 和ばる湊
大阪市淀川区 晴れる家
大阪市淀川区 Club Mrs.
大阪市淀川区 ラウンジPASH
大阪市淀川区 ＴＡＭＡＲ’Ｓ
大阪市淀川区 いせや
大阪市淀川区 博多串焼ウマカーよかばい十三
大阪市淀川区 ふぐ甚 十三店
大阪市淀川区 スナックＫ子
大阪市淀川区 ＣＬＣＬ１Ｏ１Ｏ
大阪市淀川区 中華そば 醤武屋
大阪市淀川区 新大阪サニーストンホテル サニー
大阪市淀川区 どん栗
大阪市淀川区 まんぷく
大阪市淀川区 スナックまゆみ
大阪市淀川区 ハングオーバー
大阪市淀川区 Lounge  Tsuki
大阪市淀川区 炭火焼道場 勝斗
大阪市淀川区 角栄
大阪市淀川区 酒楽空間はなび
大阪市淀川区 いろ鶏どり
大阪市淀川区 居酒屋たけうま
大阪市淀川区 集 カレー＆BAR
大阪市淀川区 スナックピース
大阪市淀川区 ご馳走じきはら
大阪市淀川区 仁尚
大阪市淀川区 お好み焼 大
大阪市淀川区 カラオケ恋歌
大阪市淀川区 スナック風りん
大阪市淀川区 NEW TAJ MAHAL EVEREST十三店
大阪市淀川区 嵯峨野
大阪市淀川区 神鍋食堂
大阪市淀川区 居心
大阪市淀川区 煌彩酒家璠房
大阪市淀川区 たつみ屋
大阪市淀川区 アジュ・マハカーラ
大阪市淀川区 焼肉順ちゃん
大阪市淀川区 NightSpace絆
大阪市淀川区 こし川
大阪市淀川区 鶏居酒屋るーつ東三国店
大阪市淀川区 鶏バールRoots
大阪市淀川区 磯路
大阪市淀川区 carl
大阪市淀川区 ラーメンノーカントリー
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大阪市淀川区 お好み焼 鉄板焼 よしもと 加島店
大阪市淀川区 パスタ工房 あるでんて
大阪市淀川区 Cafe&Bar MARS
大阪市淀川区 なまらぴりか
大阪市淀川区 らーめん鱗 西中島店
大阪市淀川区 ガストハウス４４東三国
大阪市淀川区 ＧＡＹＡⅡ
大阪市淀川区 お好み焼き＆鉄板焼き はてな
大阪市淀川区 旬菜 西むら
大阪市淀川区 海鮮ととまる
大阪市淀川区 カラオケライブBar KOTO
大阪市淀川区 くつろぎ庵
大阪市淀川区 琴音
大阪市淀川区 だし処やまだ家
大阪市淀川区 COTTONHOUSE
大阪市淀川区 風月 風の街
大阪市淀川区 季節料理とおさかな処 うずまき十三総本山
大阪市淀川区 タイ料理 セップ イーサン
大阪市淀川区 家庭料理 ゆきんこ
大阪市淀川区 中華屋かぎもと
大阪市淀川区 SAKE ヤシマ
大阪市淀川区 天ぷら・おでん 天之介
大阪市淀川区 焼鳥キッチン こけこっ子
大阪市淀川区 カラオケももちゃん
大阪市淀川区 もりや
大阪市淀川区 鶏と魚と藁焼き頂
大阪市淀川区 カラオケ居酒屋 久びさ
大阪市淀川区 居酒屋 鈴
大阪市淀川区 中華そばココカラサキゑ
大阪市淀川区 Merrymomo
大阪市淀川区 お好み焼き ふくや
大阪市淀川区 BAR DUDE
大阪市淀川区 純平寿し
大阪市淀川区 ラーク
大阪市淀川区 明洞純豆腐新大阪店
大阪市淀川区 コナモンキッチンHANAYOSHI
大阪市淀川区 スナックわがままきまま
大阪市淀川区 ASAL
大阪市淀川区 塚本バル
大阪市淀川区 さかなＳＴＡＮＤ ００２４
大阪市淀川区 花伝
大阪市淀川区 居酒屋 三
大阪市淀川区 炭火焼肉ホルモンこてつ塚本店
大阪市淀川区 Park 
大阪市淀川区 カラオケあぶり
大阪市鶴見区 力餅食堂 放出店
大阪市鶴見区 秀
大阪市鶴見区 ヨシナリのカリッ揚げ 放出駅前店
大阪市鶴見区 竹家
大阪市鶴見区 薪窯ピザピッチュ
大阪市鶴見区 陽だまり
大阪市鶴見区 美食工房 山口製作所
大阪市鶴見区 ＳｕｎｎｙＣｌｏｕｄｓ
大阪市鶴見区 揚げたて天ぷらマルニ
大阪市鶴見区 梅屋
大阪市鶴見区 ニュー まき
大阪市鶴見区 旬彩屋はっかく
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大阪市鶴見区 きりしま屋
大阪市鶴見区 餃子天国
大阪市鶴見区 中華ダイニング康明
大阪市鶴見区 どんや
大阪市鶴見区 カフェ ア・ソーラ
大阪市鶴見区 白龍
大阪市鶴見区 ミニ
大阪市鶴見区 居酒屋なつを
大阪市鶴見区 カラオケスタジオ・湊空
大阪市鶴見区 やきとり笑家 放出店
大阪市鶴見区 フルパレス
大阪市鶴見区 丸十ラーメン
大阪市鶴見区 たこやき風風 鶴見横堤店
大阪市鶴見区 鶏白湯そば 彌
大阪市住之江区 居酒屋 ふくちゃん
大阪市住之江区 adagietto
大阪市住之江区 串かつ くし坊
大阪市住之江区 呑み処 あきちゃん
大阪市住之江区 俺の名はJ
大阪市住之江区 BARパリ祭
大阪市住之江区 和創屋 奏
大阪市住之江区 つくし
大阪市住之江区 麺物語つなぐ
大阪市住之江区 千代吉
大阪市住之江区 びっくりドンキー住之江店
大阪市住之江区 玉出うどん
大阪市住之江区 お幹
大阪市住之江区 米家
大阪市住之江区 家風料理 想い
大阪市住之江区 おもてなし
大阪市住之江区 洋食カフェぷらぷら
大阪市住之江区 焼肉 萬帆亭
大阪市住之江区 MEMBER'S TALK
大阪市住之江区 2525niconico
大阪市住之江区 中国料理陽貴
大阪市住之江区 こうき屋
大阪市住之江区 中華厨房 齊房
大阪市住之江区 おにぎり山
大阪市住之江区 vanlee
大阪市住之江区 アルバルダン
大阪市住之江区 不二屋
大阪市住之江区 みやび
大阪市住之江区 鉄板焼きお好み まつおか
大阪市住之江区 コーヒーサロンチロル
大阪市住之江区 逢友夢
大阪市住之江区 創作ダイニングりとむ
大阪市住之江区 cafe&barO'hara
大阪市住之江区 福ずし
大阪市住之江区 スナック裕美
大阪市住之江区 たかたか
大阪市住之江区 お好み焼 恵美寿
大阪市住之江区 味咲
大阪市住之江区 歌・飲・処 YELL
大阪市住之江区 しゃぶ扇南港ATC店
大阪市住之江区 スナック ボナンザ
大阪市住之江区 想い出
大阪市住之江区 ソウル屋
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大阪市住之江区 こころ
大阪市住之江区 正八
大阪市住之江区 リンツ
大阪市住之江区 七福園
大阪市住之江区 bar GENOA
大阪市住之江区 喫茶 お好み 味希
大阪市住之江区 奥屋
大阪市住之江区 なごみ心 花の園
大阪市住之江区 ハイアット リージェンシー 大阪内１階 ザ・カフェ
大阪市住之江区 呑み処樽八
大阪市住之江区 トレカショップ スキップ
大阪市平野区 Juliet
大阪市平野区 MANDARINE
大阪市平野区 ラウンジ司
大阪市平野区 三ツ星シノハラ
大阪市平野区 Marilyn
大阪市平野区 横濱家系ラーメン神山
大阪市平野区 喫茶メモリー
大阪市平野区 ビーボックス平野店
大阪市平野区 ひょっこ
大阪市平野区 ファーストフードササキ
大阪市平野区 焼肉らふ
大阪市平野区 えっちゃん
大阪市平野区 かつや平野馬場店
大阪市平野区 居酒屋 信八
大阪市平野区 鉄板串焼きいろは
大阪市平野区 宴寿司
大阪市平野区 カラオケ Akkochan
大阪市平野区 よっちゃん
大阪市平野区 (居酒屋) 丸ちゃん
大阪市平野区 スナック 以風季
大阪市平野区 冨貴イオン喜連瓜破駅前店３Ｆ
大阪市平野区 大衆酒場 みなと屋
大阪市平野区 スナックすずらん
大阪市平野区 カラオケ みきちゃん
大阪市平野区 あげもんや彩天
大阪市平野区 与助
大阪市平野区 多津美
大阪市平野区 お食事処だんだん
大阪市平野区 善屋
大阪市平野区 Beeian平野店
大阪市平野区 酒菜工房しんくま
大阪市平野区 望知佳
大阪市平野区 喫茶フレンド
大阪市平野区 鉄板酒場なんなん
大阪市平野区 肉匠斎野
大阪市平野区 ジャンボ総本店 平野駅前店
大阪市平野区 カラオケ喫茶館
大阪市平野区 銀ちゃん
大阪市平野区 串かつ専門店はせ
大阪市平野区 鉄板ダイニング ＨＩＮＡＴＡ
大阪市平野区 呑み処みよちゃん
大阪市平野区 cake&cafeAMUU
大阪市平野区 酒さんぽ道ちろり庵
大阪市平野区 いざかやびすとろやすだ
大阪市平野区 ウエルカム
大阪市平野区 コットン
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大阪市平野区 WEST
大阪市平野区 居酒屋裕ちゃん
大阪市平野区 うどんそばなかむら
大阪市平野区 銀座ごんろく
大阪市平野区 山香
大阪市平野区 お好み焼きたうちゃん
大阪市平野区 喫茶 いこい
大阪市平野区 えび兆
大阪市平野区 ごはんや 笑福
大阪市平野区 詩
大阪市平野区 スナックHIRO
大阪市平野区 三代目寿司居酒屋戎水産
大阪市平野区 スナックにんじん
大阪市平野区 一里山食堂
大阪市平野区 ひみつきち★ｔ
大阪市平野区 大人の隠れ家 Ｂｅｔｔｙ
大阪市平野区 ノミマヂン
大阪市平野区 喫茶＆カラオケ ルージュ
大阪市平野区 スナック再会
大阪市平野区 炉端焼やんち
大阪市平野区 旬彩料理よつ葉
大阪市平野区 本格やきとり楽笑
大阪市平野区 絆
大阪市平野区 焼肉 うし田
大阪市北区 木の実
大阪市北区 寿司丸峯
大阪市北区 ワインバー ミヤ
大阪市北区 季節料理ふじ
大阪市北区 和（なごみ）
大阪市北区 BAR F*CK
大阪市北区 Solaio
大阪市北区 ロイヤルボックス（Royal Box ）
大阪市北区 千疋屋
大阪市北区 プライムG
大阪市北区 ハードレイン
大阪市北区 北新地なおらい
大阪市北区 GURFA
大阪市北区 奏や
大阪市北区 Marche のBar
大阪市北区 ごっど（神）
大阪市北区 DINING BAR YUMMY SMILE 
大阪市北区 神（ごっど）
大阪市北区 グリル佐野惣
大阪市北区 MIDIAN
大阪市北区 ネスパ
大阪市北区 POKEPOKE
大阪市北区 てんぷら屋 夢二
大阪市北区 Bar Escae
大阪市北区 割烹 大田川
大阪市北区 かどや
大阪市北区 Musicpub2nd
大阪市北区 うえの
大阪市北区 ｍｏｊｉｔｏ７ＢＡＲ
大阪市北区 ピ・グレコ
大阪市北区 串まん中津店
大阪市北区 仁坊
大阪市北区 ラ ボンヌ ターシュ
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大阪市北区 coupy
大阪市北区 Aprile*
大阪市北区 ｂａｒわかな
大阪市北区 みや
大阪市北区 MARY&HOTROCK 
大阪市北区 ＢaｒＭ
大阪市北区 ご馳走家箸の音
大阪市北区 La Birdie NAMI
大阪市北区 Zizz
大阪市北区 BAR S
大阪市北区 和 蔦次郎
大阪市北区 ユカイロ。。
大阪市北区 小粋家庭料理きくの
大阪市北区 たきはた
大阪市北区 MICKEY HOUSE
大阪市北区 Bar SECOND FILL
大阪市北区 ラーメン つけ麺 笑福 南森町店
大阪市北区 ふぁぼり
大阪市北区 Mulsanne
大阪市北区 トリスタンダード
大阪市北区 starcats
大阪市北区 お好み焼てんぐ中津店
大阪市北区 西天満桜会
大阪市北区 蛸や和
大阪市北区 Bar La cour
大阪市北区 マハラジャ
大阪市北区 PYRAMID
大阪市北区 Bar COARU
大阪市北区 韓国風チキン専門店ここチキン中崎町店
大阪市北区 すみか
大阪市北区 わいん屋ゆとり
大阪市北区 浪花奴寿し天五店
大阪市北区 くいもんどころ酒家 蕪家
大阪市北区 魔法の餃子 中津店
大阪市北区 ツバクロすっぽん食堂大阪店
大阪市北区 ルトゥール
大阪市北区 ロール寿司 だぶるくぉてーしょん粋
大阪市北区 味神田川
大阪市北区 琴美
大阪市北区 Stella
大阪市北区 丸中商店
大阪市北区 中たに
大阪市北区 BUDDY
大阪市北区 スタンどどどンガメ
大阪市北区 山口カリー
大阪市北区 ダルピッ
大阪市北区 teteria llena
大阪市北区 Bar来夢
大阪市北区 カラオケ＆バーふくちゃん
大阪市北区 蒼い月1969
大阪市北区 Bar 石田
大阪市北区 上通り森口
大阪市北区 ぼてぢゅう HEP ナビオ店
大阪市北区 よしたろう
大阪市北区 音鳴り森口
大阪市北区 HAROLD CAFE
大阪市北区 ハイボール小路
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大阪市北区 member's Bacchus
大阪市北区 なにわ酒房
大阪市北区 三樹
大阪市北区 天満 みき屋
大阪市北区 天満のタイ酒場 玲
大阪市北区 からみつ屋
大阪市北区 深夜喫茶マンサルド
大阪市北区 空
大阪市北区 おばんざいバー 笑
大阪市北区 豆家食堂
大阪市北区 びじねす食堂
大阪市北区 J.B.CHOPPER
大阪市北区 シェリ
大阪市北区 北新地池田銀なべ
大阪市北区 Bar聚闇
大阪市北区 bar Candle
大阪市北区 ジ アザーサイド
大阪市北区 鮨処 一宴
大阪市北区 BAR DE ONE
大阪市北区 UMEDAHOLIC HOTEL cafe&bar
大阪市北区 sourire
大阪市北区 pizzeria da ciro
大阪市北区 ＥＬ ＳＯＬ ｔｈｅ ｐａｒｔｙ
大阪市北区 タカラバコカフェ
大阪市北区 Tuxedo park
大阪市北区 ロゼ
大阪市北区 中崎バル エストレージャ
大阪市北区 kitchen味人
大阪市北区 あぶせん
大阪市北区 鉄板焼き華粋
大阪市北区 Brilliant.
大阪市北区 DELI CHICA
大阪市北区 アクティⅡ
大阪市北区 shot BAR syun
大阪市北区 Ａｌｌ ｄａｙ ｄｉｎｉｎｇ Ｈｉｋａｒｉ
大阪市北区 酒処 芝
大阪市北区 肴×串すたんど おぼら
大阪市北区 てんまのいえ
大阪市北区 BARVIOLIN
大阪市北区 ハーフムーン
大阪市北区 Ｍｏｏｎ Ｂａｒ
大阪市北区 BeBe倶楽部
大阪市北区 錯覚
大阪市北区 鶴太良
大阪市北区 Blue Daisy
大阪市北区 Sy's  second
大阪市北区 鮨処利久
大阪市北区 M's
大阪市北区 楽从
大阪市北区 同心町和食瑞
大阪市北区 JUNE
大阪市北区 Sympathique
大阪市北区 サロンド川辺
大阪市北区 woman only cafe&bar BU
大阪市北区 大來軒別館
大阪市北区 The7LuckGods
大阪市北区 シンザンII
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大阪市北区 Nogarazza
大阪市北区 割烹天五屋
大阪市北区 ＢＡＲ天五屋
大阪市北区 中華 たけ亭
大阪市北区 Ｓｗｅｅｔ Ｍｏｏｎ
大阪市北区 THE PASTA & GRILLS
大阪市北区 黒毛和牛焼肉みかく屋
大阪市北区 中国料理 龍華楼
大阪市北区 だし居酒屋 青てん上
大阪市北区 まどあかり
大阪市北区 Peony
大阪市北区 Pièce (ピエス)
大阪市北区 サラマンジェ角屋
大阪市北区 小花
大阪市北区 鉄板や かんろ 天六店
大阪市北区 鮨処平野
大阪市北区 Vuvvle
大阪市北区 丸
大阪市北区 たちばな
大阪市北区 スナック サンキューな
大阪市北区 インド料理 シュリアルナ
大阪市北区 黒毛和牛肉彩 嬉野
大阪市北区 美Ｒａｎ
大阪市北区 居酒屋 ＫＥＮＮＹ
大阪市北区 但馬屋
大阪市北区 ゆかり
大阪市北区 グレースcoloR
大阪市北区 花様 西梅田店
大阪市北区 どんどん亭
大阪市北区 居酒屋 あづま
大阪市北区 ザ・ラボ カフェラボ グランフロント大阪店
大阪市北区 柿の葉すし 紀の川壽司本舗 北新地
大阪市北区 つくもうどん 天神店
大阪市北区 メンバーズ リロ
大阪市北区 Wine Bar Filer
大阪市北区 すみれん家
大阪市北区 薬膳和鍋Lotus Pot
大阪市北区 Blanc Chouette
大阪市北区 本格焼肉 炎武
大阪市北区 ごますりちゃんこ
大阪市北区 スタンドもぐ
大阪市北区 丸喜酒店
大阪市北区 薄利多賣半兵ヱ 梅田店
大阪市北区 鮨 大吾
大阪市北区 OTOYAN
大阪市北区 よしとみ
大阪市北区 バールガルゴッタ
大阪市北区 七福神南森町
大阪市北区 FISH
大阪市北区 そんぐそんぐ
大阪市北区 BAN-KARA
大阪市北区 BAR caraveL
大阪市北区 蕎麦福一
大阪市北区 屋形船大喜丸
大阪市北区 八咫鴉
大阪市北区 吉豊
大阪市北区 玄品 北梅田
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大阪市北区 I.Bar
大阪市北区 はまじま
大阪市北区 &green.
大阪市北区 梅田羊肉串
大阪市北区 太陽
大阪市北区 常夜燈 曽根崎店
大阪市北区 New Snack Kaori
大阪市北区 ＢＡＲ・ＦＯＧＧＹ
大阪市北区 呑み処 m.yamasaki
大阪市北区 Ｌｅ Ｃｈｉｅｎ
大阪市北区 大富豪
大阪市北区 焼肉じゃけぇ天六本店
大阪市北区 BAR CO-GU
大阪市北区 PUMPUP BAR
大阪市北区 Mogura梅田店mole
大阪市北区 さかなやのmaru寿司 ルクア店
大阪市北区 七星
大阪市北区 Shin-Chan
大阪市北区 うずまき伸介の巻
大阪市北区 茶め茶め
大阪市北区 好吃
大阪市北区 和食 かっぱ
大阪市北区 ひょうたんや
大阪市北区 串揚げTAKENAKA
大阪市北区 呑み食い処おかん
大阪市北区 snackknock
大阪市北区 梅田FLAMiNGO
大阪市北区 房
大阪市北区 串かつ場ぁ聖天堂 中津店
大阪市北区 肉割烹ふたご北新地店
大阪市北区 DORONJO
大阪市北区 カルヴァドス
大阪市北区 旬菜ＢＡＲ志づ
大阪市北区 Le・lien
大阪市北区 ニコニコポン
大阪市北区 ダイニングバーボギー
大阪市北区 八寸
大阪市北区 ダイニングバールジュ
大阪市北区 ChicagoRock
大阪市北区 サロック
大阪市北区 西洋料理店ふじもと
大阪市北区 HIYOMORi
大阪市北区 ファミーユ
大阪市北区 Bar Avalon
大阪市北区 casa tua Satoh
大阪市北区 つぼキムチ
大阪市北区 お食事処おおかわ
大阪市北区 ダイニングちょいわるおやじ
大阪市北区 天ぷら割烹佐とう
大阪市北区 じゃんぼ總本店 天神橋1丁目店
大阪市北区 ミュージックインま都お
大阪市北区 びすとろ炭火焼一星
大阪市北区 ベネフィット
大阪市北区 BANANAYA
大阪市北区 浪速割烹昇
大阪市北区 南所豆花
大阪市北区 うどん処 福倉
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大阪市北区 割烹むつごろう
大阪市北区 Kitchen Coto Coto
大阪市北区 タコハウス
大阪市北区 アネロ
大阪市北区 クワンチャイ 梅田店
大阪市北区 天ぷら和
大阪市北区 立呑処おぎの
大阪市北区 水谷屋総本家
大阪市北区 料理八幡浜はなれ
大阪市北区 ライトゲージ
大阪市北区 みつむら
大阪市北区 北新地五鉄
大阪市北区 旬味ひげ
大阪市北区 酒肴デンデケ
大阪市北区 北新地桔梗
大阪市北区 楠木フサエ
大阪市北区 味楽房
大阪市北区 雲丹鍋うに吉
大阪市北区 think食堂
大阪市北区 たこ茶屋
大阪市北区 ひといき
大阪市北区 和Bistro綱
大阪市北区 3249ROOM
大阪市北区 TOROMI PRODUCE 迦羅求羅
大阪市北区 タベルナラキアーヴェ
大阪市北区 トムントコ
大阪市北区 ベビードール
大阪市北区 foryou
大阪市北区 バー クリーク
大阪市北区 寿司処 たくみ
大阪市北区 ソソカルビ牛天
大阪市北区 源兵衛天満本店
大阪市北区 中華ダイニング ザイロン
大阪市北区 鮨まつもと
大阪市北区 和食オタクの店MANIACOS
大阪市北区 ぼんたぼんたLINKS UMEDA店
大阪市北区 HATSU
大阪市北区 寅屋 天満店
大阪市北区 ベルエポック
大阪市北区 casa de alcala
大阪市北区 加津
大阪市北区 CURRY SHOP MORIKYU 
大阪市北区 マルセロ
大阪市北区 つけ麺+酒場
大阪市北区 魚場春夏秋冬
大阪市北区 喜登
大阪市北区 THE MATCHA TOKYO ルクア大阪
大阪市北区 バルチョップ
大阪市北区 条
大阪市北区 Bar Shark
大阪市北区 みんなのひみつきち
大阪市北区 えでぃさんの店
大阪市北区 食堂燈
大阪市北区 ラウンジ 里恵
大阪市北区 スナックきよし
大阪市北区 魚と日本のお酒 むく
大阪市北区 よがりや ドゥーマーナ
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大阪市北区 豊崎飯店
大阪市北区 おでんとお料理 かさね
大阪市北区 浅草もんじゃ・お好み焼・鉄板焼 西屋 天６店
大阪市北区 はま栄
大阪市北区 坂井カレー
大阪市北区 鳥きち
大阪市北区 Briller
大阪市北区 珍竹
大阪市北区 あわくれ。
大阪市北区 CHICKEN HOUSE一歩
大阪市北区 串もん 西屋
大阪市北区 田﨑珈琲
大阪市北区 Re:01
大阪市北区 かりん
大阪市北区 旬彩家 山治
大阪市北区 彩火 SAIBI
大阪市北区 ないな
大阪市北区 心粋うどんいろは OAP 店
大阪市北区 FOLK
大阪市北区 徳田酒店第3ビルB2店
大阪市北区 割旬 葉隠
大阪市北区 ニューオークラ
大阪市北区 あんじゅう
大阪市北区 umbrella RiB
大阪市北区 煮売屋ぽっと
大阪市北区 豚たん 天満本店
大阪市北区 JIGGER
大阪市北区 Salon de S
大阪市北区 Cure
大阪市北区 洋食おくむら
大阪市北区 はるいちばん
大阪市北区 dailydosecoffee
大阪市北区 モアナ
大阪市北区 ザンネン
大阪市北区 メンバーズこはる
大阪市北区 ｊ
大阪市北区 中津イタリアバールC iccio
大阪市北区 Karin
大阪市北区 lux bar freesia
大阪市北区 ＢＡＲ  ＭＡＮＡ
大阪市北区 炭達磨
大阪市北区 Rumors
大阪市北区 BAR WORKAHOLIC
大阪市北区 Be1
大阪市北区 お好み焼つる家
大阪市北区 旬菜旬魚 淡
大阪市北区 酒先杯
大阪市北区 オムちゃん食堂
大阪市北区 花舎
大阪市北区 ミニョン
大阪市北区 梅田ごだいご
大阪市北区 セルベセリア ハンジョウ
大阪市北区 北新地 すし まつむら
大阪市北区 中国料理 遙華
大阪市北区 香味味噌拉麺麺と人
大阪市北区 鴨と日本酒五角
大阪市北区 麺や蓮と凜
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大阪市北区 但馬屋イーマ
大阪市北区 cocona
大阪市北区 BAROQUE
大阪市北区 めはり屋文在ェ門
大阪市北区 BAR ステアー
大阪市北区 One More
大阪市北区 惣菜酒房 きままや
大阪市北区 鮨しばた
大阪市北区 司
大阪市北区 小径
大阪市北区 愛佳
大阪市北区 あそびば けせらせら
大阪市北区 咲花草
大阪市北区 焼酎バー くらくら
大阪市北区 PB3rd
大阪市北区 たこ焼きと海鮮海団治
大阪市北区 中国菜香味
大阪市北区 ANTARES
大阪市北区 ニカク
大阪市北区 cafebraveーmatsunami
大阪市北区 Yamatobi 
大阪市北区 一二三寿司
大阪市北区 焼鳥Kawaguchi
大阪市北区 グリッター
大阪市北区 LiveBar303
大阪市北区 BAR ラリアット
大阪市北区 大野プチボヌール
大阪市北区 大嘉味
大阪市北区 Kitchen ku和
大阪市北区 天神橋青木
大阪市北区 コバチ咖喱
大阪市北区 サロンド.アムール
大阪市北区 ちかバー
大阪市北区 本格炭火焼肉炭香
大阪市北区 ラウンジ Ｍ
大阪市北区 racconto
大阪市北区 wine cellar 京
大阪市北区 よし留
大阪市北区 まんとく
大阪市北区 ウォーターボーイズ
大阪市北区 彩
大阪市北区 うどんとおかず酒場 さくらん家
大阪市北区 優香
大阪市北区 将棋バーウォーズ
大阪市北区 つどい処鮨旬三郎
大阪市北区 上月
大阪市北区 グリーンカレー専門店メティ
大阪市北区 Shisha Cafe&Bar Liberta
大阪市北区 ぐらんぱ
大阪市北区 魚彩 銀の鯛
大阪市北区 BAR BANKS
大阪市北区 幸太楼
大阪市北区 One Resort
大阪市北区 アペンツェル
大阪市北区 博多長浜ラーメン 清乃
大阪市北区 Funk Bar Zip
大阪市北区 オペレッタ５２
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大阪市北区 VENUS
大阪市北区 新世界串カツいっとく 大阪駅前第一ビル店
大阪市北区 はなび
大阪市北区 木香
大阪市北区 香音
大阪市北区 焼酎専門店 鳥小屋
大阪市北区 CLOVER
大阪市北区 ＧＲＡＣＥⅡ
大阪市北区 GRACE GARDEN
大阪市北区 季膳
大阪市北区 中津食堂/フジオ珈琲 中津店
大阪市北区 もんじゃ屋
大阪市北区 OrangeFieldsTeaGarden
大阪市北区 なでしこ
大阪市北区 Ｃ．Ｃハウスなかしま
大阪市北区 東
大阪市北区 スプレンディード
大阪市北区 しゃぶ扇HEPナビオ店
大阪市北区 パレ有馬
大阪市北区 Ｃｈｅｒｒｙ Ｖｉｌｌａ
大阪市北区 上海食亭
大阪市北区 聖
大阪市北区 nama-co
大阪市北区 プティkaren
大阪市北区 グリル喫茶・居酒屋 ソニック
大阪市北区 中華料理 大王 天満橋店
大阪市北区 Dining Bar face
大阪市北区 心 cocoro
大阪市北区 みよ幸
大阪市北区 味処 吉峰
大阪市北区 パレス
大阪市北区 吉田スヰッチ
大阪市北区 道頓堀あかい北店
大阪市北区 肉のあかい
大阪市北区 暖心
大阪市北区 鉄板焼 名門
大阪市北区 つる家 大丸梅田店
大阪市北区 bar food's
大阪市北区 鮨瀧本
大阪市北区 串焼 一直
大阪市北区 堀垣堂
大阪市北区 Cafe&Bar FREYJA
大阪市北区 cafe&bar HANAKO
大阪市北区 路地裏食堂マチュナガ
大阪市北区 T's
大阪市北区 Bar OHACO
大阪市北区 揚子江ラーメン名門（神山店）
大阪市北区 鳥匠
大阪市北区 鉄板焼 翔
大阪市北区 浅野日本酒店
大阪市北区 群醸日和
大阪市北区 新喜楽東店
大阪市北区 NCB会館
大阪市北区 MOAI THE BAR
大阪市北区 みづき
大阪市北区 げん家の天むす
大阪市北区 もんきーぱんち
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大阪市北区 MＥＭＢＥＲ’Ｓ ＢＡＲ ＥＡＳＴ
大阪市北区 和彩 ゆか都
大阪市北区 奈樹
大阪市北区 虹
大阪市北区 割烹いぐち
大阪市北区 鮨処たかはし
大阪市北区 黒毛和牛料理「COWCOW」
大阪市北区 Uvillage
大阪市北区 LiBARE ホワイティうめだ店
大阪市北区 麺と出汁が絡むとき
大阪市北区 ターリー屋大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 メンバーズ グリーン
大阪市北区 海都
大阪市北区 bar and diner vivahaus
大阪市北区 炭火三日月
大阪市北区 地鶏専門店マルエ
大阪市北区 和牛の壺やまむら
大阪市北区 Boys Bar John
大阪市北区 黒川ステーキハウス
大阪市北区 クラシック・イーグル
大阪市北区 北新地しゃぶ亭
大阪市北区 mitsui murata
大阪市北区 そば処 吉々
大阪市北区 海鮮割烹 籔
大阪市北区 岡田
大阪市北区 ちーず亭
大阪市北区 316
大阪市北区 グラシア
大阪市北区 やきとり正や南森町店
大阪市北区 メンバーズ雅
大阪市北区 板前焼肉一笑 北新地
大阪市北区 おでん松原
大阪市北区 Ｖｉｌｌａｇｅ
大阪市北区 みわ屋
大阪市北区 肉料理 神谷
大阪市北区 ニュー松坂 梅田32番街店
大阪市北区 五色そうめんＢａｒ ぶろんれちゅ
大阪市北区 Moo
大阪市北区 天６アタック
大阪市北区 CafeBARカラス
大阪市北区 つきや
大阪市北区 ＰＵＢエトワール２１
大阪市北区 Requin
大阪市北区 中津一丁目まぐろや あを葉
大阪市北区 自由気MaMa
大阪市北区 CAFEandBAR結
大阪市北区 June・ジュン
大阪市北区 日本酒まつやま
大阪市北区 BAR END UP
大阪市北区 中国料理 瑞豊苑
大阪市北区 味吉屋
大阪市北区 ＨＩＧＨＪＡＣＫ
大阪市北区 うなぎじん田
大阪市北区 梅田 雀トップ
大阪市北区 中国料理ロドス
大阪市北区 炉端 零
大阪市北区 町家和食 京の町
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大阪市北区 きりん
大阪市北区 Hugglife
大阪市北区 エクセレント幸子
大阪市北区 築地寿司清 大丸梅田店
大阪市北区 SALT
大阪市北区 中華そば花京 天六店
大阪市北区 CRAFT BEER BASE BUD
大阪市北区 イタリア食堂サルディーナ
大阪市北区 割烹堂島
大阪市北区 Ｃｌｕｂ真
大阪市北区 Ｆｉｖｅ北新地
大阪市北区 T.T.T.
大阪市北区 SanwaCoffeeWorks天満本店
大阪市北区 トリベーネ
大阪市北区 響珈琲
大阪市北区 DiningHATTORI
大阪市北区 家座香家 6 年4組 梅田分校
大阪市北区 鉄板 日本酒 てっぺん
大阪市北区 ジローズジュニア
大阪市北区 BARFAKE
大阪市北区 大和路
大阪市北区 北新地イタリア料理サーレぺぺ
大阪市北区 大阪浪花家
大阪市北区 da pai dang 105
大阪市北区 和食いいくら
大阪市北区 餃子酒場 餃、
大阪市北区 ドン釜ゴールド
大阪市北区 BEET
大阪市北区 天満酒場ピロまる
大阪市北区 台湾タンパオ 天五店
大阪市北区 GachaBar
大阪市北区 バー リリー
大阪市北区 焼肉ホルモン酒場 ほんで
大阪市北区 motaba
大阪市北区 Teppan x Wine 堀 by nishideria
大阪市北区 天草の恵
大阪市北区 さぬきうどん四國屋
大阪市北区 酒場おか長大阪駅前第３ビルB1店
大阪市北区 lux
大阪市北区 85stcoffee
大阪市北区 しんきょうパートⅠ
大阪市北区 ひとくち北店
大阪市中央区 マーチャント
大阪市中央区 カフェ・ボーチカ
大阪市中央区 Bar 5F
大阪市中央区 八剣伝 谷町九丁目店
大阪市中央区 View
大阪市中央区 酔巣
大阪市中央区 AURA
大阪市中央区 Bistro bar 真琴
大阪市中央区 space
大阪市中央区 BAR SOUTHERN PEAKS
大阪市中央区 Singing Bar diva
大阪市中央区 KaliYuga
大阪市中央区 a canto
大阪市中央区 （肴）日本酒処 力鯱
大阪市中央区 Ｍ．ｉ．Ｊ．
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大阪市中央区 志en
大阪市中央区 Ｌｅｔｅ
大阪市中央区 bar 天空喫茶
大阪市中央区 June
大阪市中央区 金福来
大阪市中央区 kitchen BAR 川人
大阪市中央区 本町ケンボローぎょうざ屋
大阪市中央区 スナック冬記
大阪市中央区 南菜や
大阪市中央区 食欒
大阪市中央区 Barsus
大阪市中央区 炭焼すみれ
大阪市中央区 Cues  Bar
大阪市中央区 アルヘイム 地下鉄なんば店
大阪市中央区 なかい天満橋
大阪市中央区 H.A.C
大阪市中央区 i4hara
大阪市中央区 道頓堀いこい
大阪市中央区 上町おでん とある
大阪市中央区 アジアンティー 一茶 心斎橋茶寮
大阪市中央区 星のアントニオ
大阪市中央区 ワイン割烹Et Ce
大阪市中央区 スナック 花水木
大阪市中央区 イタリアわいんBAR 54
大阪市中央区 虎徹
大阪市中央区 千成屋国際黒門店
大阪市中央区 旬味地酒あつあつ
大阪市中央区 麒麟堂
大阪市中央区 La Gemme
大阪市中央区 １ＢＲＩＤＧＥ≠ｃｏｎｎｅｃｔ
大阪市中央区 氷城美食坊
大阪市中央区 心斎橋酒場叶えや
大阪市中央区 天包
大阪市中央区 鮨れんげ
大阪市中央区 しっぽく庵
大阪市中央区 カフェアンドカレー ボタ
大阪市中央区 HAKATAラーメンチカッパ
大阪市中央区 サカモんち５号室
大阪市中央区 カレー&バー マイティ・ルゥ
大阪市中央区 アララギ
大阪市中央区 CHIQUI
大阪市中央区 AM ボルゾー
大阪市中央区 Da'fronte
大阪市中央区 麺屋きょうすけ
大阪市中央区 ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ&ＢＡＲ TANIQUE
大阪市中央区 eleven
大阪市中央区 １４２９餃子
大阪市中央区 メソン膳
大阪市中央区 ロルマアッティーヴァ
大阪市中央区 Bar Karhu
大阪市中央区 p.pouch
大阪市中央区 岡本商店
大阪市中央区 スタンド
大阪市中央区 N
大阪市中央区 bar.S
大阪市中央区 遊び場
大阪市中央区 日本酒BAR四季
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大阪市中央区 Pangea
大阪市中央区 サンルージュPARTlll
大阪市中央区 得正 平野町4丁目店
大阪市中央区 GOEN
大阪市中央区 NIINA
大阪市中央区 Bar Lit
大阪市中央区 大阪本町ありがと屋
大阪市中央区 呑み処やおたみ
大阪市中央区 Bar Amami
大阪市中央区 たこ焼き たこQ
大阪市中央区 トスンイ
大阪市中央区 DRINK BAR Suppoted by KIRIN
大阪市中央区 BAR Mermaid
大阪市中央区 焼鳥秀人
大阪市中央区 洋酒房 昭和
大阪市中央区 Kitchen Cafe Bar K's Bullseye
大阪市中央区 スナックMY 舞
大阪市中央区 ばんしゃく屋ち
大阪市中央区 TwentyThree
大阪市中央区 BAR DOGRA MAGRA
大阪市中央区 Orcan club
大阪市中央区 スナック灯台
大阪市中央区 iVY
大阪市中央区 ウイスキー専門店相葉
大阪市中央区 路地酒菜えん
大阪市中央区 Asador ROCA
大阪市中央区 まんなおし
大阪市中央区 肴森
大阪市中央区 麦酒酒場 幸民
大阪市中央区 Mix Bar EviL
大阪市中央区 Ｃｌｕｂ卑弥呼
大阪市中央区 キャバリア
大阪市中央区 Shisha cafe&bar VENOM
大阪市中央区 アウール
大阪市中央区 まんなおし2号店
大阪市中央区 USHINABE森ノ宮店
大阪市中央区 ながら
大阪市中央区 ゆみや
大阪市中央区 +α
大阪市中央区 Private garden bar Green Spot
大阪市中央区 FUYU
大阪市中央区 ビフテキ食堂ひろ喜
大阪市中央区 エドモンダンテス
大阪市中央区 サンロード
大阪市中央区 愛宕屋 谷町
大阪市中央区 愛宕屋 大手通
大阪市中央区 BarFUu2
大阪市中央区 法善寺京子
大阪市中央区 桂山
大阪市中央区 ラバーズ
大阪市中央区 アチャコ
大阪市中央区 ニドワゾォー
大阪市中央区 定食堂金剛石
大阪市中央区 バーイプソファクト千日前
大阪市中央区 BAR ROUTE
大阪市中央区 nidomi
大阪市中央区 韓国料理 別味食堂
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大阪市中央区 Bar-KAYS
大阪市中央区 ゴルカバザール
大阪市中央区 K225
大阪市中央区 DINING&SHOT BAR ESTATE
大阪市中央区 ＢａｓｅＣａｍｐ
大阪市中央区 アガッタ！
大阪市中央区 食事処 萩
大阪市中央区 炭焼き鶏とつくねの店 空音
大阪市中央区 Grazie
大阪市中央区 大名酒蔵
大阪市中央区 `OHANA
大阪市中央区 新浅草
大阪市中央区 レストランリール
大阪市中央区 縁
大阪市中央区 寿司季節料理サロックながた
大阪市中央区 NULL
大阪市中央区 ＭＡＬＩＢＵ
大阪市中央区 文目堂
大阪市中央区 上等カレー 本町４丁目店
大阪市中央区 上等カレー 御堂筋本町ビル店
大阪市中央区 HAMACHI
大阪市中央区 ASOBIBAR SecretGarden
大阪市中央区 法善寺しきみ
大阪市中央区 カフェ＆バー atrium
大阪市中央区 cafe JUN
大阪市中央区 BARビー玉と空。
大阪市中央区 Bar moon walk 難波千日前店
大阪市中央区 旬菜和かつき
大阪市中央区 ラミマロン
大阪市中央区 JUST A LITTLE bit
大阪市中央区 和のご馳走銀しゃり鮨
大阪市中央区 白銀亭 イトゥビル店
大阪市中央区 シダラタ
大阪市中央区 GORI-POCHA＆肉冷麺
大阪市中央区 小町
大阪市中央区 coffeestand-asaba
大阪市中央区 旬彩十々
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 Kitchen & Bar Aapartment000
大阪市中央区 にこみ㐂むら
大阪市中央区 m CAFE
大阪市中央区 Mayby...13
大阪市中央区 麺屋ガテンの乱
大阪市中央区 海家食堂
大阪市中央区 BAR &-So-On.
大阪市中央区 BARHerMes
大阪市中央区 Nishideria
大阪市中央区 ととや
大阪市中央区 バー黒船屋
大阪市中央区 晩酌処おとん
大阪市中央区 surf&dog blow
大阪市中央区 泰平
大阪市中央区 福来亭
大阪市中央区 音音
大阪市中央区 かなん
大阪市中央区 Ａｍ
大阪市中央区 鰻谷 蛸にし家
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大阪市中央区 BAR NOCO ×２
大阪市中央区 づけや
大阪市中央区 ショットバープラス
大阪市中央区 てつろく
大阪市中央区 ふぐとら
大阪市中央区 Tsuchi 農園野菜と新鮮魚介
大阪市中央区 afu
大阪市中央区 桑の実
大阪市中央区 焼鳥酒場 大場や
大阪市中央区 おたる栄六すし大阪
大阪市中央区 大阪かに源別邸三津寺店
大阪市中央区 船場ひさ家
大阪市中央区 けやき
大阪市中央区 もしも偶然あの夜に
大阪市中央区 スタンド原宿
大阪市中央区 ほうげん
大阪市中央区 土水木
大阪市中央区 北浜ダイナー
大阪市中央区 ECHOCHAMBAR
大阪市中央区 レストランルアイ
大阪市中央区 BO-CHIRA・BAR ZUMI
大阪市中央区 松阪牛焼肉M 難波店
大阪市中央区 ホールイン
大阪市中央区 酒幸文
大阪市中央区 エルモンテ
大阪市中央区 Bar ST＆
大阪市中央区 口福家ＨＡＮＡＲＥ
大阪市中央区 若狭家 難波店
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 味楽にしの
大阪市中央区 ASHWINDERARENA
大阪市中央区 SweetCamel 三角公園前店
大阪市中央区 BAR LOUNGE M
大阪市中央区 萬が壱
大阪市中央区 囲茂庵
大阪市中央区 蛸のつぼ 本町店
大阪市中央区 蛸のつぼ南船場店
大阪市中央区 Bar243
大阪市中央区 たんぽぽ
大阪市中央区 ちんぐ屋
大阪市中央区 WARAKU
大阪市中央区 電脳酒BAR CYBER DRUNKERS TUAL-ON
大阪市中央区 長城Bar ZERO
大阪市中央区 てっちり 河内鴨 橙
大阪市中央区 FIRST.
大阪市中央区 燻製＆旨いもん とっさん
大阪市中央区 璃柯
大阪市中央区 和旬撫子
大阪市中央区 となりの撫子
大阪市中央区 いなり家こんこん
大阪市中央区 モスバーガー北浜店
大阪市中央区 コスコクレープ森ノ宮店
大阪市中央区 いとせ
大阪市中央区 スナックラウンジDio
大阪市中央区 鳥比蕗
大阪市中央区 お食事処 こんご
大阪市中央区 すし秀
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大阪市中央区 大㐂
大阪市中央区 カフェ maison
大阪市中央区 スナック vit
大阪市中央区 すだちの花
大阪市中央区 Cafe＆Bar satan
大阪市中央区 Belle
大阪市中央区 ちゃんこ酒場若貴
大阪市中央区 ローマ軒de肉食堂
大阪市中央区 YOHAKU
大阪市中央区 谷町百番
大阪市中央区 まめだ五番館
大阪市中央区 楽居
大阪市中央区 PLATFORM
大阪市中央区 北浜いしころ
大阪市中央区 アマン
大阪市中央区 お食事処今ちゃん
大阪市中央区 インドネパールレストラン ママ
大阪市中央区 SnackBar Moo
大阪市中央区 喫茶カレン
大阪市中央区 コーヒーショップホーマー
大阪市中央区 Vogue
大阪市中央区 旬肴料理人裕
大阪市中央区 やきとり正や心斎橋PARCO店
大阪市中央区 旬菜美酒 一華
大阪市中央区 還暦恵子
大阪市中央区 Cafe&Bar Pier1
大阪市中央区 Hachi Rou
大阪市中央区 うえだや
大阪市中央区 ＃ｚ４ｃａｆｅタマミツ
大阪市中央区 Ｐｉｎｏｔ Ｎｏｉｒ
大阪市中央区 昭和路
大阪市中央区 M
大阪市中央区 居酒屋ワン
大阪市中央区 HRR
大阪市中央区 串かつ専門店こい串
大阪市中央区 プラッツディズコーヒー
大阪市中央区 カフェプラッツ
大阪市中央区 アンタが来ないと潰れます
大阪市中央区 GS
大阪市中央区 スパイスカリーて
大阪市中央区 四季彩 一成
大阪市中央区 BAR.manyo manyo
大阪市中央区 パイルダー・オン！
大阪市中央区 ニュー雀トップ（新雀極天）難波・千日前店
大阪市中央区 Bar PURPLE RAIN
大阪市中央区 秘密ぱんどら
大阪市中央区 近藤慎之介笑店
大阪市中央区 禁煙立呑みしば犬
大阪市中央区 居酒屋いわな
大阪市中央区 nadeshiko
大阪市中央区 ミナミオールスターズ
大阪市中央区 かぎ屋
大阪市中央区 3S
大阪市中央区 TAKA
大阪市中央区 Bar Links
大阪市中央区 カフェレストランＳｅｒｅｎａ（セリーナ）２Ｆ
大阪市中央区 味千拉麺船場店
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大阪市中央区 焼肉ちょうしゅう
大阪市中央区 甚八
大阪市中央区 お肉と野菜の店 Hajime
大阪市中央区 川福 本店
大阪市中央区 れだん
大阪市中央区 福梅
大阪市中央区 北浜ハイボール ハマ
大阪市中央区 ミュージックスポットSATONE 聰音
大阪市中央区 HERMITAGE
大阪市中央区 ハチマル蒲鉾なんば千日前店
大阪市中央区 ブレス
大阪市中央区 Live＆Cafebar PLACEBO
大阪市中央区 BARエンターテインメント
大阪市中央区 ＭＯＭＯＮＯＫＩ
大阪市中央区 connect
大阪市中央区 SEIRYU BAR MADE
大阪市中央区 株式会社英ちゃん冨久鮓
大阪市中央区 poco a poco
大阪市中央区 蛸家 よこ店
大阪市中央区 BAR AKI
大阪市中央区 BAR IO
大阪市中央区 ふたいろ
大阪市中央区 パルティーレ
大阪市中央区 七弐八製麺
大阪市中央区 中国東北料理長江
大阪市中央区 Bijou
大阪市中央区 盛じゅん
大阪市中央区 BARあまくだり
大阪市中央区 レストランニューハマヤ北浜店
大阪市中央区 こやなぎ 
大阪市中央区 浜久
大阪市中央区 大きな輪
大阪市中央区 kitchen_shotchu
大阪市中央区 半平寿司
大阪市中央区 かくれんぼつぼつ
大阪市中央区 Mole
大阪市中央区 uralogica
大阪市中央区 MKRミカリ
大阪市中央区 寿司から津
大阪市中央区 鮨一
大阪市中央区 やまのや天満橋店
大阪市中央区 創作和食居酒屋 彩祭
大阪市中央区 中華料理ちゃおずさんじゅう
大阪市中央区 幸酔
大阪市中央区 スナック愛
大阪市中央区 モスバーガー森ノ宮店
大阪市中央区 BAR1988
大阪市中央区 Bar 一般保護例外
大阪市中央区 CLUBASK
大阪市中央区 ふく流らーめん轍 アメリカ村店
大阪市中央区 Dick
大阪市中央区 末廣軒
大阪市中央区 しあわせ料理ねぎ坊主
大阪市中央区 肉星
大阪市中央区 metoo
大阪市中央区 escape LODGE and ESPRESSO
大阪市中央区 麗霞 居酒屋
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大阪市中央区 bar deal
大阪市中央区 天乃江
大阪市中央区 Laff
大阪市中央区 LUXURY ok
大阪市中央区 Espace MAKOTO
大阪市中央区 ファミリー
大阪市中央区 明陽軒
大阪市中央区 天麩羅安藤
大阪市中央区 カフェバーGやん
大阪市中央区 焼肉の牛太本陣東心斎橋店
大阪市中央区 二和鳥
大阪市中央区 ルーヴル
大阪市中央区 ハリハリ鍋と魚の美味しいお店 冨久
大阪市中央区 地どり茶屋
大阪市中央区 お気軽天ぷら処天神
大阪市中央区 リルチェンテ
大阪市中央区 BAR Z-two-
大阪市中央区 Cafe 未
大阪市中央区 風切
大阪市中央区 カフェシュール
大阪市中央区 林檎と蜜柑
大阪市中央区 阪町哀歌
大阪市中央区 栄鮓 千日前店
大阪市中央区 Zero
大阪市中央区 Casablanca 
大阪市中央区 WIF
大阪市中央区 酒場スナフキン
大阪市中央区 bar abacab
大阪市中央区 えん
大阪市中央区 餃子のだんちゃん三国亭八幡筋店
大阪市中央区 MONROE SEVEN
大阪市中央区 炭火焼肉 弁慶
大阪市中央区 らいと餃子
大阪市中央区 ホワイトラブ
大阪市中央区 桃ライト
大阪市中央区 道頓堀 青果酒店
大阪市中央区 コップニ
大阪市中央区 ｋｕｌｋｕｌ
大阪市中央区 BAR LAYLA
大阪市中央区 レストラン ミツヤマ
大阪市中央区 逸香園
大阪市中央区 北浜銀じ
大阪市中央区 夜な夜な夜な
大阪市中央区 スナックやすらぎ
大阪市中央区 Pink elephant
大阪市中央区 南一園
大阪市中央区 mezon HANARE
大阪市中央区 MICKEY's BAR
大阪市中央区 スナック ガス燈
大阪市中央区 Ｓ・長堀 ｏｒｇａｎｉｃ ＢＡＲ
大阪市中央区 かっちゃんpark
大阪市中央区 ペリーのいくら丼
大阪市中央区 ちゃんこ鍋 なにわ一番
大阪市中央区 肉バル カレー堂 グランデ 本町店
大阪市中央区 メンバーズ森山
大阪市中央区 菜の香 おばんざいスナック
大阪市中央区 神楽
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大阪市中央区 ハモンドルーム 五郎の店
大阪市中央区 北浜 うえ田
大阪市中央区 煮干しらーめん 玉五郎 黒門店
大阪市中央区 スリーナイン ９９９
大阪市中央区 ぽかぽか屋
大阪市中央区 ブルーラグーン
大阪市中央区 la terza casa Calma
大阪市中央区 ふく壱
大阪市中央区 高や
大阪市中央区 博多もつ鍋心斎橋大山
大阪市中央区 BARGROSS
大阪市中央区 PIZZERIAETRATTORIAPOZZUOLI
大阪市中央区 タコつるバー
大阪市中央区 大衆酒場オーガスタ
大阪市中央区 炭火焼直島 東心斎橋店
大阪市中央区 スタンドしまうま
大阪市中央区 笑庵
大阪市中央区 RISTORANTE SPELLO
大阪市中央区 城南クラブ
大阪市中央区 二色
大阪市中央区 雛
大阪市中央区 鶏一輪
大阪市中央区 日名田
大阪市中央区 BISTRO OLIVE
大阪市中央区 BAR猫娘
大阪市中央区 だんだん
大阪市中央区 Rei-s
大阪市中央区 BAR ゆうきん家
大阪市中央区 日本橋楽洛亭
大阪市中央区 snack&bar dots
大阪市中央区 食彩茶屋渡邉
大阪市中央区 花・華
大阪市中央区 KIRIP TRUMAN
大阪市中央区 希望新風谷町七丁目店
大阪市中央区 Bar Amaro
大阪市中央区 らーめん ふうふう
大阪市中央区 大 阪忍者屋駿河流
大阪市中央区 旬粋だいき
大阪市中央区 つるまる饂飩内本町店
大阪市中央区 熊人
大阪市中央区 俺たちの漁師小屋
大阪市中央区 ぶどうの木
大阪市中央区 立呑またた灯
大阪市中央区 ひまつぶし
大阪市中央区 ハチマル
大阪市中央区 居酒屋 十兵衛
大阪市中央区 肉匠あらた
大阪市中央区 大名酒蔵中店
大阪市中央区 輝らり
大阪市中央区 BAR111
大阪市中央区 リプレイ
大阪市中央区 Bar工藤
大阪市中央区 うさぎごや
大阪市中央区 天下の台所魚仁
大阪市中央区 BAR PRIMO
大阪市中央区 春夏冬
大阪市中央区 アトリエグーテ なんば
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大阪市中央区 やきとりたけ
大阪市中央区 豚しゃぶせいろ蒸しＨＡＲＵ心斎橋邸
大阪市中央区 ぼたん
大阪市中央区 ファーサイ１
大阪市中央区 旬彩和食万や
大阪市中央区 Bakery&Cafe Ferdinand OSAKA-JO-TERRACE
大阪市中央区 喫茶月森
大阪市中央区 上等カレー安土町店
大阪市中央区 久宝寺カフェ
大阪市中央区 牛尾-soup-
大阪市中央区 ＭＩＬＵＬＡＲＩ
大阪市中央区 立呑み居酒屋 牡丹
大阪市中央区 ヴィーノマンマルーヴァ
大阪市中央区 坊主Bar Watanuki
大阪市中央区 casual bar anDon
大阪市中央区 ハーフウーマン千寿店
大阪市中央区 白い虹
大阪市中央区 ばんぶー
大阪市中央区 こてつ家
大阪市中央区 キクソティックバー
大阪市中央区 fun-11
大阪市中央区 NOMISKe  呑助
大阪市中央区 お好み焼きさくら
大阪市中央区 JET DINER
大阪市中央区 なだ市
大阪市中央区 オルジェンティーレ
大阪市中央区 そうだ
大阪市中央区 和レ和レ和
大阪市中央区 gep
大阪市中央区 お食事処 たまき
大阪市中央区 戦国キュイジーヌ
大阪市中央区 おばんざい恵みダイニング すみび家 心斎橋ＰＡＲＣＯ店
大阪市中央区 けんちゃん
大阪市中央区 BAR STONEHAVEN
大阪市中央区 マウンテンカレー
大阪市中央区 TO-RU BAR
大阪市中央区 & nico
大阪市中央区 焼きとん ええもん家 道
大阪市中央区 島谷
大阪市中央区 千蔵
大阪市中央区 上海樓
大阪市中央区 淀屋橋じゅうじろう
大阪市中央区 天下一品法善寺店
大阪市中央区 ラブワインなんば店
大阪市中央区 フルール
大阪市中央区 檸檬
大阪市中央区 マルシェ
大阪市中央区 VELOURS LAPIN
大阪市中央区 エスカイヤクラブ難波店
大阪市中央区 メンバーズen
大阪市中央区 Lazuli
大阪市中央区 ＤＯＯＲＳｉｎＨＥＡＶＥＮ
大阪市中央区 かごんま
大阪市中央区 旬料理 アミダーばば
大阪市中央区 松光庵
大阪市中央区 茶わん蒸し日髙
大阪市中央区 華
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大阪市中央区 １７Ｅａｓｔ
大阪市中央区 MODERN
大阪市中央区 リサイクル
大阪市中央区 Ni-RU+
大阪市中央区 天ぷら 多奈香
大阪市中央区 カレーライスの印度屋 森ノ宮店
大阪市中央区 良ぃ所
大阪市中央区 Bar RUSH
大阪市中央区 kimono bar musee
大阪市中央区 JJ's Bar
大阪市中央区 ラウンジ夏
大阪市中央区 BEGGARS BANQUET 
大阪市中央区 北浜 鳥匠Ｒｅｎ
大阪市中央区 リストランテ．マルカッサン
大阪市中央区 VinoBarDue
大阪市中央区 小鍋と一品料理の店 けんぢ
大阪市中央区 Nao's
大阪市中央区 豚しゃぶたなか
大阪市中央区 vaca
大阪市中央区 やすらぎ
大阪市中央区 クラブ妖精
大阪市中央区 GAZELLE
大阪市中央区 ZEBRA
大阪市中央区 スタンドアタリ 中華そば当たり 点心クラブ当たり
大阪市中央区 酒彩 渡
大阪市中央区 ＢＡＲ Ｐｒｅｇｏ
大阪市中央区 トリバキッチングリッツ
大阪市中央区 Kusaka Curry
大阪市中央区 煮込み屋マルショウ
大阪市中央区 いたりあんばーるきゃとるず
大阪市中央区 Boop
大阪市中央区 西むら
大阪市中央区 揚八 裏なんば店
大阪市中央区 BAR GO
大阪市中央区 味寛
大阪市中央区 唐渡KARATO
大阪市中央区 colmata
大阪市中央区 THE BRIDGE
大阪市中央区 中華料理 もりらく
大阪市中央区 Ｂｌａｃｋ Ｓｅａ
大阪市中央区 コノムとラム
大阪市中央区 スタイリッシュグリルＴｙｕ
大阪市中央区 おばんざいsou
大阪市中央区 白玉屋
大阪市中央区 蘭
大阪市中央区 たまりbar
大阪市中央区 割烹 はや志
大阪市中央区 ティファニー
大阪市中央区 熊本
大阪市中央区 デー
大阪市中央区 Sauge
大阪市中央区 カフェバーSole de Mare
大阪市中央区 DRINK & FOOD STORE PON! PON! PON!
大阪市中央区 BAR YUUKI
大阪市中央区 焼き鳥Diningハマー
大阪市中央区 沖縄cafe&barゆたしく
大阪市中央区 カフェレストランメリーランド
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大阪市中央区 うどん王 北浜店
大阪市中央区 七彩
大阪市中央区 中華牛ホルモン専門店 牛X
大阪市中央区 WONDER
大阪市中央区 朋友雑穀食府
大阪市中央区 慧
大阪市中央区 酒肴哲
大阪市中央区 BarCrimson
大阪市中央区 板前肉炙りすし割烹一斗
大阪市中央区 台湾料理 永楽
大阪市中央区 灯
大阪市中央区 La Promessa
大阪市中央区 なかなか
大阪市中央区 さくらSAKE
大阪市中央区 van Dief
大阪市中央区 Cafe きゃっふぇ！！
大阪市中央区 御料理 やまさき
大阪市中央区 BAR DENOMERU
大阪市中央区 鳥蔵
大阪市中央区 すてーきはうす香西
大阪市中央区 一文字
大阪市中央区 ラグビー部マーラー
大阪市中央区 焼肉いろりや南海通店
大阪市中央区 ROSSO
大阪市中央区 THE LIVELY BAR
大阪市中央区 Rocker's Beach House
大阪市中央区 Rocker's Espresso&Co
大阪市中央区 ダルバート食堂
大阪市中央区 ＢＡＲ 和音
大阪市中央区 とらふぐ城
大阪市中央区 居酒屋ちゃが楽谷町店
大阪市中央区 うどんの専門店です四国 なんばウォーク東店
大阪市中央区 得得うどん谷町店
大阪市中央区 ル・ポール ラ・ビラ
大阪市中央区 ちょっとBAR SuN
大阪市中央区 キッチンカフェ蘭
大阪市中央区 東天紅OMM店
大阪市中央区 お出汁とお酒かなん
大阪市中央区 Beard shoot
大阪市中央区 BangBang
大阪市中央区 ばーる自惚れ
大阪市中央区 祇園金光
大阪市中央区 創作居酒屋 じげん
大阪市中央区 BAR-STAND LIAR
大阪市中央区 お好み焼・広島焼・㐂代
大阪市中央区 Jun
大阪市中央区 ドッグテイル
大阪市中央区 炭火焼鳥Birds'Bar
大阪市中央区 居酒屋和ねしあ
大阪市中央区 牛骨王 南船場店
大阪市中央区 Sound In
大阪市中央区 レモン
大阪市中央区 GYMTY GOLF 本町
大阪市中央区 一天一面 裏なんば店
大阪市中央区 焼塩美屋
大阪市中央区 大よし本店
大阪市中央区 Buon Grande ARIA
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大阪市中央区 利左エ門 天平閣
大阪市中央区 moejoe
大阪市中央区 旧ヤム邸
大阪市中央区 アリスロード 
大阪市中央区 あしあり
大阪市中央区 フィリピンクラブ マカティ
大阪市中央区 旬菜おでん 柚子や
大阪市中央区 とんぼ 離れ
大阪市中央区 スタンド酒場またたびや
大阪市中央区 ゆめ八 難波店
大阪市中央区 bistro PRIMO
大阪市中央区 心斎橋 魄瑛
大阪市中央区 ZAISANラウンジ
大阪市中央区 カルチェ
大阪市中央区 独活庵
大阪市中央区 CANDY
堺市堺区 食堂酒場TANTO
堺市堺区 SAKURA STYLE
堺市堺区 Bar y2
堺市堺区 いと河
堺市堺区 横濱家系ラーメン神山 
堺市堺区 横濱家系ラーメン神山
堺市堺区 日本料理わくら
堺市堺区 つづみ
堺市堺区 mijinco
堺市堺区 まち家カフェ Sacay
堺市堺区 メンバーズL
堺市堺区 Largo
堺市堺区 NORE
堺市堺区 シィータイレストラン
堺市堺区 美食空間 今摩志ん
堺市堺区 お好み焼き 鉄板焼 はるちゃん
堺市堺区 トラットリアTibi
堺市堺区 立呑処金竹
堺市堺区 お食事処かたなや
堺市堺区 BAR BLUE
堺市堺区 すじ煮込みと魚の大衆炉端 頂屋
堺市堺区 家庭料理 一から
堺市堺区 浜焼き太郎堺東店
堺市堺区 富寿司
堺市堺区 ポポピアーチェ
堺市堺区 ラ・ベルナルディーナ
堺市堺区 味鳥
堺市堺区 ラウンジ Sparkle
堺市堺区 BAR Bach
堺市堺区 丸萬本家
堺市堺区 しゃぶ扇堺東店
堺市堺区 スナック オンニ
堺市堺区 染山泊 居酒屋
堺市堺区 スナック愛i
堺市堺区 とりかわ権兵衛堺東店
堺市堺区 自然食カフェGRAN
堺市堺区 ラウンジSoleil
堺市堺区 かき豊中店
堺市堺区 小料理 夕和
堺市堺区 鉄板焼 こから
堺市堺区 おでん＆創菜Dining こから
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堺市堺区 ビストロ ブランベック
堺市堺区 ギャラリー＆ダイニング バンブー
堺市堺区 フィリピンラウンジ ＢＩＮＩ ＢＩＮＩ
堺市堺区 ストロベリーシンドローム
堺市堺区 スナック 三都子
堺市堺区 麺座ぎん
堺市堺区 カラオケB a r M
堺市堺区 おふくろの味田舎
堺市堺区 お好み焼いろは
堺市堺区 ゴードンズカフェバー
堺市堺区 ネパール・インド料理 DEVI
堺市堺区 居酒屋道楽
堺市堺区 ダイニングＹ＆Ｍ
堺市堺区 華蓮
堺市堺区 とりとうどんと元気な酒 はっぷう
堺市堺区 利休珈琲
堺市堺区 Ｃａｓａｂｌａｎｃａ
堺市堺区 cafe Doriha 
堺市堺区 スナックライク
堺市堺区 豊好
堺市堺区 蔵屋敷
堺市堺区 カラオケわんえふ
堺市堺区 みつや酒店
堺市堺区 camellia
堺市堺区 日本料理たけむら
堺市堺区 たろやんの家
堺市堺区 呑み処華
堺市堺区 ふぐ屋松
堺市堺区 東 中華料理
堺市堺区 居酒屋SAKURA
堺市堺区 堺うどんちはや
堺市堺区 Gelateria R
堺市堺区 スナックＫ
堺市堺区 みやざき地頭鶏専門店 門出 堺魚市場本店
堺市堺区 杉
堺市堺区 茶倉
堺市堺区 MAY cafe
堺市堺区 手打蕎麦ｈｉｒｏ
堺市堺区 和彩弥 嶋川
堺市堺区 GUILTY
堺市堺区 ラウンジRen
堺市堺区 和処つくし
堺市堺区 ＬＯＵＮＧＥ ＦＡＩＴＨ
堺市堺区 たこ焼き角
堺市堺区 ひだまり庵
堺市堺区 いつもんとこ
堺市堺区 鳥よし
堺市堺区 たこ星
堺市堺区 ＨＩＬＯ 宗友
堺市堺区 キース
堺市堺区 ア・ミ・コート
堺市堺区 南海グリル東店
堺市堺区 新鮮鶏焼き鶏之介
堺市堺区 スタジオジョー
堺市堺区 ＭｏｍｅｎｔｉＦｅｌｉｃｉ
堺市堺区 メンバーズ水希
堺市堺区 カラオケ304 堺東店
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堺市堺区 BAR UP －ROAR
堺市堺区 鮨座醤の
堺市堺区 Live&Dining 盟神探湯
堺市堺区 なご海
堺市堺区 スナックメグ
堺市堺区 GiriniRisaia
堺市堺区 飲食歌 三拍子 姫
堺市堺区 麺屋うさぎ 宿院
堺市堺区 八風亭
堺市堺区 アイ・ローズ
堺市堺区 パルネットベルマージュ堺店
堺市堺区 ぱぱ酒場（たろやん酒場）
堺市堺区 旬菜酒処喜八
堺市堺区 カラオケスナック愛里
堺市堺区 スナックエルザ
堺市堺区 はのはの
堺市堺区 牛肉卸問屋直営 焼肉ホルモン おときち 堺駅南口店
堺市堺区 立ち飲みOJO
堺市堺区 ハウスオブジャズ
堺市堺区 珈琲屋らんぷ堺店
堺市堺区 お好み焼 肥後
堺市堺区 鉄板焼きCAFE&BAR Cheers
堺市堺区 居酒屋ダイニングSABO
堺市堺区 トーゴ
堺市堺区 カラオケスタジオSJ
堺市中区 ダイニングB2
堺市中区 Restaurant DouceDouce
堺市中区 蕎麦+酒=雲母
堺市中区 ひまわり
堺市中区 BAR B.K
堺市中区 ニューロン
堺市中区 初音
堺市中区 スタンディングバーツグミ
堺市中区 BAR Docile
堺市中区 海鮮七輪亭
堺市中区 アイ・テニスクラブ
堺市中区 カラオケスナック歌音
堺市中区 やきとり 鶏しん
堺市中区 虹夢弦
堺市中区 スナック 愛
堺市中区 和楽ふたつめ
堺市中区 ラウンジGAGA
堺市中区 カラオケ喫茶ローズ
堺市中区 喜志多
堺市中区 カラオケスナックちゃうちゃう
堺市中区 焼肉タンク
堺市中区 虹
堺市中区 ステーキハウス村岡
堺市中区 焼肉ホルモン えいた
堺市中区 喫茶プロコップ
堺市中区 コメダ珈琲店 堺深阪店
堺市中区 ばばぁがBAR どぴんく
堺市中区 居酒屋さくら組
堺市中区 居酒屋きらく
堺市中区 一番
堺市中区 珈琲蔵人珈蔵堺伏尾店
堺市中区 ひなみ
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堺市中区 でん
堺市中区 ゆき婆の台所
堺市中区 まる
堺市中区 BarLounge 4U
堺市中区 コリアンナチュラルキッチンＩＭＵ
堺市中区 スナックＭｉｒａｉ
堺市中区 ８９４０ 屋久島
堺市中区 はじめ
堺市中区 焼肉レストランやまさん阪本
堺市中区 ファミリースナック由加里
堺市中区 うまいもん家やかた
堺市東区 一藤
堺市東区 恵幸寿司
堺市東区 スタンドキッチンMiyuki 家庭料理 Bar
堺市東区 カラオケスナック ラ・ラ・ラ
堺市東区 肉料理 魚料理 ひぐち
堺市東区 THE ORIGIN
堺市東区 お好み焼き ちよ
堺市東区 snack夕美
堺市東区 天ぷらとワイン SARASHINA
堺市東区 當家
堺市東区 立ち呑みみなみ
堺市東区 黎
堺市東区 OUGA
堺市東区 wind-bell
堺市東区 Johnny's Bar
堺市東区 きまぐれkitchen OttO
堺市東区 西高野街道 四季mon.
堺市東区 STAR Curry House
堺市東区 居酒屋歩
堺市東区 若大将
堺市東区 プラスチック
堺市東区 暴れん棒
堺市東区 四季一善 北野田店
堺市東区 居酒屋おとめん
堺市東区 立呑み処おかわり
堺市東区 BAR MATSUMURA
堺市東区 中華料理 龍楽
堺市西区 ジェイ酒場
堺市西区 肉マサ
堺市西区 URBANHOODCAFE
堺市西区 中華酒家 心
堺市西区 オステリアサカイ
堺市西区 愛のみせ
堺市西区 肉料理玉屋本店
堺市西区 お好み焼き7ちゃん
堺市西区 創作居酒屋BORN
堺市西区 すし豊
堺市西区 Lily
堺市西区 呑猿
堺市西区 びっくりドンキー浜寺石津店
堺市西区 居酒屋りん
堺市西区 桜珈琲
堺市西区 味真 アジシン
堺市西区 麺屋DAIKOKU
堺市西区 大阪の味らーめん 喜らく
堺市西区 羽衣びーふ亭
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堺市西区 割烹一
堺市西区 与太郎
堺市西区 ロッテリア津久野イトーヨカドー店
堺市西区 A LITTLE BIT CAFE
堺市西区 太幸
堺市西区 中国料理 DRAGON 倶楽部
堺市西区 居酒屋 呑 DON
堺市西区 カラオケ喫茶ひろ
堺市西区 Sweets 'n' cafe ＆U=And you～アンジュ～
堺市西区 泉州部屋
堺市西区 居酒屋みかわ
堺市西区 いっしん真琴
堺市西区 オムハウスオムリン
堺市西区 Aulait
堺市西区 新世界はるちゃん
堺市西区 中華キッチン味由
堺市西区 ミュージックパブ音彩
堺市西区 カラオケハイビスカス
堺市西区 あわじや
堺市西区 喫茶ひまわり
堺市西区 アメリカ村甲賀流
堺市西区 立ち呑み処 くれない
堺市西区 美食酒場はな田
堺市西区 スナックエム
堺市西区 果汁工房果琳 アリオ鳳店
堺市西区 居酒屋 ゆき
堺市西区 カラオケ ゆめ
堺市西区 パパのおばあちゃん
堺市西区 木材工房 PETIT CACHETTE
堺市西区 カラオケ ローズ
堺市西区 焼肉トラジ
堺市西区 お肉屋さんのランチmogmog
堺市西区 VINTAGE 
堺市西区 居酒屋 松坂
堺市西区 ほろ酔いさと
堺市西区 鉄板焼とり豊
堺市西区 プラスワン
堺市南区 カラオケスタジオ リバーサイド
堺市南区 居酒屋 むっちゃん
堺市南区 スナック 空港
堺市南区 創作和彩 湖泉
堺市南区 かつろ
堺市南区 居酒屋kitaro
堺市南区 Low
堺市南区 Kanari
堺市南区 神吉
堺市南区 てげてげ
堺市南区 槇塚台レストラン
堺市南区 なにわ勝兵衛 泉北店
堺市南区 タンと焼肉やま龍
堺市南区 家庭料理 心
堺市南区 創作割烹 湖泉別館
堺市南区 ショーガール
堺市北区 めん処 六兵衛
堺市北区 ラーメンウーパイ
堺市北区 竹中亭
堺市北区 お好み焼き静
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堺市北区 じゅげむ長助
堺市北区 酒家ダイニング蕪
堺市北区 おでん末福
堺市北区 えびすや
堺市北区 居酒屋彦一
堺市北区 British Pub Brighton
堺市北区 旬彩酒 喰
堺市北区 いろはからあげ
堺市北区 のみ処ごえん
堺市北区 お好み焼 達磨
堺市北区 活魚料理栄丸
堺市北区 麺とことん屋
堺市北区 浪漫カフェ
堺市北区 セブン
堺市北区 味彩倶楽部 久美
堺市北区 マンモーネ
堺市北区 不知火
堺市北区 お好み焼き たんぽぽ
堺市北区 サン＆サン
堺市北区 THE LANE CAFE
堺市北区 築地銀だこ イオンモール堺北花田店
堺市北区 Wine Salon Coulant
堺市美原区 居酒屋 らくらく
堺市美原区 活魚回転すしバリュー
堺市美原区 桜珈琲 美原店
堺市美原区 重
堺市美原区 ＢａｒＫ‐１
堺市美原区 居酒屋 なか井
岸和田市 串カツ天ぷら ふじたや
岸和田市 花鮨
岸和田市 たんたんたぬき
岸和田市 楽食楽酒 貴
岸和田市 Ladies Bar Darling
岸和田市 愛のべーかりーかふぇ
岸和田市 心和みキッチン茶が間
岸和田市 やざき寿し幸吉
岸和田市 串焼き我流
岸和田市 焼鳥酒家やまや
岸和田市 肉バルふぇにっくす
岸和田市 焼肉やまぜん
岸和田市 たこ焼き ろくもんせん
岸和田市 酒房まるの台所 plus
岸和田市 千鳥寿司
岸和田市 福村
岸和田市 カフェ ピュアタイム
岸和田市 寿司割烹 寿し英
岸和田市 お好み焼き レオ
岸和田市 桜珈琲 岸和田店
岸和田市 お好み てっぱん焼 ここち
岸和田市 焼肉とっちゃん 岸和田本店
岸和田市 焼肉慶金
岸和田市 わたしの手羽先
岸和田市 魚紋
岸和田市 カラオケ 集
岸和田市 家庭料理の店 竹むら
岸和田市 スナック ガロ
岸和田市 CureBerry
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岸和田市 呑み処スナック城 
岸和田市 うどんとふぐべ
岸和田市 マドモアゼル
岸和田市 創作ダイニング啓
岸和田市 すしん坊
岸和田市 胡麻sesame
岸和田市 万よし
岸和田市 ラウンジGRACE
岸和田市 五軒屋
岸和田市 向日葵
岸和田市 cafe＆いざかや絆
岸和田市 カラオケホール集
岸和田市 洋食屋桜亭
岸和田市 CAFE HABU
岸和田市 料理屋ゆう香
岸和田市 浜焼太郎岸和田店
岸和田市 唐々亭
岸和田市 ダイニングカフェ&キッチン K side
岸和田市 うどん 炫
岸和田市 アムール
岸和田市 スナックnike
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 メンバーズラコンテ
岸和田市 秀蘭
岸和田市 居酒屋みちのこ
岸和田市 jewel
岸和田市 萬三酒場
岸和田市 焼肉 鶴
岸和田市 かめちゃん
岸和田市 ひろ兵衛
岸和田市 喜鶴
岸和田市 エムズカフェ
岸和田市 ステーキハウスボンヌール
岸和田市 むじゃき
岸和田市 nagaya
岸和田市 アヤコ食堂
岸和田市 バーONO
岸和田市 笠久食堂
岸和田市 さつま
岸和田市 居酒屋 てんじん
岸和田市 地どり炭火焼翔鳥
岸和田市 居酒屋 博ちゃん
岸和田市 ますや焼肉店
岸和田市 鍋料理 ほっこり
岸和田市 そこれこれ豚肉屋
岸和田市 鳴門鯛焼本舗 岸和田駅前通商店街店
岸和田市 レストランシャトレーヌ
岸和田市 根来酒店
岸和田市 エンドレス
岸和田市 鎧寿司
岸和田市 隼人
岸和田市 カラオケ月華
岸和田市 韓国diningハルモニのパンチャン
岸和田市 薩摩地鶏炭火焼あすか
岸和田市 フライの店 こんちゃん
岸和田市 チャイニーズキッチンボーノ
岸和田市 鉄
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岸和田市 どとんこつ幸運軒岸和田店
岸和田市 にしやんのところ
豊中市 カフェドラン
豊中市 お好み焼 いろり
豊中市 俐庵
豊中市 BINKS
豊中市 お好み焼き鉄板焼きさとちゃん
豊中市 麺やマルショウ
豊中市 ソウル
豊中市 秀吉
豊中市 らん
豊中市 たぬきや
豊中市 紫
豊中市 おばんざいとお寿司こばやし
豊中市 迎食苑
豊中市 天プラらっきー
豊中市 2nd
豊中市 味処和
豊中市 千里鍋奉行
豊中市 創作和食 とよ吉
豊中市 Secret Marina
豊中市 酒肴家いち凛
豊中市 & aere
豊中市 teja cucina
豊中市 信州そばそば茶屋
豊中市 スナックわさら
豊中市 喫茶&カラオケポルコ
豊中市 蓮天
豊中市 なかまや
豊中市 ここや
豊中市 たこ焼き 千両
豊中市 居酒屋キンボシ
豊中市 すし寅
豊中市 makers+
豊中市 とんかつ花むら千里中央店
豊中市 BarLazo
豊中市 久屋商店
豊中市 小料理酒屋 和ＺＥＮ
豊中市 Biasa cafe
豊中市 島熊山グラーヴ
豊中市 喫茶ロダン
豊中市 肉の六甲
豊中市 居酒屋 はちはち
豊中市 炭火焼肉 極
豊中市 四季おがさわら
豊中市 LA VERITA
豊中市 まねき
豊中市 木の実
豊中市 インド料理 まいた
豊中市 笑ふく
豊中市 コリアンキッチン スビン
豊中市 アイビス
豊中市 らうんじ 星乃
豊中市 からおけ虹
豊中市 メイブーム
豊中市 うを喜
豊中市 炭火焼鳥 鶏幸
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豊中市 モスバーガー服部店
豊中市 中華そば 三代目 さかえや
豊中市 秀泉
豊中市 salon de陽子
豊中市 餃子の勝
豊中市 焼肉薩摩
豊中市 味福
豊中市 酒・食・笑おどりや
豊中市 プルコギ食堂ふくみみ
豊中市 炭火焼肉 牛閣
豊中市 トラットリアオロブリランテ
豊中市 喫茶ラウンジヘブン幸子
豊中市 鳥ちか
豊中市 夏
豊中市 ウェルかめ うさぎ
豊中市 キッパーズ
豊中市 白馬童子 庄内店
豊中市 居酒屋 なっちゃん
豊中市 榮華亭 庄内店
豊中市 正心亭
豊中市 Famille.A
豊中市 喫茶ふじ
豊中市 カリトロ庄内店
豊中市 Shidori
豊中市 たこヤータイ
豊中市 barsuke
豊中市 ラーメン飛龍
豊中市 居酒屋すみれ
豊中市 ラ・ミア・クッチーナ笠井
豊中市 たかちゃん
豊中市 炭火焼肉くれない蛍池店
豊中市 牛肉商牛旬三郎曽根店
豊中市 麺屋ほぃ
豊中市 呑み処 はぎ
豊中市 ShotBar  J
豊中市 アルヘイム 千里中央店
豊中市 庄内ベース
豊中市 楓の木総本店
豊中市 サン・ウエスタン（カフェレスト）
豊中市 ひでみ（居酒屋）
豊中市 すし天草
豊中市 しんぱち食堂千里中央店
豊中市 居酒屋 K3
豊中市 またたび堂
豊中市 リュリュ阪急豊中店
豊中市 itanClip(イタンクリップ)
豊中市 酒とめしらっきい
豊中市 のせや西店
豊中市 鳥処 やどりぎ
豊中市 Ｂａｒ ＰＩＮＫ
豊中市 スナック恵子
豊中市 パパアンジェロ
豊中市 サラン
豊中市 桃山台焼肉昇家
豊中市 THE SPOT
豊中市 わかな
豊中市 BUDDHA BHUMI
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豊中市 cafe  dining かや
豊中市 かに道楽豊中店
豊中市 タージマハルエベレスト
豊中市 こえな
豊中市 喫茶さくら
豊中市 善名録
豊中市 スパイス食堂ｎａｍｎａｍ
豊中市 めっちゃおいしいカレー屋さんBOSS
豊中市 Ｃａｐｒｉｃｅ
豊中市 イバタ酒食料品店
豊中市 たーふ
豊中市 スナック沙良
豊中市 VaVa
豊中市 居酒屋風素人料理三太
豊中市 スタンドＤＩＮＩＮＧ三太
豊中市 ビストロ アンフィニ
豊中市 えん
豊中市 手打ち蕎麦処 一笑庵
豊中市 Uma Uma Cafe
豊中市 HIMARAYAN CAFE
豊中市 そこここ
豊中市 スナック みわ
豊中市 たんば地鶏 花火
豊中市 居酒屋 のんき
豊中市 シャルドネ レストラン
豊中市 讃岐
豊中市 大衆キッチンごっつぁん
豊中市 カラオケシルバー
豊中市 スナック ロマン
豊中市 NightBarGINO
豊中市 焼肉のサカイ
豊中市 旨酒処 榮右衛門
豊中市 明石八 千里中央本店
豊中市 ノースショア 伊丹空港店
豊中市 Cafe Boom
豊中市 やじろ兵衛
豊中市 焼肉ｓｅｉｃｈａｎ
池田市 きらり
池田市 BAR FLAMINGO
池田市 BAR BirdLand
池田市 BAR Magic Moon
池田市 ピースライオン
池田市 てっぱんや 一 HAJIME
池田市 カラオケピース
池田市 みやぎ屋 本店
池田市 民芸そば処一花
池田市 ふふ
池田市 BAR JACKAss
池田市 多香
池田市 やきもん まはろ
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 よこしまらくだ
池田市 カラオケ ビバ
池田市 肉乃家石橋店
池田市 １６ｅ
池田市 旬彩居酒屋ふくろう
池田市 デリシャスバー
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池田市 Italian Bar Felice
池田市 とり一
池田市 保呂酔
池田市 城南温泉
池田市 うめちゃん
池田市 Cream
池田市 洋食ダイニング Hiro's Kitchen
池田市 ほそかわ
池田市 むげん
池田市 焼とり でんすけ
池田市 立呑み 恋待
池田市 ふじはら
池田市 むげん
池田市 喫茶マルコ
池田市 さすらいのカンテキ石橋酒場
池田市 居酒家まるこん 旭丘店
池田市 蛸家石橋店
池田市 おきらくペンギン
池田市 カラオケ喫茶 まき
池田市 炭火焼鳥 喜のかこい
池田市 カラオケ ルナール 
池田市 中華来々
池田市 やきとり大吉 池田旭丘店
池田市 ほの香
池田市 ASOBI BAR BENTEN
池田市 スナックあがるた
池田市 焼き鳥 とり勝
池田市 炭火焼肉 華苑
池田市 眞 JIN
吹田市 北摂バル
吹田市 焼鶏かかし吹田店
吹田市 らーめん彩哲
吹田市 若菜そば阪急南千里店
吹田市 intime
吹田市 船場カリー北千里店
吹田市 焼肉物語吹田岸部店
吹田市 プリマヴェーラ
吹田市 旬菜神その
吹田市 炭火焼鶏 勝っ福
吹田市 大
吹田市 ミスタードーナツ南千里駅前店
吹田市 ダイニング久葉  
吹田市 スパゲッテリア マッキー di HAYASHIDA
吹田市 武双家
吹田市 スナック 桜
吹田市 大戸屋ごはん処ユニバーサルシティ店
吹田市 お食事処・居酒屋 島唄
吹田市 スタンドあまみ
吹田市 日本のいいもの食堂 ハレとケ
吹田市 万博おゆば お食事処鶴亀
吹田市 とらや
吹田市 カラオケ喫茶 男と女
吹田市 麺屋柊助
吹田市 串カツサクサク
吹田市 ラウンジcoco
吹田市 プリシア
吹田市 モチーロ
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吹田市 ちゃんこ鍋 時つ
吹田市 晩酌処 京
吹田市 台湾タピオカミルクティー
吹田市 焼肉 味園
吹田市 台風飯店express
吹田市 穂波町和豊
吹田市 焼味尽本舗 江坂店
吹田市 TAKE FIVE
吹田市 焼肉阿蘇五月が丘店
吹田市 焼肉阿蘇穂波店
吹田市 愛ランド
吹田市 200円カレー関西大学前店
吹田市 炭火焼肉 元喜
吹田市 中国料理ハオハオ
吹田市 満里湖
吹田市 またきてや
吹田市 熊本ラーメンひごっこ
吹田市 わがまま倶楽部
吹田市 つけ麺雀 関大前店
吹田市 焼鳥YUTAKA
吹田市 ミスタードーナツJR吹田店
吹田市 ダオフー江坂店
吹田市 銀の泉/Bar.G
吹田市 さおり
吹田市 パボット
吹田市 ぼんべる千里山
吹田市 ごますりとんかつさんき
吹田市 BUZZ
吹田市 お好み焼きかず
吹田市 紅葉庵
吹田市 ＮＥＷ ＴＡＪＭＡＨＡＬ ＥＶＥＲＥＳＴ関大前店
吹田市 レストラン シュバル
吹田市 BAR優行扉
吹田市 すずめ
吹田市 酔笑庵ぽんぽ
吹田市 ｐｉｎｅｓｈｅａｒｔ
吹田市 八剣伝豊津店
吹田市 茶夢
吹田市 レフュージ
吹田市 らーめん鱗 江坂店
吹田市 千房 江坂店
吹田市 うを七西店
吹田市 カラオケ喫茶ミルキー
吹田市 エプロント ビエラ岸辺健都店
吹田市 OKAZU BAR 六つぼ
吹田市 スシダイニングすし智
吹田市 たこ焼き あほや岸辺駅前店
吹田市 朱里
吹田市 サンタモニカ
吹田市 ぷろろ～ぐ
吹田市 スナックMine
吹田市 レストラン・洋風居酒屋 ラ・ブランシェ
吹田市 弘陽
吹田市 mobetter 
吹田市 案山子
吹田市 江坂珈琲館
吹田市 じゃんぼ總本店 桃山台駅前店
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吹田市 江坂酒蔵
吹田市 カラオケライブ 北千里駅前店
吹田市 ＯｓｔｅｒｉａｅＢａｒＬｌｅｎｏ
吹田市 個室Cafebar ケセラ
吹田市 うを常
吹田市 スナフキン
吹田市 炭酒屋よしお
吹田市 麺魂
吹田市 梅澤
泉大津市 カラオケ喫茶オアシス
泉大津市 炭火焼鶏 まるなか
泉大津市 ひとひら
泉大津市 スナック ラタン
泉大津市 ままこ
泉大津市 RICOLAMA
泉大津市 カフェ・フィオーレ
泉大津市 DOWN TOWN
泉大津市 RAKU HAKATA MOTSU-NABE
泉大津市 LIVING S
泉大津市 ROUTE 450
泉大津市 ブルームーン蒼月
泉大津市 あがさ
泉大津市 酒菜処まとや
泉大津市 ちょっとbar彩葉
泉大津市 Lol
泉大津市 BAR JourneY
泉大津市 Tamtta deli
泉大津市 ほりえ
泉大津市 カラオケスナックぴんく
泉大津市 呑み処 おとんぼ
泉大津市 逢礼惟楽居
泉大津市 ゲストルームロッキー
泉大津市 たま屋
泉大津市 カラオケ喫茶ブーメラン
泉大津市 与助
泉大津市 TOMO'S PLACE
泉大津市 MEGURU TEA
泉大津市 コメダ珈琲店 泉大津店
泉大津市 喫茶 ポロン
泉大津市 カラオケ チェリー
泉大津市 cafe apsサザン泉大津店
泉大津市 Casual Kitchen N-51
泉大津市 仔牛屋
泉大津市 庄ちゃん寿司
泉大津市 とり屋 とんちゃん
泉大津市 居酒屋高の
泉大津市 カラオケ ほたる
泉大津市 鉄板ばる Furufuru食堂
泉大津市 ラメール
泉大津市 Chinese dining 真
泉大津市 松葉寿司
泉大津市 居酒屋おかん
高槻市 蛸源
高槻市 Muse Ball パリ子
高槻市 ハートコーヒー 高槻店
高槻市 寿司処わらべ
高槻市 お食事処 孫兵衛
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高槻市 荘田商店
高槻市 アミティエ
高槻市 さふらん駅前本店
高槻市 菜
高槻市 Ｍｕｓｉｃ Ｌｏｕｎｇｅ ＥＬＳＡ
高槻市 日本酒ダイニング神楽
高槻市 スナックこしき
高槻市 さふらん８８店
高槻市 ROUTE171
高槻市 shotbar faceoff
高槻市 川魚料理 原養魚場
高槻市 DUKEBAR
高槻市 spanish bar & cafe NEUTRAL
高槻市 ベトコン新京
高槻市 あつこン家
高槻市 カラオケふぅちゃん
高槻市 T's★Diner
高槻市 Beer&Coffee月
高槻市 BAR BACCHUS
高槻市 お好焼こにし
高槻市 つかさ
高槻市 味希亭
高槻市 中村笑店
高槻市 天安菜館
高槻市 酒房 四万十川
高槻市 はな彦
高槻市 けむり屋牛力
高槻市 焼肉三島
高槻市 一富士
高槻市 お好み焼・たこ焼 錦
高槻市 といだ寿司
高槻市 お好み焼きたらちね
高槻市 スナックRamada
高槻市 オステリア セーザモ
高槻市 ダイニングバーオールズ
高槻市 Ｇｉｒｌ’ｓＢＡＲＣＨＲＯＭＥⅡ
高槻市 ファウルマツダ
高槻市 BAR  SPUTNIK
高槻市 割烹 さ々木
高槻市 粋
高槻市 そば処まさ吉
高槻市 えみ
高槻市 やきとりダイニング だちょうや
高槻市 I campi
高槻市 さんぶんのいち
高槻市 寿限無
高槻市 麺厨房 華燕
高槻市 カラオケ喫茶 ピーターパン
高槻市 炭火焼き鳥居酒屋 中本家
高槻市 焼肉幸蔵
高槻市 キリンシティ高槻
高槻市 手打吉兆 阪急高槻店
高槻市 福喜多
高槻市 ｔｅｔｅ
高槻市 お好み焼 よしもと 本店
高槻市 お好み焼鉄板焼ただいま
高槻市 楽笑
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高槻市 マンマの気まぐれ台所 JuJu
高槻市 Ｎ2
高槻市 熱帯食堂 西真上店
高槻市 さかい珈琲 高槻店
高槻市 らーめん鱗 高槻店
高槻市 FreeStyle KojiKoji
高槻市 Bar 創
高槻市 居酒屋 つるや
高槻市 自家製麺杵屋イオン高槻店
高槻市 磯若寿司
高槻市 美かさ
高槻市 山水館（ラウンジ）
高槻市 スナック愛花夢
高槻市 食堂 椿
高槻市 大衆酒蔵 島津
高槻市 蛸扇
高槻市 お好み焼き洋平
高槻市 宝寿し
高槻市 錦もちつき屋
高槻市 OYSTERBARSHELL&SHRIMP
高槻市 長州屋
高槻市 スナックVENUS
高槻市 睦月
高槻市 うさぎや
高槻市 高崎流クリエイティブキッチン道場摂津富田店
高槻市 ふじわら
高槻市 料亭 きんなべ
高槻市 高槻魚介酒場 旬華
高槻市 アカツキ株式会社 ちゃんこ料理暁
貝塚市 お好み焼き おかめ
貝塚市 うさぎ
貝塚市 Precious
貝塚市 マドモアゼル
貝塚市 コーヒーカルム
貝塚市 蓮ちゃん
貝塚市 甑
貝塚市 山ぼうし
貝塚市 カラオケ喫茶ふれあい
貝塚市 和食酒場佑星
貝塚市 カラオケスタジオつどい
貝塚市 貝塚屋
貝塚市 炭火焼鳥おしどり
貝塚市 せんしゅう地魚や
貝塚市 焼肉味千
貝塚市 高寿
貝塚市 新之亟
貝塚市 居酒屋 ｃａｆｅ ｂａｒ Ｍａｈｏｒａ
貝塚市 DreamFantasy
守口市 八え里
守口市 おばんざい ことの葉
守口市 ホントのしあわせ
守口市 スナック With you ２nd
守口市 じょじょ
守口市 ブルームーン
守口市 お好み焼こづか
守口市 上等カレー×得正イオンモール大日店
守口市 炙りや和―bistroふじ
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守口市 のんちゃん
守口市 スナックバージュン
守口市 麺屋とり仁
守口市 中華料理 味佳
守口市 SEASON
守口市 La-France
守口市 月うさぎ
守口市 歌舞伎食堂
守口市 CafeBrown
守口市 カラオケ喫茶あかね
守口市 健・呑・食  ごまの手
守口市 グルメハウスＪＹ
守口市 リバティ
守口市 ぐるまん
守口市 さつま
守口市 メンバーズクラブ奈美
守口市 うどん屋こぞう
守口市 バー皐月
守口市 カラオケ チエ
守口市 すし源
守口市 SABOTEN CLIMAX
守口市 居酒屋ぽん太
守口市 お好み焼き ひろ
守口市 Beer Orange
守口市 ふれあい処元気茶屋
守口市 Rラウンジ
守口市 なはまだない
守口市 すご六
守口市 DEEPSHREE
守口市 ちび松
守口市 大阪王将守口店
守口市 かるがも
守口市 久我商店
守口市 石松寿司
守口市 両替屋
守口市 呑みどころ 京
守口市 cafe WARAI
守口市 アンシャーリー
守口市 夢や
守口市 居酒屋 幸子
守口市 ヘルキャット
守口市 炭火焼肉伸樂園
守口市 笑う門
守口市 新福菜館 守口店
守口市 居酒屋凛
枚方市 居酒屋くろせ
枚方市 和蔵
枚方市 WORLD ONE
枚方市 カラオケ エミ
枚方市 とんかつ専門店とん吉．
枚方市 くつろぎ居酒屋 ひげキッチン
枚方市 スナックSERA
枚方市 08cafe
枚方市 ドリームホース
枚方市 三豊麺 枚方店
枚方市 Cafe&diningRー５６
枚方市 百花
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枚方市 カラオケあかり
枚方市 Infinity
枚方市 餃子の名前考え中
枚方市 縁ゆかり
枚方市 中国料理朱鷺
枚方市 トレンタ
枚方市 ナイトインビュー
枚方市 唄と酒あかり
枚方市 タイのタイ
枚方市 ほほえみ
枚方市 ABeC 
枚方市 カラオケ喫茶 れんげ畑
枚方市 ＤｉｎｉｎｇＢＡＲＢＩＢＯＢＩＢＩ
枚方市 ホルモン屋ピー太郎
枚方市 カラオケ喫茶つるっと
枚方市 屋根裏
枚方市 粋月
枚方市 Bar Hantverk
枚方市 喫茶マイルド
枚方市 たこ焼きたいしょう
枚方市 ゆでぞう
枚方市 赤玉亭
枚方市 居酒屋結
枚方市 八剣伝 長尾駅前店
枚方市 餃子専門店しのはら
枚方市 そば重
枚方市 カラオケ＆喫茶 ふれんど
枚方市 カラオケ喫茶 白樺
枚方市 居酒屋平
枚方市 波留
枚方市 菜の花
枚方市 みゅう
枚方市 大助
枚方市 みさ
枚方市 スナック響
枚方市 焼肉川かみ
枚方市 和楽
枚方市 カラオケ喫茶花ちゃん
枚方市 居酒屋すず
枚方市 四季酒菜まんだら
枚方市 カラオケ凜
枚方市 東大 枚方店
枚方市 （株）光善寺 湧喜屋
枚方市 のみ処月
枚方市 たかばしラーメン枚方店
枚方市 ぼてぢゅう食堂 樟葉店
枚方市 ＳＡＩＲＥＮ
枚方市 ちゃんぽん亭豊助
枚方市 shine
枚方市 居酒屋はな
枚方市 カラオケ喫茶花月
枚方市 La tilleul
枚方市 夢花
枚方市 ポマトⅡ
枚方市 ラウンジラジャー
枚方市 柿の木
枚方市 ケンタッキーフライドチキン エル枚方店
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枚方市 居酒屋わしゅう船橋店
枚方市 Tazza
枚方市 Vainqueur
枚方市 鯛めし やまずみ
枚方市 和笑
枚方市 肉の松阪サンプラザ店
枚方市 栄 寿司
枚方市 としのぶさん家の粉枚方店
枚方市 Ｓｎａｃｋ 微笑夢
枚方市 焼肉屋よね
枚方市 やきとり大吉都丘店
枚方市 一品料理 はなとり
枚方市 正ちゃん
枚方市 結芽
枚方市 居酒屋温
枚方市 琴
枚方市 酒楽つばさ
枚方市 居酒屋部
枚方市 窯焼ピッツァ食堂 ラ・ポンタ
枚方市 そば処 広路
枚方市 中華そば麓fumoto
枚方市 Sup
枚方市 ステーキ＆欧風料理 シェ モリウチ
枚方市 創作料理わだ
枚方市 バーマドンナ
茨木市 とり馬
茨木市 第22喰う道
茨木市 琉球料理 てぃんがーら
茨木市 彩食厨房あどあ
茨木市 Bar G
茨木市 だいてん
茨木市 チェンノガット(CennoGatto)
茨木市 居酒屋はらぐち
茨木市 ONEK
茨木市 焼肉かいせい
茨木市 WISH
茨木市 うまいもん家 わいわい
茨木市 キャベツHouse
茨木市 ナイトスポットＭ２
茨木市 レストランR
茨木市 cocina
茨木市 保名食堂
茨木市 スナック姫芽
茨木市 nein9
茨木市 手作り果実酒のお店 時優区
茨木市 長右衛門
茨木市 真夜中のkitchen 8Logi9
茨木市 シースリー
茨木市 ボードゲームカフェ＆バーASOBEBA 
茨木市 ステーキ食堂ｇｒａｍ
茨木市 鮨 龍平
茨木市 カリットーネ
茨木市 串揚げ華
茨木市 和牛鉄板焼き喜泉
茨木市 寿し八
茨木市 中華料理 春陽
茨木市 BAR Teachers'

70 / 88 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3月1日公表分）

茨木市 串揚家 三文字
茨木市 豚輔
茨木市 吟屋
茨木市 餃子バル tsu tsu mu
茨木市 とり亭
茨木市 とり呑
茨木市 さんさく
茨木市 多幸作寿司
茨木市 おか家
茨木市 大阪王将茨木店
茨木市 いろどり中華たけ
茨木市 カフェ レーズン堂
茨木市 モンレーヴ
茨木市 炭火串焼 まるこや
茨木市 富屋食堂
茨木市 食堂とらや
茨木市 阪急 次郎長
茨木市 BarBLUEOCEAN
茨木市 カラオケシャンテ
茨木市 歌楽音家RAKU
茨木市 BAR CASAIM
茨木市 焼肉匠
茨木市 うまいもん酒家鼓
茨木市 British Bar Fine' Harp
茨木市 サカバー
茨木市 SnacKてぃあら
茨木市 スナックのり子
茨木市 やまの家
茨木市 鴨と鶏 ロココ
茨木市 焼肉・鶏料理 心亭
茨木市 居酒屋雷蔵
茨木市 Sound Bar Scratch Beatz
茨木市 Cafe&Bar a²
茨木市 扉
茨木市 居酒屋 有頂天
茨木市 つけ麺いちもり
茨木市 woo's
茨木市 味彩
茨木市 バルタナハシ
茨木市 お好み焼はここやねん 阪急茨木駅前店
茨木市 麺や七
茨木市 Pizza&Dolce Premo
茨木市 Ｗｉｎ
茨木市 小料理 播備
茨木市 Ａ－Ｓｔｙｌｅ
茨木市 らーめん屋一心
茨木市 招福堂
茨木市 らーめん朋
茨木市 からあげ朋
茨木市 心月輪
茨木市 らーめん鱗 茨木店
茨木市 夢ペンギン村
茨木市 GETTU
茨木市 幸太樓
茨木市 お好み焼き 誉
茨木市 カラオケ喫茶歌好
茨木市 スナック ドン
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茨木市 STOMP SKUNK
茨木市 おでん専門店花車
茨木市 すし白光
茨木市 大阪王将南茨木店
茨木市 気まま
茨木市 これから
茨木市 ラーメン友一
茨木市 洋風居酒屋 晴れ屋
茨木市 さわらぎ
茨木市 居酒屋はなちゃん
茨木市 勇者の扉
茨木市 渡や
茨木市 一夢庵
八尾市 Ｃｈａｃｃｈａ
八尾市 玄品八尾
八尾市 お好み焼つつみ
八尾市 カラオケ喫茶まどんな
八尾市 心愛
八尾市 串焼火鍋なりや
八尾市 fairy
八尾市 Lounge LuA
八尾市 さり丸
八尾市 スナックさくら
八尾市 樽
八尾市 やきとり大吉 志紀店
八尾市 IAKATORIH
八尾市 COCO
八尾市 山力
八尾市 やきとり鳥八
八尾市 will be
八尾市 八尾飯店山本店
八尾市 ミカりん。
八尾市 手打ち蕎麦さとたけ
八尾市 中華料理 大珉
八尾市 鉄板焼ダイニングたろうず
八尾市 地車や
八尾市 寿司幸
八尾市 満腹亭
八尾市 次郎長寿し
八尾市 肉ヤス
八尾市 APETY
八尾市 お好み焼き 焼きそば このは
八尾市 シワリラ 志紀店
八尾市 桐生
八尾市 ニューみやこ
八尾市 ラウンジ マリア
八尾市 スナックかおり
八尾市 割烹伽羅
八尾市 卵
八尾市 カラオケ みます
八尾市 酒処大ちゃん
八尾市 福福らーめん 八尾店
八尾市 カラオケ ひまわり
八尾市 さんかくめし
八尾市 J.bros
八尾市 カラオケスナック笑 コスモパラダイス３Ｆ ３０３
八尾市 天ぷらスタンド北吉
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八尾市 PAUHANA 八尾店
八尾市 ちょっと酔
八尾市 居酒屋おやじ
八尾市 韓国家庭料理サランバン
八尾市 真Macoto
八尾市 楡の木
八尾市 らーめんハ戒
八尾市 居酒屋 かわち屋
八尾市 カラオケ JUN
八尾市 ウッフ八尾店
八尾市 SAMURA1
八尾市 BarBar
八尾市 カラオケ喫茶さくら
八尾市 garden
八尾市 おかんの店 千笑
八尾市 やきとり大吉八尾西店
八尾市 スナック パートナー
八尾市 文左亭 八尾楠根
八尾市 おばん菜barいろは
八尾市 味悦
八尾市 佳味光月 八尾店
八尾市 喜愛
八尾市 CHALLENGER88 山本駅前店
八尾市 ヤキソバベイベー・オコノミヤキベイベー
八尾市 屋台
八尾市 福寿司
八尾市 BRAND NEW ZONE
八尾市 すーちゃん
八尾市 淡路島バーガープラス/鶏×魚らーめんゆるり
八尾市 三松飯店
八尾市 はるみ
八尾市 歌ごえスタジオかわぐち
八尾市 田中食堂
八尾市 スナック愛
八尾市 愛唱華
八尾市 Ｈｅａｒｔ
八尾市 中華厨房もりもと
八尾市 居酒屋ぷれご
八尾市 スナック メナム
八尾市 樹里 
八尾市 焼肉のたらふく八尾南店
八尾市 スナックニューマリア
八尾市 カラオケちゃいむ館
八尾市 カラオケ＆スナック城
八尾市 モスバーガー八尾南店
八尾市 炭火焼きとりうしお
八尾市 料亭 山徳
泉佐野市 音楽倉庫
泉佐野市 アルヘイム イオンモール日根野店
泉佐野市 カラオケみるく
泉佐野市 おはん
泉佐野市 カラオケれん
泉佐野市 ごはんやさんゆう
泉佐野市 Party Dining Chill out
泉佐野市 IZAKAYAゑん
泉佐野市 Hangout
泉佐野市 NEW OLD STOCK
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泉佐野市 ワイン酒場かっちゃん
泉佐野市 犬鳴温泉センター
泉佐野市 ぱんハウスみるく
泉佐野市 鉄板焼 銀杏
泉佐野市 串っ子
泉佐野市 居酒屋ぶうけ
泉佐野市 居酒屋大字次郎長
泉佐野市 LONESTAR
泉佐野市 SHIKHAR
泉佐野市 フードショップタルイ
泉佐野市 和歌山ラーメン
泉佐野市 金ちゃん
泉佐野市 ピッツェリア・エッセ・ディ・ピュ
泉佐野市 酒処でご
泉佐野市 ストロングスタイル
泉佐野市 八剣伝泉佐野
泉佐野市 たこ焼 冨貴
泉佐野市 スナック紅葉
泉佐野市 鳥屋鶏人
泉佐野市 居酒屋 料理 さのちり亭
泉佐野市 カフェボーノ/うどん千嘉
泉佐野市 お好み焼 ぺたんこ
泉佐野市 いこいの家
泉佐野市 串カツ屋 チュテネ
泉佐野市 いわさき
泉佐野市 焼き鳥こうたや
泉佐野市 ちどり
泉佐野市 なごみ湯
泉佐野市 鶏りあん
泉佐野市 インクジェット忍者
泉佐野市 立呑み処こばやし
泉佐野市 LA CUCINA ITALIANA FELICE
泉佐野市 炭火焼とまり木
泉佐野市 Asian Garden YUVAN
泉佐野市 ジャドールルパン泉佐野店
泉佐野市 カラオケまゆ
泉佐野市 おぶりがーど
泉佐野市 スナック ワンナイン
泉佐野市 すーさんのインド料理ＮＡＭＡＳＴＥ ＳＵＲＹＡ
泉佐野市 とんとん亭
泉佐野市 居酒屋インちゃん
泉佐野市 yamano
泉佐野市 そばあ
泉佐野市 はや 泉州の郷
泉佐野市 美味彩菜十色
泉佐野市 居酒屋太ちゃん
富田林市 花いちもんめ
富田林市 料理すし処おのや
富田林市 西ます兵やまもと
富田林市 紅焔
富田林市 へべれけ 奥井ビル一階
富田林市 鳥福
富田林市 ラウンジ千扇
富田林市 こてつ
富田林市 MEDAKA
富田林市 TEAGRILL亜瑠瑠
富田林市 桜珈琲 富田林店
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富田林市 居酒屋富佐
富田林市 HAO・CHI 豚々亭
富田林市 たこ焼き道場 八焼
富田林市 ニーナ食堂
富田林市 居酒屋 うどん処 おかえり
富田林市 喫茶ファニー
富田林市 むらさき
富田林市 コーヒーパブｙａｙａ
富田林市 Trattoria Piatto Solare
富田林市 グランドホテル二葉
富田林市 カレー＆ジンショップ Be 屋n
富田林市 友芋
富田林市 焼肉ソウル
富田林市 大阪の味らーめん 喜らく
富田林市 彩
富田林市 天下第一 富田林
富田林市 Book&Spa uguisu
寝屋川市 カラオケ喫茶 香
寝屋川市 喫茶アンゲリカ
寝屋川市 カラオケ喫茶サチ
寝屋川市 一休
寝屋川市 K
寝屋川市 とりQ
寝屋川市 珈琲館豆の木
寝屋川市 つけ麺屋ちっちょ
寝屋川市 光酌
寝屋川市 鳥一番
寝屋川市 cachette
寝屋川市 Infinity香里園店
寝屋川市 Bar Aiba
寝屋川市 串揚げ居酒屋あげあげ
寝屋川市 ちょい呑み気まぐれ
寝屋川市 中国料理北京閣
寝屋川市 中華ダイニング 青葉
寝屋川市 夢屋
寝屋川市 炭焼きわがんせ
寝屋川市 喫茶ナイーブ
寝屋川市 スナック 芹
寝屋川市 美豚
寝屋川市 村さ来寝屋川駅前店
寝屋川市 松月食堂
寝屋川市 喫茶美津乃
寝屋川市 Mobile Cafe
寝屋川市 おきどき
寝屋川市 七輪焼肉パルパル
寝屋川市 楽食亭 神鍋
寝屋川市 大丸屋
寝屋川市 焼肉 福助
寝屋川市 そば処よし庵
寝屋川市 喜ノ家
寝屋川市 しろなべ吉
寝屋川市 うみびや
寝屋川市 地鳥亭
寝屋川市 カラオケ 友
寝屋川市 淡竹
寝屋川市 古民家ビストロバルハコ
寝屋川市 国士無双
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寝屋川市 居酒屋のんき屋
寝屋川市 人丸食堂
寝屋川市 美食楽酒ひかるちゃんのお店
寝屋川市 CAMOI
寝屋川市 FOOD&BAR PLUS
寝屋川市 bar butch
寝屋川市 ブレーメンの音楽室
寝屋川市 炭焼酒菜 そてつ
寝屋川市 燻製酒場・一燈
寝屋川市 呑み処 さよ
寝屋川市 旨いもん居酒屋近江
寝屋川市 ふるさと
寝屋川市 大利うどん
寝屋川市 やまや
寝屋川市 きっちん あっこ
寝屋川市 焼きとり里
寝屋川市 魚屋海老蔵 香里園店
寝屋川市 喫茶 珈夢里
寝屋川市 ゴトーダイニング
寝屋川市 チョンサチョロン
寝屋川市 遊
寝屋川市 Be-In
寝屋川市 パート２
寝屋川市 お茶の玉宗園
寝屋川市 そてつ
寝屋川市 喫茶パブnon non
寝屋川市 てんくう
寝屋川市 シャムスン
寝屋川市 すし清
寝屋川市 魚酒炭菜おどりや
寝屋川市 Branch
寝屋川市 スナックちづ
寝屋川市 喫茶アスター
寝屋川市 韓国屋台パルポチャ
寝屋川市 ラーメン とんとん 寝屋川店
寝屋川市 串揚げと本格焼酎 膳
寝屋川市 酒と焼酎かくもと
寝屋川市 カレーハウスCoCo壱番屋ビバモール寝屋川店
寝屋川市 呑み処 おかえり
河内長野市 創作料理靖浩
河内長野市 花まる亭
河内長野市 居酒屋6
河内長野市 GoldenVed喫茶グランドママ
河内長野市 TWO FACE
河内長野市 與兵衛鮨匠
河内長野市 焼鳥よしなが
河内長野市 珈琲所コメダ珈琲店 河内長野本町店
河内長野市 呑々
河内長野市 ＳＲＩＬＡＮＫＡＮＤＩＮＩＮＧ ＡＭＡＹＡＣＨＩＹＯＤＡ
河内長野市 満腹
河内長野市 居酒屋ゆうき
河内長野市 すし処 美吉野
河内長野市 らぁめんhiro
河内長野市 dining cafe sonrisa
河内長野市 BARDIPPERMOUTH
河内長野市 桜珈琲 河内長野店
河内長野市 お好み焼 チビといっしょ
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河内長野市 SunLightRingBless
河内長野市 味の天下一
河内長野市 音CAFE HENOHENO
河内長野市 やきとり喜鳥
河内長野市 焼肉横綱
松原市 居酒屋みつき
松原市 ラウンジシャン2代目
松原市 居酒屋ほおらしゃ
松原市 壱富亭
松原市 浪花友あれ
松原市 カラオケ喫茶
松原市 すたんど85
松原市 FLAG
松原市 かわち
松原市 いなか食堂
松原市 カラオケキッサ 詩の広場 白帆
松原市 網焼きと釜飯 いその 松原店
松原市 やきとり しょうちゃん
松原市 天下一品 松原三宅店
松原市 カラオケスタジオY.Y
松原市 おぐら屋
松原市 アミちゃん手作りアジア料理
松原市 旬菜旬魚居酒屋えんむすび
松原市 櫓寿司
松原市 赤虎ラーメン 
松原市 サウザント ベル
松原市 カラオケつばさ
松原市 松原天然温泉you,ゆ～ １F喫茶
松原市 立ち呑み処  ほりうち
松原市 カラオケスナック ノーサイド
松原市 備前焼割烹 八馬
松原市 柳寿し
松原市 土師酒店
松原市 ほたる
松原市 LIve Bar Bishop
松原市 居酒屋でんぐり
松原市 中国料理 点心
松原市 焼肉しゃぶしゃぶ ほくでん
松原市 喫茶・韓国風居酒屋MIMI
松原市 お好み亭
松原市 Dining 花凛縁
松原市 焼肉泰明
大東市 万里弥
大東市 お好み焼き 友善
大東市 居酒屋いろり
大東市 カラオケ居酒屋トちコ
大東市 こもれ陽
大東市 木曽路大東店
大東市 King
大東市 お好み焼じゅうじゅう
大東市 びっくりドンキー大東店
大東市 カラオケ きっさ すずめ
大東市 酒彩 由楽梨
大東市 健寿し
大東市 shiny
大東市 レストラン清豊
大東市 呑み処 展
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大東市 ニューＧＡＬ
大東市 たこ焼き酒場BOO
大東市 風の街諸福店
大東市 居酒屋たちばな
大東市 ステーキハウス三ツ川
大東市 わいん酒場 まーる
大東市 炭火焼肉 かご家
大東市 NICETIME
大東市 焼肉ぶんちゃん
大東市 株式会社グリル大東
大東市 たこやき たもっちゃん
大東市 呑み処やすっちゃん
大東市 鴨料理元
和泉市 呑み処 のぶ
和泉市 Simple1
和泉市 BLACKベリー
和泉市 スナック秋花
和泉市 こうぜん
和泉市 ひなた
和泉市 居酒屋末よし
和泉市 K-fam
和泉市 りん
和泉市 粉もん屋八 北信太店
和泉市 trattoria almo
和泉市 カフェ％
和泉市 さくら
和泉市 スナックNｏａ
和泉市 焼肉ホルモンMeets
和泉市 ラウンジRAGA
和泉市 炭焼彩菜KAMADO
和泉市 桜珈琲 和泉中央店
和泉市 横田酒店
和泉市 居酒屋 姉妹
和泉市 ちろり
和泉市 一品料理 きよみ
和泉市 カラオケ キヨミ
和泉市 みんなのお店 ＺＥＴＴＯＮ
和泉市 居酒屋たもっちゃん
和泉市 焼肉処わらび和泉中央のぞみ野店
和泉市 ラーメン屋 ありがとう
和泉市 ラウンジるふらん
和泉市 蓮
和泉市 森房
和泉市 スナックＭＡ２
和泉市 お好み焼 好
和泉市 浦島
和泉市 酒と肴 まんまん。
和泉市 タヴェルナ・アービーレオーネ
和泉市 甘甘堂
和泉市 韓キッチンＪＩＮ
和泉市 PiNaY
和泉市 居酒屋かさやん
和泉市 カラオケダイニングLILY
和泉市 音羽家
和泉市 花月
和泉市 翔
和泉市 おいで屋暖

78 / 88 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3月1日公表分）

和泉市 人久
和泉市 本郷
和泉市 はやフードスタジアム
和泉市 カラオケ しまなみ
和泉市 三幸
和泉市 丸一
和泉市 一光
和泉市 酒菜家みやび
和泉市 ちょい飲み処 通天閣
和泉市 なごみ料理 夢風景 YUMEKESIKI
和泉市 生魚
和泉市 旅館 蓮寿
箕面市 やきとり大吉 箕面店
箕面市 あかばなァ
箕面市 Point Etain
箕面市 masu
箕面市 kino's kitchen.樹
箕面市 Orange
箕面市 美ハッピー
箕面市 hibi
箕面市 居酒家まるこん 箕面本店
箕面市 FRANK
箕面市 CAZI Home food cafe
箕面市 ちょっとバーsloppy
箕面市 天下一品 千里小野原店
箕面市 ＶｉｖｏＢｅａｒｓｉ箕面
箕面市 味の大東
箕面市 珈集 箕面店
箕面市 とんかつ豊か
箕面市 ファンファーレ
箕面市 焼肉処銀花
箕面市 cafe a。u。n
箕面市 炭火やきとり飛鳥
箕面市 丸美171店
箕面市 旬寿
箕面市 クーズコンセルボ阪急箕面店
箕面市 インド料理専門店クシュクシュ
箕面市 おうちキッチン
箕面市 BakeryFerdinandSAKURAI
箕面市 リュリュ箕面店
箕面市 珈琲館 箕面店
箕面市 味園
箕面市 タベルーナ ペコリーノ
箕面市 Cafe&Bar'YORI'
箕面市 スナック美里
箕面市 スントゥブ ＯＫＫＩＩ
箕面市 きよっぺ
箕面市 萬ま屋
箕面市 お好み焼き里
箕面市 ととろみ荘
箕面市 株式会社モンキーヒル
柏原市 ちばや
柏原市 やっこ鮓
柏原市 鉄板居酒屋龍大絆 Tacchan no omise
柏原市 居酒屋きたうら
柏原市 カラオケA-Style
柏原市 Sumire
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柏原市 焼き鳥のあじもり
柏原市 グリル入船
柏原市 グッドマン
柏原市 カラオケ 法善寺 横ッ丁
柏原市 かんぱち寿司
柏原市 とんちゃん
柏原市 カラオケ仔猫
柏原市 Ciao
柏原市 ｗｉｎｅｇａｒｄｅｎ
柏原市 あきない
柏原市 とん勝
柏原市 Ｂ＆Ｂ
羽曳野市 美吉乃
羽曳野市 海鮮日本酒居酒屋のんべえ
羽曳野市 酒処お酒のくまい
羽曳野市 てまり
羽曳野市 sprout di goccia
羽曳野市 焼肉美濃吉
羽曳野市 スナック あおい
羽曳野市 すわん亭
羽曳野市 丸源ラーメン 羽曳野店
羽曳野市 寿しきしもと
羽曳野市 鉄板焼・ゆずりは
羽曳野市 まさゆめさかゆめ
羽曳野市 立ち呑み処 満月
羽曳野市 お好み焼き こぞう
羽曳野市 CAFE&PUB理維
門真市 居酒屋 あだん
門真市 Spiceバル Stupid Wise
門真市 呑み処千両
門真市 喫茶n
門真市 戦国屋
門真市 居酒屋 佃伝
門真市 うどんそばあそこ
門真市 手羽だるま 西三荘店
門真市 ボールパークMANRUI
門真市 RION
門真市 遊花
門真市 吉鳥門真店
門真市 中華菜苑ひびき
門真市 四国本場 お好み焼
門真市 中華のモリ
門真市 ふうりん
門真市 酒処 潤い
門真市 お食事や 麦
門真市 サワー
門真市 とんかつ あしみ
門真市 おばんざい 菜花
門真市 喫茶 貴の味
門真市 北京料理 大昌
門真市 ガブ呑みバールBarLuna
門真市 かるにせろ・ばる 五門  
門真市 ジョイ
門真市 ciao
門真市 お好み焼 風月
門真市 一政
門真市 すし清
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門真市 カラオケマドンナ
門真市 ラーメン土佐っ子
門真市 蓮
門真市 はつね
門真市 大和田酒場 情熱ホルモン
門真市 力寿司
門真市 カラオケヤシの木
門真市 Mu‐
門真市 loungeカサブランカ
門真市 大阪王将 大和田店
門真市 お好みハウス ファミリー
門真市 あしたも元気
門真市 きまぐれキッチン あやめ
門真市 しまんちゅう
門真市 BAR KANAHAI
門真市 焼鳥 清谷
門真市 Maki
門真市 BEERS CAFE OFF SHORE
門真市 桂花亭
門真市 壱鳥前
門真市 宝
門真市 らいむ
門真市 弥次喜多会 五十三次
門真市 串かつジェット
門真市 m i n i L o u n g e K I N G
門真市 のみ処 毎呑
門真市 旬肴 雅
門真市 ひさ家
門真市 美酒味肴 かぶき屋
門真市 繁
門真市 居酒屋ひなの
門真市 NEXUS
門真市 アリス・サーティワン
門真市 カラオケスナック Ｘ
門真市 カラオケ喫茶 らん
門真市 居酒家やんちゃ
門真市 エルスリー
摂津市 炭火焼き鳥うの屋
摂津市 居酒屋うの屋３号店
摂津市 日吉屋
摂津市 Cafe5HAN
摂津市 フォーカス
摂津市 新大蓮
摂津市 韓国居酒屋WATASHI-N-CHI私ん家
摂津市 居酒屋ＧＯＮ‐ＣＨＡＮ
摂津市 ぴえろ
摂津市 喫茶カラオケアイランド
摂津市 焼鳥いっちゃん
摂津市 M
摂津市 好東園
摂津市 小料理屋 霧島
摂津市 夢蔵
摂津市 まくら木
摂津市 どんぐり
摂津市 スナックMIYO
摂津市 ｃａｆｅ＆ｄｉｎｉｎｇＡｚａｌｅａ
摂津市 ふくちゃん
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摂津市 てっちゃん鍋ともきち 鳥飼店
摂津市 薩摩
摂津市 NoMIKAN
摂津市 かける
摂津市 居酒屋ひろべえ
摂津市 私の店
摂津市 志のや
摂津市 まんま
摂津市 やすらぎ処 味幸
摂津市 寄里味知
摂津市 炭火焼きよし
高石市 海鮮工房中川
高石市 中国料理 八海
高石市 家庭料理みき
高石市 炭火やきとり風見鶏
高石市 みぃーの食卓
高石市 呑み食い処風
高石市 居酒屋 万
高石市 カラオケpeace
高石市 喫茶荻野目
高石市 きちんとチキン
高石市 ティアラ
高石市 とく屋
高石市 カラオケスナックゆうみん
高石市 カラオケみやび
高石市 万菜
高石市 喫茶＆カラオケ 花みずき
高石市 レストラン アラキ
高石市 カラオケ喫茶 ＮＯ－ＮＡＭＥ
高石市 BAR W.COYOTE
高石市 スナック ラーク
高石市 デン助
藤井寺市 秋よし
藤井寺市 やきとり鷄道
藤井寺市 rockbar Radio
藤井寺市 カラオケスナックたんぽぽ
藤井寺市 天ぷら居酒屋 てん。
藤井寺市 すし冨
藤井寺市 串カツくらちゃん
藤井寺市 中国料理 大鳳
藤井寺市 かぼちゃ倶楽部
藤井寺市 呑み処 麿
藤井寺市 焼肉かっちゃん
藤井寺市 南風ー彩
藤井寺市 Buono
藤井寺市 中国料理 三国
藤井寺市 お食事処平六
藤井寺市 そばうどん 山ふじ
藤井寺市 カラオケ夢乃
藤井寺市 なごみ
藤井寺市 焼き鳥め組
藤井寺市 ラウンジぼてじゃこ
藤井寺市 どんぐり亭
藤井寺市 DERA ICE caffe
藤井寺市 串カツまいど
藤井寺市 お好み焼き 鉄板焼き 六ニ助
藤井寺市 味喰笑 ちゃんこ場
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藤井寺市 おでん家庭料理やなせ
藤井寺市 手打ちうどん処 悠
藤井寺市 志万浅
藤井寺市 焼鳥創作酒場３６９second
藤井寺市 居酒屋いがや 藤井寺駅前店
東大阪市 五十鈴川
東大阪市 川雅家
東大阪市 居酒屋ちるどれん
東大阪市 春夏冬
東大阪市 Regina
東大阪市 Aunjyu.
東大阪市 カラオケ喫茶るんるんるん
東大阪市 まこと酒店
東大阪市 雅に楽しいまーちゃん
東大阪市 兆治 布施店
東大阪市 浜焼太郎 鴻池新田店
東大阪市 カレーハウスぼくとあの娘
東大阪市 和風喫茶スナック華
東大阪市 Mａｒｕｋｏｈ kitchen
東大阪市 あじわいきっちん
東大阪市 串かつ大谷
東大阪市 toujours
東大阪市 ちゃきちゃき
東大阪市 GB's CAFE AREA4
東大阪市 アルヘイム 鴻池店
東大阪市 お好み焼 司
東大阪市 AーＺ
東大阪市 スワン
東大阪市 やのすし
東大阪市 chill day
東大阪市 居酒屋千加
東大阪市 ＤＥＡＲ
東大阪市 美和寿司
東大阪市 鐡板処金太郎
東大阪市 Green Smoothie × Bar
東大阪市 お食事処さいとう
東大阪市 ホルモンこじまる
東大阪市 Campus life + more
東大阪市 sports bar PEACE
東大阪市 こなもん処 花鳥
東大阪市 焼肉酒場３１０
東大阪市 グリーン
東大阪市 居酒屋ＨＩＹＯＫＯＹＡＵＥＤＡ
東大阪市 居酒屋ほていや
東大阪市 居酒屋ゆり
東大阪市 カラオケ スナック Chance
東大阪市 串もん酒家じげん
東大阪市 中華料理ラーメン大学
東大阪市 居酒屋 三幸
東大阪市 ヒーリングカフェ plug point
東大阪市 お好み焼きてらまえ
東大阪市 カラオケバンビー
東大阪市 炭火焼とり あだち
東大阪市 教道家
東大阪市 焼鳥Dining-NINE-9
東大阪市 びっくりドンキー岸田堂店
東大阪市 居酒屋村尾
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東大阪市 駅前飯店
東大阪市 大丸屋
東大阪市 ふくちゃん
東大阪市 焼肉 畠中
東大阪市 REVER
東大阪市 なかみち
東大阪市 和香菜
東大阪市 居酒屋ふるさと
東大阪市 カラオケ喫茶スナック 小若江
東大阪市 ソウル
東大阪市 沖縄料理垣花家
東大阪市 ひろ
東大阪市 酔ったろう
東大阪市 喫茶Dahlia
東大阪市 まーじゃん ピース
東大阪市 魔女
東大阪市 まるちゅう
東大阪市 手羽先唐揚げまるちゅう
東大阪市 酒処とりい
東大阪市 みつぼし
東大阪市 居酒屋彦一
東大阪市 赤とんぼ
東大阪市 あかつき亭
東大阪市 居酒屋 さんじのおやつ
東大阪市 食楽酒家あんとん
東大阪市 居酒屋てっぴん
東大阪市 花園スペインバルHEIZO
東大阪市 鹿児島屋ムっちゃん
東大阪市 ちきちん
東大阪市 中華食堂 山形屋
東大阪市 屋台 みんなの基地
東大阪市 布施獅子丸
東大阪市 うたの駅 つくし
東大阪市 鴻池飯店
東大阪市 カラオケスナック倖
東大阪市 萬屋
東大阪市 居酒屋 まねき
東大阪市 日本料理 山ぶき
東大阪市 Ｂｅｎｅｒｅｇａｌｏ
東大阪市 スナックぷれじーる
東大阪市 すし富
東大阪市 すき焼き壱番 もりやま
東大阪市 焼肉の元
東大阪市 ラウンジ 美鈴
東大阪市 艪便村
東大阪市 うどん処狸庵
東大阪市 スナックじゅん
東大阪市 喫茶すわん
東大阪市 魚芳
東大阪市 BAR村尾
東大阪市 登龍門
東大阪市 ホーユー和
東大阪市 カラオケパブシェネ
東大阪市 ホテルセイリュウ創作中国料理ダイニング極
東大阪市 ホテルセイリュウご縁亭
東大阪市 居酒屋やなぎ
東大阪市 会員制BAR ひげ坊主
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東大阪市 HALUIRO
東大阪市 喜多朗
東大阪市 スナック青山
東大阪市 てんぐさ
東大阪市 弾き語りLive Bar MK2
東大阪市 布施倶楽部
東大阪市 BAR BONHEULE'A
東大阪市 国産牛内臓専門店一燈屋
東大阪市 けんちゃん亭
東大阪市 intime
東大阪市 やきにく 番長
東大阪市 グググリル
東大阪市 涼 SUZU
東大阪市 創作和食Dining朔楽SAKURA
東大阪市 くうくう倶楽部
東大阪市 鶏飛人 瓢箪山店
東大阪市 夢屋鳥衛門
東大阪市 焼肉武藏
東大阪市 杉心
東大阪市 焼肉大和屋
東大阪市 おふくろの味いなか
東大阪市 カフェ自家用電気～カフェジカ東大阪本店～
東大阪市 シュリケン164
東大阪市 海老料理酒場やまちゃん
東大阪市 お弁当物語イオンタウン東大阪店
東大阪市 スナック優
東大阪市 黒毛和牛焼肉庚
東大阪市 スナック トシ
東大阪市 ＪＥＭ
東大阪市 日の出食堂おきばり屋
東大阪市 カラオケスタジオ 瀞
東大阪市 にぎり寿し福笹
東大阪市 スナック佳代
東大阪市 honey
東大阪市 お好み焼き しげ美
東大阪市 カフェレスト トータス
東大阪市 お好み焼き 志のぶ
東大阪市 立呑八番
東大阪市 あいすべきものすべてに
東大阪市 A-kukan
東大阪市 友PAL
東大阪市 Sericum
東大阪市 きっちん くるん
東大阪市 花園食堂
東大阪市 お好み焼鉄板焼 しんむら
東大阪市 おでん福松
東大阪市 一蓮家 小阪店
東大阪市 ランチテラスやくも
東大阪市 太田お好み焼き店
東大阪市 岩山海
東大阪市 くっちーな ももか
東大阪市 韓料理 李
東大阪市 焼肉えん
東大阪市 オーシャン
東大阪市 花月寿し
東大阪市 ラン
東大阪市 一蓮家 布施店
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東大阪市 居酒屋だいせん
東大阪市 おたる亭
東大阪市 FUN茶
東大阪市 居酒屋 ほう吉
東大阪市 カラオケ喫茶ぶんちゃん
東大阪市 貴賓楼
東大阪市 すなっく縁
東大阪市 カラオケスタジオ歌夢
東大阪市 THREE FIVE
東大阪市 ひまわり
東大阪市 飲茶・一品料理じゅじゅやん
東大阪市 Happiness
東大阪市 銀寿し
東大阪市 中華料理 秀楽
東大阪市 油そば専門店歌志軒 御厨栄町店
東大阪市 お食事処葵
東大阪市 焼酎BAR りばーてぃ
東大阪市 喫茶街路樹
東大阪市 肉匠甚
東大阪市 いむの村 いむちゃん
東大阪市 鶏焼商店一歩
東大阪市 ダーツバーソレイユ
東大阪市 いづみや
東大阪市 じゃんぼ總本店 小若江2丁目店
東大阪市 いと美
東大阪市 居酒屋 香寿味
東大阪市 スナック加代
東大阪市 ホルモン徳いち布施店
東大阪市 ニュー松坂 布施店
東大阪市 あじっこハウス
東大阪市 お好み焼こっこ
東大阪市 居酒屋かっぱ
東大阪市 天芸 こもれ美
東大阪市 麺や清流
東大阪市 カラオケ喫茶光
東大阪市 カラオケスナック奄美
東大阪市 さっちゃん
東大阪市 BAR jasmine
東大阪市 ホテルセイリュウ和食創作ダイニング極
東大阪市 焼肉ハウス 茂六
東大阪市 焼き鳥大吉長田中店
東大阪市 九重
東大阪市 串揚げH aru
東大阪市 ぢどり亭長瀬店
東大阪市 るんるん
東大阪市 喫茶スナック ポピー
泉南市 うどん・そばダイニング たにと
泉南市 セレクション
泉南市 SunBeat
泉南市 Ｉｔａｌｉａｎｒｅｓｔａｕｒａｎｔｎｕｎｏ
泉南市 カラオケ喫茶花
泉南市 門木居
泉南市 カサブランカ
泉南市 居酒屋 まる忠
泉南市 FMK PHIL. SARI-SARI STORE
泉南市 相撲茶屋ちゃんこ鍋昇龍
四條畷市 和飲家

86 / 88 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3月1日公表分）

四條畷市 V2&M by Fruits Bar AOKI イオンモール四条畷店
四條畷市 カラオケカフェ心愛
四條畷市 お好み焼きとんちゃん
四條畷市 塩梅ダイナー忍ヶ丘店
四條畷市 楽笑
四條畷市 プルチネッラ
四條畷市 楠港水産
四條畷市 スナックピーチ
四條畷市 居酒屋 はつみ
四條畷市 鳥貴族 四條畷店
四條畷市 Lilychouchou
四條畷市 BlueBee
四條畷市 Cafe Good Days
交野市 焼肉宝殿
交野市 海鮮七輪焼まんさく
交野市 気楽中華TENTEN
交野市 カラオケ喫茶母恵夢
交野市 はるみな
交野市 酉壱
交野市 珈琲蔵
交野市 炭火焼鳥 もくもく
交野市 カラオケ喫茶マリ
交野市 すし秀
大阪狭山市 Bar plum pot
大阪狭山市 大吉金剛南店
大阪狭山市 鳥福狭山店
大阪狭山市 一軒目
大阪狭山市 鍋物酒場いっぷく
大阪狭山市 鉄板居酒屋まんぷく
大阪狭山市 かえる
大阪狭山市 焼肉東野狭山店
大阪狭山市 翠陽
大阪狭山市 VERDUREHOUSE
大阪狭山市 葡萄の丘
大阪狭山市 Bar mahalo
大阪狭山市 ハスノハナ
大阪狭山市 たこ焼curucuru
大阪狭山市 カラオケ じゅまん
大阪狭山市 うをしげ
大阪狭山市 創彩食堂ICHIKA
大阪狭山市 讃岐うどん いってつ
大阪狭山市 パルネット狭山店 Book&coffee
阪南市 やさぐれ亭
阪南市 スナックだんぷ
阪南市 お食事処 みかわ
阪南市 味楽 中華料理
阪南市 プチボヌール
阪南市 YAKITORI Kouto House 鳥取店
阪南市 広島焼きむげん
阪南市 てんぷら屋
阪南市 かづやん
阪南市 思い出の味 ひので
阪南市 ここ家
阪南市 For Tune
阪南市 Dabere
島本町 すし文
島本町 鍋・居酒屋なっちゃん
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島本町 鮮酔丸
島本町 ちょい呑みのんた
豊能町 喫茶かりな
能勢町 うお福
能勢町 スナックカルネ
忠岡町 七五三屋
忠岡町 ありあけ
忠岡町 園
忠岡町 酒処 ヒロ子
忠岡町 じゃんぼ總本店 忠岡駅前店
忠岡町 ふくよし
忠岡町 CAFE88
忠岡町 勝心
熊取町 海鮮酒場 季楽
熊取町 四川火鍋辣王
熊取町 culari. くらり
熊取町 寿司一品料理岩男
熊取町 jijibaba
田尻町 双月
田尻町 りょうしさんの寿司屋 にし川
田尻町 ぼてぢゅう 関西国際空港店
田尻町 ソウル亭
岬町 恋夜
岬町 くにべ
岬町 居酒屋 心
岬町 お好み焼 伴
太子町 カラオケ・スナック・リサ
河南町 ゆう
河南町 そば工房 けんぞう
河南町 BIBI
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