
市町村名 施設名称

大阪市都島区 立ちのみ山ちゃん
大阪市都島区 海鮮とと丸
大阪市都島区 FINGER FIVE
大阪市都島区 旬ごはん ほのぼの 
大阪市都島区 maren
大阪市都島区 銭屋片町
大阪市都島区 炭火焼みや澤本店
大阪市都島区 京橋酒販
大阪市都島区 STAND NINE
大阪市都島区 一帆
大阪市都島区 あん焼き焼きそば 陳麻婆豆腐 ＳＴＯＲＭ
大阪市都島区 やよい軒 京橋店
大阪市都島区 BAR CHESTNUT
大阪市都島区 明ごころ本店
大阪市都島区 ホテルユーナスカフェ
大阪市都島区 徳田酒店京橋本店
大阪市都島区 河内らーめん 喜神
大阪市都島区 都そば 京阪京橋店
大阪市都島区 花殿 京橋京阪モール店/花様 京橋京阪モール店
大阪市都島区 京橋ササラ
大阪市都島区 ふぐ屋とら乃介
大阪市都島区 モスバーガー都島店
大阪市都島区 ゑびすうどん
大阪市都島区 九州らーめん亀王 京橋店
大阪市都島区 有限会社京屋本店
大阪市都島区 カレーハウス COCO 壱番屋 都島インター店
大阪市都島区 京橋酒場
大阪市都島区 もとや南店
大阪市都島区 炭や吟蔵
大阪市都島区 韓国炉端明月
大阪市都島区 珉珉京橋店
大阪市都島区 天下ノ台所 大起水産京橋店
大阪市都島区 穴場 都島店
大阪市都島区 穴場 桜ノ宮店
大阪市都島区 ホリエストア
大阪市都島区 とっつぁん京橋店
大阪市都島区 中国菜飯 味らい
大阪市都島区 京橋ハラミ屋
大阪市都島区 コカルド ラ・テラス
大阪市都島区 焼肉の福福 京橋店
大阪市都島区 口八町 京橋店
大阪市都島区 串カツ田中 京橋店
大阪市都島区 京松蘭 本店
大阪市都島区 ポムの樹 京橋京阪モール店
大阪市都島区 立ち呑み天ぷら魚漁
大阪市都島区 牛角 京橋駅前店
大阪市都島区 はしま
大阪市都島区 てっぱん居酒屋 こてこて 都島店
大阪市都島区 京橋真道

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14日公表分）
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大阪市都島区 リトルバンコク
大阪市都島区 都島 上邑
大阪市都島区 満マル 京橋コムズガーデン店
大阪市福島区 居酒屋 丸永 MARUEI
大阪市福島区 炭火焼肉 野田肉焼屋
大阪市福島区 う越貞
大阪市福島区 鴨錦 中央市場店
大阪市福島区 やよい軒 野田阪神店
大阪市福島区 博多一幸舎 大阪福島店
大阪市福島区 六源福島店
大阪市福島区 すし処つま美
大阪市福島区 中国料理みわ亭
大阪市福島区 鮨 まつやま
大阪市福島区 旭屋
大阪市福島区 焼きとり居酒家りときや
大阪市福島区 pit master VAMOS福島
大阪市福島区 炭火やき鳥かちがらす 福島店
大阪市福島区 彩苑
大阪市福島区 小雀弥 福島店
大阪市福島区 蕎麦酒房ふくまる
大阪市福島区 げん家
大阪市福島区 Dal Brigante
大阪市福島区 路地裏アバンギャルド
大阪市福島区 日本酒酒場立呑み仁
大阪市福島区 セブンサミッツ
大阪市福島区 foujita
大阪市福島区 漁祭 福島店
大阪市福島区 ゴールデン玉川
大阪市福島区 中華そば ふじい野田阪神店
大阪市福島区 BAR ARNECK
大阪市福島区 さかい珈琲
大阪市福島区 珉珉福島店
大阪市福島区 和牛焼肉うのう福島本店
大阪市福島区 遊食酒家 る主水 福島店
大阪市福島区 マルガリータ野田
大阪市福島区 福島酒場 情熱ホルモン
大阪市福島区 もつ焼のんき大阪福島店
大阪市福島区 アロイチンチン
大阪市此花区 しまんと
大阪市此花区 此花肉焼屋
大阪市此花区 しあわせラーメン白馬童子
大阪市此花区 たこやきの元祖・本家 会津屋
大阪市此花区 きまぐれ カラオケ スナック
大阪市此花区 白木屋西九条西口駅前店
大阪市此花区 焼肉の金海
大阪市此花区 てっぱん居酒屋 こてこて
大阪市此花区 鎌倉パスタ ユニバーサルシティウォーク店
大阪市此花区 ザパークフロントホテルアットユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」
大阪市此花区 ゆうき
大阪市西区 ＳＵＪＥＯ
大阪市西区 ＥＸＯＤＵＳ
大阪市西区 横浜家系ラーメン 一新家 アメ村
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大阪市西区 呑み処喜好
大阪市西区 時代屋
大阪市西区 肥後橋南蛮亭
大阪市西区 ９株式会社
大阪市西区 カオススパイスダイナー四ツ橋店
大阪市西区 スシロー 辰巳橋店
大阪市西区 ノートルマンマ
大阪市西区 ROUGH LABO CAFE
大阪市西区 ○△□ 北堀江
大阪市西区 サーティワンアイスクリームイオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 魚蔵 肥後橋店
大阪市西区 炭火やきとん 丸寿肥後橋店
大阪市西区 Caloroso
大阪市西区 スナックりんどう
大阪市西区 ビメンディ
大阪市西区 小雀弥 堀江店
大阪市西区 sereno
大阪市西区 吾一 肥後橋店
大阪市西区 CRAFT.
大阪市西区 南蛮食堂 四ツ橋本町店
大阪市西区 ラフィネストラ
大阪市西区 asse⁺plus肥後橋店
大阪市西区 かごの屋大阪ドームシティ店
大阪市西区 串の向こう側
大阪市西区 山海倶楽部淀屋橋
大阪市西区 粉右衛門
大阪市西区 カレーハウス COCO 壱番屋 西区北堀江一丁目店
大阪市西区 酒場とらず 西本町店
大阪市西区 かりん
大阪市西区 サランチェ江戸堀
大阪市西区 トラットリアパッパ
大阪市西区 新町デリピット
大阪市西区 ピアノピアーノ
大阪市西区 魚菜さか蔵
大阪市西区 更科・権太呂
大阪市西区 コメダ珈琲大阪土佐堀店
大阪市西区 黒毛和牛焼肉一 堀江店
大阪市西区 まぐろの鉄人1号店
大阪市西区 ガクヤバーガー
大阪市西区 鮨藤もと
大阪市西区 麺やKEIJIRO 瑞
大阪市西区 熱香森 ＆ Forest Table
大阪市西区 麺之庄 つるまる北堀江店
大阪市西区 ATRIO CAFE
大阪市西区 うえの
大阪市西区 thisone
大阪市西区 club vijon
大阪市西区 信州そば
大阪市西区 NanDak
大阪市港区 居酒屋 淳ちゃん
大阪市港区 初音
大阪市港区 三先肉焼屋
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大阪市港区 サイゼリヤLABI千里店
大阪市港区 すき家 弁天町みなと通店
大阪市港区 丸得酒場 とくとく 弁天町波除店
大阪市港区 なかもと
大阪市港区 威威
大阪市港区 居酒屋いざ新
大阪市大正区 カラオケ喫茶フレンド
大阪市大正区 大�
大阪市大正区 ヘバラギ
大阪市大正区 Yatara spice
大阪市大正区 スシロー 大正店
大阪市大正区 おばんざい あんど
大阪市大正区 炉端 乃ノ家
大阪市大正区 乃ノ家
大阪市大正区 中国料理 再来苑
大阪市大正区 ＦＵＮ茶 大正店
大阪市大正区 イチバノチカラ
大阪市大正区 KAKITSUBATA
大阪市大正区 楼船 さえ㐂
大阪市大正区 焼肉やこや大正店
大阪市大正区 大正酒場 情熱ホルモン
大阪市天王寺区 スナック ムーラン
大阪市天王寺区 てっちり 福仂
大阪市天王寺区 SORAIRO KITCHEN IN TENSHIBA PARK
大阪市天王寺区 立ち呑み よね屋
大阪市天王寺区 焼肉吉田 新館
大阪市天王寺区 七福亭
大阪市天王寺区 中華 金柑
大阪市天王寺区 鶴橋三玄
大阪市天王寺区 バーゆう
大阪市天王寺区 ふく流らーめん轍 寺田町総本家
大阪市天王寺区 食道園 近鉄上本町店
大阪市天王寺区 南海そば 天王寺店
大阪市天王寺区 ＳＰＯＯＮＳ ＣＡＦＥ
大阪市天王寺区 すし萬近鉄上本町１２階店
大阪市天王寺区 絆 KIZUNA
大阪市天王寺区 ポンガラカレー天王寺MIO店
大阪市天王寺区 お好み焼きもみじ
大阪市天王寺区 旬菜と海鮮 森田屋
大阪市天王寺区 炭火焼肉 鶴橋 七輪
大阪市天王寺区 サーティワンアイスクリーム上本町店
大阪市天王寺区 バトゥール大阪
大阪市天王寺区 酒処つかさ
大阪市天王寺区 スリーモンキーズカフェ天王寺店
大阪市天王寺区 貴鶏屋
大阪市天王寺区 Brasserie Miel
大阪市天王寺区 ハゲ天
大阪市天王寺区 丸福珈琲店 上本町ＹＵＦＵＲＡ店
大阪市天王寺区 お魚食堂かど家 天王寺公園前店
大阪市天王寺区 焼肉食堂かど家鶴橋本店
大阪市天王寺区 赤のれん
大阪市天王寺区 鶴橋焼肉金太郎
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大阪市天王寺区 すしはな上本町店
大阪市天王寺区 魚屋スタンド裏天王寺すしセンター
大阪市天王寺区 地魚酒場 魚八商店 鶴橋店
大阪市天王寺区 天麩羅 はな天 鶴橋店
大阪市天王寺区 大阪教育大学 学園ホール
大阪市天王寺区 串八珍
大阪市天王寺区 喜楽園
大阪市天王寺区 牛たんと和牛焼き 青葉苑 天王寺ミオプラザ館店
大阪市天王寺区 一軒め酒場 天王寺北口店
大阪市天王寺区 やよい軒天王寺駅前店
大阪市天王寺区 焼肉 喜久安
大阪市天王寺区 純ソウル料理明月館
大阪市天王寺区 三豊麺ハイハイタウン店
大阪市天王寺区 プロムナードカフェあべちか店
大阪市天王寺区 luvwine裏天王寺
大阪市天王寺区 焼肉萬野ホルモン舗
大阪市天王寺区 煮干しラーメン玉五郎 鶴橋店
大阪市天王寺区 鎌倉パスタ 上本町ＹＵＦＵＲＡ店
大阪市天王寺区 プチグリルマルヨシ
大阪市天王寺区 料理とワイン 歩き
大阪市天王寺区 ひなの
大阪市天王寺区 大邱家
大阪市天王寺区 菜乃庵
大阪市天王寺区 クロッカス
大阪市天王寺区 酔虎伝てんのじ村
大阪市浪速区 スナック 相良
大阪市浪速区 たこやきバー marusa
大阪市浪速区 力餅
大阪市浪速区 はんまだん
大阪市浪速区 何もない店
大阪市浪速区 大阪なんば 魂心家
大阪市浪速区 BEARS
大阪市浪速区 炭火焼 煙
大阪市浪速区 めし亭酒房 佐海たちばな
大阪市浪速区 そばや創庵
大阪市浪速区 モビーディックなんばパークス店
大阪市浪速区 餃子の王将 新世界店
大阪市浪速区 天ぷら大吉 なんば店
大阪市浪速区 佐海屋 旭
大阪市浪速区 焼肉まるよし
大阪市浪速区 株式会社元祖とんかつカレーカツヤ
大阪市浪速区 TEPPANとワインと蕎麦つなぐ
大阪市浪速区 大阪や
大阪市浪速区 揚男爵
大阪市浪速区 ぼぶ
大阪市浪速区 多平
大阪市浪速区 茶縁
大阪市浪速区 七宝麻辣湯なんばパークス店
大阪市浪速区 湯源郷太平のゆなんば店
大阪市浪速区 大西屋
大阪市浪速区 三麗
大阪市浪速区 ペゴバ
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大阪市浪速区 旬和席うおまん なんばパークス店
大阪市浪速区 INARI GLEAN
大阪市浪速区 カフェｅ－ｍａｉｄ
大阪市浪速区 かごの屋大国町店
大阪市浪速区 どろそば将 恵美須店
大阪市浪速区 Cafe Space BUZZ
大阪市浪速区 Ｗ＠ＶＥ
大阪市浪速区 お好み焼き くいしん坊
大阪市浪速区 爬虫類カフェ ＲＯＣＫ ＳＴＡＲ
大阪市浪速区 北京料理 龍
大阪市浪速区 焼肉定食こいろり日本橋店
大阪市浪速区 たこ焼き居酒屋 千寿
大阪市浪速区 東京力めし大阪日本橋店
大阪市浪速区 地鶏焼き＆たこ焼き居酒屋ここか
大阪市浪速区 哲剣
大阪市浪速区 中華そば ふじい芦原橋本店
大阪市浪速区 JUNGLE Namba
大阪市浪速区 令和ホルモン
大阪市浪速区 JiuBAR Double Tree.
大阪市浪速区 黄粱一炊
大阪市浪速区 カレーハウスcoco壱番屋浪速区難波中一丁目店
大阪市浪速区 ガンボ＆オイスターバー なんばパークス店
大阪市浪速区 private bar Badger
大阪市浪速区 つるまる難波中
大阪市浪速区 串かつおうじ
大阪市浪速区 あんばいナンバパークス店
大阪市浪速区 株式会社やまと屋 1 号店
大阪市浪速区 だしが命の塩らーめんぎょぎょぎょ なんばパークス店
大阪市西淀川区 一富士
大阪市西淀川区 焼肉六角
大阪市西淀川区 焼肉千久左
大阪市西淀川区 和風お食事処 いろは
大阪市西淀川区 ケンタッキーフライドチキン塚本駅前店
大阪市西淀川区 Beeian大和田店
大阪市東淀川区 ティショップはら
大阪市東淀川区 波平 上新庄店
大阪市東淀川区 スシロー 東淀川2号店
大阪市東淀川区 カレーハウスCoCo壱番屋かみしんプラザ店
大阪市東淀川区 餃子の王将 淡路西口店
大阪市東淀川区 鳥塾
大阪市東淀川区 DINING IZAKAYAグーブ
大阪市東淀川区 零 上新庄店
大阪市東淀川区 焼肉五苑 淡路店
大阪市東成区 炉ばた焼 千藏
大阪市東成区 肉と美人
大阪市東成区 ふぐかに処 心福
大阪市東成区 めいげつABCランチ
大阪市東成区 ラーメン人生JET600
大阪市東成区 ふぐ久
大阪市東成区 AGANISHA
大阪市東成区 串焼肉串焼きホルモンてが利
大阪市東成区 極楽うどんＴＫＵ
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大阪市東成区 焼肉五苑 玉造店
大阪市東成区 中島屋
大阪市東成区 焼肉ホルモンまうん
大阪市東成区 本格焼肉八勝園
大阪市東成区 滋源
大阪市東成区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 東成区緑橋東店
大阪市生野区 うどん・そば繁昌
大阪市生野区 りん（お好み焼きりん）
大阪市生野区 活喜寿し
大阪市生野区 株式会社レストランパコダ
大阪市生野区 まる
大阪市生野区 ふぐ料理 あじ平
大阪市生野区 西光園 かんてき
大阪市生野区 お好み焼千代
大阪市生野区 すしおやじ巻平
大阪市生野区 串カツやすらぎ
大阪市生野区 焼肉さわむら
大阪市生野区 田島屋
大阪市生野区 松蘭
大阪市生野区 鉄板焼 今里
大阪市生野区 BAR Largo
大阪市生野区 すし昌
大阪市生野区 餃子の王将 巽店
大阪市生野区 カレーショップコーヨー
大阪市生野区 百済離宮
大阪市生野区 coffee YAMAGUCHI music Pub
大阪市生野区 鳥蔵 桃谷店
大阪市生野区 お好み焼 ねぎ大郎
大阪市生野区 中華老字号 砂鍋居
大阪市生野区 ハート学校（ハートハッキョ）
大阪市生野区 MOUNTAIN
大阪市生野区 マカプレッソ大阪鶴橋店
大阪市生野区 韓国炉端 万宝家
大阪市旭区 八百善商店
大阪市旭区 とりだん千林店
大阪市旭区 インドネパール レストラン ラクシミ
大阪市旭区 たじまや庵
大阪市旭区 頓珍拳
大阪市旭区 炭火焼肉 かんてき
大阪市旭区 居酒屋おぐら
大阪市旭区 モスバーガー千林大宮店
大阪市旭区 韓菜和牛コリアハウス
大阪市旭区 旭軒
大阪市城東区 更科食堂
大阪市城東区 手打うどん 天国
大阪市城東区 FLOOR 色s
大阪市城東区 点心バー クンフーキック
大阪市城東区 味どころゆか
大阪市城東区 すき家 蒲生四丁目店
大阪市城東区 肉匠 くら乃 関目店
大阪市城東区 居酒屋 膳
大阪市城東区 なごみ鴫野店
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大阪市城東区 吉鳥 鴫野駅前店
大阪市城東区 ミッドウェイ
大阪市城東区 居酒屋ちゃが楽今福店
大阪市城東区 麦
大阪市城東区 今福酒場 情熱ホルモン
大阪市城東区 松竹亭中浜店
大阪市城東区 洋食 ボストン
大阪市城東区 カレーハウスCoCo壱番屋 城東関目店
大阪市阿倍野区 ラビアンローズ
大阪市阿倍野区 Per Primo
大阪市阿倍野区 Cafe&Bar early
大阪市阿倍野区 屯舎 華
大阪市阿倍野区 色s
大阪市阿倍野区 Bleah.
大阪市阿倍野区 スナック夏
大阪市阿倍野区 SAKEdining SiAnn
大阪市阿倍野区 カルビ火山あべのHoop店
大阪市阿倍野区 餃子の王将 昭和町駅前店
大阪市阿倍野区 ブリーズ
大阪市阿倍野区 グリーンベリーズコーヒーあべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 クッチーナ ベッリーノ
大阪市阿倍野区 サーティワンアイスクリームあべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 珈琲館 あべのベルタ店
大阪市阿倍野区 大衆焼き とり元
大阪市阿倍野区 Ｓｏｕｐ Ｓｔｏｃｋ Ｔｏｋｙｏ あべのＨｏｏｐ店
大阪市阿倍野区 カレーハウススパイシーアポロ店
大阪市阿倍野区 熊五郎
大阪市阿倍野区 肉匠かど家
大阪市阿倍野区 焼肉食堂かど家 鶴ヶ丘店
大阪市阿倍野区 ステーキ食堂かど家西田辺店
大阪市阿倍野区 やまちやん２号店
大阪市阿倍野区 淡路島バーガー昭和町店
大阪市阿倍野区 信州庵 アポロ店
大阪市阿倍野区 矢場とん 大阪あべのハルカス店
大阪市阿倍野区 ぶんぶく
大阪市阿倍野区 なかの家 あべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 ButterあべのHOOP
大阪市阿倍野区 らんちょすキッチン あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 みつ葉あべの出張所
大阪市阿倍野区 食悦堂
大阪市阿倍野区 KASUYAViaあべのウオーク店
大阪市阿倍野区 free style bar pit in
大阪市阿倍野区 たべてや一得阿倍野店
大阪市阿倍野区 HUBあべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 鎌倉パスタ あべのＨｏｏｐ店
大阪市阿倍野区 グリルマルヨシ
大阪市阿倍野区 天びん棒
大阪市阿倍野区 松寿司
大阪市阿倍野区 博多もつ鍋いっぱち 天王寺店
大阪市阿倍野区 うおかつ 
大阪市阿倍野区 赤垣屋あべの店
大阪市阿倍野区 ハンバーグレストラン ＢＯＳＴＯＮ
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大阪市阿倍野区 昭和町ボストン ハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 きんいち阿倍野
大阪市阿倍野区 にはち
大阪市阿倍野区 喫茶スワン阿倍野店
大阪市阿倍野区 パールズ
大阪市阿倍野区 SURFSIDE KITCHEN
大阪市住吉区 一福食堂
大阪市住吉区 喫茶 山
大阪市住吉区 炭火焼ステーキ あおき
大阪市住吉区 中華物産美食友佳
大阪市住吉区 KASUYA 長居店
大阪市住吉区 四方酒店
大阪市住吉区 大安すし
大阪市住吉区 （居酒屋たこ焼）いまちゃん
大阪市住吉区 麻雀クラブ 東
大阪市住吉区 マクドナルドあびこ店
大阪市東住吉区 呑み処 琴
大阪市東住吉区 鉄板焼彩どり路
大阪市東住吉区 田舎屋
大阪市東住吉区 すし政
大阪市東住吉区 スシロー 東住吉店
大阪市東住吉区 王将針中野店
大阪市東住吉区 すき家 東大阪杭全店
大阪市東住吉区 和食さと 杭全店
大阪市東住吉区 弥平士
大阪市東住吉区 かご家 駒川店
大阪市東住吉区 ココス今川店
大阪市東住吉区 ソウル園杭全店
大阪市東住吉区 お宝さん
大阪市東住吉区 海鮮回転さんきゅう 杭全店
大阪市東住吉区 杉野商店
大阪市西成区 喫茶＆バー リミー
大阪市西成区 カラオケ喫茶「ひまわり」
大阪市西成区 鶏屋いちごいちえ
大阪市西成区 未来夢
大阪市西成区 越中屋
大阪市西成区 釜あげうどん楽
大阪市西成区 カラオケ居酒屋キャステル
大阪市西成区 居酒屋 祭
大阪市西成区 日の本
大阪市西成区 風林
大阪市西成区 笑恵処家天下茶屋店
大阪市西成区 多恵
大阪市西成区 花園酒場 情熱ホルモン
大阪市西成区 大よし
大阪市淀川区 スナック島
大阪市淀川区 居酒屋 朱
大阪市淀川区 焼肉ホルモン ハットリ一番
大阪市淀川区 創作ちゃんこ 増風
大阪市淀川区 串揚げキッチンだん十三店
大阪市淀川区 THEcoffeetime HOME
大阪市淀川区 カフェ グラード
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大阪市淀川区 マンモスサロン ふうりゅう
大阪市淀川区 FRE酒
大阪市淀川区 リストランテバルヴァリオ
大阪市淀川区 まいどおおきに南方食堂
大阪市淀川区 花さこん西中島店
大阪市淀川区 若菜そば阪急十三店
大阪市淀川区 ねぎ焼やまもと 本店
大阪市淀川区 ひょうたん寿し新大阪店
大阪市淀川区 塩元帥 西中島店
大阪市淀川区 八金
大阪市淀川区 ラウンジZOO
大阪市淀川区 麺家新大阪上り店
大阪市淀川区 すき家 三国本町店
大阪市淀川区 卵と私新大阪店
大阪市淀川区 レストラン リバージュ
大阪市淀川区 晴屋十三店
大阪市淀川区 焼肉ホルモンとくちゃん
大阪市淀川区 かに福
大阪市淀川区 焼肉 朋苑
大阪市淀川区 らーめん 熊五郎 新大阪店
大阪市淀川区 南蛮食堂 東三国店
大阪市淀川区 串カツ酒場 どん
大阪市淀川区 炭火焼華
大阪市淀川区 ナイトインラブリーズ
大阪市淀川区 らーめん亀王 ＪＲ新大阪駅店
大阪市淀川区 トンテキ＆チキンカツ グリレッタ ＪＲ新大阪駅店
大阪市淀川区 earth
大阪市淀川区 隠れ家的ダイニングバルCuore
大阪市淀川区 寿司バー げん家
大阪市淀川区 Beer Restaurant GIGI
大阪市淀川区 味噌之達人三国店
大阪市淀川区 居楽屋 わらわら
大阪市淀川区 Ｃｌｕｂ Ｓｃａｎｄａｌ
大阪市淀川区 目利きの銀次新大阪北口駅前店
大阪市淀川区 大陸まんま 新大阪店
大阪市淀川区 グランドサロン十三
大阪市淀川区 一軒め酒場 十三店
大阪市淀川区 魚料理 を組
大阪市淀川区 麺屋昴
大阪市淀川区 ジョニーのから揚げ十三店／天天菜
大阪市淀川区 割烹 八彩
大阪市淀川区 点天バル
大阪市淀川区 さかなやのmaru寿司 新大阪店
大阪市淀川区 ニンニクラーメン天洋
大阪市淀川区 魚居酒屋 すなおや三国店
大阪市淀川区 高崎流クリエイティブキッチン道場
大阪市淀川区 食べどころ柚ず 淀川店
大阪市淀川区 メディアカフェポパイ十三店
大阪市淀川区 加島酒場 情熱ホルモン
大阪市淀川区 けとばし屋チャンピオン東三国店
大阪市淀川区 炉ばた焼 十三船番所
大阪市淀川区 焼肉ひろちゃん
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大阪市淀川区 虎寿司 淀川店
大阪市淀川区 魚居酒屋すなおや西中島本店
大阪市淀川区 銀だこ大衆酒場新大阪店
大阪市淀川区 酒菜家ペッシェロッソ
大阪市淀川区 カリトロ三国店
大阪市淀川区 串かつ酒場えん満十三店
大阪市淀川区 三豊麺 十三店
大阪市淀川区 新大阪ワシントンホテルプラザ宴会場
大阪市淀川区 Ｂパニック
大阪市淀川区 鉄板焼 逢坂
大阪市淀川区 ブッフェダイニング クリスタル
大阪市淀川区 アダスタム
大阪市淀川区 ぴ
大阪市淀川区 地どり・お魚  小鉄
大阪市淀川区 備長炭焼き鳥えんのば
大阪市鶴見区 魚々代
大阪市鶴見区 中華１０１ イオモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 鶏いちず放出
大阪市鶴見区 ミスタードーナツイオンモール鶴見緑地ショップ
大阪市鶴見区 ミスタードーナツ今福鶴見ショップ
大阪市鶴見区 ふぐ好
大阪市鶴見区 牛〇亭
大阪市鶴見区 サーティワンアイスクリームイオンモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 鶴見緑地水春亭
大阪市鶴見区 木亭屋徳庵駅前店
大阪市鶴見区 でん鶴見店
大阪市鶴見区 味菜
大阪市鶴見区 わらじ亭
大阪市住之江区 富士亭
大阪市住之江区 膾炙こじろう
大阪市住之江区 スナック四季
大阪市住之江区 蜂光 飲食店
大阪市住之江区 ガスト大阪ＡＴＣ店
大阪市住之江区 サーティワンアイスクリーム住之江北加賀屋RS店
大阪市住之江区 カラオケ B －SIDE
大阪市住之江区 鶏soba座銀住之江店
大阪市住之江区 Ａ
大阪市住之江区 ディヨ レストラン
大阪市住之江区 割烹 喜世
大阪市住之江区 縁～yukari～
大阪市住之江区 田中酒店
大阪市住之江区 太陽のカフェ南港店
大阪市住之江区 カラオケスタジオ18番(オハコ)
大阪市住之江区 マクドナルド新北島店
大阪市住之江区 にしまる
大阪市住之江区 そば処 善作家
大阪市住之江区 善
大阪市平野区 Angeアンジュ
大阪市平野区 坐 松本
大阪市平野区 さんざい
大阪市平野区 Vieew
大阪市平野区 クリスピーチキンアンドトマト平野店
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大阪市平野区 魚谷食堂
大阪市平野区 街灯り
大阪市平野区 サーティワンアイスクリームイオン喜連瓜破店
大阪市平野区 池内酒店立呑み処
大阪市平野区 和風カラオケ やまと
大阪市平野区 GAKUYA
大阪市平野区 ラーメン横綱平野店
大阪市平野区 喜連園
大阪市平野区 Ristorante Shin
大阪市平野区 さんきゅう水産 平野店
大阪市平野区 こてつ
大阪市平野区 焼肉志幸
大阪市北区 メンバーズ中井
大阪市北区 ガネーシャ
大阪市北区 和ラウンジ 朱音
大阪市北区 洋食店グリルポテト
大阪市北区 Grow ヤムヤム食堂
大阪市北区 酒処 ボチボチ
大阪市北区 YoKoChinToKo
大阪市北区 MISICSALON UKIYO
大阪市北区 炭火ステーキレモン
大阪市北区 鮨 惣五郎
大阪市北区 結鳥
大阪市北区 KADOM
大阪市北区 焼肉の牛太 本陣 ヨドバシ梅田店
大阪市北区 シュエット
大阪市北区 わら焼き部 梅新東店
大阪市北区 chambre2nd
大阪市北区 綾沙乃
大阪市北区 カレン
大阪市北区 野球酒場 酔勝家
大阪市北区 たなごころ
大阪市北区 なにわ料理有
大阪市北区 さか本
大阪市北区 ALFRED TEA ROOM梅田蔦屋書店
大阪市北区 和づつみ
大阪市北区 中央軒中津店
大阪市北区 ビストロ ド ヨシモト
大阪市北区 コース料理とワインのお店UNE（アン）
大阪市北区 LaScarpetta
大阪市北区 炭火串焼そら
大阪市北区 キャトル・ラパン
大阪市北区 株式会社 喜庵
大阪市北区 ばんこ
大阪市北区 カウンター割烹 みおつくし
大阪市北区 カフェデューク
大阪市北区 リーチバー
大阪市北区 屯舎 立ち?み
大阪市北区 クラベリト
大阪市北区 トリッペリア モツーダ 大阪マルビル店
大阪市北区 Sachi
大阪市北区 すたんど 太雅
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大阪市北区 ボナエレガンス
大阪市北区 みたび
大阪市北区 しー
大阪市北区 パパミラノ 阪急グランドビル店
大阪市北区 旬魚・串揚げ居酒屋 咲くら
大阪市北区 TORERO TAKEUCHI
大阪市北区 サンマルコ大阪ステーションシティ店
大阪市北区 Dalia
大阪市北区 寿し大
大阪市北区 さぁや
大阪市北区 雲仙
大阪市北区 たけもとや
大阪市北区 深海BAR THE DEEP
大阪市北区 炉端焼き酒場 中々 堂島店
大阪市北区 台湾同客餃子館
大阪市北区 源吾
大阪市北区 渚くらぶ
大阪市北区 スターバックスコーヒー 梅田Ｅ－ｍａ店
大阪市北区 Dining bar Lien
大阪市北区 中国郷菜館 大陸風
大阪市北区 Wolfgang's Steakhouse 大阪店
大阪市北区 若菜そば阪急茶屋町口店
大阪市北区 御鷹茶屋阪急三番街店
大阪市北区 肉屋の餃子バルYamato リンクス梅田店
大阪市北区 とんこつらぁ麺 CHABUTON LINKS UMEDA 店
大阪市北区 スシロー 天神橋5丁目店
大阪市北区 Ｔｓｕｃｈｉ
大阪市北区 muse riverside
大阪市北区 ＲＡＬＰＨＧＲＡＮＴⅡ
大阪市北区 焼肉万両 天神橋店
大阪市北区 亀多寿司別館
大阪市北区 大阪新阪急ホテル 宴会場 紫の間
大阪市北区 大阪新阪急ホテル ２階宴会場 
大阪市北区 大阪新阪急ホテル ２階宴会パントリー
大阪市北区 鶴群
大阪市北区 おばぁの味 てぃーあんだ扇町本店
大阪市北区 榊
大阪市北区 エスカイヤクラブＯＳビル店
大阪市北区 玉一 本店
大阪市北区 麺匠桂邸
大阪市北区 サイゼリヤ大阪ガーデンシティ店
大阪市北区 うどん・そば若水
大阪市北区 グリル大宮 グランフロント大阪店
大阪市北区 新世界串カツいっとく大阪駅前第三ビル店
大阪市北区 海鮮・鉄板焼やまちゃん
大阪市北区 月
大阪市北区 muse umekita
大阪市北区 海皇大阪堂島店
大阪市北区 三田製麺所ドーチカ店
大阪市北区 天満橋藤かわ
大阪市北区 やぶそば
大阪市北区 ドルフィンズ梅田店
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大阪市北区 なかい梅田店
大阪市北区 銀座 久兵衛
大阪市北区 ステーキハウスグリルロア
大阪市北区 CARAT by
大阪市北区 炭火バル あじと
大阪市北区 TOM Curiosa
大阪市北区 サーティワンアイスクリーム天満駅前店
大阪市北区 若菜そば阪急梅田駅三階店
大阪市北区 天神寿司
大阪市北区 京月 梅田店
大阪市北区 浪速ひとくち餃子 餃々天満店
大阪市北区 串揚げ かな山
大阪市北区 CRAFTMAN UMAMI
大阪市北区 nagagutsu
大阪市北区 冨々
大阪市北区 伊庵
大阪市北区 PRINCESS
大阪市北区 やよい軒天六店
大阪市北区 OSAKA na kitchen 阪急梅田駅3F改札内店
大阪市北区 徳田酒店第三ビルＢ１店
大阪市北区 廣東料理 民生
大阪市北区 つけ麺処つぼや 梅田店
大阪市北区 cafe&bar spoon
大阪市北区 カンテグランデ中津本店
大阪市北区 ＮＡＴＵＲＡＬＩＡ ＵＭＥＤＡ
大阪市北区 ODD
大阪市北区 たじまや輝西天満
大阪市北区 GYUTAN BISTRO JYO-ZETSU
大阪市北区 徳田酒店御肉
大阪市北区 丸福珈琲店 阪急うめだ本店
大阪市北区 Donostia
大阪市北区 穂苑
大阪市北区 AGEHA
大阪市北区 九志焼亭 グランフロント店
大阪市北区 安庵
大阪市北区 青冥大丸梅田店
大阪市北区 炭火焼きとりあいだ
大阪市北区 堂島グラッチェ
大阪市北区 揚八 グランフロント店
大阪市北区 Bar Aqua Ring
大阪市北区 大阪新阪急ホテル 大阪竹葉亭
大阪市北区 竹葉亭
大阪市北区 洋麺屋五右衛門ホワイティうめだ店
大阪市北区 土佐料理 司 阪急３２番街店
大阪市北区 炭火焼肉 清次郎
大阪市北区 肉卸直営大衆肉酒場きたうち中津店
大阪市北区 すいか
大阪市北区 LA LANTERNA DI GENOVA
大阪市北区 お好み焼き 千草
大阪市北区 パティスリーアンドカフェデリーモ梅田店
大阪市北区 中国料理 花梨
大阪市北区 IL GHIOTTONE di piu
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大阪市北区 堂島鮨清水
大阪市北区 大御所 酒坊
大阪市北区 味の牛たん喜助 大阪うめきた店
大阪市北区 メゾンタテルヨシノ
大阪市北区 Homebar chocolat
大阪市北区 き・ら・ら・
大阪市北区 ピッツエリア イル ソーレ
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル ２Ｆ バー「ケレス」パントリー
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル ２Ｆ 中国料理「春蘭門」厨房
大阪市北区 勝男 阪急高架下店
大阪市北区 卵と私ホワイティうめだ店
大阪市北区 愉快酒場大阪駅前第一ビル店
大阪市北区 花殿 梅田茶屋町店
大阪市北区 台湾食堂
大阪市北区 花様阪急梅田店
大阪市北区 心屋
大阪市北区 焼きとり居酒家りときやカラオケボックスリトカラ
大阪市北区 niko and...COFFEE
大阪市北区 スナック喝采
大阪市北区 ＤＩＮＩＮＧＢＡＲ いわさき
大阪市北区 居酒屋「諭吉」
大阪市北区 ＰＲＯＮＴＯ 梅田楽天地ビル店
大阪市北区 北新地koutaro
大阪市北区 りんご屋
大阪市北区 寿司やまわき
大阪市北区 メンバーズForce sound
大阪市北区 琥珀
大阪市北区 鎌倉グリル
大阪市北区 ハゲ天
大阪市北区 Largo
大阪市北区 ポンテリカ
大阪市北区 新太呂
大阪市北区 カブトムシ
大阪市北区 寿し あや瀬
大阪市北区 丸福珈琲店 HEP ナビオ店
大阪市北区 丸福珈琲店 ルクアイーレ店
大阪市北区 丸福珈琲店 ハービスＰＬＡＺＡ店
大阪市北区 梅蘭梅田店
大阪市北区 COYOTE UGLY
大阪市北区 生尾
大阪市北区 都会村
大阪市北区 弘屋
大阪市北区 守破離
大阪市北区 Ｓｏｕｐ Ｓｔｏｃｋ Ｔｏｋｙｏ 阪急三番街店
大阪市北区 キャトルラパン北梅田
大阪市北区 沁ゆうき
大阪市北区 本町製麺所 天 ルクア大阪店
大阪市北区 カカオサンパカ
大阪市北区 TETSU
大阪市北区 多英
大阪市北区 ザ・プレイモアジュニア
大阪市北区 くまくま
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大阪市北区 お好み・鉄板・串揚げ 田なか
大阪市北区 新喜楽ヒルトンプラザ店
大阪市北区 UMEDA BOX cafe&space
大阪市北区 寿司赤酢別邸
大阪市北区 マカベリー
大阪市北区 香港海鮮飲茶樓 梅田ブリーゼ店
大阪市北区 すし たま田
大阪市北区 火鍋成都
大阪市北区 中之島うおまん
大阪市北区 地魚屋台とっつぁん 南森町店
大阪市北区 戸田
大阪市北区 プレミアムマルシェ アズールテラス
大阪市北区 富久佳 グランフロント大阪店
大阪市北区 杜乃家
大阪市北区 COMMISSARY
大阪市北区 弦 ホワイティ店
大阪市北区 矢場とん 大阪阪急三番街店
大阪市北区 旬和席うおまん 西梅田本店
大阪市北区 やきとりばかや
大阪市北区 ラヴァーニャ
大阪市北区 すえひろ
大阪市北区 地産酒場十八番 ホワイティウメダ店
大阪市北区 酒房うおまん リンクスウメダ店
大阪市北区 BOBA.T
大阪市北区 帝塚山 季 阪急三番街店
大阪市北区 エキ ポンテベッキオ ア オオサカ
大阪市北区 スタンド タイガー★リリー
大阪市北区 魚屋スタンドふじ子
大阪市北区 餃子の王将 阪急東通店
大阪市北区 カレーハウス ＣＯＣＯ壱番屋 北区芝田一丁目店
大阪市北区 おやさいガーデンTIERRA
大阪市北区 カレーハウス COCO 壱番屋 北区角田町店
大阪市北区 日本料理大坂ばさら
大阪市北区 クラブ山咲
大阪市北区 THE LOBBY BOOKSTORE CAFE
大阪市北区 メンバーズラウンジ スピア
大阪市北区 上川南店
大阪市北区 喫茶ルビアン
大阪市北区 叶乃音
大阪市北区 焼肉 犀
大阪市北区 北新地ぎょうざ家バル 大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 うを佐
大阪市北区 ローマ軒阪急三番街店
大阪市北区 カッシーワ茶屋町店
大阪市北区 カッシーワ東通り店
大阪市北区 蟻ぎりす
大阪市北区 北北新地
大阪市北区 がってん第２ビル店
大阪市北区 割烹 いとう
大阪市北区 吉祥楼
大阪市北区 もぐら酒場 ７０２
大阪市北区 瓢亭
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大阪市北区 かしわ本舗とりいし 本店
大阪市北区 博多串焼きバッテンよかとぉ天満店
大阪市北区 かしわ本舗とりいし 別館
大阪市北区 おやさいバルTIERRA
大阪市北区 glycine
大阪市北区 リュミエール大阪KARATO
大阪市北区 アヴェンタドール
大阪市北区 萬願亭
大阪市北区 讃岐うどん千万喜中之島フェスティバルプラザ店
大阪市北区 穴場 天満店
大阪市北区 KoKoRotake老松通り
大阪市北区 PAPOCCHIO
大阪市北区 Le Logis h
大阪市北区 焼肉定食こいろり天満店
大阪市北区 LOFT101大阪キタ店
大阪市北区 ニューミュンヘン曽根崎店
大阪市北区 浪速ひとくち餃子 餃々 大阪駅前第三ビル店
大阪市北区 鍋・鉄板焼 暁
大阪市北区 luvwine
大阪市北区 十皿
大阪市北区 麺処 居酒屋 萬寿味
大阪市北区 千扇
大阪市北区 Grand champs
大阪市北区 Cafe Leche
大阪市北区 ＳＵＩＧＥＩ
大阪市北区 Season&Co.
大阪市北区 北新地たゆたゆＤＸ
大阪市北区 薩摩っ子らーめん北新地店
大阪市北区 地魚屋台 とっつぁん 天六店
大阪市北区 北新地 鮨 なか川
大阪市北区 メンバーズ小坂
大阪市北区 焼鳥 やまと
大阪市北区 モスバーガー扇町関西テレビ前店
大阪市北区 川北商店
大阪市北区 SABAR阪急三番街店
大阪市北区 ひもの野郎第１ビル店
大阪市北区 まきし亭本店
大阪市北区 秋吉梅田店
大阪市北区 そば處とき
大阪市北区 三門
大阪市北区 北新地ROOM
大阪市北区 C Grill
大阪市北区 TURTLE BAY
大阪市北区 New York Grill シャンパン食堂
大阪市北区 今日亭安永
大阪市北区 元祖串しゃぶ専門店まつたけ
大阪市北区 Petit Bar a Vin ISHIKAWA
大阪市北区 大衆イタリア食堂アレグロ
大阪市北区 HUB梅田茶屋町店
大阪市北区 ヨネヤ
大阪市北区 HUB中之島フェスティバルプラザ店
大阪市北区 HUB梅田茶屋町アプローズ店
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大阪市北区 HUB東梅田店
大阪市北区 天ぷら米福 西梅田店
大阪市北区 HUB梅田東通り店
大阪市北区 燻製 Ｓｗｉｔｃｈ
大阪市北区 魚のトラットリア アレグロ
大阪市北区 おでんと鴨蕎麦 居酒屋じんべえ
大阪市北区 okitaya
大阪市北区 中之島なだ万
大阪市北区 蔵
大阪市北区 亀すし 本店
大阪市北区 老房 大阪店
大阪市北区 かつ丼吉兵衛 東梅田店
大阪市北区 酒と女と鶏と麺
大阪市北区 VOGUE
大阪市北区 与太呂
大阪市北区 スワンナプームタイ大阪
大阪市北区 美舟
大阪市北区 居酒屋がたろ
大阪市北区 きのえ
大阪市北区 北前居酒屋 佐勘
大阪市北区 パシオンエナチュール大阪
大阪市北区 re・RODiN
大阪市北区 梅田なだ万茶寮
大阪市北区 口八町 中津店
大阪市北区 スラッカン
大阪市北区 壁の穴 HEP ナビオ店
大阪市北区 饂飩の四國 西梅田店
大阪市北区 ブルーノＨＥＰナビオ
大阪市北区 天ぷら市
大阪市北区 Jamoneria BELLOTA GYOKURO
大阪市北区 肉彩一歩
大阪市北区 club Shu-Shu
大阪市北区 でんがく季節料理おかじま
大阪市北区 百番 梅田店
大阪市北区 洛座笑や
大阪市北区 与太呂 中之島店
大阪市北区 A.Infinity
大阪市北区 京松蘭 南森町
大阪市北区 寿司一心
大阪市北区 たらふく堂山店
大阪市北区 名門匠
大阪市北区 野々村
大阪市北区 亀すし 総本店
大阪市北区 ＮＯＯＮ＋ＣＡＦＥ
大阪市北区 潮屋 梅田店
大阪市北区 赤垣屋梅田店
大阪市北区 吟味屋 天満本店
大阪市北区 中華料理 大東洋
大阪市北区 居酒屋 はちきん
大阪市北区 ウメダステーションオイスターバー 阪急グランドビル店
大阪市北区 オイスタールーム 梅田ハービスエント店
大阪市北区 博多ラーメンげんこつ 梅田店
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大阪市北区 炉ばた焼 漁火
大阪市北区 炉ばた焼 網場
大阪市北区 カレーの店ピヨ
大阪市北区 炉ばた焼 網衆
大阪市北区 楠木フサエ おもや
大阪市北区 はまぐり庵吉祥別邸
大阪市北区 炉ばた茶屋 旅籠
大阪市北区 北欧館
大阪市北区 魚 ｄｅ バール ウオチカ
大阪市北区 居酒屋十限無
大阪市北区 SanwaCoffeeWorksルクアイーレ店
大阪市北区 ビアパーラー ポゴ
大阪市北区 てけてけ阪急梅田店
大阪市北区 ロンドン・ティールーム 堂島本店
大阪市北区 ホリーズカフェ 北新地店
大阪市北区 KA・I
大阪市北区 寿司処 えにし
大阪市北区 大阪トンテキ
大阪市北区 ガンボ＆オイスターバー 梅田NU茶屋町店
大阪市北区 TORA鶏YA
大阪市北区 あんばいハービスプラザ店
大阪市北区 海鮮屋台おくまんＤDハウス店
大阪市北区 汐屋 本店
大阪市北区 寿司 焼酎 みずしま
大阪市北区 焼肉酒家牛角 はなれ阪急東通り店
大阪市北区 Rojiura Curry SAMURAI.
大阪市北区 ホリーズカフェ 大阪駅前第１ビル店
大阪市北区 観光ビル大東洋
大阪市北区 ハッシュタグ
大阪市北区 和料理信
大阪市北区 相撲茶屋寺尾 大阪店
大阪市北区 焼肉酒家牛角 梅田阪急東通り店
大阪市中央区 申記 上海馄饨
大阪市中央区 中国料理 興隆園
大阪市中央区 パブアンドレストランスターダスト
大阪市中央区 大衆馬肉酒場 馬王
大阪市中央区 エプバンタイユ
大阪市中央区 rake raka
大阪市中央区 楓難波店
大阪市中央区 食や鶴喜
大阪市中央区 串揚げキッチンだん心斎橋店
大阪市中央区 Days
大阪市中央区 セルフでスリム
大阪市中央区 wapiti
大阪市中央区 中国酒家 明元
大阪市中央区 みんなのらぁ麺阿飛流
大阪市中央区 しゃぶしゃぶ但馬屋 ナンバシティ店
大阪市中央区 Rady7
大阪市中央区 青空blue
大阪市中央区 CADA
大阪市中央区 神戸牛 にいたか屋
大阪市中央区 jamming
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大阪市中央区 お好み焼きdiningみつお
大阪市中央区 オールドローズガーデンオフィシナデルカフェＥｎｇｌｉｓｈＰｕｂロイヤルハット
大阪市中央区 つけ鴨そば専門店しめそば屋
大阪市中央区 空色ＣＯＬＯＲ
大阪市中央区 大鳳閣
大阪市中央区 CHI-MEK
大阪市中央区 イチかバチか
大阪市中央区 KALU TUNiSiA BAR
大阪市中央区 中央軒ウォーク西店
大阪市中央区 天ぷらたろじろう
大阪市中央区 艶家麻辣拌
大阪市中央区 とんかつ井戸枩
大阪市中央区 ANTICA OSTERIA DAL SPELLO
大阪市中央区 まんまる食堂
大阪市中央区 THE GLAMTURAL
大阪市中央区 Club Gemini Heart
大阪市中央区 GABULL
大阪市中央区 らーめん ぼっこ志
大阪市中央区 BAR G.I.N
大阪市中央区 こめとやさい
大阪市中央区 Precious プレシャス
大阪市中央区 ほろ酔い酒barマーミン家
大阪市中央区 大阪グランベルホテル 実乃里deバル
大阪市中央区 タラキッチン
大阪市中央区 夢ぼうず
大阪市中央区 大阪アメリカ村甲賀流本店
大阪市中央区 スパイス酒場AAMA
大阪市中央区 鳥貴族 千日前店
大阪市中央区 スタンド佐藤
大阪市中央区 本町肉倶楽部たんべえ
大阪市中央区 APIZZA大阪なんば店
大阪市中央区 とも
大阪市中央区 サロンドラビィ (La-vie) 
大阪市中央区 BLUE BLOOD
大阪市中央区 三国亭
大阪市中央区 EL PONIENTE エルポニエンテ
大阪市中央区 株式会社平野町スエヒロ
大阪市中央区 ＳＡＬＯＮ ＢＵＴＣＨＥＲ＆ＷＩＮＥ
大阪市中央区 焼肉 溺れる牛
大阪市中央区 初かすみ酒房
大阪市中央区 Bar COWCOW
大阪市中央区 焼肉優駿
大阪市中央区 花まる亭
大阪市中央区 花まる亭 船場店
大阪市中央区 RICH Cafe
大阪市中央区 ANIS
大阪市中央区 IDEAL
大阪市中央区 大和屋本店
大阪市中央区 レスプリドゥクゥードゥフランス
大阪市中央区 喫茶館英國屋なんばウォーク３番街店
大阪市中央区 OSAKA MUSE
大阪市中央区 ings
大阪市中央区 北浜キャフェテリア  特別食堂  （ レストランロイヤル）
大阪市中央区 CLUB ARASHI
大阪市中央区 吉寅
大阪市中央区 なんば百番
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大阪市中央区 F
大阪市中央区 麺lab.日日
大阪市中央区 焼肉きたん
大阪市中央区 難波そば店A（南海そばなんば2階店）
大阪市中央区 ルフール・ルアン
大阪市中央区 神戸牛 あかぎ屋 黒門東店
大阪市中央区 天友
大阪市中央区 ＰａｌａｉｓＵＫＩＭＯＴＯ
大阪市中央区 サーティワンアイスクリームなんばウォーク店
大阪市中央区 炭火焼と笑処まこ家なんば２号店
大阪市中央区 宮崎野鶏 ぢどっこ北浜店
大阪市中央区 炭火焼まこ家はなれなんば店
大阪市中央区 炭火やきとん 丸寿 高麗橋店
大阪市中央区 かしわ屋 八金
大阪市中央区 小鉄 なんば千日前店
大阪市中央区 濃厚中華そばよし田
大阪市中央区 茶工場
大阪市中央区 コメダ珈琲 なんば千日前店
大阪市中央区 コメダ珈琲 西心斎橋店 
大阪市中央区 千日前えん
大阪市中央区 えん
大阪市中央区 市場ずし 相合橋店
大阪市中央区 メキシカンキッチン＆ドリンク エル・チャロ
大阪市中央区 せたが屋エディオンなんば本店
大阪市中央区 ひるがおエディオンなんば本店
大阪市中央区 祢々
大阪市中央区 魚や 旬平
大阪市中央区 ミュージックイヴェントバームシカプレイス
大阪市中央区 はんぐあうと
大阪市中央区 游玄亭 ホテルニューオータニ大阪店
大阪市中央区 サーティワンアイスクリーム千日前店
大阪市中央区 スパ・トリニテ
大阪市中央区 焼鳥酒場 とりくら
大阪市中央区 ランデブー
大阪市中央区 ガーデンバール＆コーヒージャパン
大阪市中央区 餃子屋 裏キオウ 谷九店
大阪市中央区 なんばワイン酒場バルミチェ
大阪市中央区 徳田酒店瓦町店
大阪市中央区 炭火焼肉大歓
大阪市中央区 タリーズコーヒー淀屋橋
大阪市中央区 揚八 高島屋店
大阪市中央区 四六
大阪市中央区 小雀弥 黒門店
大阪市中央区 北浜 寿し 美夏
大阪市中央区 さらしな廣田屋（更科）
大阪市中央区 きよちゃん
大阪市中央区 Kamekichi
大阪市中央区 ホテルプリムローズ大阪
大阪市中央区 鮨 はや田
大阪市中央区 barムーンライト
大阪市中央区 PROSPER ONE
大阪市中央区 炭焼水七輪焼肉匠たじま
大阪市中央区 梅蘭
大阪市中央区 thalatha
大阪市中央区 ホルモン・肉問屋 小川商店 虎目横丁店
大阪市中央区 ステーキハウスもり川
大阪市中央区 HINAYA
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大阪市中央区 マンジャエベーヴィ
大阪市中央区 株式会社江戸菊
大阪市中央区 九州らーめん亀王 森ノ宮店
大阪市中央区 より道 麻生
大阪市中央区 やきとりの名門秋吉日本橋店
大阪市中央区 Barマスダ
大阪市中央区 味庵茶坊
大阪市中央区 白木屋南船場心斎橋筋店
大阪市中央区 肉バル×炭火焼dining暁
大阪市中央区 花外楼本店
大阪市中央区 のりを西心斎橋店
大阪市中央区 ワイン倶楽部本多
大阪市中央区 矢場とん 大阪松竹座店
大阪市中央区 矢場とん 大阪大丸心斎橋店
大阪市中央区 中華レストラン華匯苑
大阪市中央区 ポンテ ベッキオ
大阪市中央区 香港海鮮飲茶樓 心斎橋店
大阪市中央区 コーヒーハウスケニア
大阪市中央区 pizzeria asse 谷町店
大阪市中央区 vivachus
大阪市中央区 新羅会館家族亭
大阪市中央区 かつら亭
大阪市中央区 中国蘭州牛肉麺 一天一麺（面）
大阪市中央区 居酒屋 ジュン
大阪市中央区 魚感うえさき
大阪市中央区 カレーハウス COCO 壱番屋 中央区南船場三丁目店
大阪市中央区 ほてい寿司谷四店
大阪市中央区 BISTROあじと
大阪市中央区 食
大阪市中央区 居酒屋 竜田屋
大阪市中央区 リュミエールレスプリカ
大阪市中央区 カツサンドパーラーロマン亭 パナンテ天満橋店
大阪市中央区 すし処だいみょう南船場店
大阪市中央区 南船場へちもんや
大阪市中央区 龍門
大阪市中央区 スナック ダイヤ
大阪市中央区 旬味 柳井
大阪市中央区 百福
大阪市中央区 居酒屋 和笑亭
大阪市中央区 神戸アールティー アメリカ村心斎橋ビッグステップ店
大阪市中央区 活魚 すし じねん 鰻谷南通り店
大阪市中央区 天政 難波店
大阪市中央区 鶏家 六角鶏 難波店
大阪市中央区 ジャズＢａｒ茶店
大阪市中央区 北浜の和がや
大阪市中央区 淀屋橋ふしみの和がや
大阪市中央区 ステーキハウス寿々
大阪市中央区 酒処麺処きのした
大阪市中央区 Snaffe
大阪市中央区 旬彩和食くつろぎ
大阪市中央区 新鮮ホルモンこいろり千日前店
大阪市中央区 LOFT101大阪ミナミ店
大阪市中央区 立呑みわいわい
大阪市中央区 じょうのや北浜店
大阪市中央区 味工房でんでん
大阪市中央区 京ちゃばな 南船場店
大阪市中央区 船場カリーＰＬＵＳ近鉄なんば店
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大阪市中央区 プロムナードカフェクリスタ長堀店
大阪市中央区 RAT LAND 
大阪市中央区 心斎橋あまの井
大阪市中央区 BAR S
大阪市中央区 旬彩甘の井
大阪市中央区 ル・クロ
大阪市中央区 焼肉 大やま
大阪市中央区 羽根つき焼小籠包ディンズ堺筋本町店
大阪市中央区 浪花そば北浜店
大阪市中央区 本町ビストロ ボンヴァン
大阪市中央区 旬菜 楽
大阪市中央区 すし処松本
大阪市中央区 鶏右衛門
大阪市中央区 阿鳥千日前店
大阪市中央区 そば居酒屋るちん
大阪市中央区 中華そば ふじい 難波千日前店
大阪市中央区 法善寺三平
大阪市中央区 四季彩炭美処ゆうや
大阪市中央区 TABLEあじと
大阪市中央区 テング酒場 谷町四丁目店
大阪市中央区 割烹肉膳 光月
大阪市中央区 串かつひょうたん
大阪市中央区 炭火焼肉犇三昧道頓堀店
大阪市中央区 アルバロンガ
大阪市中央区 ACE
大阪市中央区 もつ鍋居酒屋清水
大阪市中央区 HUB心斎橋店
大阪市中央区 鮨よし
大阪市中央区 ヨネヤ
大阪市中央区 おでんとお蕎麦 居酒屋じんべえ難波店
大阪市中央区 さかなのじんべえ
大阪市中央区 北浜土山人
大阪市中央区 タビランド
大阪市中央区 炉ばた焼 たぬき茶屋
大阪市中央区 えびすそば酒場
大阪市中央区 炉ばた焼 かくれ茶屋
大阪市中央区 濃厚とんこつ醤油 大阪麦風
大阪市中央区 エッサンシエル
大阪市中央区 ル ドール
大阪市中央区 ラ ベデュータ、和城
大阪市中央区 ザ セントレジスバー
大阪市中央区 居酒屋RAN
大阪市中央区 美味旬菜みずどり。
大阪市中央区 らーめんstyle JUNK STORY
大阪市中央区 ニックストック本町通店
大阪市中央区 チョロヤ
大阪市中央区 ぶりあん 松屋町
大阪市中央区 まんかい天満橋店
大阪市中央区 炭火焼肉 心斎 心斎橋店
大阪市中央区 酒蔵 櫛羅
大阪市中央区 ふぐ料理 ふぐてつ
大阪市中央区 鯛之鯛 難波店
大阪市中央区 遊楽
大阪市中央区 レストランバーマーブル
大阪市中央区 赤垣屋なんば店
大阪市中央区 炭火とワインなんば店
大阪市中央区 Boulangerie＆Cafe gout
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大阪市中央区 （株）やまと屋寿司２号店
大阪市中央区 アンティカオステリアダルポンピエーレ
大阪市中央区 のと楽西店
大阪市中央区 ぎん庵
大阪市中央区 炉ばた焼 水かけ茶屋
大阪市中央区 兆治
大阪市中央区 おかる
大阪市中央区 BAR pinpon
大阪市中央区 クマの手カフェ・梨泰院
大阪市中央区 CHILLOUTOOHYEAH
大阪市中央区 かんてきや瓦町店
大阪市中央区 釣船茶屋ざうお 難波本店
大阪市中央区 蕎麦と鴨料理 心斎橋宗平
大阪市中央区 the9thvillage
大阪市中央区 RE SOCO
大阪市中央区 弁慶
大阪市中央区 桃李
大阪市中央区 玄米カフェ実身美 心斎橋店
大阪市中央区 BAR Agreable
大阪市中央区 夜間飛行
大阪市中央区 ハンバーグレストラン 昭和町 ボストン
大阪市中央区 空
大阪市中央区 神戸牛舞
大阪市中央区 エルパンチョ
大阪市中央区 焼肉牛魔 谷町四丁目店
大阪市中央区 銀家
大阪市中央区 くわ焼 たこ坊千日前本店
大阪市中央区 焼肉酒家牛角 なんば千日前店
大阪市中央区 焼肉とステーキ専門 神戸牛衛門
大阪市中央区 万葉まえだ亭
大阪市中央区 さらんばん
大阪市中央区 Prosciutteria Re:pazza
大阪市中央区 DROP
大阪市中央区 ちからや心斎橋店
堺市堺区 The Bricks Cafe
堺市堺区 Shot Bar Do
堺市堺区 深夜焼肉わじま
堺市堺区 オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ
堺市堺区 まるふく宿院店(焼肉丸福)
堺市堺区 立ち飲み 歓
堺市堺区 魚勝寿司
堺市堺区 くいもん家だいな
堺市堺区 花音
堺市堺区 かに道楽堺店
堺市堺区 天兆閣別館 無盡亭
堺市堺区 天ぷら 大吉 堺本店
堺市堺区 こはちゃんのジェラート屋さん
堺市堺区 サーティワンアイスクリームイオンモール堺鉄砲町店
堺市堺区 夢厨房 堺高島屋店
堺市堺区 焼肉レストラン共楽園
堺市堺区 羊の家堺東店
堺市堺区 炭火手焼き鰻 堀忠
堺市堺区 和食さと 堺宿院店
堺市堺区 BAR Boozer
堺市堺区 鮨舟
堺市堺区 北京料理 てんてん
堺市堺区 まるたけラーメン
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堺市堺区 株式会社昌久園
堺市堺区 ラウンジ藤
堺市堺区 餃子の王将 堺東店
堺市堺区 白木屋南海堺駅前店
堺市堺区 立呑み りえ
堺市堺区 ポップアイド堺本店
堺市堺区 ゴーゴーカレー堺東店/油そばきりん寺堺東店
堺市堺区 ヒビノビア
堺市堺区 鶏家 六角鶏
堺市堺区 百福
堺市堺区 八剣伝堺駅前店
堺市堺区 SCOT
堺市堺区 浪漫
堺市堺区 たんとと和くら イオンモール堺鉄砲町店
堺市堺区 カフェテリアCoto
堺市堺区 天下第一 堺店
堺市堺区 ひびこれ
堺市堺区 玄品堺天神
堺市堺区 和風ダイニング二葉
堺市堺区 焼きやきぼん凡
堺市堺区 昭和町ボストン 堺店
堺市堺区 鉄板ちゃんこ暖
堺市中区 カラオケ喫茶 あけみちゃん
堺市中区 家庭料理ゆうこ
堺市中区 木曽路堺店
堺市中区 ガスト東百舌鳥店
堺市中区 焼肉味楽
堺市中区 八剣食堂 福田店
堺市中区 すき家 310 号堺大野芝店
堺市中区 サーティワンアイスクリーム堺福田RS店
堺市中区 サーティワンアイスクリーム堺泉北２号RS店
堺市中区 サーティワンアイスクリーム深井RS店
堺市中区 天下一品堺深井店
堺市中区 マサルイカリ寿司株式会社 本店
堺市中区 壮虹
堺市中区 錦わらい 堺福田店
堺市中区 登龍軒
堺市中区 麻雀華倶楽部
堺市東区 花鳥庵 北野田店
堺市東区 カレーうどん得正中央環状堺店
堺市東区 炭火焼肉 いち善
堺市東区 江戸前回転鮨 弥一 堺中央環状店
堺市東区 日本料理いけ田
堺市西区 鼎伊藤商店
堺市西区 鉄板焼 みわ山
堺市西区 鶏屋Wakame鳳店
堺市西区 豚汁処錦えびすっち堺繁笑店
堺市西区 スナック プリーズ
堺市西区 龍旗信 総本店
堺市西区 すき家 堺津久野店
堺市西区 琥太郎
堺市西区 ラーメン横綱鳳店
堺市西区 フレンチレストラン森
堺市西区 のらや鳳本店
堺市西区 ハピドン鳳店
堺市西区 日本料理 大金楼
堺市南区 クレイジースパイスアクロスモール泉北店
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堺市南区 スシロー 泉北2号線店
堺市南区 ｋｉｎｏ-ＣＯＣＯＣＨＩ
堺市南区 三田製麺所泉北店
堺市南区 すき家 堺IC店
堺市南区 サーティワンアイスクリーム泉北パンジョ店
堺市南区 夢厨房
堺市南区 桜珈琲 泉北店
堺市南区 名代カレーうどん きらく
堺市南区 西矢
堺市南区 すき家 堺片蔵店
堺市南区 中国料理 桃谷樓 泉北パンジョ店
堺市南区 焼肉ダイニング 王道premium 堺泉北店
堺市南区 中国東北家庭料理夢郷
堺市南区 錦わらい 泉北店
堺市南区 レストラン スリーＡ
堺市南区 うどんの専門店です四国 パンジョ店
堺市南区 どんどん
堺市南区 らんらん
堺市北区 鶴橋風月 北花田店
堺市北区 サーティワンアイスクリームイオンモール堺北花田店
堺市北区 三田屋本店 中百舌鳥
堺市北区 サーティワンアイスクリームしんかな中環RS店
堺市北区 カレーハウスCoCo壱番屋堺北花田店
堺市北区 ごちそう村堺なかもず店
堺市北区 和食さと 新金岡店
堺市北区 すき家 中百舌鳥店
堺市北区 風林火山 新金岡店
堺市北区 牛たん麦とろ えびす
堺市北区 焼肉 丸福 金岡
堺市美原区 餃子の王将 美原南店
堺市美原区 カラオケワールド
堺市美原区 丸山製麺所
岸和田市 太郎坊
岸和田市 とんかつ かつ喜 岸和田店
岸和田市 Mother
岸和田市 DON
岸和田市 居酒屋 万平 たこちゃん 岸和田店
岸和田市 和食や庄八
岸和田市 すき家 岸和田磯上店
岸和田市 K's Bar
岸和田市 サーティワンアイスクリーム岸和田RS店
岸和田市 Nana
岸和田市 すき家 岸和田和泉IC北店
岸和田市 焼肉・冷麺・しゃぶしゃぶ昌久園
岸和田市 三徳
岸和田市 たこ焼き屋 やまちゃん
岸和田市 BOCCO CURRY
岸和田市 海鮮処椿
岸和田市 ラーメン横綱岸和田店
岸和田市 とりあえず吾平 大阪岸和田店
岸和田市 ホルモン屋きんちゃん
岸和田市 グルメカフェ六甲
岸和田市 漁師家幸
岸和田市 君の名は
岸和田市 カラオケスナックのりピーちゃん
岸和田市 岸和田塩元帥
岸和田市 季乃陣
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岸和田市 Lounge M
豊中市 たこぼん 大阪空港店
豊中市 ChaoS
豊中市 お好み焼き 妙ちゃん
豊中市 まいどおおきに豊中北条町食堂
豊中市 魚の巣豊中店
豊中市 Huancayo
豊中市 ステーキのどん中環柴原店
豊中市 かすうどん屋かすとろ
豊中市 京料理木村
豊中市 cera.
豊中市 炭火焼肉但馬屋
豊中市 株式会社ＥＮＥＯＳジェネレーションズ豊中緑ヶ丘給油所
豊中市 鮨なりまつ
豊中市 ガスト阪急岡町駅前店
豊中市 から好し豊中南店
豊中市 サーティワンアイスクリーム豊中内環RS店
豊中市 大阪エアポートワイナリー
豊中市 さくら
豊中市 G-Gキッチン
豊中市 ロベルトカレラ
豊中市 しげ寿司
豊中市 カレーハウスCoCo壱番屋 豊中インター店
豊中市 千里阪急ホテル さくらラウンジ
豊中市 杵屋豊中エトレ店
豊中市 美食居酒屋 源樹や 服部店
豊中市 喫茶 なんてん
豊中市 創作中華TENTEN
豊中市 平城園
豊中市 炭火焼肉眞瀬
豊中市 ラーメン工房 あ 豊中店
豊中市 餃子の王将 服部店
豊中市 錦わらいイオンタウン豊中緑丘店
豊中市 太鼓亭服部緑地店
豊中市 三田屋本店豊中店
豊中市 天ぷら食堂おた福豊中千里店
豊中市 金比羅製麺豊中千里店
豊中市 焼鳥と焼野菜ぎんすけ緑地公園店
豊中市 金比羅製麺豊中大黒店
豊中市 スンドゥブ専門店K.A.M
豊中市 ダイヤモンドカリー大阪国際空港
豊中市 千里しゃぶちん本店
豊中市 千里 百番
豊中市 焼肉処牛久
豊中市 おんどり庵 庄内店
豊中市 ステーキハウス華
池田市 ラウンジ サリー
池田市 若菜そば阪急池田店
池田市 若菜そば阪急石橋店
池田市 旬味はらの
池田市 炭火鳥稜閃
池田市 活魚いきおい
池田市 BAR LALA
池田市 炭火七輪焼肉たんたん
池田市 季風香
池田市 お好み焼 偶 大阪池田店
池田市 炭火焼肉七輪池田店
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池田市 シャンティー
池田市 邸宅レストラン雅俗山荘
池田市 目利きの銀次
池田市 レストランセンカ大阪空港前店
池田市 別宮
池田市 オリジナル
池田市 そば太鼓亭池田鉢塚店
池田市 カラオケ喫茶ラピス
池田市 ガンガマハル石橋店
池田市 金比羅製麺池田神田店
池田市 Ambiente
池田市 くれは亭
池田市 喫茶ラウンジ不死王閣さつき
池田市 Ns Chicken 北摂エリア店
吹田市 喫茶ドルシェ
吹田市 清粥小菜 明
吹田市 プレンティ阪急南千里店
吹田市 フォルクス中環千里店
吹田市 鶏ism
吹田市 ままや
吹田市 一芳 関大前店
吹田市 衆楽
吹田市 デンスケ
吹田市 TH-R HALL
吹田市 粉もん屋とん平江坂公園店
吹田市 旬菜山﨑 竹谷店
吹田市 BAR GEERA
吹田市 餃子の王将 吹田春日店
吹田市 炭火焼鳥 小鉄
吹田市 紀の国屋
吹田市 エームSJ 7316 レストランさくら
吹田市 中華料理 珉龍 吹田店
吹田市 炭火焼肉七輪吹田店
吹田市 秋吉 江坂店
吹田市 開運丸
吹田市 豆太鼓亭吹田北千里店
吹田市 煮干しラーメンにぼってる
吹田市 ESAKA MUSE
吹田市 （株）太鼓亭吹田金田店（19号店）
吹田市 おいしんぼ
吹田市 彩雲
吹田市 中国料理 聚楽
吹田市 錦わらい 佐井寺店
吹田市 モスバーガー江坂店
吹田市 ケンタッキーフライドチキン吹田
吹田市 そば太鼓亭吹田山田店
吹田市 だいげん吹田駅前店
吹田市 五六八食堂
吹田市 穴子印 江坂海鮮天婦羅おーうえすと
吹田市 金比羅製麺吹田岸部店
吹田市 牛角吹田上山手店
吹田市 旬彩天つちや
吹田市 モスバーガー千里丘ミリカ・ヒルズ店
泉大津市 元祖泉州たこ焼き＆居酒屋 みなとや
泉大津市 たから寿司泉大津店
泉大津市 居酒屋 万平 たこちゃん 泉大津店
泉大津市 和食さと 和泉葛の葉店
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泉大津市 白木屋泉大津西口駅前店
泉大津市 ココス泉大津店
泉大津市 みかん
泉大津市 香の川製麺 泉大津店
泉大津市 大衆居酒屋ＳＡＫＩＣＨＩ
高槻市 赤焼瓶
高槻市 岡六
高槻市 キッチン クレモナ
高槻市 佐藤晃樹
高槻市 Moet chez
高槻市 薩摩の牛太 高槻店
高槻市 立ち食い寿司喜楽
高槻市 八幡亭
高槻市 天下一品 高槻八丁畷店
高槻市 うまいもんや大之介
高槻市 高槻肉劇場
高槻市 博多もつ処 東屋 ふたば店
高槻市 はてなのちゃわん
高槻市 ガスト高槻東店
高槻市 炭火焼 ぎんすい
高槻市 一寸法師
高槻市 旬の魚・炭焼き処 しんどふに
高槻市 ニュー花園
高槻市 笑路屋
高槻市 やよい軒 高槻店
高槻市 カレーハウスCoCo壱番屋 高槻国道171号店
高槻市 蠣鯖人酒 宇久
高槻市 BIRD
高槻市 すき家 高槻西店
高槻市 ケンタッキーフライドチキンイオン高槻店
高槻市 丸福珈琲店 ＪＲ高槻店
高槻市 香港厨房
高槻市 中国料理 桃谷樓 高槻阪急店
高槻市 居酒屋割烹からさき
高槻市 炭火焼肉七輪真上店
高槻市 さぬきうどん いなだ
高槻市 ラーメン横綱高槻店
高槻市 海鮮れすとらん 魚輝水産 柱本店
高槻市 祥風苑
高槻市 まいどおいど
高槻市 餃子の王将 国道高槻店
高槻市 浪花ひとくち餃子チャオチャオ 阪急高槻店
高槻市 炭火焼肉七輪高槻店
高槻市 フランス料理店 ポン・マリー
高槻市 大阪うどん太鼓亭高槻大塚店
高槻市 そば太鼓亭高槻城東店
高槻市 太鼓亭高槻大畑店
高槻市 肉処炭華
高槻市 吉川酒米販
高槻市 ラーメン一作 高槻店
高槻市 ビッグボーイ高槻店
高槻市 カラオケ酒場～おつかれさまN11
高槻市 焼鳥のヒナタ 摂津富田駅前店
高槻市 日本料理味源
高槻市 金比羅製麺高槻清福寺店
高槻市 元禄寿司高槻店
高槻市 ステーキリバーベ 高槻店
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高槻市 ホリーズカフェ 阪急高槻駅前店
高槻市 牛角 高槻店
高槻市 季節料理 五旬
高槻市 カフェソラーレ高槻アクトアモーレ店
貝塚市 大阪府立少年自然の家
貝塚市 遊裕日和
貝塚市 よさこい
貝塚市 イタリア料理 ＤＵＯＭＯ
貝塚市 ハコ
貝塚市 ラーメンむさし貝塚店
貝塚市 ふるさと
貝塚市 東貝塚酒場 情熱ホルモン
貝塚市 麻雀LIEN
貝塚市 和食ふる里
貝塚市 居酒屋小春
貝塚市 和幸寿司
貝塚市 cafe Lien
貝塚市 カラオケスタジオ赤とんぼ
守口市 インド料理サンガム（守口店）
守口市 居酒屋 和場
守口市 lounge &
守口市 メルシー
守口市 麺やしき
守口市 ハッピーハウス
守口市 トラットリア ピッツェリア パッパーレ守口店
守口市 コメダ珈琲 イオンモール大日店
守口市 壱り花
守口市 グルメハウス やまぐち
守口市 ミスタードーナツ守口市駅ショップ
守口市 ＥＬＧＲＡＣＩＡＳ
守口市 珈琲ハウス ジプシーローズ
守口市 天下一品 守口店
守口市 がんてつはなれ
守口市 太子橋酒場 情熱ホルモン
守口市 宮崎県日向市 塚田農場 京阪守口店
守口市 有限会社天下第一 守口店
守口市 すし吉
守口市 創作旬工房楽
守口市 中国料亭凛
枚方市 ＤＩＰ ＲＡＳＮＡ 枚方店
枚方市 特製らーめん高虎屋
枚方市 薩摩の牛太 牧野店
枚方市 カラオケステージベル
枚方市 ステーキカッポー恒づね
枚方市 ポムの樹枚方店
枚方市 カラオケ喫茶 ラン
枚方市 aura
枚方市 すき家 307 号枚方津田西店
枚方市 中国料理 麒麟閣
枚方市 串やでござる 枚方店
枚方市 餃子の王将 香里ヶ丘店
枚方市 旬和席うおまん くずはモール店
枚方市 火のや温
枚方市 玄品楠葉
枚方市 京都お好み焼 あつみ亭
枚方市 真っ赤ならーめん とまこ
枚方市 ラーメン横綱枚方店
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枚方市 sorte（ソルテ）
枚方市 明月館
枚方市 活魚と日本料理 和楽心枚方店
枚方市 Cafe&DiningY 
枚方市 中国料理唐膳東香里店
枚方市 大起水産回転寿司 京阪くずはモール店
枚方市 和幸亭
枚方市 カラオケBARkintaro
枚方市 もつ鍋金土日夜
枚方市 枚方塩元帥
枚方市 お好み焼ももたろう枚方店
茨木市 居酒屋 たじま
茨木市 じゃんぼ総本店 茨木商店街店
茨木市 お食事処さかえ
茨木市 カラオケスナック奈津子
茨木市 釜あげ饂飩唐庵
茨木市 焼肉きんぐ 鮎川店
茨木市 焼肉hachi
茨木市 季ごころ廣
茨木市 餃子の王将 茨木松ヶ本店
茨木市 ミスズ＆ドリーム
茨木市 サーティワンアイスクリーム茨木中環RS店
茨木市 七輪焼肉安安阪急茨木店
茨木市 カレーハウスCoCo壱番屋 茨木宮島店
茨木市 カレーハウスCoCo壱番屋 茨木インター店
茨木市 幸せの居酒屋喜泉
茨木市 味幸房みなみ
茨木市 串やでござる茨木店
茨木市 炭火焼肉七輪茨木店
茨木市 肉バルGABUTTO
茨木市 プロムナードカフェ阪急茨木店
茨木市 政茶論
茨木市 ケンタッキー・フライド・チキン阪急茨木店
茨木市 廻し鮨新鮮や茨木畑田店
茨木市 そば太鼓亭茨木松ヶ本店
茨木市 珈琲館イオン茨木店
茨木市 GAGA中村商店
茨木市 焼鳥ちきゅう
茨木市 金比羅製麺茨木玉櫛店
茨木市 遊食旬菜びいず
茨木市 味よし
八尾市 串のアイワ
八尾市 ボンシイク
八尾市 ティアラⅡ
八尾市 Bony Chops
八尾市 麺やより道
八尾市 モスバーガー八尾かやふり店
八尾市 活魚料理いし田
八尾市 ごちそう家屋 たんと
八尾市 焼肉トラットリア西山
八尾市 やまと
八尾市 ＨＡＭＢＵＲＧＥＲ ＳＨＯＰ ＢＵＮＳＭＡＮ
八尾市 すき家 八尾青山店
八尾市 すき家 八尾山賀店
八尾市 AINORI
八尾市 上高地あずさ珈琲八尾店
八尾市 錦わらい 八尾店
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八尾市 韓ごはんぶーたん（キッチンぶーたん）
八尾市 珈琲パーラー バレンシア
八尾市 きゃんきゃん
八尾市 薩摩っ子ラーメン外環
八尾市 大起水産回転寿司 八尾店
八尾市 海鮮れすとらん魚輝水産 八尾新家町店
八尾市 ポムの樹Jr. アリオ八尾店
八尾市 ぶどうの森
八尾市 お好み焼・鉄板焼 まま家
八尾市 海臨丸
泉佐野市 ジェラフル イオンモール日根野 フードコート店
泉佐野市 居酒屋けんちゃん
泉佐野市 スターゲイトホテル関西エアポート ２階カフェ
泉佐野市 希望軒 泉佐野店
泉佐野市 いちれん家 泉佐野店
泉佐野市 BIGUP JAPAN
泉佐野市 居酒屋 あっさり亭
泉佐野市 ROZE
泉佐野市 和心料理 寿
泉佐野市 しゃぶかつ かつ喜
泉佐野市 河内らーめん 喜神
泉佐野市 すき家 26 号泉佐野鶴原店
泉佐野市 泉佐野ブルーイング
泉佐野市 善八
泉佐野市 La cynthia
泉佐野市 カレーハウスCoCo壱番屋泉佐野国道２６号店
泉佐野市 ベビーフェイス泉佐野店
泉佐野市 泉佐野塩元帥
泉佐野市 ごちそう居酒屋夢
富田林市 茶の木スナック
富田林市 たぴよし 富田林
富田林市 玄
富田林市 居炉鶏鳥
富田林市 焼肉まるかわ
富田林市 炉端焼 わっしょい
富田林市 炭火 牛兵衛
寝屋川市 喫茶・軽食  まなみ
寝屋川市 煉瓦屋
寝屋川市 串カツどやさ
寝屋川市 赤から 香里園店
寝屋川市 Blue Rose
寝屋川市 カラオケめーぷる
寝屋川市 知床漁場寝屋川店
寝屋川市 三代目鳥メロ香里園店
寝屋川市 カラオケ明日香
寝屋川市 ふくちぁんラーメン 仁和寺店
寝屋川市 秋吉 香里店
寝屋川市 すたみな太郎 寝屋川店
寝屋川市 天政
寝屋川市 餃子の王将 香里園駅前店
寝屋川市 お好み焼はここやねん 寝屋川池田新町店
寝屋川市 びっくりドンキー寝屋川店
寝屋川市 らぁ麺 団欒
寝屋川市 キッチン＆ガーデン風の街寝屋川店
寝屋川市 三味坂本
寝屋川市 炭火焼肉筵en
寝屋川市 居酒屋 歩
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寝屋川市 cozy tea loft
寝屋川市 カラオケ喫茶 ドリーム
寝屋川市 かつ屋 ビバモール寝屋川店
寝屋川市 ラーメン横綱寝屋川店
寝屋川市 呑み処 はるみちゃん
寝屋川市 かっぱ寿司 寝屋川香里店
寝屋川市 中国料理唐膳寝屋川店
寝屋川市 居酒屋 土間土間寝屋川市駅前店
寝屋川市 中華菜房そらまめ
寝屋川市 古まん
寝屋川市 有限会社天下第一 丸福 寝屋川店
寝屋川市 そば太鼓亭寝屋川松屋店
寝屋川市 珈琲館萱島店
寝屋川市 イタリア料理店cocomero
寝屋川市 コメダ珈琲店 寝屋川南店
寝屋川市 スナック姫香
寝屋川市 麺丼 備前屋
寝屋川市 香里寿司茶屋 総本山
寝屋川市 ホリーズカフェ ライフ香里園店
河内長野市 Ｍｉｎｔ
河内長野市 マクドナルド外環河内長野店
河内長野市 むてっぽー
河内長野市 からやま河内長野店
河内長野市 サーティワンアイスクリーム河内長野RS店
河内長野市 創作居食屋彦兵衛匠
河内長野市 焼肉寄つ場
河内長野市 カラオケ扇
河内長野市 餃子の王将 外環高向店
松原市 酒laboすたんど85離れ
松原市 焼肉割烹藤吉
松原市 Milky Way
松原市 立ち呑み 玄
松原市 やきとり 金ちゃん 松原店
松原市 ラーメン藤
松原市 サーティワンアイスクリーム松原三宅RS店
松原市 すき家 松原阿保店
松原市 カレーハウス COCO 壱番屋 松原インター店
松原市 スナックＲ（アール）
松原市 うどんそば処満力
松原市 松原天然温泉you,ゆ～ ２Fレストラン
松原市 おかえり寧々花
大東市 お好み焼き 福本
大東市 カフェ ブルースター
大東市 焼肉西光園住道店
大東市 居酒屋 麒麟 ここだ家
大東市 サーティワンアイスクリーム大東外環RS店
大東市 和牛亭 五光
大東市 アルカディアカフェ
和泉市 Bambi
和泉市 花海
和泉市 スナック セブン
和泉市 ケンタッキーフライドチキン イオン和泉府中店
和泉市 ANTIQUA TREE CAFE
和泉市 ステーキハウスＫふぁーむ
和泉市 とんかつ かつ喜 和泉中央店
和泉市 味神
和泉市 焼肉 にくみつ
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和泉市 マクドナルド エコールいずみ店
和泉市 Oggi
和泉市 ドトールコーヒーショップ ダイエー光明池店
和泉市 居楽屋 笑笑
和泉市 中国料理 天宝
和泉市 餃子の王将 和泉府中店
和泉市 和泉府中酒場 情熱ホルモン
和泉市 タリーズコーヒー光明池店
箕面市 ＤＩＰ ＲＡＳＮＡ 箕面船場店
箕面市 ラーメン魁力屋 箕面店
箕面市 川福箕面小野原店
箕面市 有限会社かみぞの
箕面市 109シネマズ箕面
箕面市 味噌之達人
箕面市 すき家 171 号箕面牧落店
箕面市 さん天 箕面西宿店
箕面市 ミスタードーナツみのおキューズモールショップ
箕面市 すき家 171 号箕面今宮店
箕面市 珈蔵 箕面店
箕面市 三田屋本店箕面小野原店
箕面市 和韓料理じゅろく
箕面市 炭火焼肉七輪箕面店
箕面市 のらや箕面店
箕面市 大起水産回転寿司 箕面店
箕面市 大起水産 街のみなと みのおキューズモール店
箕面市 北摂スパイス研究所
箕面市 金比羅製麺箕面稲店
箕面市 モスバーガー箕面小野原店
柏原市 有限会社 眞野商店 升平寿司
柏原市 新柏原温泉（ヘルシーバス新柏原）
柏原市 うどん山川 国分店
柏原市 シャロン柏原店
柏原市 カルゼ
柏原市 笑楽飲一心
柏原市 ラーメン横綱柏原店
柏原市 中国料理レストラン橘屋柏原店
羽曳野市 スナック 赤坂
羽曳野市 ベビーフェイスプラネッツ羽曳野店
羽曳野市 サーティワンアイスクリーム羽曳野外環RS店
羽曳野市 ブロンコビリー羽曳野店
羽曳野市 八剣伝 羽曳野店
羽曳野市 錦わらい 羽曳野店
羽曳野市 大阪王将 羽曳野伊賀店
羽曳野市 焼肉やわらぎ
羽曳野市 焼肉 幸
羽曳野市 のらや羽曳野店
羽曳野市 カフェ＆食処「ん゛」
門真市 チャンス
門真市 喫茶安芸
門真市 BiTon ~美豚~
門真市 五味焼
門真市 カラオケ 凛
門真市 紀州
門真市 カラオケ裕次郎
門真市 やよい軒 大和田店
門真市 すき家 中環大日店
門真市 中国料理 麒麟閣 門真店
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門真市 串やでござる
門真市 ふぐ料理ぼて門真店
門真市 Kitchen 焚2
門真市 湯快のゆ 門真店
門真市 たこ坊
門真市 錦わらい 門真店
門真市 焼肉ホルモン まるよし精肉店
門真市 宝海
門真市 すし幸
門真市 有限会社天下第一 古川橋店
摂津市 お食事処 鳴門
摂津市 snack SAKURA
摂津市 すき家 摂津鳥飼中店
摂津市 鮨処池上
摂津市 天下一品南摂津店
摂津市 餃子の王将 摂津鳥飼店
摂津市 酒処 安
摂津市 炭火焼肉七輪摂津店
摂津市 和さぶろ
摂津市 ビッグボーイ摂津店
高石市 喫茶＆スナック スパンキー
高石市 しゃぶしゃぶどん亭高石店
高石市 ごちそう村高石店
高石市 げんせん
高石市 カラオケ喫茶 笠
高石市 夢一喜羽衣店
藤井寺市 海鮮酒家奈美
藤井寺市 焼き鳥 吉屋
藤井寺市 炭火焼鳥とりとも
藤井寺市 大阪屋台居酒屋満マル藤井寺店
藤井寺市 中国料理蘭月
藤井寺市 お好み焼 はりた
藤井寺市 和み処 すみれ庵
藤井寺市 半すし
東大阪市 肉の牛哲 喜里川店
東大阪市 ＴＯＭ'Ｓ
東大阪市 カラオケBanBan東大阪若江店
東大阪市 居酒屋ダイニングごくう荒本店
東大阪市 瓢亭
東大阪市 焼肉 宝園
東大阪市 小阪BURG
東大阪市 我が家～絆～
東大阪市 ラーメンまこと屋外環横小路店
東大阪市 カフェ二上
東大阪市 ann.mesage
東大阪市 おやじすし一喜
東大阪市 味工房たもつ
東大阪市 やきとり居酒屋どぼ～ず
東大阪市 ワゴンボーイ
東大阪市 かもハウス
東大阪市 すき家 東大阪菱屋東店
東大阪市 味工房まんま別館
東大阪市 すき家 東大阪高井田店
東大阪市 すき家 東大阪加納店
東大阪市 和創キッチンはるや
東大阪市 なごみ鴻池新田駅前店
東大阪市 餃子の王将 鴻池新田店
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東大阪市 塊肉石窯焼肉SKitchienきたうち
東大阪市 餃子の王将 中央大通り長田店
東大阪市 お喋り居酒屋居心伝 長田店
東大阪市 どさんこ大将長田西店
東大阪市 布施フロント
東大阪市 山内農場
東大阪市 炭火焼肉 南大門
東大阪市 とんかつ道場 高井田店
東大阪市 居酒屋 ぼんご
東大阪市 シャロン阪奈店
東大阪市 淡路屋
東大阪市 大富士
東大阪市 餃子の王将 若江岩田店
東大阪市 鶏鳥Kitchinゆう布施本店
東大阪市 来来亭御厨店
東大阪市 牛でん 東大阪店
東大阪市 無法松花園店
東大阪市 海鮮れすとらん魚輝水産 岸田堂店
東大阪市 カラオケ喫茶憧れ遊び
東大阪市 もりや水産 布施店
東大阪市 中国料理祥瑞楼U・コミュニティホテル店
東大阪市 手打麺処美和
東大阪市 焼肉問屋もりやま
東大阪市 ビッグボーイ八戸ノ里店
東大阪市 居酒屋 しき
東大阪市 マーガレット
東大阪市 駒すし
東大阪市 今日亭東大阪店
東大阪市 赤ちょうちん
東大阪市 居酒屋克
東大阪市 ホテルセイリュウ瑞穂の間
東大阪市 カレーハウスCoCo壱番屋 東大阪中野店
東大阪市 やや
泉南市 FUYOEN りんくう公園店
泉南市 中華そば 大元
泉南市 東京餃子軒 りんくう泉南店
泉南市 ＷＡＲＡＩＹＡ 泉南ロングパーク店
泉南市 とんかつ かつ喜 泉南新家店
泉南市 すき家 泉南中小路店
泉南市 焼肉牛泉
泉南市 SAPANA
四條畷市 旬菜 おいでませ
四條畷市 地鶏の店山どり
交野市 すき家 交野星田北店
交野市 リカーショップ ウェイ 立ち飲ウェイ
交野市 インド料理Kiran
交野市 金比羅製麺交野私部店
交野市 ラベンダー
大阪狭山市 カフェ・ブルーマウンテン 金剛駅前店
大阪狭山市 スシロー 狭山店
大阪狭山市 居酒屋 こやまん
阪南市 カラオケささ
阪南市 ビギン
阪南市 泉善
阪南市 たこ安
忠岡町 カラオケハウス 千
忠岡町 みなみ一丁目
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※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14日公表分）

熊取町 スパゲティハウス たべるな
熊取町 マクドナルド外環熊取町店
熊取町 つろぎ
田尻町 マルゲリータキッチン 関西国際空港
田尻町 鎌倉パスタ 関西空港店
岬町 魚てつ
河南町 お好み焼き鉄板料理ゆう

37 / 37 ページ


