
市町村名 施設名称

大阪市都島区 エル・ワイズ ガレージファーストステージ
大阪市都島区 秋吉京橋コムズガーデン店
大阪市都島区 スナック恵理
大阪市都島区 旬ごはん ほのぼの
大阪市都島区 海千山千番長 京橋北店
大阪市都島区 京橋ベース・サンリンズ
大阪市都島区 Wish
大阪市都島区 カラオケ喫茶タムラ
大阪市都島区 陸奥こむらさき
大阪市都島区 Bar 雫月-Shizuku-
大阪市都島区 長一 桜ノ宮店
大阪市都島区 から揚げの天才都島店
大阪市都島区 別館平八亭
大阪市都島区 片町弥ひろ
大阪市都島区 カトゥーン
大阪市都島区 Cocoキッチン
大阪市都島区 山商饂飩専門店
大阪市都島区 はち。
大阪市都島区 フード＆スタンドバー3
大阪市都島区 武田水軍 京橋店
大阪市都島区 立喰焼肉ごぶ
大阪市都島区 立ち呑み庶民 京橋店
大阪市都島区 桶家乃隠居
大阪市都島区 スターライト
大阪市都島区 MIDNIGHT MAISON MB
大阪市都島区 BAR Salombligo
大阪市都島区 グリル的場 都島店
大阪市都島区 GOURD
大阪市都島区 塚田農場京橋店
大阪市都島区 溺れる肴
大阪市都島区 居酒屋 浅い月会い
大阪市都島区 ヒマラヤダイニング&バー
大阪市都島区 すし中
大阪市都島区 海鮮処 とも吉 京橋店
大阪市都島区 THE DRINK BOX. KiKi京橋店
大阪市都島区 popina Festina Lente
大阪市都島区 HybriD
大阪市都島区 琉球タパスの沖縄バル JIMMY9
大阪市都島区 maren
大阪市都島区 ホテルユーナスカフェ
大阪市都島区 Ｅｔｅｒｎａ エテルナ
大阪市都島区 鉄板バル 炎
大阪市都島区 京橋うどん
大阪市都島区 ゾンビバーリボルバー
大阪市都島区 和風食事処 味
大阪市都島区 お好み焼き鉄板焼きおかん家
大阪市都島区 しあわせ料理 萬てん
大阪市都島区 古狸
大阪市都島区 おでん吉峰

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9月9日公表分）
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大阪市都島区 得一京橋
大阪市都島区 うどんそば今日亭
大阪市都島区 焼肉ふうふう亭 京橋店
大阪市都島区 Caferuhe
大阪市都島区 お祭りマンボ
大阪市都島区 片町うお市本店
大阪市都島区 カラオケ．スナック 五六八
大阪市都島区 ルームイン舞
大阪市都島区 風の街京橋店
大阪市都島区 道頓堀 くくるたこ家
大阪市都島区 第四 喰う道 京橋店
大阪市都島区 ねぇやん部屋
大阪市都島区 満ぞく屋
大阪市都島区 赤のれん
大阪市都島区 駄菓子BARウサギ堂
大阪市都島区 立ち呑み天ぷら魚漁
大阪市都島区 FiL et FiL
大阪市都島区 牛角 京橋駅前店
大阪市都島区 花音
大阪市都島区 ＪＯＹ風月風の街京橋飛騨店
大阪市都島区 カラオケスタジオ ハッピー
大阪市都島区 焼肉 三福園
大阪市都島区 鳥せい京橋店
大阪市都島区 恋人
大阪市都島区 なかの家 京橋店
大阪市都島区 ティーラウンジ みや古
大阪市都島区 さかなや
大阪市都島区 馬肉料理 りょう馬
大阪市都島区 心斎橋ミツヤ 京阪モール店
大阪市都島区 満家
大阪市都島区 南おたり
大阪市都島区 居酒屋きたろう
大阪市都島区 COSCOクレープ
大阪市都島区 あん
大阪市都島区 サウナ・グランシャトー
大阪市都島区 イタリア・レストラン・レプレ
大阪市都島区 EI-KA
大阪市都島区 さかなや京阪京橋店
大阪市都島区 cafe MYCE
大阪市都島区 HUB京阪京橋店
大阪市都島区 トラジャコーヒー 京阪モール店
大阪市都島区 餃子の王将都島本通り店
大阪市都島区 Cafe＆BistroTeto
大阪市都島区 お好み焼ききよ
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 あざみ
大阪市都島区 焼肉ホルモンまるよし精肉店 都島店
大阪市都島区 スターバックスコーヒー京阪京橋駅片町口店
大阪市都島区 京橋丸徳
大阪市都島区 京橋二刀流
大阪市都島区 鶏と豚マンバ
大阪市都島区 味好
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大阪市都島区 絆
大阪市都島区 鶴丸製麺ベルファ都島店
大阪市都島区 旬菜ぼちぼち
大阪市都島区 地魚酒場 魚八商店 京橋店
大阪市都島区 京橋スキャンダル
大阪市都島区 居酒屋マルセン
大阪市都島区 寿司処あさひ奈
大阪市都島区 SEASKY
大阪市都島区 マクドナルド 京橋店
大阪市都島区 Anzu
大阪市都島区 餃子の王将 京橋駅前店
大阪市都島区 徳田酒店京橋本店
大阪市都島区 博多もつ鍋やまや京阪京橋店
大阪市都島区 カラオケステージ ダイアナ
大阪市都島区 ガスト毛馬店
大阪市都島区 大阪王 京橋総本店
大阪市都島区 マクドナルド 都島ベルファ店
大阪市都島区 ポケット
大阪市都島区 サイゼリヤベルファ都島
大阪市都島区 JUN
大阪市都島区 外呑・立呑・座呑処 新橋へそ 京橋店
大阪市都島区 炭火焼みや澤東野田店
大阪市都島区 穴場 都島店
大阪市都島区 はしま
大阪市都島区 木乃実本店
大阪市都島区 手作り料理 エスタミネ
大阪市都島区 日本酒場だくと
大阪市都島区 サイゼリヤ京橋コムズガーデン
大阪市都島区 マクドナルド 都島駅前店
大阪市都島区 いざ酒屋おきや
大阪市都島区 京橋ササラ
大阪市都島区 宗ゆき
大阪市都島区 麺スタイル林
大阪市都島区 スナック仁美
大阪市都島区 コカルド ラ・テラス
大阪市都島区 天下の台所 大起水産 京橋店
大阪市都島区 一軒め酒場 エル京橋店
大阪市都島区 GRIFFON
大阪市都島区 鹿児島地鶏ラーメン ちらん京橋店
大阪市都島区 みやび（レストラン）
大阪市都島区 スターバックスコーヒー京橋京阪モール店
大阪市都島区 穴場 桜ノ宮店
大阪市都島区 おんどり庵 都島店
大阪市都島区 カラオケシャトー うたっちゃえ
大阪市都島区 居酒屋とよ
大阪市都島区 おく
大阪市都島区 ガスト都島本通店
大阪市都島区 SHOOTING BAR FIVE
大阪市都島区 銭屋片町
大阪市都島区 大阪王将 京橋店
大阪市都島区 キッチンカリン
大阪市都島区 居酒屋 歩一歩
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大阪市都島区 栄鮓・庄屋はん 京橋店
大阪市都島区 クレージーホース
大阪市都島区 りおん
大阪市都島区 焼肉の福福 京橋店
大阪市都島区 鳥貴族 都島店
大阪市都島区 焼肉富士
大阪市都島区 喫茶たんぽぽ
大阪市都島区 PUB LOUNGE QOO
大阪市都島区 サクサク亭 京橋本店
大阪市都島区 海鮮 とと丸
大阪市都島区 海鮮おどりや市場
大阪市都島区 バンクジョンソン
大阪市都島区 ＋Santsubo
大阪市都島区 千房京橋京阪モール支店
大阪市都島区 京松蘭 本店
大阪市都島区 silver
大阪市都島区 文の助茶屋 モール京橋店
大阪市都島区 ミスタードーナツ京橋コムズガーデン
大阪市都島区 京ちゃばな 京橋京阪モール店
大阪市都島区 大同門 京橋店
大阪市都島区 焼き鶏 鶏ざ
大阪市都島区 蜜家珈琲店 京橋店
大阪市都島区 家族亭 京橋店
大阪市都島区 明月館京橋店
大阪市都島区 二升五合
大阪市都島区 味一
大阪市都島区 ふぐ屋とら乃介
大阪市都島区 酒の大丸
大阪市都島区 ベルノヨリドコロ
大阪市都島区 肝どん 京橋店
大阪市都島区 ボードゲームバーボーダレス
大阪市都島区 アンティカトラットリアクロノ
大阪市都島区 新福菜館京橋店
大阪市都島区 小料理屋温
大阪市都島区 にこにこハウス
大阪市都島区 とっつぁん京橋店
大阪市都島区 炭火とワイン京橋店
大阪市都島区 吉ひろ
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 IRIETIME 
大阪市都島区 徳田厨房
大阪市都島区 口八町 京橋店
大阪市都島区 格安王将 都島店
大阪市都島区 ハマヤ
大阪市都島区 喫茶スワン京橋店
大阪市都島区 鉄板肉酒場 LOVE＆２９ 京橋店
大阪市都島区 炭火焼鳥とりだん京橋店
大阪市都島区 飲み処 食べ処 ほっと
大阪市都島区 ニュー姉妹
大阪市都島区 クリスピー・クリーム・ドーナツ 京橋京阪モール店
大阪市都島区 有う希
大阪市都島区 モスバーガー都島店
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大阪市都島区 NYX
大阪市都島区 蘭州ラーメン
大阪市都島区 北の家族 京橋コムズガーデン店
大阪市都島区 たこ焼 くれおーる 新京橋店
大阪市都島区 新世界じゃんじゃん横丁 串かつ 勝大 京橋店
大阪市都島区 京橋ちくも
大阪市都島区 カメちゃん 京橋店
大阪市都島区 焼肉ホルモン にくろう
大阪市都島区 海鮮三崎港 京橋コムズガーデン店
大阪市都島区 焼味尽本舗京橋本店
大阪市都島区 寿し一
大阪市都島区 自然海料理小太郎
大阪市都島区 京橋炉端焼ロバ
大阪市都島区 ジャンルプラン都島店
大阪市都島区 炭火焼鳥なかんむり
大阪市都島区 ナイトスポット じゅんこ
大阪市都島区 珈琲専門店 クレセント
大阪市都島区 九州らーめん亀王 京橋店
大阪市都島区 スナック釜山
大阪市都島区 京橋ハラミ屋
大阪市都島区 Bar Rabbit
大阪市都島区 中華料理 桃園
大阪市都島区 居酒屋クエ
大阪市都島区 炭火焼鳥真骨鳥 京橋店
大阪市都島区 Cafe Saikai
大阪市都島区 くら寿司京橋店
大阪市都島区 洋麺屋五右衛門京橋店
大阪市都島区 わらじの樹
大阪市都島区 カラオケルームうたばか
大阪市都島区 わらじや
大阪市都島区 立ち寿司 まぐろ一徹 京橋店
大阪市都島区 club-D
大阪市都島区 らーめん日出屋
大阪市都島区 信州そば処そじ坊
大阪市都島区 かごの屋都島店
大阪市都島区 スナック青山
大阪市都島区 旬楽ごはん和和
大阪市都島区 銀座いち五
大阪市都島区 しゃぶしゃぶやすだ
大阪市都島区 ジャンボカラオケ広場 京橋1号店
大阪市都島区 スナックピュア
大阪市都島区 ランプ
大阪市都島区 鳥正
大阪市都島区 京橋東応援団 勝男
大阪市都島区 YATALAお好み家
大阪市都島区 中華料理 隨心亭
大阪市都島区 中華料理桜ノ宮大王
大阪市都島区 すなっくえむ
大阪市都島区 Rising
大阪市都島区 インド料理アルナーチャラム
大阪市都島区 インドネパールレストランスミタ
大阪市都島区 BAR AZ
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大阪市都島区 お食事処 てる
大阪市都島区 楽食居酒屋 このみ 京橋支店
大阪市都島区 徳田酒店片町店
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 Cafe' CIEL
大阪市都島区 ヴァンガード
大阪市都島区 そば工房宝山
大阪市都島区 立ち呑み処にしの
大阪市都島区 カラオケ喫茶栞
大阪市都島区 京橋酒場 情熱ホルモン
大阪市都島区 上海ママ料理
大阪市都島区 ドレミ
大阪市都島区 Tiara
大阪市都島区 大衆牛串うねり
大阪市都島区 pinkaspara
大阪市都島区 ゆずの小町 京橋
大阪市都島区 ヨノパブ 京橋
大阪市都島区 駅前酒場松井
大阪市都島区 中国菜飯 味らい
大阪市都島区 丸藤（まるふじ）
大阪市都島区 たこ焼き居酒屋 美輝
大阪市都島区 cocoro心
大阪市都島区 リンコンカタルーニャ
大阪市都島区 おおくぼ
大阪市都島区 Growthdeux
大阪市都島区 松屋京橋南店
大阪市都島区 梅の花京橋店
大阪市都島区 焼肉牛王
大阪市都島区 ほそ道
大阪市都島区 ３・６・５酒場京橋店
大阪市都島区 立ち呑みとおる
大阪市都島区 レモホル酒場×Mr.チージュ エル京橋店
大阪市都島区 立呑み処七津屋
大阪市都島区 もとや
大阪市都島区 新世界もつ鍋屋 京橋店
大阪市都島区 まつい亭
大阪市都島区 薩摩ごかもん 京橋本店
大阪市都島区 お富
大阪市都島区 旨唐揚げと居酒メシミライザカ京阪京橋駅前店
大阪市都島区 カルピハウス青山
大阪市都島区 Baby coco
大阪市都島区 居酒屋ちょーでー
大阪市都島区 アフタヌーンティー・ティールーム 京橋京阪モール
大阪市都島区 ロビン
大阪市都島区 しろくまストア京橋店
大阪市都島区 うわさの姫子
大阪市都島区 丸源ラーメン都島店
大阪市都島区 ジラフ京橋浪漫 東口店
大阪市都島区 食堂カフェpotto都島店
大阪市都島区 松屋京阪京橋店
大阪市都島区 道頓堀赤鬼青鬼 ベルファ都島店
大阪市都島区 Chill out
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大阪市都島区 鳥の巣 京橋店
大阪市都島区 スナック凛
大阪市都島区 みんみん京橋店
大阪市都島区 居酒屋 大黒 京橋
大阪市都島区 こがんこ 京橋店
大阪市都島区 鶏っく 京橋
大阪市都島区 クラフト ビア スポット ハトホル
大阪市都島区 でんいち
大阪市都島区 ふらいぱん
大阪市都島区 旨いもんや つかさ
大阪市都島区 近江牛ホルモン二代目次郎 京橋店
大阪市都島区 ドトールコーヒーショップ大阪京橋店
大阪市都島区 麺家京橋東西線
大阪市都島区 ＢＥ－ＧＬＡＤ
大阪市都島区 Bar Chelsea
大阪市都島区 スナックパブさつまや
大阪市都島区 ほてい寿司
大阪市都島区 酒房まつい
大阪市都島区 喫茶・軽食ファミリー
大阪市都島区 ちょいバル屋いいんちょう
大阪市都島区 呑み処Sawa
大阪市都島区 七津屋
大阪市都島区 ジャンボカラオケ広場 京橋本店
大阪市都島区 Joyeux Noel
大阪市都島区 Osaka Osake Dining 鶫
大阪市都島区 ビッグエコーＪＲ京橋駅前店
大阪市都島区 鶴橋風月京橋店
大阪市都島区 都そば 京阪京橋店
大阪市都島区 はーばーど
大阪市都島区 燈舎
大阪市都島区 つり鮮
大阪市都島区 焼鳥凡僧都島店
大阪市都島区 しんちゃん京橋店
大阪市都島区 Ｄｒｉｐ－Ｘ－Ｃａｆｅヴィアイン京橋
大阪市都島区 フラミンゴ
大阪市都島区 カラオケコンポ
大阪市都島区 Club Cavallo
大阪市都島区 浜焼き海鮮居酒屋 海民
大阪市都島区 サンペイ
大阪市都島区 ぶりやチカチキン京橋店
大阪市都島区 肉料理バル ナチュールワイン 634
大阪市都島区 自家製麺杵屋
大阪市都島区 鳥貴族 京橋北店
大阪市都島区 International Bunka Bar
大阪市都島区 京橋真道
大阪市都島区 鮨・酒・肴 杉玉京橋
大阪市都島区 Jack
大阪市都島区 七輪焼肉安安京橋店
大阪市都島区 セルフマン
大阪市都島区 板前焼肉一斗 京橋店
大阪市都島区 KAREN
大阪市都島区 tables cook & jonathan's bookstore
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大阪市都島区 らーめん古潭
大阪市都島区 ほっこり家
大阪市都島区 肉師じじい
大阪市都島区 薩摩の久保
大阪市都島区 京屋本店
大阪市都島区 太っ腹
大阪市都島区 ロイヤルホスト都島店
大阪市都島区 播鳥 京橋店
大阪市都島区 大番
大阪市都島区 煮干しらーめん玉五郎 京橋店
大阪市都島区 但馬屋 都島
大阪市都島区 寿司処 翔海
大阪市都島区 DIY＆CAFE Area8
大阪市都島区 焼鳥懐石秀吉
大阪市都島区 Bar YMT
大阪市都島区 昇龍軒
大阪市都島区 とんかつ三谷
大阪市都島区 やよい軒京橋店
大阪市都島区 ころころ
大阪市都島区 サーティワンアイスクリーム ベルファ都島店
大阪市都島区 きらく
大阪市都島区 かすうどん ホルモン 龍ノ巣 京橋店
大阪市都島区 en
大阪市都島区 ビッグエコー京橋京阪モール前店
大阪市都島区 鳥貴族 京橋南店
大阪市都島区 TAJIRI大阪京橋店
大阪市都島区 やっぱりステーキ 京橋駅前店
大阪市都島区 炭火焼肉じゅじゅ庵 京橋店
大阪市都島区 IZAKAYA MARU
大阪市都島区 スナック フロンティア
大阪市都島区 焼肉レストラン松井
大阪市都島区 韓国バルハラペコ
大阪市都島区 たか鳥京橋店
大阪市都島区 昭和大衆ホルモン 京橋店
大阪市都島区 赤から京橋駅前店
大阪市都島区 BROWN CAFE/BAR
大阪市都島区 シェフ'sキッチンポルナレフ
大阪市都島区 さかばおやじ立呑み
大阪市都島区 大衆酒場いごっそー
大阪市都島区 コリアンダイニング李朝園 京橋店
大阪市都島区 Hasu はす
大阪市都島区 鮨 Sublime
大阪市都島区 たこ焼まっちゃん
大阪市都島区 焼肉ホルモン牛蔵 京橋店
大阪市都島区 色鷄
大阪市都島区 和牛焼肉うのう都島本通店
大阪市都島区 MM GRILL&CAFE
大阪市都島区 RICHMAN
大阪市都島区 めしや宮本むなし ＪＲ京橋駅前店
大阪市都島区 酒楽集彩といろ
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 スナック new ハイハイ
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大阪市都島区 和風肉匠 六感
大阪市都島区 Ｌｕａｉｎａ
大阪市都島区 焼肉 味楽亭
大阪市都島区 鳥貴族 京橋西店
大阪市都島区 丸安
大阪市都島区 居酒屋驫
大阪市都島区 KICHIRI京橋
大阪市都島区 じゃんぼ総本店京橋駅前店
大阪市都島区 くずし肉割烹とろにく
大阪市都島区 八丁味處 串の坊 京橋店
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 炭火料理 東や
大阪市都島区 フジフランス
大阪市都島区 大起水産回転寿司 京橋店
大阪市都島区 とんかつＫＹＫ京橋店
大阪市都島区 吉野家 大阪京橋店
大阪市都島区 すき家 都島IC店
大阪市都島区 韓国炉端明月
大阪市都島区 炭や吟蔵
大阪市都島区 赤から京橋店
大阪市都島区 すき家 都島本通店
大阪市都島区 なか卯 都島本通店
大阪市都島区 errante
大阪市都島区 らぽっぽファーム京阪京橋駅店
大阪市都島区 RehearsalStudioBar monochrome
大阪市都島区 赤鶏 はるか
大阪市都島区 BAR ラパンパラ
大阪市都島区 ラーメン味都虎と龍
大阪市都島区 吉野家 都島店
大阪市都島区 小料理 藤
大阪市都島区 居酒屋よこちょう
大阪市都島区 遊空間goo
大阪市都島区 ALOHA TABLE 京橋
大阪市都島区 岡室酒店直売所
大阪市都島区 THE GARDEN ORIENTAL OSAKA
大阪市都島区 ミラクル
大阪市都島区 SWING
大阪市都島区 御肴um
大阪市都島区 いち味
大阪市都島区 のみすけ
大阪市都島区 カフェ英國屋コムズガーデン店
大阪市都島区 徳田酒店京阪高架下店
大阪市都島区 九州うまか 京橋
大阪市都島区 めしや宮本むなし 京阪京橋駅前店
大阪市都島区 Tamago
大阪市都島区 Bar Olive
大阪市都島区 髙橋酒店
大阪市都島区 はま寿司都島本通店
大阪市都島区 薩摩乃蔵
大阪市都島区 やま小屋
大阪市都島区 ジョリーパスタ都島店
大阪市都島区 和菜むすび
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大阪市都島区 焼麺王京阪京橋
大阪市都島区 花丸軒 毛馬店
大阪市都島区 すし処広川
大阪市都島区 肉と麺と
大阪市都島区 田田
大阪市都島区 GARB DRESSING
大阪市都島区 VEGAN FOREST CAFE
大阪市都島区 喫茶ラタン
大阪市都島区 お食事 みはる
大阪市都島区 一方通行
大阪市都島区 ＤＥＬＩ
大阪市都島区 AppareShisha
大阪市都島区 串かつキャメルクラッチ京橋らくだや
大阪市都島区 Capone
大阪市都島区 ハピネス
大阪市都島区 丸一屋
大阪市都島区 サンマルクカフェ京橋コムズガーデン店
大阪市都島区 炭焼Parksなないろ
大阪市都島区 丼丸 都島２号店
大阪市都島区 丼丸 都島店
大阪市都島区 デリカフェ・キッチン京橋
大阪市都島区 エーピッツァ 大阪京橋店
大阪市都島区 プチカフエあん
大阪市都島区 やまみちさき
大阪市都島区 カジュアル肉懐石 京橋粋な
大阪市都島区 CLUB EVE MOTION KYOBASHI
大阪市都島区 京橋酒場
大阪市都島区 かごの屋京橋東野田店
大阪市都島区 ふぐ御料理處 でん
大阪市都島区 カンペチャーノ
大阪市都島区 ステーキ食堂BECO 京橋本店
大阪市都島区 明ごころ本店
大阪市都島区 立ちのみ 山ちゃん
大阪市都島区 がんこコムズ京橋店
大阪市都島区 Bar South
大阪市都島区 ドトールコーヒーショップ京橋駅北口店
大阪市福島区 丸忠寿司割烹
大阪市福島区 旭屋
大阪市福島区 ハイボールサカバVINTAGE
大阪市福島区 回転寿司ととぎん 海老江店
大阪市福島区 利き酒bar花音
大阪市福島区 しゃぶ扇野田阪神店
大阪市福島区 炉ばた のんき
大阪市福島区 麺屋104
大阪市福島区 下町鉄板お好み焼き川上
大阪市福島区 もみだれ辛ホルモン獅子楼
大阪市福島区 志な乃亭野田阪神店
大阪市福島区 ながしろ
大阪市福島区 CAFE & DINER K's
大阪市福島区 moぐら
大阪市福島区 竹内酒店
大阪市福島区 おさかな番長福島店
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大阪市福島区 うなぎの寝床福島店
大阪市福島区 肝どん 福島店
大阪市福島区 墨国回転鶏料理 福島店
大阪市福島区 Amusement Bar K-style
大阪市福島区 カルカッタキッチンALISA
大阪市福島区 イタリア食堂 TAVERNA PORCINI
大阪市福島区 Meat Deli Nicklaus'
大阪市福島区 福乃城
大阪市福島区 焼肉大淀屋
大阪市福島区 キラワレ餃子
大阪市福島区 鮨笑ねはち
大阪市福島区 ごとう商店
大阪市福島区 PRIME S
大阪市福島区 pit master VAMOS 福島
大阪市福島区 とまり木432
大阪市福島区 海鮮居酒屋やぎちゃん
大阪市福島区 鉄板焼・もんじゃ焼 西屋 福島店
大阪市福島区 イタリアンバールミーオ
大阪市福島区 FlowerQuiche 本店
大阪市福島区 秋久
大阪市福島区 お多福
大阪市福島区 鳥屋台 囃屋
大阪市福島区 わら焼マン 野田店
大阪市福島区 花りん
大阪市福島区 Cafe & Bar Sabaidee
大阪市福島区 zawa
大阪市福島区 焼肉七つ星 福島店
大阪市福島区 鉄板食堂はち
大阪市福島区 インディアンダイニング ダルシャナ
大阪市福島区 Bar よつば
大阪市福島区 和伝福まん
大阪市福島区 イメディ(IMEDI)
大阪市福島区 まぜ麺mahoroba
大阪市福島区 海鮮屋台おくまん福島店
大阪市福島区 和のえひろ
大阪市福島区 新梅田研修センターレストラン
大阪市福島区 ちゃあ屋
大阪市福島区 ほろよい金魚
大阪市福島区 まりも
大阪市福島区 笑合幸
大阪市福島区 トンカツ弁当じゃんぼ
大阪市福島区 馬鹿羅＇ｓ
大阪市福島区 roommaru703
大阪市福島区 串焼酒家多幸吉
大阪市福島区 六つ車
大阪市福島区 スナックふみ
大阪市福島区 焼肉 冷麺 黄金
大阪市福島区 居酒屋ときため
大阪市福島区 焼肉海老洲
大阪市福島区 路地裏チャイニーズ有馬
大阪市福島区 焼肉宵緒
大阪市福島区 福島 焼肉 藤四郎
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大阪市福島区 ワイングラース
大阪市福島区 H-action
大阪市福島区 ステーキキッチンKENYA
大阪市福島区 鉄板焼 THE VILLAGE
大阪市福島区 若葉屋福島店
大阪市福島区 コスコスイーツ工房野田阪神ウイステ店
大阪市福島区 ポーア
大阪市福島区 アンド(アイズ)
大阪市福島区 瀬戸内海産
大阪市福島区 風月
大阪市福島区 台湾料理故郷
大阪市福島区 とり焼 一本松
大阪市福島区 YAKITORI PLANET
大阪市福島区 Donポチャ 野田店
大阪市福島区 チカサカバ
大阪市福島区 九分の1
大阪市福島区 スナック毬
大阪市福島区 天ぷら 大坂屋 草哲
大阪市福島区 大和水産 福島店
大阪市福島区 海鮮居酒屋天ぷら番長
大阪市福島区 フジワラ料理店
大阪市福島区 豚美 福島店
大阪市福島区 上田温酒場
大阪市福島区 お好み焼 はっちゃん
大阪市福島区 スタンドエイジ -age-
大阪市福島区 イル・アルバータ
大阪市福島区 花
大阪市福島区 スナックぷう
大阪市福島区 鶏匠膳
大阪市福島区 スナックMIMI
大阪市福島区 本店上等カレー
大阪市福島区 Mamezo&Cafe 中之島店
大阪市福島区 赤から大阪福島店
大阪市福島区 まじっくぽいんと
大阪市福島区 なか田
大阪市福島区 猪の居
大阪市福島区 彩苑
大阪市福島区 ペニーローファーズ
大阪市福島区 コート・ダジュール阪神福島駅前店
大阪市福島区 漁祭 福島店
大阪市福島区 ホルモン専門店Da-Wa
大阪市福島区 てつめがね
大阪市福島区 横濱家系ラーメン 金山家 福島店
大阪市福島区 カラオケ まつお
大阪市福島区 うし丸 新福島店
大阪市福島区 中華そば無限
大阪市福島区 cafe and space marushin
大阪市福島区 Artisan
大阪市福島区 餃子の王将 玉川店
大阪市福島区 福島 バル肉寿司
大阪市福島区 foujita
大阪市福島区 三く
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大阪市福島区 花くじら本店
大阪市福島区 魚河岸たちばな 大阪中央卸売市場
大阪市福島区 JUTURNA
大阪市福島区 松嵐
大阪市福島区 天ぷらうらかみ
大阪市福島区 Bar hakushe
大阪市福島区 藤乃
大阪市福島区 K&R Design
大阪市福島区 赤おに家 福島店
大阪市福島区 ガスト野田阪神店
大阪市福島区 花くじら歩店
大阪市福島区 串カツ研究所 さくさく亭 福島店
大阪市福島区 casa
大阪市福島区 サイゼリヤオアシス玉川駅前
大阪市福島区 ＢＡＲ12
大阪市福島区 日本酒酒場 立呑み仁
大阪市福島区 メゾンチャイナウメモト
大阪市福島区 ハチマル蒲鉾
大阪市福島区 牛田羊
大阪市福島区 巻きんしゃい 福島店
大阪市福島区 オーモリヘップバーン Oumorey Hepburn
大阪市福島区 chilsung
大阪市福島区 Mの焼肉 福島本店
大阪市福島区 魚のすすめ
大阪市福島区 adhoc
大阪市福島区 Bar di Bonita  無国籍バルBonita
大阪市福島区 魚ChinaYO
大阪市福島区 焼肉 丑乃匠
大阪市福島区 めんふくろう
大阪市福島区 すし処つま美
大阪市福島区 温野菜福島駅前店
大阪市福島区 醤じゃん
大阪市福島区 ねた市 福島店
大阪市福島区 鯛めしや はなび 福島本店
大阪市福島区 大阪王将 福島店
大阪市福島区 吾作亭福島駅前店
大阪市福島区 もつ焼のんき 大阪福島店
大阪市福島区 ケーキとイタリア料理ミーオ
大阪市福島区 Akami Modern Chop Hous
大阪市福島区 菱東
大阪市福島区 とりめがね
大阪市福島区 たこやき風風野田阪神２号店
大阪市福島区 BAR GONZO
大阪市福島区 ＨｏＬｉｃ
大阪市福島区 ＧＲＯＷ ＵＰ ＳＰＡＣＥ
大阪市福島区 八金
大阪市福島区 BAR LAIR
大阪市福島区 街かど屋福島店
大阪市福島区 CAFE BAR VOGUE
大阪市福島区 弘大Z
大阪市福島区 たこやき風風野田阪神１号店
大阪市福島区 ペガサス餃子
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大阪市福島区 EuroKitchen
大阪市福島区 Kimagure French 黒猫
大阪市福島区 お好み焼き およし
大阪市福島区 三代目脇彦商店本店
大阪市福島区 ビッグエコー野田阪神駅前店
大阪市福島区 小皿が主役oshiri.yes
大阪市福島区 まるカフェキッチン２号
大阪市福島区 渋谷餃子 野田食堂 野田アプラ店
大阪市福島区 canary curry
大阪市福島区 ビノロコ
大阪市福島区 秋櫻
大阪市福島区 お好み焼きよしい
大阪市福島区 あやむ屋
大阪市福島区 CREDIS COFFEE 野田駅店
大阪市福島区 さぬきや
大阪市福島区 ミートファミリア
大阪市福島区 一蓮家 野田店
大阪市福島区 鉄板幟
大阪市福島区 ビストリア魚タリアン
大阪市福島区 炭火焼き鳥 鶏と畑
大阪市福島区 DADA
大阪市福島区 けとばし屋チャンピオン福島店
大阪市福島区 天下一品 福島店
大阪市福島区 インドレストランディワリ
大阪市福島区 鉄板焼とワインCOCOLO本店
大阪市福島区 味処 ます吉
大阪市福島区 rencontrer
大阪市福島区 福島酒場おおき
大阪市福島区 餃子の王将 野田阪神店
大阪市福島区 sushi場ぁー げん家
大阪市福島区 我流 総本家
大阪市福島区 うまうま
大阪市福島区 酒と泪と肴と笑 嘉
大阪市福島区 海鮮専門店にし
大阪市福島区 いなせ
大阪市福島区 いわ志
大阪市福島区 マダムアンジュドボヌール
大阪市福島区 焼肉処 JUU-JU
大阪市福島区 ZOTTON F DESSERT FAMILIA
大阪市福島区 蕎麦酒房ふくまる
大阪市福島区 一富士福島店
大阪市福島区 鮨 千陽
大阪市福島区 藤家ファースト
大阪市福島区 うらきんぎょ
大阪市福島区 えり膳
大阪市福島区 珉珉福島店
大阪市福島区 ミスタードーナツ 福島大開ショップ
大阪市福島区 もつ鍋チャンピオン
大阪市福島区 福島大衆すき焼きすき六
大阪市福島区 コマドリ親子
大阪市福島区 まるカフェキッチン1号
大阪市福島区 すし屋 蓮太郎
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大阪市福島区 Amu's
大阪市福島区 串焼市場江戸善
大阪市福島区 のん処（コリエ ドゥ ペルル）
大阪市福島区 バルザル福島店
大阪市福島区 かにふぐ家
大阪市福島区 MACELLERIA  di TAKEUCHI 
大阪市福島区 満海
大阪市福島区 ヴィ・ド・フランス阪神野田
大阪市福島区 鮭バルSalmonBear
大阪市福島区 モスバーガーJR福島駅前店
大阪市福島区 やきとりや こころ 新福島店
大阪市福島区 焼き野菜菜の音
大阪市福島区 串ぼうず
大阪市福島区 とっつぁん 福島店
大阪市福島区 結笑和
大阪市福島区 Coffee＆Bar  茶居珈
大阪市福島区 天下一品 野田阪神店
大阪市福島区 カレーハウスCoCo壱番屋JR福島駅前店
大阪市福島区 アロイチンチン
大阪市福島区 BAR ARNECK
大阪市福島区 Raffa by speranza
大阪市福島区 Caprice
大阪市福島区 家族亭 野田阪神店
大阪市福島区 モスバーガーJR野田店
大阪市福島区 出水
大阪市福島区 ふぐ繁
大阪市福島区 cafe＆snack MOMO
大阪市福島区 森のサーカス
大阪市福島区 多幸屋3組
大阪市福島区 ジビエ割烹おり坂
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 宴会コール
大阪市福島区 酒処 えん
大阪市福島区 街の肉バルBuff福島店
大阪市福島区 黒毛和牛焼肉一 野田阪神店
大阪市福島区 榮華亭 野田阪神店
大阪市福島区 mama's kitchen 市力
大阪市福島区 都そば 福島店
大阪市福島区 しゃかりき432新福島店
大阪市福島区 宴会第二厨房
大阪市福島区 キャスロウルクラブ
大阪市福島区 つけ麺 みさわ
大阪市福島区 ラルッチョラ
大阪市福島区 鳥貴族 野田店
大阪市福島区 大洋軒
大阪市福島区 Meal＆Bake SmilEats
大阪市福島区 和酒吟蔵
大阪市福島区 中華 信さん
大阪市福島区 花座
大阪市福島区 結
大阪市福島区 カレー屋SUN
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大阪市福島区 堂島グラッチェ福島店
大阪市福島区 三田製麺所 阪神野田店
大阪市福島区 居酒屋べんてんさん
大阪市福島区 Oyster Bar Charcoal Grill Lemon
大阪市福島区 鮨 まつやま
大阪市福島区 焼肉ライク大阪福島駅前店
大阪市福島区 炭烙すみやま
大阪市福島区 Rikyu
大阪市福島区 千客万来まねきだこ イオンそよら海老江店
大阪市福島区 韓国居酒屋 チヂミ 野田
大阪市福島区 太陽のトマト麺 福島駅前支店
大阪市福島区 中之島ゲートパーク
大阪市福島区 ミスタードーナツ福島店
大阪市福島区 カバレロ
大阪市福島区 BANDA
大阪市福島区 お好み 千鶴
大阪市福島区 ジャンボカラオケ広場 JR福島店
大阪市福島区 とんかつ道場 野田阪神店
大阪市福島区 鮮や丸
大阪市福島区 かつアンドかつ 福島大開店
大阪市福島区 げん家
大阪市福島区 炭火割烹いしい
大阪市福島区 季節の音 心
大阪市福島区 ネン
大阪市福島区 炭の音あすと
大阪市福島区 喫茶麝香
大阪市福島区 天喜
大阪市福島区 CBD Stand Osaka
大阪市福島区 シアトルズベストコーヒー イオンスタイル野田阪神店
大阪市福島区 NORESORE 福島
大阪市福島区 福島スイッチ
大阪市福島区 Stand Bar 123
大阪市福島区 鳥貴族 福島店
大阪市福島区 R
大阪市福島区 RUTSUBO
大阪市福島区 Ｔｈｅ ｂａｒ ｈａｎａ
大阪市福島区 宴会主厨房
大阪市福島区 松屋大阪野田店
大阪市福島区 和牛焼肉 布上2nd.
大阪市福島区 貝と天ぷらstandイチヨン
大阪市福島区 炭火焼肉 野田肉焼屋
大阪市福島区 六源福島店
大阪市福島区 和牛焼肉 布上本店
大阪市福島区 鳥貴族 野田阪神店
大阪市福島区 il luogo di TAKEUCHI
大阪市福島区 いきなりステーキ 大阪福島店
大阪市福島区 ゴールデン玉川
大阪市福島区 うどっちの店 想い
大阪市福島区 マルジー餃子
大阪市福島区 ３BEBES
大阪市福島区 sakuya
大阪市福島区 炭火やき鳥かちがらす 福島店
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大阪市福島区 中華そば ふじい野田阪神店
大阪市福島区 中国菜オイル
大阪市福島区 楽心
大阪市福島区 バーモクシー
大阪市福島区 福島安兵衛
大阪市福島区 G-story
大阪市福島区 なし
大阪市福島区 Wellness Bar 立葵
大阪市福島区 ＫＯＺＭＩＣ長屋バー
大阪市福島区 鮨かなさ
大阪市福島区 あぶりや福島駅前店
大阪市福島区 鮓と鉄板さくやま
大阪市福島区 ガレリア梅田店
大阪市福島区 しゃべろば
大阪市福島区 龍馬亭
大阪市福島区 ミスタードーナツ野田ショップ
大阪市福島区 1ポンドのステーキハンバーグタケル福島店
大阪市福島区 炭火焼鳥とり央
大阪市福島区 野菜肉巻き串 ぐるり
大阪市福島区 新世界もつ鍋屋 福島店
大阪市福島区 讃く
大阪市福島区 福島あじ平
大阪市福島区 闘鶏 福島店
大阪市福島区 メアリルボーン
大阪市福島区 やきとり家すみれ福島店
大阪市福島区 まんかい福島本家
大阪市福島区 炭火とワイン福島店
大阪市福島区 板前焼肉一笑 福島
大阪市福島区 中華料理 福の虎
大阪市福島区 ビッレリア ピッツェリア ルーチェ
大阪市福島区 PERO 大阪福島店
大阪市福島区 寛隼
大阪市福島区 ぎおん
大阪市福島区 地鶏焼肉一鳥 福島店
大阪市福島区 ぢどり亭福島店
大阪市福島区 香虎
大阪市福島区 竹やぶ
大阪市福島区 立ち呑みジャックとマチルダ
大阪市福島区 福島桜屋
大阪市福島区 日本酒と焼鳥 百
大阪市福島区 進Nobu
大阪市福島区 ビッグエコー福島駅前店
大阪市福島区 Liaison
大阪市福島区 ライブスクエアーセカンドライン
大阪市福島区 吉野家 福島店
大阪市福島区 ステーキガスト大阪鷺洲店
大阪市福島区 串かつ 五右衛門
大阪市福島区 cafe  depot
大阪市福島区 ａｌｏａｌｏ
大阪市福島区 鉄板肉酒場 LOVE&29 福島店
大阪市福島区 旨唐揚げと居酒メシミライザカ阪神野田店
大阪市福島区 MONDIAL KAFFEE 328 GOLD RUSH
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大阪市福島区 タリーズコーヒーホテル阪神大阪
大阪市福島区 熟成鮨利他
大阪市福島区 KARAOKE 39
大阪市福島区 Patisserie chau.chau
大阪市福島区 日本ケンタッキー・フライド・チキン野田阪神店
大阪市福島区 いやさか
大阪市福島区 ときわ 福島
大阪市福島区 焼肉ホルモンブンゴ福島店
大阪市福島区 ラーメン人生JET
大阪市福島区 なか卯 ＪＲ野田店
大阪市福島区 牛タンと野菜巻き串 おくお福島店
大阪市福島区 玉家
大阪市福島区 Asian Dining Rangda
大阪市福島区 博多一幸舎大阪福島店
大阪市福島区 すし数
大阪市福島区 燃えよ麺助
大阪市福島区 木古里
大阪市福島区 グッドサイフォンコーヒー福島店
大阪市福島区 フジヤマドラゴン福島店
大阪市福島区 焼きとり居酒家りときや
大阪市福島区 海老バルorb福島店
大阪市福島区 芥川珈琲スパイスカリー大陸
大阪市福島区 イカ屋
大阪市福島区 鍬焼きと日本酒内山田
大阪市福島区 くちばし
大阪市福島区 鳥しきひろせ福島店
大阪市福島区 う越貞
大阪市福島区 すき家 阪神野田駅前店
大阪市福島区 中国料理みわ亭
大阪市福島区 UN POULET.
大阪市福島区 セブンサミッツ
大阪市福島区 リール食堂 福島店
大阪市福島区 すし処 裕喜 野田阪神店
大阪市福島区 とり藤
大阪市福島区 大阪中央卸売市場 卜１８食堂
大阪市福島区 たんとたんと
大阪市福島区 福島壱麵ラーメン時々日本酒
大阪市福島区 居酒屋 丸永 ＭＡＲＵＥＩ
大阪市福島区 スナック赤坂
大阪市福島区 奥川酒店
大阪市福島区 スタンド十忠八九
大阪市福島区 タンサンバルポゴ
大阪市福島区 くりや
大阪市福島区 鮨処敏
大阪市福島区 ラーメンまこと屋 福島店
大阪市福島区 ニンニクラーメン天洋 野田店
大阪市福島区 串イッカ福島本店
大阪市福島区 L`OISEAUBLEU福島店
大阪市福島区 メルカパセオ
大阪市福島区 うらら
大阪市福島区 福島もう利
大阪市福島区 銀や 福島店
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大阪市福島区 焼き菓子とワインmano a mano
大阪市福島区 トラットリア ダ ジャコモ
大阪市福島区 つるはし食品
大阪市福島区 浦江亭福島店
大阪市福島区 藤家Ｚ（セカンズ）
大阪市福島区 酒菜屋 桜百番
大阪市福島区 浦江亭本店
大阪市福島区 季楽酒場おっきゃがり
大阪市福島区 居酒屋ヒンナ
大阪市福島区 炭火焼鳥コクレ
大阪市福島区 福島金魚
大阪市福島区 フレンチレストランEvoluer 
大阪市福島区 モンスタービーフ
大阪市福島区 鶏料理pao
大阪市福島区 わんとケンムン 野田店
大阪市福島区 焼肉肉どうし福島店
大阪市福島区 やよい軒野田阪神店
大阪市福島区 SABAR+福島店
大阪市福島区 炭焼巧房 源
大阪市福島区 Iris
大阪市福島区 焼肉牛とろ屋
大阪市福島区 ダンニャワード福島店
大阪市福島区 月火水木金土日
大阪市福島区 六徳恒河沙
大阪市福島区 ジャンボ総本店JR野田駅前店
大阪市福島区 福島 いづも
大阪市福島区 Bar Lil farm
大阪市福島区 ＢＵＯＮＯ ＢＵＯＮＯ
大阪市福島区 スナックバーUP
大阪市福島区 餃子の王将 福島店
大阪市福島区 YAMACHAN
大阪市福島区 岩崎塾 福島店
大阪市福島区 もんじゃ麦福島店
大阪市此花区 Dining BRICKSIDE
大阪市此花区 いけ田
大阪市此花区 cafe diner chopper
大阪市此花区 酒房丹波屋
大阪市此花区 とんかつ 串カツ たにぐち
大阪市此花区 Cafe&Bar LIBER
大阪市此花区 さかな食堂moken
大阪市此花区 アーカラ
大阪市此花区 みかど 西九条
大阪市此花区 ゆく
大阪市此花区 酒楽だんだん
大阪市此花区 心こ丸
大阪市此花区 加野屋
大阪市此花区 MANAKAMANA
大阪市此花区 三雅家
大阪市此花区 ながさき本店
大阪市此花区 お好み焼 みやもと
大阪市此花区 魚半
大阪市此花区 池庄
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大阪市此花区 亀
大阪市此花区 串かつ処 たちばな
大阪市此花区 連山
大阪市此花区 きまぐれカラオケスナック
大阪市此花区 美３
大阪市此花区 森とリルのBBQフィールド
大阪市此花区 たこ焼き居酒屋ごまめ
大阪市此花区 スナック あげまん
大阪市此花区 レストラン ガーデン
大阪市此花区 ＮＳカフェ
大阪市此花区 焼鳥五十六
大阪市此花区 スナック 桔梗
大阪市此花区 唄ごころ・奥
大阪市此花区 安兵衛
大阪市此花区 haru
大阪市此花区 万吉千鳥橋店
大阪市此花区 サイゼリヤユニバサルシティ和幸ビル
大阪市此花区 ぎ一郎
大阪市此花区 玉屋 ユニバーサル・シティウォーク店
大阪市此花区 鳥真
大阪市此花区 ホテルユニバーサルポート／ポートダイニング リコリコ
大阪市此花区 大阪王将西九条店
大阪市此花区 キャサリン
大阪市此花区 スターバックスコーヒーホテル京阪 ユニバーサル・タワー店
大阪市此花区 居酒屋弘
大阪市此花区 うおしん
大阪市此花区 とんかついなば和幸ユニバーサルシティウォーク店
大阪市此花区 ホテルユニバーサルポート／ ラウンジR
大阪市此花区 魚庭
大阪市此花区 いずみ
大阪市此花区 ムーンライト
大阪市此花区 ゆめの屋
大阪市此花区 ポムの樹 ユニバーサルシティウォーク店
大阪市此花区 カラオケ スナック K＆K
大阪市此花区 うおき・スタンド
大阪市此花区 炭火串焼ウシラム
大阪市此花区 イーポック
大阪市此花区 ニュー丹波
大阪市此花区 焼鳥 和
大阪市此花区 炭火焼鳥 鳥繁
大阪市此花区 すなっく 涼風
大阪市此花区 飲食店美奈ちゃん
大阪市此花区 MIMI
大阪市此花区 ちょい呑み ばんくーる
大阪市此花区 TRIBECA
大阪市此花区 高崎流 居酒屋 道場
大阪市此花区 ニュー みさかや
大阪市此花区 味楽
大阪市此花区 舞洲キッチン
大阪市此花区 VIP 小万
大阪市此花区 BARのり
大阪市此花区 ラウンジカルネ
大阪市此花区 西九条酒場 情熱ホルモン
大阪市此花区 神戸元町ドリア ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪市此花区 ハイボール酒場 新
大阪市此花区 カルビチャンプ ユニバーサル・シティウォーク店
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大阪市此花区 月山 祐寿司
大阪市此花区 ちろのカフェ
大阪市此花区 むらさき
大阪市此花区 居酒屋正
大阪市此花区 逸品料理亀萬
大阪市此花区 HOSTEL JIN
大阪市此花区 風月USA
大阪市此花区 地鶏食彩 陶
大阪市此花区 カラオケ喫茶 ROSE
大阪市此花区 しあわせラーメン白馬童子
大阪市此花区 餃子の王将 西九条店
大阪市此花区 克政
大阪市此花区 TANDOORI KITCHEN
大阪市此花区 喫茶＆バー ドール
大阪市此花区 FUNFUN
大阪市此花区 居酒屋 凛
大阪市此花区 博多 極 別邸 MIWA
大阪市此花区 ノートルダム大阪ONE
大阪市此花区 WORAOMO西九条
大阪市此花区 此花肉焼屋
大阪市此花区 麺家西九条
大阪市此花区 はなくらぶ
大阪市此花区 ビバリーヒルズ・ブランジェリー
大阪市此花区 pargolo
大阪市此花区 鳥貴族 西九条店
大阪市此花区 観光プロレス居酒屋リングサイド
大阪市此花区 いこい
大阪市此花区 ゴンチャ ザパークフロントホテル店
大阪市此花区 松のや千鳥橋店
大阪市此花区 焼肉の金海
大阪市此花区 喫茶パール
大阪市此花区 ハラミ家こっくん
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 桂
大阪市此花区 串カツえぷろん
大阪市此花区 呑み処勝の店
大阪市此花区 ニューすしセンター 西九条
大阪市此花区 おでん屋ちょめじ
大阪市此花区 立ち飲み佳代
大阪市此花区 しろくまストア西九条店
大阪市此花区 ウルフギャング・パック ピッツアバー
大阪市此花区 BISTRO309 ユニバーサルシティウォーク店
大阪市此花区 つるや支店
大阪市此花区 たこ家道頓堀くくるユニバーサルシティウォーク大阪店
大阪市此花区 BAR S＆K
大阪市此花区 居酒屋はる
大阪市此花区 The Blend Inn 併設カフェ
大阪市此花区 湯上り茶屋 一休
大阪市此花区 たこ焼きの元祖・本家 会津屋 ユニバーサルシティウォーク大阪店
大阪市此花区 殿
大阪市此花区 ババガンプシュリンプ大阪店
大阪市此花区 トコシエのすけび
大阪市此花区 風神・雷神 ＲＡ－ＭＥＮ
大阪市此花区 じゃんぼ総本店 千鳥橋店
大阪市此花区 ふぐ右衛門
大阪市此花区 ラフォンテーヌ
大阪市此花区 自家製麺杵屋麦丸
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大阪市此花区 ホルモン大和 西九条本店
大阪市此花区 nolboo
大阪市此花区 スシローユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪市此花区 エッグスンシングスザパークフロントホテル店
大阪市此花区 ファンタジーホール
大阪市此花区 ハードロックカフェ・ユニバーサル・シティウォーク大阪
大阪市此花区 屋台居酒屋大阪満マル西九条南店
大阪市此花区 わさびの花
大阪市此花区 たこ焼十八番
大阪市此花区 １０１わんおーわん
大阪市此花区 アメリカ村甲賀流ユニバ－サル.シティ.ウォ－ク大阪
大阪市此花区 とんこつラーメンしぇからしか此花店
大阪市此花区 居酒屋 三楽
大阪市此花区 居酒屋 縁
大阪市此花区 吉野家 ＪＲ西九条駅店
大阪市此花区 板前焼肉一笑 西九条
大阪市此花区 大戸屋ごはん処ユニバーサルシティ店
大阪市此花区 もんじゃ彩
大阪市此花区 すき家 西九条駅前店
大阪市此花区 サンマルクカフェ＆バーユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪市此花区 HAKATA 極
大阪市此花区 餃子の王将千鳥橋店
大阪市此花区 Shisha Cafe＆Bar KANON
大阪市此花区 タリーズコーヒーザ パーク フロント ホテル
大阪市此花区 居酒屋ういうい
大阪市此花区 プラザカフェ
大阪市此花区 ココス千鳥橋
大阪市此花区 しのぶ庵ユニバーサルシティウォーク店
大阪市此花区 ジャンボカラオケ広場 西九条駅前店
大阪市此花区 和家
大阪市此花区 居酒屋 大黒
大阪市此花区 y's
大阪市此花区 レッドロブスターユニバーサル・シテイウオーク大阪店
大阪市此花区 Moana Kitchen ユニバーサルシティウォーク店
大阪市此花区 すき家 此花四貫島店
大阪市此花区 アヴァンセリアン大阪
大阪市此花区 さかな屋ちゃんの居酒屋ちゃん
大阪市此花区 しゃぶ菜 大阪UCW
大阪市此花区 メルズ・ドライブイン
大阪市此花区 びっくりドンキーユニバーサル・シティ店
大阪市此花区 ヘッドアンドコッコ
大阪市此花区 レストハウスルー
大阪市此花区 居酒屋 ぶらぶら
大阪市此花区 （居酒屋）七
大阪市此花区 うちげのもあ
大阪市此花区 POM
大阪市此花区 がんこユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪市此花区 喫茶グリーン
大阪市西区 夜半の月
大阪市西区 Chai Chai
大阪市西区 吟味屋 西区店
大阪市西区 大衆酒場 酔い夜
大阪市西区 べん天うどん
大阪市西区 炭火焼鳥 昌太郎
大阪市西区 BEER BELLY
大阪市西区 炭火焼鳥 鳥ちょうちん
大阪市西区 縁恩
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大阪市西区 カクウチちょこっと
大阪市西区 milia burger
大阪市西区 百寿
大阪市西区 club vijon
大阪市西区 花
大阪市西区 月のおどり辰巳橋店
大阪市西区 和果 北堀江
大阪市西区 Tree room
大阪市西区 料理屋新町壱丁目
大阪市西区 ぶうけ
大阪市西区 ねぎ焼きお好み焼き至福
大阪市西区 中華料理 大洋軒
大阪市西区 カレー堂 堀江店
大阪市西区 焼肉牛魔 四ツ橋店
大阪市西区 立呑屋もりわき
大阪市西区 TOJI
大阪市西区 麺屋武士道
大阪市西区 炭火焼鳥 とり小僧
大阪市西区 結美
大阪市西区 Bar ラウンジ 堀江卓球部
大阪市西区 暖家
大阪市西区 GARI・BAR
大阪市西区 ごはん屋石田
大阪市西区 スナックアコ
大阪市西区 お好み焼き ちろりん村
大阪市西区 食事処 みやこ
大阪市西区 豚骨 北堀江SAKIMURA
大阪市西区 佑助
大阪市西区 GTO
大阪市西区 ゆう
大阪市西区 バンバン
大阪市西区 椿姫
大阪市西区 菖蒲坂
大阪市西区 Q&D TAPIOCA
大阪市西区 紬
大阪市西区 Bar木漏日
大阪市西区 ポルタヌォーヴァ
大阪市西区 ARITA立売堀店
大阪市西区 つけ蕎麦あらた屋
大阪市西区 RODDA group
大阪市西区 多み寿し
大阪市西区 なにわ
大阪市西区 CAFE EL GRECO
大阪市西区 ピッツェリアエイト
大阪市西区 館
大阪市西区 シェドゥーヴル
大阪市西区 うどんの祥 かな泉
大阪市西区 回転木馬
大阪市西区 MELEKEOK
大阪市西区 麺処きよし
大阪市西区 カレーハウスCoCo壱番屋 西区阿波座一丁目店
大阪市西区 活魚創作料理かず
大阪市西区 海鮮屋台おくまん西本町店
大阪市西区 月のおどり辰巳橋店焼鳥専門
大阪市西区 柊
大阪市西区 海鮮酒場海だより
大阪市西区 うさぎ食堂
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大阪市西区 オピューム
大阪市西区 中国家常菜楽活
大阪市西区 flower & bar Relier ルリエ
大阪市西区 赤毛和豚専門店 とんかつしゃぶしゃぶ紀乃屋 新町店
大阪市西区 辣将軍
大阪市西区 はとの家
大阪市西区 鐘鳥阿波座店
大阪市西区 うれしい居酒屋 酒歌
大阪市西区 すたんどぼぶ
大阪市西区 焼肉夢叶縁
大阪市西区 どさん子 西区境川店
大阪市西区 Ｐｅｅｐ－ｂｏ ＣＬＵＢ
大阪市西区 青葉城
大阪市西区 32 Sunny
大阪市西区 丸万
大阪市西区 居酒屋 雅
大阪市西区 it.oven
大阪市西区 ホットクロス南堀江店
大阪市西区 宝縁
大阪市西区 喫サ文化研究所ミロク
大阪市西区 立ち呑み もなか
大阪市西区 吉み乃製麺所
大阪市西区 RegaloCafe
大阪市西区 千姫
大阪市西区 安井酒店
大阪市西区 割烹たけだ
大阪市西区 渚
大阪市西区 chamois
大阪市西区 歓喜
大阪市西区 BLUE + BLUE
大阪市西区 Foods Bar Hideno-Shi.Co
大阪市西区 なにわ創彩 百虎
大阪市西区 LUMBINI
大阪市西区 一力
大阪市西区 ホットクロス北堀江店
大阪市西区 龍苑
大阪市西区 AGITO SPACE
大阪市西区 よりみち酒場ちょこっと
大阪市西区 PiattoJ（ピアットジェイ）
大阪市西区 王道居酒屋のりを西本町店
大阪市西区 ケセランパサラン南堀江店
大阪市西区 ＨＯＴＥＬ ＴＨＥ ＲＯＣＫ
大阪市西区 立食いうどん大和庵
大阪市西区 更科
大阪市西区 ラギャロワーズ
大阪市西区 プチルポ
大阪市西区 靭公園 THE SHAKE
大阪市西区 こつぶ
大阪市西区 えどぼり 和じ庵
大阪市西区 一休
大阪市西区 ベトナム食堂チャオルア
大阪市西区 かりん
大阪市西区 スシコーヒー
大阪市西区 ソビノワ
大阪市西区 のざき
大阪市西区 VOXX
大阪市西区 スナック りんどう
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大阪市西区 和Dinning わだち
大阪市西区 うどん花きり
大阪市西区 炉端焼き酒場 中々 肥後橋店
大阪市西区 立ち飲み キッチンスタジアム
大阪市西区 ROUGH LABO CAFE
大阪市西区 喫茶水鯨
大阪市西区 越中屋
大阪市西区 青地
大阪市西区 たこ１
大阪市西区 Rira
大阪市西区 地鶏と美味い酒の店 ひっとべ
大阪市西区 サイゼリヤフォレオ大阪ドームシティ
大阪市西区 路地裏のボリィズ
大阪市西区 angel
大阪市西区 HELLO NEW DAY
大阪市西区 伽羅
大阪市西区 らーめんわんや
大阪市西区 watering bar PADDLE
大阪市西区 北京料理 新華園
大阪市西区 京伽
大阪市西区 焼肉まるしま江戸堀店
大阪市西区 麵屋・國丸。靭公園前店。
大阪市西区 肉匠 紋次郎 北堀江店
大阪市西区 カラオケ&スナックしま
大阪市西区 SOMECK 南堀江店
大阪市西区 Bistro隠
大阪市西区 焼肉勝
大阪市西区 牛カツ専門店 京都勝牛イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 リストランテ サリーレ
大阪市西区 DELI
大阪市西区 哈爾濱飯店
大阪市西区 ちゃ味鶏
大阪市西区 中国料理 唐朝
大阪市西区 中華料理 海華飯店
大阪市西区 Tossa de coracao
大阪市西区 Kitchen Sugar
大阪市西区 かちとんぼ
大阪市西区 ROKUJYUEN
大阪市西区 スターバックスコーヒー四ツ橋店
大阪市西区 COFFEE HOUSE 5th Street
大阪市西区 焼肉ここから 靭公園店
大阪市西区 HAJIME
大阪市西区 うち呑み屋
大阪市西区 THE PANHEAD'S HEAVEN SALOON
大阪市西区 炭火焼肉ほんまち
大阪市西区 焼肉 ハングル 阿波座店
大阪市西区 ホルモンズ
大阪市西区 THE TUBE
大阪市西区 尾道ラーメン 十六番
大阪市西区 Dining&Bar Rion
大阪市西区 Little Tree
大阪市西区 かっぱ寿司 境川店
大阪市西区 Craft Burger co.
大阪市西区 華蔵 和洋中ダイニング
大阪市西区 はらいそSparkle
大阪市西区 Indian neplai restaurant delhi 
大阪市西区 coccinella
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大阪市西区 Bonsowa ShiyokuD
大阪市西区 チェディルアン
大阪市西区 キシャル
大阪市西区 大富士 堀江店
大阪市西区 ITALIAN BAR VERDE
大阪市西区 立呑処 家味囲
大阪市西区 ステーキハウス上田
大阪市西区 中華菜館會賓楼
大阪市西区 salon de riz ebisu
大阪市西区 寿し 京町堀 佐藤
大阪市西区 香
大阪市西区 アオイサル
大阪市西区 鮓あさ吉
大阪市西区 Eccomi
大阪市西区 FLY
大阪市西区 じゅ寿
大阪市西区 ダオフー肥後橋店
大阪市西区 little OWL
大阪市西区 徐福大飯店
大阪市西区 京町料理みつや
大阪市西区 土竜 新町店 （隠れ家 kitchen Mogura）
大阪市西区 BURGERLION-UTSUBO A GOGO-
大阪市西区 串料理 あ
大阪市西区 soratobukaori
大阪市西区 RICARDO BAR DE ESPANA
大阪市西区 山海倶楽部淀屋橋
大阪市西区 カレーBARクローバー
大阪市西区 イタリア食堂 ポルコ
大阪市西区 カレーハウスCoCo壱番屋フォレオ大阪ドームシティ店
大阪市西区 スナック 金魚
大阪市西区 スナック MAKI
大阪市西区 餃子の王将 大阪九条店
大阪市西区 ジュークトゥエンティー
大阪市西区 Bar AGO
大阪市西区 ブルーシールアイスクリーム アメリカ村店
大阪市西区 しぜんバル パプリカ食堂 Vegan
大阪市西区 Coastal Living
大阪市西区 びっくりドンキーフォレオ大阪ドームシティ店
大阪市西区 江戸堀 武蔵野 京町堀 武蔵
大阪市西区 嬉農 むすび庵
大阪市西区 新町デリピット
大阪市西区 GARDEN
大阪市西区 肥後橋ゆきや。
大阪市西区 cafe BOBBIN
大阪市西区 かどや 焼肉店
大阪市西区 旨手羽家九条店
大阪市西区 愛れん
大阪市西区 ピープルズ
大阪市西区 穂里館
大阪市西区 たこ焼 あきない
大阪市西区 ハングリータイガー大阪
大阪市西区 金時屋
大阪市西区 おかしナスープ
大阪市西区 味９楽部
大阪市西区 あいすべきものすべてに
大阪市西区 Cafe ABSINTHE
大阪市西区 Light and Flaky pizza
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大阪市西区 swallowtail
大阪市西区 一風堂 堀江店
大阪市西区 ぞうとカブトムシ
大阪市西区 輪だち
大阪市西区 和顔
大阪市西区 博多華味鳥 肥後橋店
大阪市西区 スターバックスコーヒー肥後橋南店
大阪市西区 モスバーガー 靱本町店
大阪市西区 麺や拓
大阪市西区 FOCACCERIA
大阪市西区 焼肉にくふく
大阪市西区 DEVI Indian&Nepalese Restaurant
大阪市西区 焼肉まるしま西本町店
大阪市西区 黒毛和牛焼肉一 堀江店
大阪市西区 Grape & Vinyl Studio Slipstream
大阪市西区 サバ6製麺所 靱公園前店
大阪市西区 やきとりの名門 秋吉 阿波座店
大阪市西区 Cafe& Restaurant DECO
大阪市西区 BEEF×BAR LAMP
大阪市西区 康福
大阪市西区 天下一品 西長堀店
大阪市西区 えん魔家
大阪市西区 お惣菜と魚 くすの木
大阪市西区 中国菜SHIN-PEI
大阪市西区 魚菜さか蔵
大阪市西区 炭火焼鳥 矮鶏
大阪市西区 ホリーズカフェ 阿波座店
大阪市西区 酒房 とまり木
大阪市西区 わっか
大阪市西区 おかにわ
大阪市西区 エフユー(歩)
大阪市西区 お魚きっちん 祐星
大阪市西区 信州そば
大阪市西区 鷹仁 堀江店
大阪市西区 くろべえ
大阪市西区 Bar Beccan
大阪市西区 博多華味鳥四ツ橋
大阪市西区 和 フレンチバル son-ju-cue 村塾
大阪市西区 丹波地鶏とビオワイン 六賢
大阪市西区 じゃんぼ総本店新町１丁目店
大阪市西区 J wine  osaka
大阪市西区 星乃珈琲店四ツ橋店
大阪市西区 串の向こう側
大阪市西区 GANGNAM
大阪市西区 Knaben
大阪市西区 西長堀すずき
大阪市西区 お好み焼き きみ
大阪市西区 ひなた家
大阪市西区 BAK堀江
大阪市西区 大和屋食堂
大阪市西区 熱香森 & ForestTable
大阪市西区 喫茶と菓子タビノネ
大阪市西区 Trattoria Pappa
大阪市西区 大阪産料理空堀江本店
大阪市西区 餃子の王将 四ツ橋店
大阪市西区 iuen
大阪市西区 Bar HIROSE
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大阪市西区 sista8
大阪市西区 SNOW LION
大阪市西区 jeudi cafe
大阪市西区 カラオケスナック ままや
大阪市西区 YES!BURGER
大阪市西区 北極星
大阪市西区 Le petit K
大阪市西区 Ｆｉｖｅ南堀江
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 Difference
大阪市西区 asse+plus肥後橋店
大阪市西区 IVY Cafe&Bar
大阪市西区 鳥貴族 西本町店
大阪市西区 Ciucate
大阪市西区 鮨伊吹
大阪市西区 インドネパールレストラン＆バー ヒマラヤン
大阪市西区 鯛担麺専門店 抱きしめ鯛
大阪市西区 ココバナナ
大阪市西区 ChineseRestaurant都来
大阪市西区 北堀江ほおずき
大阪市西区 うつぼ慶之助
大阪市西区 北堀江 鮨与志
大阪市西区 焼鳥と麹 一石五鳥 肥後橋店
大阪市西区 キッチン Ohana
大阪市西区 ピッツェリア・ラ ポルタ
大阪市西区 らーめん四恩堀江
大阪市西区 京都北白川ラーメン魁力屋イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 ころころ亭 桃梦
大阪市西区 なごみ亭
大阪市西区 南堀江knave
大阪市西区 福州小吃
大阪市西区 鶏ロック
大阪市西区 THE MARK COFFEE SUPPLY OSAKA
大阪市西区 懐石宇津房
大阪市西区 live house Mrs.Dolphin
大阪市西区 伊賀肉料理 半蔵
大阪市西区 貴鶏屋 阿波座店
大阪市西区 小林の酒場
大阪市西区 ぢどり亭九条店
大阪市西区 鶏心
大阪市西区 韓味一 朴邸
大阪市西区 TAMANEGI
大阪市西区 神戸餃子酎房えんじゃ
大阪市西区 ロイヤルホストあみだ池店
大阪市西区 スリィデリ
大阪市西区 かごの屋大阪ドームシティ店
大阪市西区 ビリヤードグリーン22
大阪市西区 room
大阪市西区 肥後橋ラーメン亭
大阪市西区 味豊
大阪市西区 麺sroom神虎 肥後橋店
大阪市西区 アラルデ
大阪市西区 ○△□ キタホリエ
大阪市西区 カルータラ
大阪市西区 ディッパーダン イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 立ち呑みミカタ
大阪市西区 美肴＆美酒 むらさき

28 / 441 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9月9日公表分）

大阪市西区 輝妃
大阪市西区 Dining＆Bar BLEU
大阪市西区 天ぷら海馬
大阪市西区 AB'S食堂
大阪市西区 黒毛和牛焼肉一 九条店
大阪市西区 焼肉 らくはち
大阪市西区 鮨 すばる
大阪市西区 mothers
大阪市西区 クリアヒーリングサロン
大阪市西区 紅紅 肥後橋店
大阪市西区 九絵家
大阪市西区 食堂さんさんじ
大阪市西区 松屋肥後橋店
大阪市西区 SO MANY ROADS
大阪市西区 Champagne Bar Hanan 
大阪市西区 sereno
大阪市西区 割烹あお木
大阪市西区 鳥貴族 四ツ橋店
大阪市西区 カフェ＆バー ラキラビ
大阪市西区 かんてきや
大阪市西区 ノートルマンマ
大阪市西区 ラフィネストラ
大阪市西区 BISTROアキラ
大阪市西区 ホテルリブマックス大阪ドーム前
大阪市西区 農家厨房 肥後橋
大阪市西区 お好み焼 のんの
大阪市西区 T coffee
大阪市西区 松屋九条店
大阪市西区 コメダ珈琲 四ツ橋新町店
大阪市西区 鶏soba座銀
大阪市西区 TEPPAN Da Ciucate
大阪市西区 Ｎｕｍｂｅｒ ４０５
大阪市西区 ＣＯＵＲＥＲＵＤＩＮＯ
大阪市西区 まぐろの鉄人1号店
大阪市西区 カウボーイ家族大阪ドームシティ店
大阪市西区 旬菜しゃぶ重
大阪市西区 庄や 肥後橋土佐堀通り店
大阪市西区 らーめん香澄
大阪市西区 松屋四ツ橋店
大阪市西区 SANTA-LUCIA
大阪市西区 mangueira
大阪市西区 SHUHANA RESTAURANT
大阪市西区 板前焼肉一笑 江戸堀
大阪市西区 ピアノピアーノ
大阪市西区 スターバックスコーヒーイオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 NUWARA KADE
大阪市西区 cafe and bar kaaaan
大阪市西区 鶏家陶山
大阪市西区 徐園
大阪市西区 個室和食 堀江燈花 なんば店
大阪市西区 から揚げの天才ナインモール九条商店街店
大阪市西区 杏厨キッチン 新町店
大阪市西区 京町堀 莉玖
大阪市西区 北南東礼西
大阪市西区 スターバックスコーヒー西本町店
大阪市西区 鶏家陶山
大阪市西区 日本酒のめるとこ肥後橋店
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大阪市西区 築地銀だこイオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 やこや九条店
大阪市西区 季節料理中西
大阪市西区 チャオ・サイゴン
大阪市西区 VIS
大阪市西区 お好み焼き 庄助
大阪市西区 八百屋とごはん しみず
大阪市西区 お好みたまちゃんviva！
大阪市西区 すし活魚 魚蔵肥後橋店
大阪市西区 フリジェリオ
大阪市西区 スシロー辰巳橋店
大阪市西区 広島風お好焼孔雀亭
大阪市西区 麺乃庄 つるまる北堀江店
大阪市西区 ローストビーフ神戸
大阪市西区 chiocciola
大阪市西区 おらが蕎麦
大阪市西区 ひとり焼肉一 阿波座店
大阪市西区 にしの
大阪市西区 セントグレースヴィラ プリマヴェラ
大阪市西区 八百屋とごはんうらや 西本町店
大阪市西区 牧草牛専門焼肉 Let itBeef
大阪市西区 Hurly Burly
大阪市西区 炭火やきとん 丸寿肥後橋店
大阪市西区 小雀弥 堀江店
大阪市西区 鳥貴族九条店
大阪市西区 カフェドクリエ 西本町店
大阪市西区 肥後橋南蛮亭
大阪市西区 コンヴィヴィアリテ
大阪市西区 CARNE asaeda
大阪市西区 南堀江Shim's
大阪市西区 立ち呑み みゆき
大阪市西区 飛行船スタイル南條
大阪市西区 泳ぎふぐ専門店 ふぐ安
大阪市西区 COCONO
大阪市西区 リンガーハット イオン大阪ドーム前店
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 マルルエウルル2
大阪市西区 餃子とリロと〇〇と
大阪市西区 Natural green cafe
大阪市西区 ABC
大阪市西区 アーフェリーク迎賓館 大阪
大阪市西区 札幌スープカレーJACK
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 barpiko（バルピコ）
大阪市西区 ROYAL BIRIYANI & BAR INDIAN &NEPALI RESTARUNT
大阪市西区 こやぶの台所
大阪市西区 堀江明治軒
大阪市西区 心・八剣伝 阿波座店
大阪市西区 味囍園
大阪市西区 インドレストランＢＩＮＤＵ イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 やよい軒フォレオ大阪ドームシティー
大阪市西区 前田庭
大阪市西区 kamome
大阪市西区 LOUISE
大阪市西区 そば処つなぎ
大阪市西区 麺乃庄つるまる京町堀店
大阪市西区 酒場とらず 西本町店
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大阪市西区 香港軽食
大阪市西区 國型製作所 新町店
大阪市西区 メソン サルー
大阪市西区 舞香
大阪市西区 （食）ましか
大阪市西区 NANA NO MOE
大阪市西区 おばんざい はっち
大阪市西区 酒中花 空心
大阪市西区 ゆき農園珈琲
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 味蕾
大阪市西区 旨いもんや心
大阪市西区 播鳥 肥後橋店
大阪市西区 やきやき三輪堀江店
大阪市西区 Hi!SandWich
大阪市西区 ボリィズコーヒー
大阪市西区 低糖質 ダイニング ブラン
大阪市西区 なか卯 南堀江店
大阪市西区 麺匠 パスタバカ一代
大阪市西区 素人料理の店 こその
大阪市西区 ケンタッキー イオンモール店
大阪市西区 吉野家 九条店
大阪市西区 新町都城
大阪市西区 や台ずし九条ナインモール町
大阪市西区 ＴＨＥ ＧＡＲＬＩＣ ＮＩＮＮＩＫＵ－ＹＡ 北堀江
大阪市西区 炭火焼鳥 鶏福
大阪市西区 焼肉R29
大阪市西区 吉野家 阿波座店
大阪市西区 うえの
大阪市西区 すき家 江戸堀店
大阪市西区 たこ焼きバル徳次郎参号店
大阪市西区 エチョラ
大阪市西区 KAMIKAZE 
大阪市西区 ビメンディ
大阪市西区 家族亭
大阪市西区 Mix
大阪市西区 そばよし庵信濃橋店
大阪市西区 岩崎キャフェテリア
大阪市西区 酒処 花れ
大阪市西区 すき家 南堀江店
大阪市西区 花
大阪市西区 創旬奏楽 わをん
大阪市西区 味処淀屋
大阪市西区 なか卯 肥後橋店
大阪市西区 鉄板焼太縁
大阪市西区 麺鶏宮崎郷土料理どぎゃん
大阪市西区 ケンタッキーフライドチキン 大阪ドーム店
大阪市西区 「TABLES Coffee Bakery & Diner」
大阪市西区 すき家 立売堀二丁目店
大阪市西区 ボリィズベイビーコーヒー
大阪市西区 ソビノワ
大阪市西区 すき家 西本町店
大阪市西区 梅田明月館 阿波座店
大阪市西区 花水木
大阪市西区 ニンニクラーメン天洋九条店
大阪市西区 吾一 肥後橋店
大阪市西区 ＣＵＢＩＥＲＴＡ

31 / 441 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9月9日公表分）

大阪市西区 靱本町がく
大阪市西区 ん
大阪市西区 キャベツ焼大阪ドーム店
大阪市西区 スタンドBAR洋燈
大阪市西区 浪花麺乃庄つるまる饂飩肥後橋店
大阪市西区 板前焼肉一笑 靱本町
大阪市西区 なか卯 京町堀店
大阪市西区 cacacurry Re: NEAT NEAT
大阪市西区 すき焼き九
大阪市西区 八光
大阪市西区 なにわの台所いたち
大阪市西区 白牡丹  堀江店
大阪市西区 CAFE REPIT
大阪市西区 なか卯 四ツ橋店
大阪市西区 丸亀製麺信濃橋
大阪市西区 コメダ珈琲 大阪土佐堀店
大阪市西区 文世食堂
大阪市西区 ムーラン
大阪市西区 Beau Garcon
大阪市西区 焼きもんバール新町メリハリ
大阪市西区 せんと九条店
大阪市西区 鶏そば 小箱
大阪市西区 さくら
大阪市西区 食事処 鬼酔
大阪市西区 鮨藤もと
大阪市西区 orange
大阪市西区 エクソダス
大阪市西区 うまい麺には福来たる 西大橋店
大阪市西区 kappa due
大阪市西区 masquerade xi
大阪市西区 たまごっ亭イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 かぶら
大阪市西区 天ぷら定食まきのイオンモール大阪ドームシティ
大阪市西区 や台ずし九条町
大阪市西区 ラーメン金久右衛門 阿波座店
大阪市西区 吉野家 肥後橋店
大阪市西区 テンシンランラン
大阪市西区 山茶花
大阪市西区 手づくりうどんと旬の味 喜作
大阪市西区 二鶴
大阪市西区 台湾火鍋Bar華心
大阪市西区 ラーメン つけ麺 笑福 西本町店
大阪市西区 和食 いし津
大阪市西区 3Beans
大阪市西区 DEVI INDIAN&NEPALESE RESTAURANT
大阪市西区 三豊麺～斬～西本町店
大阪市西区 かき小屋本舗 牡蠣舟
大阪市西区 なんでやねん
大阪市西区 pekeponmaru
大阪市西区 スナック カントリー
大阪市西区 Caloroso
大阪市西区 みどり
大阪市西区 neji
大阪市西区 お食事処さっちゃん
大阪市西区 昇六
大阪市西区 中華食堂チリレンゲ
大阪市西区 やよい軒阿波座店
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大阪市西区 alala
大阪市西区 3PEACES
大阪市西区 たこぴん 靭公園前店
大阪市西区 うず潮
大阪市西区 魚介イタリアン酒場サチアーレ
大阪市西区 朋
大阪市西区 いちりん
大阪市西区 Ｍａｄｅ ｉｎ オリーブ
大阪市西区 HATENA feat. Covent Garden
大阪市西区 つるまる西本町店
大阪市西区 １９６８古潭
大阪市西区 立ち呑み にこにこ
大阪市西区 くっちまえ
大阪市西区 みーとっと
大阪市西区 うまいやTENYA
大阪市西区 焼肉満腹リッチデリ
大阪市西区 鳥さくイオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 安土
大阪市西区 ＤＥＬＩカド
大阪市港区 たこ焼き酒場中村屋
大阪市港区 ほっTOすれBar
大阪市港区 かみがき
大阪市港区 居間蔵屋
大阪市港区 焼き鳥居酒屋みなみ
大阪市港区 好きやねん青山
大阪市港区 天保山 和食 帆
大阪市港区 My
大阪市港区 七人の盗賊
大阪市港区 肉を喰らえワインを浴びろ FIOREKUCINA
大阪市港区 焼く鳥屋 大阪港 本店
大阪市港区 first
大阪市港区 ひらた
大阪市港区 お食事処 はまゆう
大阪市港区 石焼き鉄板焼き まるにまる
大阪市港区 ちりとり鍋 田中本店
大阪市港区 居酒屋 源さん
大阪市港区 ペキンえん
大阪市港区 かりやま
大阪市港区 レストラン美吉
大阪市港区 ひろ
大阪市港区 BarBoogieWalk 
大阪市港区 中華料理泰県
大阪市港区 給仕當田
大阪市港区 やまもと屋
大阪市港区 やたがらす
大阪市港区 Peace
大阪市港区 励明園
大阪市港区 庵
大阪市港区 とり樹
大阪市港区 得正カレー
大阪市港区 中華の王将
大阪市港区 なかよし家
大阪市港区 立呑しんちゃん
大阪市港区 七輪屋kitchen
大阪市港区 Cafe Ivy
大阪市港区 玉藻寿司
大阪市港区 中野家のサムギョプサル
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大阪市港区 クリア
大阪市港区 鳥貴族 弁天町店
大阪市港区 ADNAN
大阪市港区 居酒屋いざ新
大阪市港区 うを市
大阪市港区 やきとり大吉 弁天中央店
大阪市港区 かどや
大阪市港区 ぶっきら BOWL
大阪市港区 番屋天保山店
大阪市港区 ゆうなぎ庵栞
大阪市港区 花あかり
大阪市港区 焼肉 たつ味
大阪市港区 喫茶フレンド
大阪市港区 居酒屋 樹
大阪市港区 カラオケ居酒屋万亜ー呂
大阪市港区 夕凪橋 多古安
大阪市港区 富士屋酒店
大阪市港区 おきなわ食堂
大阪市港区 お好み焼 かとちゃん
大阪市港区 手打ち一筋うどんきんぼし
大阪市港区 すきやねんとん子
大阪市港区 居酒屋さぁー
大阪市港区 Darts bar Ohana
大阪市港区 やきとり大吉 南市岡店
大阪市港区 北京料理 萬集楼
大阪市港区 旨手羽家朝潮橋店
大阪市港区 鶴橋風月 天保山店
大阪市港区 中国料理新揚州
大阪市港区 ガスト港弁天町店
大阪市港区 港見世 濱
大阪市港区 かるちぇらたん
大阪市港区 ソアラ
大阪市港区 焼肉の牛太 本陣 弁天町ベイタワー店
大阪市港区 鶏屋丸高
大阪市港区 居酒屋串べぇ
大阪市港区 どんぶり専門店丼丼亭
大阪市港区 Pizzeria E Trattoria Ciao
大阪市港区 居酒屋 菜花野
大阪市港区 BooFooWoo 
大阪市港区 活 鉄板焼き 森本
大阪市港区 居酒屋ふじよし
大阪市港区 BAR志まづ
大阪市港区 楽膳きわき
大阪市港区 中華料理 鈴ちゃん
大阪市港区 アートホテル大阪ベイタワー 割烹みなと
大阪市港区 Eboo
大阪市港区 中華そば 埜邑 弁天町店
大阪市港区 とと海月 波除店
大阪市港区 アートホテル大阪ベイタワー 鉄板焼RURI
大阪市港区 サイゼリヤ弁天町駅前
大阪市港区 あづまや
大阪市港区 アートホテル大阪ベイタワー SKYBUFFET51
大阪市港区 AKARENGA STEAK HOUSE
大阪市港区 オンニー
大阪市港区 アートホテル大阪ベイタワー BAR LOUNGE TWENTY
大阪市港区 炭火焼肉 ホルモン館
大阪市港区 みどり
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大阪市港区 麺屋 鶏之助
大阪市港区 弁天町番屋
大阪市港区 空庭温泉 居酒屋 縄のれん
大阪市港区 ヴィ・ド・フランス弁天町
大阪市港区 なかもと
大阪市港区 No.
大阪市港区 ISTANBUL TABLE 
大阪市港区 大阪たこ焼き本舗昌也
大阪市港区 王道居酒屋 のりを 弁天町駅前店
大阪市港区 酒処まんてん
大阪市港区 信州そば処そじ坊
大阪市港区 串まる天保山マーケットプレース店
大阪市港区 なかむら
大阪市港区 日曜日
大阪市港区 立ち呑み すずめ
大阪市港区 じゅうじゅう本舗 焼きんしゃい 弁天町店
大阪市港区 すし半市岡店
大阪市港区 SPARROW
大阪市港区 かぞく
大阪市港区 丸得酒場 とくとく 弁天町波除店
大阪市港区 かつ庵天保山マーケットプレース店
大阪市港区 鳴門
大阪市港区 レストラン ソウル
大阪市港区 芳家
大阪市港区 餃子の王将 弁天町市岡店
大阪市港区 波平 弁天町店
大阪市港区 居酒屋 竹園
大阪市港区 鶴橋風月 弁天町店
大阪市港区 LE GRAND BLEU
大阪市港区 とんかつ弁当弁天
大阪市港区 なにわの台所あすか
大阪市港区 阿倍野屋
大阪市港区 楽食酒 伊勢屋
大阪市港区 マザームーンカフェ天保山店
大阪市港区 たんぽぽ弁天町店
大阪市港区 くら寿司朝潮橋店
大阪市港区 スナックあんこ
大阪市港区 ロイヤルホスト朝潮橋店
大阪市港区 焼肉まえだ
大阪市港区 LA VIE 1923
大阪市港区 鳥貴族天保山店
大阪市港区 回転寿司新竹ベイタワー店
大阪市港区 とんかつ家
大阪市港区 トサカ商店
大阪市港区 喫茶HIRO
大阪市港区 レストラン地底旅行
大阪市港区 黒毛和牛焼肉一 市岡店
大阪市港区 大阪グレートコーヒー
大阪市港区 ふる里
大阪市港区 SHE,SIDE DINER
大阪市港区 らくらく亭
大阪市港区 葉糸商店
大阪市港区 居酒屋 あや
大阪市港区 NEPAL HOUSE
大阪市港区 いっちゃん
大阪市港区 一番星
大阪市港区 吉鳥弁天町店
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大阪市港区 軽食 松
大阪市港区 ミスタードーナツみなと夕凪ショップ
大阪市港区 越智
大阪市港区 旬彩食堂 いろんなん
大阪市港区 居酒屋とも
大阪市港区 天下一品 港店
大阪市港区 スナックアキ
大阪市港区 立呑み れいこ
大阪市港区 西村酒店
大阪市港区 とと海月 市岡元町店
大阪市港区 喫茶リカ
大阪市港区 初音
大阪市港区 ぢどり亭弁天町店
大阪市港区 丼丼亭
大阪市港区 はな家
大阪市港区 焼肉玄家
大阪市港区 らーめん藤平市岡店
大阪市港区 お好み焼きもり家
大阪市港区 和BAL Issei
大阪市港区 酒肴 隠れ家
大阪市港区 満マル 弁天町店
大阪市港区 鉄板焼 TEPPAN華
大阪市港区 自家製麺杵屋
大阪市港区 なか卯 みなと通店
大阪市港区 すき家 弁天町みなと通店
大阪市港区 Clear
大阪市港区 元祖 札幌や
大阪市港区 はな家
大阪市港区 すき家 大阪港駅前店
大阪市港区 ホリーズカフェ クロスシティ弁天町店
大阪市港区 居心伝 天保山店
大阪市港区 吉野家 朝潮橋店
大阪市港区 赤丸食堂
大阪市港区 Honey Bee
大阪市港区 鮨蒼
大阪市港区 Girlsnack806
大阪市港区 The saloon bar
大阪市港区 Secret Bar Black Velvet 
大阪市港区 お食事酒処 京ちゃん
大阪市港区 スナックK
大阪市港区 じゅん
大阪市港区 九州ラーメン博多っ娘
大阪市港区 辰已飯店
大阪市港区 805
大阪市港区 音明庵菩提樹
大阪市港区 Secret
大阪市港区 Theater Cafe信天翁
大阪市港区 三先 肉焼屋
大阪市港区 OLDIES THEATER
大阪市港区 S tajmahal Everest 弁天町店
大阪市港区 Ｋ・Ｄ Ｂａｒ ＳＡＭ
大阪市港区 ウィン
大阪市港区 ポートワン
大阪市港区 牛の福天保山マーケットプレース店
大阪市大正区 お好みハウスアン
大阪市大正区 酒処まるに
大阪市大正区 赤字屋
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大阪市大正区 居酒屋よあけ
大阪市大正区 姉妹
大阪市大正区 まるこう
大阪市大正区 カラオケ 京都
大阪市大正区 畑八酒店
大阪市大正区 や～まん 大正出前店
大阪市大正区 Leo
大阪市大正区 Donポチャ 大正店
大阪市大正区 イチバノチカラ
大阪市大正区 居酒屋やまねこ
大阪市大正区 串よし
大阪市大正区 ティンカーベル
大阪市大正区 立呑処きよしや
大阪市大正区 串ヤス
大阪市大正区 居酒屋 ごん太の家
大阪市大正区 スナック万寿
大阪市大正区 居酒屋じゅん平
大阪市大正区 天の川
大阪市大正区 和み家彩宴
大阪市大正区 おばんざい あんど
大阪市大正区 お食事処ひょうたん
大阪市大正区 池田屋
大阪市大正区 スナックエミ
大阪市大正区 居酒屋てるちゃん
大阪市大正区 ヨークシャ
大阪市大正区 スナックニューちはる
大阪市大正区 大桝屋
大阪市大正区 鳥貴族 大正駅前店
大阪市大正区 ごんべえ
大阪市大正区 ば～る Ｋ２
大阪市大正区 大阪王 大正店
大阪市大正区 チャイニーズキッチン上海
大阪市大正区 あとりえYURI
大阪市大正区 肉欲パープル
大阪市大正区 モリノ（ホテルソビアル 大阪 ドーム前内）
大阪市大正区 そーすや
大阪市大正区 堅ちゃん家
大阪市大正区 またきて屋
大阪市大正区 煮旬菜ろくろく
大阪市大正区 スナックプティ
大阪市大正区 沖縄そばたえ
大阪市大正区 さぶちゃん
大阪市大正区 ホルモン おーちゃん
大阪市大正区 スナック シルバー
大阪市大正区 うるま御殿
大阪市大正区 幸園
大阪市大正区 唄あしび
大阪市大正区 居酒屋 京
大阪市大正区 Yatara spice
大阪市大正区 正起屋
大阪市大正区 一品小鍋料理 玲
大阪市大正区 立吞みもっさん
大阪市大正区 立ち飲みいわき
大阪市大正区 ナンチャッ亭のエリー
大阪市大正区 海鮮屋台ゆうだん丸
大阪市大正区 うすぱれ 豊年
大阪市大正区 カラオケ喫茶 響
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大阪市大正区 スナック 君
大阪市大正区 てんしんのきもち
大阪市大正区 CHANCE  vip room
大阪市大正区 ラーメン 花京 大正店
大阪市大正区 炙り家陶山
大阪市大正区 カラオケ喫茶 宮古
大阪市大正区 スナックマキ
大阪市大正区 ポッポ
大阪市大正区 缶KanBar スマレンジャー
大阪市大正区 喫茶VAN
大阪市大正区 Bar GOLD58
大阪市大正区 肉匠 紋次郎 大正店
大阪市大正区 Bar BooZER
大阪市大正区 カラオケスナック 東尋坊
大阪市大正区 PIZZERIA DA DOTS タグボート大正店
大阪市大正区 すし処おお乃
大阪市大正区 居酒屋一丁目
大阪市大正区 シビスやそ
大阪市大正区 焼肉食堂かど家大正駅前店
大阪市大正区 鉄板焼 頂
大阪市大正区 カラオケ喫茶 さき
大阪市大正区 お魚食堂かど家 大正駅前店
大阪市大正区 スナック ちろりん
大阪市大正区 ふる里
大阪市大正区 心
大阪市大正区 居酒屋 鈴
大阪市大正区 七里香
大阪市大正区 串焼 ぴよぴよ
大阪市大正区 カラオケ喫茶 心
大阪市大正区 居酒屋まるに
大阪市大正区 MONDIAL KAFFEE328 TUGBOAT
大阪市大正区 やきやき酒場 ブン太
大阪市大正区 つるや
大阪市大正区 スナック ミカ
大阪市大正区 大吉
大阪市大正区 カラオケ喫茶 フレンド
大阪市大正区 JUKEBOX
大阪市大正区 CHWEETS
大阪市大正区 さつき
大阪市大正区 大川酒店
大阪市大正区 じゅりあ
大阪市大正区 白桃 お好み焼き店
大阪市大正区 明美
大阪市大正区 ルビー
大阪市大正区 沖縄料理 おもろ
大阪市大正区 虎えもん
大阪市大正区 大正酒場 情熱ホルモン
大阪市大正区 釜山港
大阪市大正区 カラオケレインボー
大阪市大正区 居酒屋だるま
大阪市大正区 お好み焼 福美
大阪市大正区 炉端 乃ノ家
大阪市大正区 もくもく
大阪市大正区 餃子の王将 泉尾店
大阪市大正区 THE MARKET Sour Lab.
大阪市大正区 焼肉五苑 大正店
大阪市大正区 ホルモンあきやす
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大阪市大正区 居酒屋ゆるっと
大阪市大正区 すなッくK
大阪市大正区 まるしん食堂
大阪市大正区 POTALU
大阪市大正区 楼船 さえ㐂
大阪市大正区 TNT
大阪市大正区 ホルモン大吾朗
大阪市大正区 さとう
大阪市大正区 たこの八ちゃん
大阪市大正区 ダックス
大阪市大正区 ヘバラギ
大阪市大正区 スナック絵理
大阪市大正区 カラオケ喫茶ＪＹＵＪＵ
大阪市大正区 シーガルダイナータグボート大正店
大阪市大正区 やきとん 乃ノ家
大阪市大正区 餃子の王将 大正店
大阪市大正区 すし半大正店
大阪市大正区 奄美
大阪市大正区 おばんざい利庵
大阪市大正区 実生MiO
大阪市大正区 玉名
大阪市大正区 立ち飲み大川
大阪市大正区 咲場 和み
大阪市大正区 焼肉 李
大阪市大正区 田中屋酒店
大阪市大正区 乃ノ家
大阪市大正区 三代目鳥メロ大正駅前店
大阪市大正区 じゅうじゅう本舗 焼きんしゃい 大正店
大阪市大正区 ZERO
大阪市大正区 たこ焼き 鉄板焼き やーまん 千島本店
大阪市大正区 いちゃりば
大阪市大正区 カラオケ酒場 水中花
大阪市大正区 レストランまりい
大阪市大正区 Bar MAUM
大阪市大正区 そば処さぬき路
大阪市大正区 ニューアポロ
大阪市大正区 回転寿司新竹 大正店
大阪市大正区 焼く鳥屋 大正店
大阪市大正区 marimo
大阪市大正区 ジャンボカラオケ広場大正駅前店
大阪市大正区 三徳庵大正店
大阪市大正区 ワンカルビ大正店
大阪市大正区 酒処 四万十
大阪市大正区 立ち飲み ミッチィー
大阪市大正区 匯香居
大阪市大正区 お食事処 よしや
大阪市大正区 Cafe&bar living 
大阪市大正区 きやすや
大阪市大正区 沖縄酒場 きじむなーの森
大阪市大正区 くろしを
大阪市大正区 刺しBA
大阪市大正区 焼肉やこや大正店
大阪市大正区 立ち呑みのさのや
大阪市大正区 春
大阪市大正区 BAR LOOP
大阪市大正区 お好み焼 ひろ
大阪市大正区 ONCE MORE
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大阪市大正区 舞台付ラウンジ 碁店
大阪市大正区 とろ安本店
大阪市大正区 こはち
大阪市大正区 STANDING  BAR  STAND
大阪市大正区 スシロー大正店
大阪市大正区 OKONOMIYAKI KIRIRI
大阪市大正区 ホルモンちから
大阪市大正区 鉄板居酒屋１１７３
大阪市大正区 大正焼肉ホルモンK2+
大阪市大正区 鉄板焼 栄八
大阪市大正区 お好み焼 ときわ
大阪市大正区 くじら
大阪市大正区 藤本酒店
大阪市大正区 串カツ 松栄
大阪市大正区 すき家 大正泉尾店
大阪市大正区 スナック ムーンライト
大阪市大正区 倉庫酒場パーキング
大阪市大正区 吉野家 大正店
大阪市大正区 沖縄料理（いっちゃん）
大阪市大正区 なか卯 大正千島店
大阪市大正区 バーミヤン大正千島店
大阪市大正区 スナック幸
大阪市大正区 すき家 大正駅南店
大阪市大正区 Bless
大阪市大正区 ニンニクラーメン天洋大正店
大阪市大正区 BAR YOU
大阪市大正区 ジョリーパスタ大正店
大阪市大正区 焼肉みの吉
大阪市大正区 Ｇarage
大阪市大正区 やぐら寿し
大阪市大正区 イマドキパーキング
大阪市大正区 めしや宮本むなし ＪＲ大正駅前店
大阪市大正区 一品料理 伊和音
大阪市大正区 ブラジルラウンジバルアイ・ラブ・ルーシー
大阪市大正区 ホリディパールホテル
大阪市大正区 スナック フィニー
大阪市大正区 こいさん
大阪市大正区 好八
大阪市大正区 チャンピオン
大阪市大正区 k
大阪市大正区 Cafe bar flamingo
大阪市大正区 7COLORS
大阪市大正区 とりどーる大正店
大阪市大正区 和ベト大正店
大阪市大正区 一品料理クニ
大阪市天王寺区 黄龍
大阪市天王寺区 紀州さかなや
大阪市天王寺区 raffinarto
大阪市天王寺区 raming tea shop
大阪市天王寺区 うどんの前田
大阪市天王寺区 グリルGate玉造店
大阪市天王寺区 得一
大阪市天王寺区 Smore寺田町店
大阪市天王寺区 日本のお酒とゆう屋
大阪市天王寺区 楽菜わさびや
大阪市天王寺区 居酒屋がんば
大阪市天王寺区 88yongkitchen
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大阪市天王寺区 焼肉 ガッツ
大阪市天王寺区 志なのすけ上六店
大阪市天王寺区 未来
大阪市天王寺区 Pizzeria Cafe Koberta
大阪市天王寺区 ハ剣伝天王寺店
大阪市天王寺区 みたらし小餅茶屋天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 BUCATINI
大阪市天王寺区 バール・ダイゴー
大阪市天王寺区 cafe calin
大阪市天王寺区 庖山
大阪市天王寺区 ワッシーズダイニングスープル
大阪市天王寺区 ハイハイ横丁
大阪市天王寺区 酒処つかさ
大阪市天王寺区 ニューツルマツ 上本町
大阪市天王寺区 べこ吉 天王寺店
大阪市天王寺区 生ハム&イタリアンVINO
大阪市天王寺区 鶏笑 上本町店
大阪市天王寺区 すし丈
大阪市天王寺区 すし割鮮天山
大阪市天王寺区 さつまラーメン
大阪市天王寺区 中国菜館海麟
大阪市天王寺区 味弥屋
大阪市天王寺区 炭火居酒屋 やな川
大阪市天王寺区 BOONEYS
大阪市天王寺区 酒と揚げ天ぷらてんてん
大阪市天王寺区 フロコリール・ラルブル
大阪市天王寺区 バナナノキモチ
大阪市天王寺区 スナック デッカ
大阪市天王寺区 旬天 伸
大阪市天王寺区 てんしばBBQテラス THE BBQ GARDEN in てんしばi:na
大阪市天王寺区 肴家
大阪市天王寺区 SENMATSU （千松）
大阪市天王寺区 惠三
大阪市天王寺区 カラオケジニー
大阪市天王寺区 おおいた和牛焼肉金ちゃん鶴橋style
大阪市天王寺区 モスバーガー 上六店
大阪市天王寺区 和食酒屋 惇
大阪市天王寺区 鶴橋いちごいちえ
大阪市天王寺区 裏天王寺肉寿司
大阪市天王寺区 くら寿司上本町店
大阪市天王寺区 京月 天王寺店
大阪市天王寺区 味里
大阪市天王寺区 Craperie Felice&PAUSE
大阪市天王寺区 焼肉萬野 天王寺
大阪市天王寺区 幽玄
大阪市天王寺区 お好み焼・鉄板焼 たぴおか食堂
大阪市天王寺区 もんじゃ焼きもみじ
大阪市天王寺区 真呑菜
大阪市天王寺区 お立呑喰処前之園
大阪市天王寺区 赤のれん
大阪市天王寺区 水泉
大阪市天王寺区 蔵元 豊祝 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 つけ麺雀 夕陽丘店
大阪市天王寺区 炭火焼肉 隆
大阪市天王寺区 串カツまる
大阪市天王寺区 ギョーザ工房ユーミン
大阪市天王寺区 韓国料理bibim天王寺MIOプラザ館店
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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 海鮮屋台 新鮮組 上本町店
大阪市天王寺区 赤のれん
大阪市天王寺区 たま鮨
大阪市天王寺区 毛利や
大阪市天王寺区 中国料理 其蘭
大阪市天王寺区 やきにく萬野 本店
大阪市天王寺区 日本料理和光菴
大阪市天王寺区 大邱家
大阪市天王寺区 dining＆bar  ROBIN
大阪市天王寺区 とん匠 上本町店
大阪市天王寺区 風の街玉造店
大阪市天王寺区 エデン特急
大阪市天王寺区 STAND PUB
大阪市天王寺区 心斎橋ミツヤ アベノ店
大阪市天王寺区 TOMIYA
大阪市天王寺区 花さき じんの庵
大阪市天王寺区 とんかつＫＹＫあべの地下街店
大阪市天王寺区 CHOJIRO上本町YUFURA店
大阪市天王寺区 むろまち
大阪市天王寺区 久世福商店 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 ナマステマハラジャ
大阪市天王寺区 福島 上等カレー
大阪市天王寺区 味処蜜玉
大阪市天王寺区 串まつ屋(上本町)
大阪市天王寺区 まごころ料理 ほそかわ
大阪市天王寺区 なごみの寿
大阪市天王寺区 ww cafe&Bar
大阪市天王寺区 シェアダイニングSAKIGAKE
大阪市天王寺区 サブウェイ上本町YUFURA店
大阪市天王寺区 てっちり 福仂
大阪市天王寺区 鮨泉水
大阪市天王寺区 スナックアマン
大阪市天王寺区 元祖ラーメン たま屋
大阪市天王寺区 むら居
大阪市天王寺区 大和焼肉やまとく
大阪市天王寺区 カフェプレスト天王寺
大阪市天王寺区 プチグリルマルヨシ
大阪市天王寺区 ジャンボカラオケ広場 玉造駅前店
大阪市天王寺区 スナックピープル
大阪市天王寺区 ガスト天王寺桃山店
大阪市天王寺区 大衆中華酒場若林 天王寺ＭＩＯ店
大阪市天王寺区 DRAM HOUSE THE ROOT
大阪市天王寺区 紅虎軒 天王寺ミオ
大阪市天王寺区 酒といろいろバンコ
大阪市天王寺区 焼肉食堂かど家 鶴橋店
大阪市天王寺区 赤白 天王寺ミオプラザ館店
大阪市天王寺区 与太呂
大阪市天王寺区 つるふく
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 や台ずし玉造町
大阪市天王寺区 smiley bar
大阪市天王寺区 ラウンジpakira
大阪市天王寺区 上町酔処 雪の宿
大阪市天王寺区 餃子の王将 天王寺堀越店
大阪市天王寺区 スターバックスコーヒーJR桃谷駅店
大阪市天王寺区 どうとんぼり神座 天王寺ＭＩＯプラザ店
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大阪市天王寺区 バーゆう
大阪市天王寺区 焼肉吉田 本店
大阪市天王寺区 鶴
大阪市天王寺区 WINE SUMI vinvin 瓶備 上本町
大阪市天王寺区 すし清
大阪市天王寺区 炉ばた焼 わすれ茶屋
大阪市天王寺区 パスタ・デ・パスタ 天王寺MIOプラザ館店
大阪市天王寺区 八角板
大阪市天王寺区 すしはな上本町店
大阪市天王寺区 味の名門 ソウル 桃谷店
大阪市天王寺区 三豊麺
大阪市天王寺区 baila
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 プロムナードカフェあべちか店
大阪市天王寺区 炉ばた焼 網兵衛
大阪市天王寺区 ひかり屋 天王寺ミオ
大阪市天王寺区 たか鳥 天王寺店
大阪市天王寺区 麺屋つばき 寺田町店
大阪市天王寺区 串かつ料理活阿倍野店
大阪市天王寺区 ちょんまげ食堂ラーメン部
大阪市天王寺区 旬草弥ひろ
大阪市天王寺区 タッカンマリ＆タットリタン コッキオ
大阪市天王寺区 炭火焼肉 鶴橋 七輪
大阪市天王寺区 肉バル居酒屋そざいや
大阪市天王寺区 台湾小籠包 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 石ヶ辻ゆいの
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 ひよこ
大阪市天王寺区 串まつ屋(鶴橋)
大阪市天王寺区 カフェクレバー アベ地下店
大阪市天王寺区 Jstyle Bar
大阪市天王寺区 幸カツ
大阪市天王寺区 Click＆Clack
大阪市天王寺区 花
大阪市天王寺区 元祖熟成細麺香来 天王寺ミオ店 
大阪市天王寺区 粋花ＫＹＫてんのうじミオ店
大阪市天王寺区 麺や修
大阪市天王寺区 居酒屋鮮道こんび
大阪市天王寺区 Ｊａｚｚ ｓｈｏｔ ＢＡＲ（ダイニングバー）街山荘
大阪市天王寺区 ジーノ・キッチンバー
大阪市天王寺区 甘党まえだ天王寺MIO店
大阪市天王寺区 わらじや上本町店
大阪市天王寺区 お食事処 すゑひろ
大阪市天王寺区 じゃんぼ焼鳥 鳥貴族 天王寺北口店
大阪市天王寺区 カスカード 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 炭焼あきない
大阪市天王寺区 上本町チエちゃん
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 祭太鼓 上本町店
大阪市天王寺区 海南亭
大阪市天王寺区 餃子の王将 寺田町店
大阪市天王寺区 洋麺屋五右衛門天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 うをさ
大阪市天王寺区 大阪中華街早市
大阪市天王寺区 餃子の王将 鶴橋駅前店
大阪市天王寺区 鶴橋ホルモン本舗 本店
大阪市天王寺区 天下一品 天王寺駅北口店
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大阪市天王寺区 鶏屋 いちごいちえ上本町
大阪市天王寺区 スナックムーラン
大阪市天王寺区 喜楽園
大阪市天王寺区 餃子の王将 上本町ハイハイタウン店
大阪市天王寺区 喫茶 フレンド
大阪市天王寺区 しゃぶ菜 天王寺ミオ
大阪市天王寺区 和酒和菜 みのり
大阪市天王寺区 喫茶ペイントハウス
大阪市天王寺区 お好み焼狸狸亭
大阪市天王寺区 やよい軒天王寺駅前店
大阪市天王寺区 炭火焼鳥 権兵衛 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 KoreanKitchen まだん鶴橋店
大阪市天王寺区 すし処 八孝
大阪市天王寺区 和匠肉料理 松屋 天王寺ＭＩＯ店
大阪市天王寺区 ジャズ スポット ポコ
大阪市天王寺区 おやじすし
大阪市天王寺区 カレーハウスCoCo壱番屋 JR天王寺駅北口店
大阪市天王寺区 フードやまもと
大阪市天王寺区 カレーハウスCoCo壱番屋 近鉄上本町駅前店
大阪市天王寺区 喫茶 珈琲館於巣路
大阪市天王寺区 神戸元町ドリア 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 炭火焼肉もん太
大阪市天王寺区 チーズとはちみつ天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 クリエイター
大阪市天王寺区 ペゴパヨ てんしば
大阪市天王寺区 Chilling cafe
大阪市天王寺区 ポモドーロフレスカ
大阪市天王寺区 甘党まえだあべちか店
大阪市天王寺区 三宝庵 上本町ＹＵＦＵＲＡ店
大阪市天王寺区 ROOM
大阪市天王寺区 つうつう
大阪市天王寺区 華みち
大阪市天王寺区 お好み焼きもみじ
大阪市天王寺区 極メロンパン
大阪市天王寺区 Lingua World Cafe
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 樹恵理
大阪市天王寺区 おサルのまさる
大阪市天王寺区 焼鳥 ボトルバード
大阪市天王寺区 ドトールコーヒーショップ天王寺北口店
大阪市天王寺区 平和
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 焼肉力丸 上本町店
大阪市天王寺区 ENTERTAIN麺T style JUNKSTORY M.ILabel
大阪市天王寺区 しゃぶかつ かつ㐂
大阪市天王寺区 卵と私天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 松富士
大阪市天王寺区 鮨こいき
大阪市天王寺区 ロッテリア天王寺駅北口店
大阪市天王寺区 ゆかり天王寺ミオプラザ館店
大阪市天王寺区 料亭 天繁
大阪市天王寺区 鉄板酒場 犇屋
大阪市天王寺区 牛たん焼き仙台辺見阿倍野地下街店
大阪市天王寺区 サロン卵と私近鉄上本町店
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 浪花すし
大阪市天王寺区 半田屋

44 / 441 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9月9日公表分）

大阪市天王寺区 大阪とらふぐの会
大阪市天王寺区 柳屋
大阪市天王寺区 クレープリーアルション ティーテーブルカフェ
大阪市天王寺区 モスバーガーあべちか店
大阪市天王寺区 牛たん焼き仙台辺見天王寺ミオ店
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 フレッシュネスバーガー上本町店
大阪市天王寺区 チャトパタ
大阪市天王寺区 焼肉吉田 新館
大阪市天王寺区 nana's green tea 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 鎌倉パスタ 上本町ＹＵＦＵＲＡ店
大阪市天王寺区 つきひ
大阪市天王寺区 中華 金柑
大阪市天王寺区 ぷれじでんと千房シェラトン都ホテル大阪店
大阪市天王寺区 松のや四天王寺前夕陽ケ丘店
大阪市天王寺区 sushidokoro まんま
大阪市天王寺区 パセラリゾーツ天王寺店
大阪市天王寺区 大ちゃん
大阪市天王寺区 スイーツパラダイス 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 ＳＰＯＯＮＳ ＣＡＦＥ
大阪市天王寺区 カフェ チャオプレッソ
大阪市天王寺区 BAQET 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 なむ
大阪市天王寺区 オアシスプラス
大阪市天王寺区 蕎麦料理はやうち
大阪市天王寺区 ビッグエコー鶴橋駅前店
大阪市天王寺区 鉄馬９４
大阪市天王寺区 冨士屋 天王寺MIOプラザ館店
大阪市天王寺区 四六時中天王寺店
大阪市天王寺区 外灘紅緑灯本館
大阪市天王寺区 じゃんぼ焼鳥 鳥貴族上本町店
大阪市天王寺区 きらくや五十鈴
大阪市天王寺区 らーめん伝伝
大阪市天王寺区 ツリーカフェ
大阪市天王寺区 鶴橋風月 本店
大阪市天王寺区 贔屓屋 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 サンマルクカフェ南海天王寺店
大阪市天王寺区 luvwine裏天王寺
大阪市天王寺区 ふらのキッチン
大阪市天王寺区 チャイニーズダイニング蘭亭
大阪市天王寺区 でめきん
大阪市天王寺区 びっくりドンキー 天王寺店
大阪市天王寺区 豚菜家ちばりよー
大阪市天王寺区 ロッテリアＪＲ鶴橋駅ＦＳ店
大阪市天王寺区 アフタヌーンティー・ティールーム
大阪市天王寺区 クロッカス
大阪市天王寺区 MAGNUM Collection
大阪市天王寺区 お好み焼 あじくらや
大阪市天王寺区 絆 KIZUNA
大阪市天王寺区 MARUFUJI CAFE
大阪市天王寺区 ピッツェリア トラットリア ミニョン
大阪市天王寺区 カルム カフェ カバリエ
大阪市天王寺区 備長串屋わたる 天王寺店
大阪市天王寺区 活旬 大枡
大阪市天王寺区 カフェ英國屋上本町近鉄Ｂ１店
大阪市天王寺区 牛一 新館
大阪市天王寺区 南海そば天王寺店
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大阪市天王寺区 Columbia8上本町店
大阪市天王寺区 吾作どん 天王寺店
大阪市天王寺区 バトゥール大阪
大阪市天王寺区 九州 熱中屋 上本町 ハイハイタウン LIVE
大阪市天王寺区 中華レストラン 味一
大阪市天王寺区 PariBurgerパリバーガー
大阪市天王寺区 J.S. FOODIES天王寺ミオ
大阪市天王寺区 ぼてぢゅう 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 吾作どん 天王寺公園前店
大阪市天王寺区 ジャンボカラオケ広場 上本町駅前店
大阪市天王寺区 カフェチャオプレッソ＆クックハウス上本町駅店
大阪市天王寺区 めいげつ
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 銀座アスター
大阪市天王寺区 焼鳥と麦 カッシーワ
大阪市天王寺区 膳や あべちか店
大阪市天王寺区 ハゲ天
大阪市天王寺区 つきひ天王寺店
大阪市天王寺区 立ち飲みまもる
大阪市天王寺区 江戸川
大阪市天王寺区 炭火焼鳥 土の子
大阪市天王寺区 串の坊 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 松屋鶴橋店
大阪市天王寺区 アジアンバルglow
大阪市天王寺区 デニーズ天王寺店
大阪市天王寺区 麺屋 和人
大阪市天王寺区 デリカフェ・キッチン天王寺
大阪市天王寺区 居酒屋梨泰院イテウォン
大阪市天王寺区 ゆずの小町 天王寺
大阪市天王寺区 喜楽亭
大阪市天王寺区 立ち飲み処shinten
大阪市天王寺区 天麩羅 はな天 鶴橋店
大阪市天王寺区 k a w a r a  C A F E & D I N I N G  天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 にんにくラーメン寺田町
大阪市天王寺区 がんこ桃谷店
大阪市天王寺区 和洋味かた
大阪市天王寺区 鶴橋三玄
大阪市天王寺区 すし幸駅前店
大阪市天王寺区 灘屋
大阪市天王寺区 都そば 天王寺店
大阪市天王寺区 麻婆麺専門店 麻仁 夕陽丘店
大阪市天王寺区 レストランカステロ
大阪市天王寺区 鰯屋カタクチ
大阪市天王寺区 Ｈａｎａ Ｃａｆｅ１７
大阪市天王寺区 松屋谷町九丁目店
大阪市天王寺区 カフェ英國屋天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 sushidokoro まんま はなれ
大阪市天王寺区 焼ふぐ夢鉄砲上本町本店
大阪市天王寺区 麺と肉だいつる
大阪市天王寺区 SORAIRO KITCHEN IN TENSHIBA PARK
大阪市天王寺区 秋吉天王寺店
大阪市天王寺区 丸福珈琲店 上本町YUFURA店
大阪市天王寺区 ソラーレ・ドーノ
大阪市天王寺区 三松
大阪市天王寺区 ひげ
大阪市天王寺区 貴鶏屋
大阪市天王寺区 居酒屋 じんぱぱ
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大阪市天王寺区 ドトールコーヒーショップ寺田町駅北口店
大阪市天王寺区 上六庵
大阪市天王寺区 天下一品 上本町店
大阪市天王寺区 アジヨシ別館
大阪市天王寺区 まじめや 上本町店
大阪市天王寺区 回転寿司海幸
大阪市天王寺区 麺家天王寺
大阪市天王寺区 酔虎伝てんのじ村
大阪市天王寺区 料亭天王殿
大阪市天王寺区 割烹居酒屋すし政
大阪市天王寺区 The Coffee Market 145
大阪市天王寺区 やまがそば
大阪市天王寺区 彭家タッカンマリ
大阪市天王寺区 肉バルDENNER-ROIN
大阪市天王寺区 ちょうちょ結び
大阪市天王寺区 冨士屋 あべちか店
大阪市天王寺区 すし幸本店
大阪市天王寺区 コリアンダイニング李朝園 上本町店
大阪市天王寺区 こま源 天王寺
大阪市天王寺区 ゴンチャ天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 和が家
大阪市天王寺区 美濃吉
大阪市天王寺区 麺家鶴橋
大阪市天王寺区 串八珍
大阪市天王寺区 中国料亭 杯杯天山閣
大阪市天王寺区 焼肉・韓国料理 蘭
大阪市天王寺区 Kitchen CEBOLLA 
大阪市天王寺区 ロイヤルホスト上本町店
大阪市天王寺区 麺家みちくさ
大阪市天王寺区 どんぶり専門店丼丼亭
大阪市天王寺区 天王寺百楽
大阪市天王寺区 アジヨシ総本店
大阪市天王寺区 KASUYA四天王寺店
大阪市天王寺区 立ち呑み よね屋
大阪市天王寺区 TENBA
大阪市天王寺区 餃子の王将 玉造店
大阪市天王寺区 心八剣伝JR桃谷駅前店
大阪市天王寺区 海鮮酒場おか長あべちか店
大阪市天王寺区 焼肉 鶴橋
大阪市天王寺区 肉炉端ロバート
大阪市天王寺区 ちゃんぽんにんにくパワー寺田町店
大阪市天王寺区 古潭
大阪市天王寺区 立呑み処ゆるり
大阪市天王寺区 Pelcola 天王寺店
大阪市天王寺区 焼肉空支店
大阪市天王寺区 らーめん賛平
大阪市天王寺区 さち福や天王寺ミオプラザ館
大阪市天王寺区 じゃんぼ総本店上本町１丁目店
大阪市天王寺区 亀屋マル八上本町店
大阪市天王寺区 日本料理 寺田
大阪市天王寺区 源氏
大阪市天王寺区 中井酒店
大阪市天王寺区 神和牛
大阪市天王寺区 food 李氏屋
大阪市天王寺区 焼肉鶴橋新館
大阪市天王寺区 Kimochi Tea
大阪市天王寺区 甘太郎 天王寺MIO店
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大阪市天王寺区 ミーアジヨイアプリモ
大阪市天王寺区 うどん 穂の香
大阪市天王寺区 ミスタードーナツ上本町ショップ
大阪市天王寺区 沖縄料理グーニーズ
大阪市天王寺区 食道園 近鉄上本町店
大阪市天王寺区 鶴橋焼肉金太郎
大阪市天王寺区 焼肉空テント館
大阪市天王寺区 コリアンキッチンシジャン
大阪市天王寺区 BIGWAVE
大阪市天王寺区 gulu×gulu
大阪市天王寺区 赤目
大阪市天王寺区 純ソウル料理明月館
大阪市天王寺区 韓国料理爛
大阪市天王寺区 鶴橋ホルモン本舗駅前店
大阪市天王寺区 や台ずし寺田町
大阪市天王寺区 サブウェイ天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 TRATTORIA il Campo da  SHIGE
大阪市天王寺区 しもたや阿倍野
大阪市天王寺区 丸亀製麺上本町
大阪市天王寺区 CAFE REST.  風の物語
大阪市天王寺区 季節料理 天田
大阪市天王寺区 ねぎ美人亭
大阪市天王寺区 焼肉鶴橋 別邸
大阪市天王寺区 焼肉ホルモン但馬丸善大阪本店
大阪市天王寺区 餃子の王将 天王寺店
大阪市天王寺区 上本町富喜
大阪市天王寺区 お好み焼き 弐八
大阪市天王寺区 CAFE&BAR クレープ8010
大阪市天王寺区 一龍
大阪市天王寺区 立ち飲み処shinten part2
大阪市天王寺区 吉野家 上本町店
大阪市天王寺区 なか卯 上本町店
大阪市天王寺区 焼肉ホルモン ザ・まん 天王寺北口店
大阪市天王寺区 吉野家 寺田町駅前店
大阪市天王寺区 そばよし 上本町店
大阪市天王寺区 焼肉 喜久安
大阪市天王寺区 ジャンボカラオケ広場 天王寺店
大阪市天王寺区 鑑真ノ郷
大阪市天王寺区 うの花すし
大阪市天王寺区 屋台居酒屋大阪満マル鶴橋駅前店
大阪市天王寺区 CAFESTAND OSAKA SWEETS PARADISE
大阪市天王寺区 鐵道館食堂
大阪市天王寺区 STARLIVEU6
大阪市天王寺区 りき六
大阪市天王寺区 すし萬近鉄上本町店１２階店
大阪市天王寺区 カラオケ３０４ 上本町店
大阪市天王寺区 すき家 上六店
大阪市天王寺区 炭火肉酒場 肉まる
大阪市天王寺区 なか卯 桃谷駅前店
大阪市天王寺区 焼肉萬野ホルモン舗
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 焼肉 牛一 本店
大阪市天王寺区 喫茶シロイヌ
大阪市天王寺区 炭火ホルモンそがん上本町店
大阪市天王寺区 monochrome
大阪市天王寺区 サイゼリヤ上本町
大阪市天王寺区 玄三庵天王寺ミオプラザ館店
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大阪市天王寺区 油そばだ 天王寺店
大阪市天王寺区 小原庄助
大阪市天王寺区 上一 甘辛や
大阪市天王寺区 アオイナポリインザパーク
大阪市天王寺区 旬菜と海鮮 森田屋
大阪市天王寺区 和sai
大阪市天王寺区 うどんの前田
大阪市天王寺区 ナップンナムジャ デソン
大阪市天王寺区 そらやま
大阪市天王寺区 木曽路上本町店
大阪市天王寺区 北海道
大阪市天王寺区 小川亭とらちゃん上本町店
大阪市天王寺区 青春ポッチャ
大阪市天王寺区 公立学校共済組合大阪宿泊所ホテルアウィーナ大阪
大阪市天王寺区 市村酒店
大阪市天王寺区 料亭 阪口楼
大阪市天王寺区 ハンバーグレストラン昭和町BOSTON四天王寺店
大阪市天王寺区 らぁめんこらぼるた
大阪市天王寺区 ミスタードーナツＪＲ 桃谷駅前ショップ
大阪市天王寺区 勝ち組本店
大阪市天王寺区 デジサット本店
大阪市天王寺区 正宗屋
大阪市天王寺区 串の坊上本町YUFURA店
大阪市天王寺区 ホルモンえびす
大阪市天王寺区 旬魚旬彩うおまん 上本町YUFURA店
大阪市天王寺区 ecafe
大阪市天王寺区 牛楽亭
大阪市天王寺区 牡蠣とワイン立喰い すしまる 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 あぶりや鶴橋駅前店
大阪市天王寺区 Bar99
大阪市天王寺区 焼肉大吉
大阪市天王寺区 なか卯 天王寺駅北口店
大阪市天王寺区 白雲台 鶴橋駅前店
大阪市天王寺区 こがんこあべちか店
大阪市天王寺区 えび頼み
大阪市天王寺区 上六産直市場
大阪市天王寺区 牛の福上本町店
大阪市浪速区 しゃぶ扇難波店
大阪市浪速区 ステーキ丼専門店のむら
大阪市浪速区 ケンタッキーフライドチキン芦原橋店
大阪市浪速区 だるま 本店
大阪市浪速区 酒房半田屋
大阪市浪速区 すし処賛志郎
大阪市浪速区 よし坊
大阪市浪速区 大阪ナポリタン協会なんばＣＩＴＹ店
大阪市浪速区 立ち呑み 小春
大阪市浪速区 中国料理天祥
大阪市浪速区 W@VE
大阪市浪速区 ハーブス なんばパークス店
大阪市浪速区 焼肉ホルモン昭和
大阪市浪速区 上等カレーBR  日本橋店
大阪市浪速区 ｉｔｏｒｉ
大阪市浪速区 GENSEN 喜楽 浪速店
大阪市浪速区 P3
大阪市浪速区 お好み焼 くいしん坊
大阪市浪速区 油そば きりん寺 なんば駅前店
大阪市浪速区 肉処倉 なんばパークス店
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大阪市浪速区 メイド喫茶 アイキス
大阪市浪速区 居楽屋 白木屋
大阪市浪速区 スナック俊
大阪市浪速区 カラアゲヤ カミヤ
大阪市浪速区 ニューダイトン
大阪市浪速区 LUUs BAO
大阪市浪速区 気まま亭
大阪市浪速区 カラオケレインボー難波なんさん通り店
大阪市浪速区 バナイル
大阪市浪速区 居酒屋きっちん
大阪市浪速区 居酒屋なかよし大国町店
大阪市浪速区 Kitchen Ohana
大阪市浪速区 虎ノ王 つけ麺・ラー麺 桜川店
大阪市浪速区 ピカスペース
大阪市浪速区 能登屋
大阪市浪速区 かなえ寿司
大阪市浪速区 福望軒 
大阪市浪速区 居酒屋ちえ
大阪市浪速区 絶味鴨脖
大阪市浪速区 フジモト
大阪市浪速区 焼肉・ステーキ い志だ屋
大阪市浪速区 ＦＵＮ ＳＰＡＣＥ ＤＩＮＥＲ
大阪市浪速区 久八
大阪市浪速区 料亭錦
大阪市浪速区 串弁慶
大阪市浪速区 炭火焼肉犇三昧桜川本店
大阪市浪速区 たこ焼き得心 日本橋店
大阪市浪速区 肉タレ屋なんばBAL店
大阪市浪速区 スナック美吉
大阪市浪速区 なんやかんや
大阪市浪速区 クラムカフェ
大阪市浪速区 玉華園
大阪市浪速区 たこ焼き鉄板焼花火
大阪市浪速区 ハンズハニーカフェ 本店
大阪市浪速区 Valkyrie
大阪市浪速区 丸藤
大阪市浪速区 がれきっさ猫鯖
大阪市浪速区 madrigal
大阪市浪速区 あげたち匠の細麺つるとんたん大国町店
大阪市浪速区 Funtoco Bar namba
大阪市浪速区 らーめん鱗 難波店
大阪市浪速区 ZION
大阪市浪速区 錦そば
大阪市浪速区 スナック 無我
大阪市浪速区 カラオケ居酒屋 ひなた りゅうちゃん
大阪市浪速区 スナック 絆
大阪市浪速区 Cafe & Bar T,A,S,
大阪市浪速区 力餅
大阪市浪速区 沖縄食堂ハイサイなんばこめじるし店
大阪市浪速区 太平飯店
大阪市浪速区 みなみそう
大阪市浪速区 居酒屋七福
大阪市浪速区 佐兵衛
大阪市浪速区 munchies
大阪市浪速区 串カツKITEYA
大阪市浪速区 インディアンレストランPAYAL
大阪市浪速区 ハンバーグステーキ 極味や なんば店
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大阪市浪速区 海鮮丸
大阪市浪速区 らてめぃどオタロード店
大阪市浪速区 Bar Bambi
大阪市浪速区 湊町VOLCANO
大阪市浪速区 ぢどり亭難波２号店
大阪市浪速区 フェアフィールドバイ・マリオット大阪難波 Alices Table
大阪市浪速区 あなぐま亭
大阪市浪速区 やまと屋 1号店
大阪市浪速区 築地食堂源ちゃん なんばパークス店
大阪市浪速区 スナックなお
大阪市浪速区 家庭料理おばんざいたつの子
大阪市浪速区 王将倶楽部
大阪市浪速区 居酒屋まさちゃん
大阪市浪速区 揚子江ラーメン
大阪市浪速区 プコ家
大阪市浪速区 嬉々わらまさ
大阪市浪速区 楽開薩
大阪市浪速区 ゴル麺。通天閣店
大阪市浪速区 鹿児島 勝
大阪市浪速区 有機茶寮
大阪市浪速区 カラオケ喫茶 えんとも
大阪市浪速区 はんまだん
大阪市浪速区 居酒屋 ジュン
大阪市浪速区 スナック 亜美
大阪市浪速区 くら寿司なんば元町店
大阪市浪速区 居酒屋越ちゃん
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 やまと屋 すし本店
大阪市浪速区 ラーメン峰味
大阪市浪速区 イタリアントマトカフェjrOCAT店
大阪市浪速区 くら寿司新世界通天閣店
大阪市浪速区 酒BAR 月ノあかり
大阪市浪速区 ホテルソビアル なんば大国町
大阪市浪速区 micoざくら
大阪市浪速区 炭火ゴロ焼 はちこ
大阪市浪速区 三豊麺 なんば日本橋店
大阪市浪速区 カレーハウスCoCo壱番屋浪速区日本橋五丁目店
大阪市浪速区 サモア
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 天下一品難波ウインズ前店
大阪市浪速区 cafe space BUZZ
大阪市浪速区 そばよし 元町 本店
大阪市浪速区 山笠
大阪市浪速区 Bar Porori
大阪市浪速区 新世界串カツいっとく本店
大阪市浪速区 ebisu
大阪市浪速区 肉ホルモン てつ腕
大阪市浪速区 猫カフェ 猫音
大阪市浪速区 サイゼリヤ堺筋浪速警察署前
大阪市浪速区 白楽天
大阪市浪速区 まるや精肉店
大阪市浪速区 居酒屋 彩あい
大阪市浪速区 梅蘭
大阪市浪速区 昆虫食堂 本店
大阪市浪速区 爬虫類ＣＡＦＥ ＲＯＣＫ ＳＴＡＲ
大阪市浪速区 東京力めし大阪日本橋店
大阪市浪速区 寿司処 みやもと
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大阪市浪速区 肉酒場火車
大阪市浪速区 845
大阪市浪速区 小春2号店
大阪市浪速区 カプリス食堂
大阪市浪速区 無鉄砲 大阪店
大阪市浪速区 モンサンミッシェル大聖堂 ル・プティ・ジャルダン
大阪市浪速区 初代 エビス
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 串かつじゃんじゃん新世界本店
大阪市浪速区 ホルモン宗矩
大阪市浪速区 元祖とんかつカレーカツヤ
大阪市浪速区 Green Cafe
大阪市浪速区 HACOPLUS
大阪市浪速区 大阪王将 恵美須町店
大阪市浪速区 7days FRUITS CAFE
大阪市浪速区 やなぎ
大阪市浪速区 ぜにや
大阪市浪速区 麺に光を 別邸
大阪市浪速区 INDIAN RESTAURANT SHANKH
大阪市浪速区 鶴橋風月 なんばＣＩＴＹ店
大阪市浪速区 鶴橋風月 新世界店
大阪市浪速区 松屋食堂
大阪市浪速区 貴鶏屋 本店
大阪市浪速区 えびす 一升庵
大阪市浪速区 魚料理紬家
大阪市浪速区 にく笑木津市場店
大阪市浪速区 なにわ新風
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 炉端焼き いるり
大阪市浪速区 武漢熱干面 Juan
大阪市浪速区 あ太郎。
大阪市浪速区 喫茶 松竹
大阪市浪速区 @ほぉ～むカフェ大阪本店2階
大阪市浪速区 揚男爵
大阪市浪速区 イワサキクラブ
大阪市浪速区 風来坊大国町店
大阪市浪速区 日和ホテル大阪なんば駅前SAKURAラびより
大阪市浪速区 グッドスプーン なんばＣＩＴＹ店
大阪市浪速区 堃記
大阪市浪速区 大勝
大阪市浪速区 cafe' de Luna Park
大阪市浪速区 大阪大勝軒 日本橋店
大阪市浪速区 カフェe-maid
大阪市浪速区 味の大丸
大阪市浪速区 道頓堀ＣＲＡＦＴＢＥＥＲ醸造所
大阪市浪速区 シルクロード
大阪市浪速区 サイゼリヤなんばOCAT
大阪市浪速区 大衆酒場裏剣
大阪市浪速区 味の名門 ソウル
大阪市浪速区 新世界串カツからさき別館
大阪市浪速区 台湾まぜそば、台湾らーめん、薫
大阪市浪速区 やまと屋 本店
大阪市浪速区 あんばいナンバパークス店
大阪市浪速区 勘田亀吉
大阪市浪速区 五右衛門
大阪市浪速区 喫茶 鴉鷺
大阪市浪速区 お好み焼 鉄板焼 間
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大阪市浪速区 煮干しらーめん玉五郎 難波店
大阪市浪速区 味旬菜きらく
大阪市浪速区 BAR Heidrun
大阪市浪速区 こなな なんばパークス店
大阪市浪速区 新世界串カツからさき
大阪市浪速区 麻辣江湖元町
大阪市浪速区 ＠ほぉ～むカフェ大阪本店
大阪市浪速区 PRIVATE DINING KITCHEN
大阪市浪速区 やまと屋 ５号店
大阪市浪速区 Smile kitchenつぼちゃん
大阪市浪速区 麺屋帆のる大阪なんば店
大阪市浪速区 Pokerestaurant&bar 粋豚
大阪市浪速区 スターバックスコーヒーなんばパークス店
大阪市浪速区 多平
大阪市浪速区 藤原酒販 立呑処
大阪市浪速区 GOONIES
大阪市浪速区 さんぽ道
大阪市浪速区 music bar S.O.Ra.
大阪市浪速区 しげちゃんのからあげ
大阪市浪速区 鶏家 六角鶏 難波２号店
大阪市浪速区 新世界もつ鍋屋 本店
大阪市浪速区 cafe neve
大阪市浪速区 日本酒専門店 だいどこ やまなか
大阪市浪速区 カレーハウスCoCo壱番屋 浪速区大国町店
大阪市浪速区 餃子の王将 難波西店
大阪市浪速区 SAN
大阪市浪速区 中華そば ふじい芦原橋本店
大阪市浪速区 花邑
大阪市浪速区 Ange:U
大阪市浪速区 居酒屋 縁
大阪市浪速区 鉄板焼きとワインと蕎麦つなぐ
大阪市浪速区 天神麺
大阪市浪速区 餃子酒場 ぴたり なんば店
大阪市浪速区 のんきや
大阪市浪速区 やさい家めい なんばパークス
大阪市浪速区 キリンシティプラスなんばＣＩＴＹ店
大阪市浪速区 スターバックスコーヒーJR難波駅前店
大阪市浪速区 たこやきバー ｍａｒｕｓａ
大阪市浪速区 天ぷら大吉 なんば店
大阪市浪速区 ランドーカフェ
大阪市浪速区 ぎふや本家
大阪市浪速区 やきとりの名門 秋吉 なんば店
大阪市浪速区 ともゑ
大阪市浪速区 貴鶏屋 桜川店
大阪市浪速区 三麗
大阪市浪速区 春日亭日本橋オタロード店
大阪市浪速区 有機スポーツ酒場 八千代
大阪市浪速区 とんこつラーメン なんば金福
大阪市浪速区 福まる弁当
大阪市浪速区 HOI NGO QUAN
大阪市浪速区 美寿々
大阪市浪速区 居酒屋 志純
大阪市浪速区 新世界おやじの串や
大阪市浪速区 Four'S CaKe
大阪市浪速区 浪花創作ダイニング 食いしん坊
大阪市浪速区 昭和ロマンス酒場難波中店
大阪市浪速区 カフェバー あかつき
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大阪市浪速区 あべのたこやき やまちゃん日本橋店
大阪市浪速区 喜六
大阪市浪速区 日本橋PolluxTheater
大阪市浪速区 金星パスタ なんばパークス店
大阪市浪速区 牛全
大阪市浪速区 家族亭 難波湊町店
大阪市浪速区 萬福
大阪市浪速区 炭火焼鳥 権兵衛 なんばパークス店
大阪市浪速区 大阪王将 大国町店
大阪市浪速区 cafe&barBEMYBABY
大阪市浪速区 Ｓｉｓ Ｍｅａ Ｐａｒｓ
大阪市浪速区 犇屋
大阪市浪速区 ラーメン 道楽
大阪市浪速区 中国料理福星楼
大阪市浪速区 浪速鶏排堂
大阪市浪速区 くいもん＆BAR はんどじゃいぶ
大阪市浪速区 浪１８６８
大阪市浪速区 S.EBISU CAFE BAR
大阪市浪速区 やん!なんば本店
大阪市浪速区 肉麺まるきゅう
大阪市浪速区 極みとんかつ かつ喜
大阪市浪速区 rumido
大阪市浪速区 牛すじ酒場立呑み どてちん
大阪市浪速区 蛸べえ
大阪市浪速区 外灘紅緑灯 上海食亭
大阪市浪速区 神戸元町ドリア なんばパークス店
大阪市浪速区 ピュアダイヤ
大阪市浪速区 カレーショップマドラス
大阪市浪速区 横Cafe
大阪市浪速区 和歌寿司
大阪市浪速区 1998' 酒場
大阪市浪速区 冷麺館 大国町店
大阪市浪速区 and Co-
大阪市浪速区 喫茶 通天閣
大阪市浪速区 ヘドバンガール
大阪市浪速区 まいど
大阪市浪速区 たこ焼きたこの家
大阪市浪速区 大阪や
大阪市浪速区 日本橋南蛮亭
大阪市浪速区 餃子の王将 新世界店
大阪市浪速区 唐変木
大阪市浪速区 伏水酒蔵小路 別館
大阪市浪速区 なんば南酒場 情熱ホルモン
大阪市浪速区 もず屋
大阪市浪速区 鶴橋風月 スパワールド店
大阪市浪速区 やまと屋 寿司1号店
大阪市浪速区 エスカーレ
大阪市浪速区 23F宴会第一厨房、21F会議室用パントリーA・B
大阪市浪速区 カラオケスナックぶすのひーちゃん
大阪市浪速区 兎と薔薇。
大阪市浪速区 居酒屋なかよし
大阪市浪速区 STEP  BY  STEP
大阪市浪速区 堂島グラッチェなんば店
大阪市浪速区 神戸
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 chaque aout
大阪市浪速区 Blue Beans Cafe
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大阪市浪速区 野上屋
大阪市浪速区 立ち寿司1号店
大阪市浪速区 さくらbar
大阪市浪速区 俺のサキュバスちゃん
大阪市浪速区 松屋大国町店
大阪市浪速区 鳥貴族 ナンバ２号店
大阪市浪速区 美味卯
大阪市浪速区 湯源郷太平のゆなんば店
大阪市浪速区 大分からあげ わん 松屋町筋店
大阪市浪速区 エルマーズグリーンカフェ インザパーク
大阪市浪速区 あかつき
大阪市浪速区 灘屋酒店直売所
大阪市浪速区 #７０２ cafe&diner
大阪市浪速区 Anna Colors COFFEE
大阪市浪速区 大国鶴一
大阪市浪速区 中央軒なんばCITY店
大阪市浪速区 23F宴会第二厨房、22F宴会場パントリー、24F小会議室パントリー
大阪市浪速区 鶴亀家
大阪市浪速区 麺のカミの
大阪市浪速区 餃子と唐揚げの酒場 難波のしんちゃん
大阪市浪速区 松屋桜川店
大阪市浪速区 鳥貴族 桜川店
大阪市浪速区 花粉ネクスト
大阪市浪速区 じゃんじゃん大西屋
大阪市浪速区 北京料理 龍
大阪市浪速区 月のアムリタ
大阪市浪速区 隨縁亭
大阪市浪速区 鶴橋風月 OCAT店
大阪市浪速区 BAR TARO
大阪市浪速区 The CRAFT namba
大阪市浪速区 THE PAX 芥川珈琲 僕のバインミー
大阪市浪速区 難波ロバート
大阪市浪速区 めし亭酒房 佐海たちばな
大阪市浪速区 喫茶ドレミ
大阪市浪速区 ダイニングステージ 佐海屋
大阪市浪速区 御食事処にしかわ
大阪市浪速区 Sweet Tease
大阪市浪速区 魚串波食波食
大阪市浪速区 プードルピンク
大阪市浪速区 炭火焼 煙
大阪市浪速区 ジャンボ釣船 つり吉
大阪市浪速区 1ポンドのステーキハンバーグタケル 日本橋オタロード店
大阪市浪速区 恵美須町酒場 情熱ホルモン
大阪市浪速区 百十 なんばこめじるし店
大阪市浪速区 勝太鼓
大阪市浪速区 大阪なんば 魂心家
大阪市浪速区 千成屋珈琲
大阪市浪速区 桜川酒場 情熱ホルモン
大阪市浪速区 佐海屋 旭
大阪市浪速区 レッドレッド
大阪市浪速区 ファニーティアーズ
大阪市浪速区 哲剣
大阪市浪速区 大衆町中華 饉ト餫
大阪市浪速区 香港蒸蘢 なんばパークス
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 当志郎
大阪市浪速区 きりん寺大阪総本店
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大阪市浪速区 SABAR+なんばCITY店
大阪市浪速区 ジャンボカラオケ広場 なんさん通り店
大阪市浪速区 松屋通天閣店
大阪市浪速区 MAGICAPPLE
大阪市浪速区 龍旗信 ＲＩＺＥ
大阪市浪速区 天下一品大国町駅前店
大阪市浪速区 麺屋ガテンZ
大阪市浪速区 博多かわ屋 南海なんば店
大阪市浪速区 Lara Bottle
大阪市浪速区 八重勝東店
大阪市浪速区 桜川焼そばセンター
大阪市浪速区 縁座 居酒屋
大阪市浪速区 花木酒店
大阪市浪速区 ピッツェリア・サンタ・アンジェロ
大阪市浪速区 大漁丼家えびす家
大阪市浪速区 めいどりーみん オタロード店
大阪市浪速区 うまや
大阪市浪速区 大興寿司 南店
大阪市浪速区 お食事処 あずま亭
大阪市浪速区 Il Povero Diavolo 
大阪市浪速区 お食事処 三久
大阪市浪速区 stay
大阪市浪速区 OSTERIA SUDO
大阪市浪速区 大かまど飯寅福なんばパークス店
大阪市浪速区 Bar ARCASA
大阪市浪速区 スーパードライOCATモール街
大阪市浪速区 BarGuild
大阪市浪速区 なにわの串かつ 七福
大阪市浪速区 かごの屋大国町店
大阪市浪速区 鳴門寿司
大阪市浪速区 さかな屋Roku鮮 通天閣本店
大阪市浪速区 TOTHEHERBSなんばパークス
大阪市浪速区 ときすし なんばパークス店
大阪市浪速区 赤ちょうちん
大阪市浪速区 実演手打ちうどん杵屋
大阪市浪速区 吉鳥桜川店
大阪市浪速区 テーブルナイス
大阪市浪速区 焼肉まるよし
大阪市浪速区 やまと屋 ２号店
大阪市浪速区 ロイヤルホスト桜川店
大阪市浪速区 八百屋とごはん うらや本店
大阪市浪速区 回転寿司六鮮 新世界店
大阪市浪速区 スパゲティーのパンチョ 大阪なんば店
大阪市浪速区 信州そば処そじ坊
大阪市浪速区 中国酒家 朝陽閣 難波
大阪市浪速区 木林正雄商店
大阪市浪速区 横浜家系ラーメン 一新家 桜川店
大阪市浪速区 タピオカセンター&可愛いgallery
大阪市浪速区 備前屋
大阪市浪速区 九州らーめん亀王 恵美須町店
大阪市浪速区 そばや創庵
大阪市浪速区 とり一番本舗
大阪市浪速区 陶然亭 つる川
大阪市浪速区 今日しかない 難波店
大阪市浪速区 炭焼ホルモン七福
大阪市浪速区 難波肉劇場
大阪市浪速区 かどや
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大阪市浪速区 POP iD Cafe
大阪市浪速区 大起水産回転寿司 なんばCITY店
大阪市浪速区 しのぶ庵なんばパークス店
大阪市浪速区 レオ・ピラーナ
大阪市浪速区 亜細亜物産
大阪市浪速区 江南一品
大阪市浪速区 駄菓子Ｂａｒ ぺんぎん堂
大阪市浪速区 DEN・EN
大阪市浪速区 コリアンフードアンベオ
大阪市浪速区 天地人２号店
大阪市浪速区 ペッパーランチ南海難波店
大阪市浪速区 焼肉力丸 なんば湊町店
大阪市浪速区 豪快立ち寿司
大阪市浪速区 手羽先の羽 新世界店
大阪市浪速区 アラアルバ
大阪市浪速区 なか卯 恵美須店
大阪市浪速区 すき家 堺筋恵美須町店
大阪市浪速区 餃子の王将堺筋でんでんタウン店
大阪市浪速区 すき家 大国町駅前店
大阪市浪速区 カレーや マドラス 難波元町店
大阪市浪速区 麺屋のりお 難波中店
大阪市浪速区 めいどりーみん なんば店
大阪市浪速区 新世界
大阪市浪速区 串カツ・ホルモン専門店 朝日
大阪市浪速区 アルヘイムＯＣＡＴモール店
大阪市浪速区 くそオヤジ最後のひとふり なんば店
大阪市浪速区 餃子の王将大国町難波中店
大阪市浪速区 dapaidang105なんばこめじるし店
大阪市浪速区 ばくだん焼き本舗 大阪店
大阪市浪速区 寿司割烹しきの花
大阪市浪速区 Kroome coffee
大阪市浪速区 海鮮と地酒ときどき肉 ひなた 今宮戎店
大阪市浪速区 花も実も なんばパークス店
大阪市浪速区 新世界もつ鍋屋 なんば店
大阪市浪速区 通天閣の屋上貸切BBQテラス+キッチン【Chill out】
大阪市浪速区 なか卯 なんさん通店
大阪市浪速区 カフェベローチェ難波西口店
大阪市浪速区 餃子の王将日本橋でんでんタウン店
大阪市浪速区 吉野家 大国町店
大阪市浪速区 cafe＆bar コネクトドール
大阪市浪速区 すき家 難波元町店
大阪市浪速区 ぎふや別邸
大阪市浪速区 韓国料理bibim なんばパークス店
大阪市浪速区 何以解憂
大阪市浪速区 サンモリッツ
大阪市浪速区 大門
大阪市浪速区 吉野家 恵美須町店
大阪市浪速区 や台ずし大国町
大阪市浪速区 good eat
大阪市浪速区 Milkcafe
大阪市浪速区 ソウル焼肉
大阪市浪速区 なか卯 桜川店
大阪市浪速区 マジックスパイス なにわ店
大阪市浪速区 えびす食堂
大阪市浪速区 おでん・韓国料理 ニコル
大阪市浪速区 大東北総本店
大阪市浪速区 丸亀製麺なんば

57 / 441 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9月9日公表分）

大阪市浪速区 カフェベローチェ難波なんさん通り店
大阪市浪速区 かすうどん恵美須屋ジャン横店
大阪市浪速区 スナック 相良
大阪市浪速区 ポムの樹Gold なんばパークス店
大阪市浪速区 ぼぶ
大阪市浪速区 吉香園
大阪市浪速区 からから苑
大阪市浪速区 居酒屋幸子
大阪市浪速区 ふじやま
大阪市浪速区 焼肉39ごりら
大阪市浪速区 新世界ルナストリート
大阪市浪速区 KUA'AINAなんばパークス
大阪市浪速区 ヴィッテイ ハラル カフェレストラン オオサカ
大阪市浪速区 丸徳
大阪市浪速区 楽彩
大阪市浪速区 狸狸亭なにわ元町店
大阪市浪速区 広東炒飯店 なんばパークス店
大阪市浪速区 なんばHatch
大阪市浪速区 LoveCarat
大阪市浪速区 cafe＆bar コネクト
大阪市浪速区 魔法maidcafe Lumiele
大阪市浪速区 和ベト
大阪市浪速区 牛若丸
大阪市浪速区 和ＮＡＧＯＭＩ
大阪市浪速区 ナム
大阪市浪速区 Trattoria LOGIC OSAKA
大阪市浪速区 新世界串かつ福笑家
大阪市浪速区 元祖 343鮨
大阪市浪速区 居酒屋啓ちゃん
大阪市浪速区 牛かつ冨田
大阪市浪速区 さんかく
大阪市浪速区 uto
大阪市浪速区 ピットイン
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 洋食料理カフェ ナンバリボン
大阪市浪速区 横綱 新世界本店
大阪市浪速区 遊
大阪市浪速区 茶酒万屋 yOkUnA
大阪市浪速区 松屋 新世界店
大阪市浪速区 みなみ寿司
大阪市浪速区 お好み焼処 ふくや
大阪市浪速区 智 居酒屋とも
大阪市浪速区 Cafe&Bar CHROME
大阪市浪速区 どんぶり居酒屋令和 旧名 令和ホルモン
大阪市浪速区 居酒屋天龍
大阪市浪速区 やま一
大阪市浪速区 神戸牛みやび 日本橋本店
大阪市浪速区 神戸牛あかぎ屋 日本橋FIVE店
大阪市浪速区 一風堂なんば店
大阪市浪速区 串かつおうじ 動物園前店
大阪市浪速区 吉野家 なんばＣＩＴＹ南館店
大阪市浪速区 出汁鍋と海鮮 門戸
大阪市浪速区 焼肉定食こいろり日本橋店
大阪市浪速区 居酒屋ジョア
大阪市西淀川区 とり甚千船店
大阪市西淀川区 鳥善
大阪市西淀川区 カフェレストラン ヴィラージュ
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大阪市西淀川区 中国料理 ピネ亭
大阪市西淀川区 乃み処 あき
大阪市西淀川区 おしゃべり酒場 はれのちはれ
大阪市西淀川区 まるよし
大阪市西淀川区 呑処ひなた
大阪市西淀川区 ひまわり
大阪市西淀川区 つるや
大阪市西淀川区 お好み焼きボン
大阪市西淀川区 福島上等カレー 塚本店
大阪市西淀川区 エバーズ
大阪市西淀川区 スナックバッカス
大阪市西淀川区 和風ダイニング椿
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 平松
大阪市西淀川区 醤油と貝と麺 そして人と夢
大阪市西淀川区 居酒屋 二本足の案山子
大阪市西淀川区 お好み焼き塚本
大阪市西淀川区 居酒屋 勇雅
大阪市西淀川区 中華料理大元
大阪市西淀川区 鈴園
大阪市西淀川区 おでん居酒屋 出汁とさんぽ
大阪市西淀川区 居心地
大阪市西淀川区 らくだ
大阪市西淀川区 うずまきひめじまの巻
大阪市西淀川区 stand HACHI 
大阪市西淀川区 くら寿司御幣島店
大阪市西淀川区 らーめん まる氣
大阪市西淀川区 ホワイト
大阪市西淀川区 かっぱ鮨
大阪市西淀川区 山本屋
大阪市西淀川区 TORISPO
大阪市西淀川区 居酒屋 一休
大阪市西淀川区 茶々 喫茶
大阪市西淀川区 居酒屋 綺羅々
大阪市西淀川区 スタジオKM
大阪市西淀川区 お好み焼店 ふるさと
大阪市西淀川区 丸徳すし 花川店
大阪市西淀川区 金龍園
大阪市西淀川区 ありふくや
大阪市西淀川区 ちぐさ
大阪市西淀川区 カラオケ喫茶 絆
大阪市西淀川区 クルーソー
大阪市西淀川区 香港
大阪市西淀川区 居酒屋とびこみ
大阪市西淀川区 あいあい
大阪市西淀川区 ガスト佃店
大阪市西淀川区 世界長
大阪市西淀川区 かんぱ
大阪市西淀川区 お好み焼き金太郎
大阪市西淀川区 わんとケンムン 佃店
大阪市西淀川区 焼酎バー bar.bar.bar.
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 スズキ屋
大阪市西淀川区 鑫燃
大阪市西淀川区 焼肉千久左
大阪市西淀川区 伍shin
大阪市西淀川区 餃子の王将 塚本店
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大阪市西淀川区 焼鳥えびす
大阪市西淀川区 すし半塚本店
大阪市西淀川区 珈琲の友
大阪市西淀川区 立ち呑み居酒屋29
大阪市西淀川区 餃子の王将 歌島橋店
大阪市西淀川区 和食さとメラード大和田店
大阪市西淀川区 壺屋
大阪市西淀川区 かごの屋歌島橋店
大阪市西淀川区 いずみバーグ
大阪市西淀川区 季節料理 まこと
大阪市西淀川区 中華茶屋
大阪市西淀川区 すし正
大阪市西淀川区 らーめんStand R＆R ２号店
大阪市西淀川区 居酒屋 みなつき
大阪市西淀川区 バラエティーバーAjito
大阪市西淀川区 一富士
大阪市西淀川区 松のや姫島店
大阪市西淀川区 カラオケ楽園
大阪市西淀川区 たこ焼き 徳
大阪市西淀川区 ナイショノツルマサ
大阪市西淀川区 お好み大野
大阪市西淀川区 極
大阪市西淀川区 Trattoria Zio
大阪市西淀川区 すなっく りかちゃん
大阪市西淀川区 喫茶TwinS
大阪市西淀川区 じゅん
大阪市西淀川区 立ち呑みあちゃ～
大阪市西淀川区 1chance 
大阪市西淀川区 鉄板焼TOSHIBOU
大阪市西淀川区 焼肉 玄風
大阪市西淀川区 和食さと 御幣島店
大阪市西淀川区 ゆらゆら
大阪市西淀川区 Dining Barたかはし
大阪市西淀川区 すき家 西淀川大和田店
大阪市西淀川区 KASUYA大和田
大阪市西淀川区 春
大阪市西淀川区 ポポラマーマ福町店
大阪市西淀川区 カラオケスタジオコスモス
大阪市西淀川区 なか卯西淀川大野店
大阪市西淀川区 天神ラーメン 大和田店
大阪市西淀川区 吉野家 野里店
大阪市西淀川区 田舎家
大阪市西淀川区 Girlsbar Vinsmoke
大阪市西淀川区 焼肉工房つるまさ
大阪市西淀川区 スシロー歌島店
大阪市西淀川区 BAR  SPLIT
大阪市西淀川区 ｇｒａｓｉａｓ
大阪市西淀川区 大旺寿司
大阪市西淀川区 お好み焼 鉄板焼 たみこ
大阪市西淀川区 春団治
大阪市西淀川区 香蓑酒販
大阪市西淀川区 アポニー
大阪市西淀川区 たんたん
大阪市西淀川区 ちゃっぷりん
大阪市西淀川区 カラオケ喫茶延
大阪市西淀川区 和風お食事処いろは
大阪市西淀川区 スナック あけの
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大阪市西淀川区 姫虎
大阪市西淀川区 ASOBIBAR 酒々歩々
大阪市西淀川区 カリトロ 塚本店
大阪市西淀川区 ねんりん
大阪市東淀川区 桜寿司
大阪市東淀川区 樹
大阪市東淀川区 NEW GANGA
大阪市東淀川区 亀ちゃん
大阪市東淀川区 お好み焼耶 留旨
大阪市東淀川区 喫茶ぴっころ
大阪市東淀川区 焼肉 煙
大阪市東淀川区 居酒屋りんてん
大阪市東淀川区 居酒屋夜(ナイト)
大阪市東淀川区 ビースタイル
大阪市東淀川区 亜理亜恵 上新庄店
大阪市東淀川区 本格炉端 海鮮串焼き 八八
大阪市東淀川区 お好み焼き 涼風
大阪市東淀川区 ラーメン家あかぎ
大阪市東淀川区 Bar Amakara
大阪市東淀川区 お好み焼き福
大阪市東淀川区 カフェダイニングパパリナ
大阪市東淀川区 上新庄酒場
大阪市東淀川区 ぷち食堂けいちゃん
大阪市東淀川区 居酒屋まあさん 上新庄店
大阪市東淀川区 喫茶たばこや
大阪市東淀川区 炭火焼鳥かどや
大阪市東淀川区 N.Y.C.くらげBAR
大阪市東淀川区 新大阪海鮮食堂おーうえすと
大阪市東淀川区 赤ちょうちん
大阪市東淀川区 海鮮ダイニング元
大阪市東淀川区 たまたま
大阪市東淀川区 あわや
大阪市東淀川区 キッチンハウスshuku
大阪市東淀川区 焼いたり揚げたり
大阪市東淀川区 bar XAOS
大阪市東淀川区 ベリーズキッチン
大阪市東淀川区 海鮮屋台おくまん淡路店
大阪市東淀川区 スパイスラーメン スゥーガンディータ
大阪市東淀川区 ホルモンぶりすけ淡路店
大阪市東淀川区 スナック ナナ
大阪市東淀川区 のびる屋
大阪市東淀川区 kamishinjo diner Amakara Rich
大阪市東淀川区 京久トレビアン
大阪市東淀川区 チョップスティックステーキ肉や
大阪市東淀川区 大衆馬肉酒場 馬王
大阪市東淀川区 うどん製麵所 業-go-
大阪市東淀川区 吟醸バー石橋
大阪市東淀川区 Amore
大阪市東淀川区 豚たん 上新庄店
大阪市東淀川区 焼鳥とピッツァの店薪窯
大阪市東淀川区 M'sBAR
大阪市東淀川区 くら寿司菅原店
大阪市東淀川区 中華料理ぐら
大阪市東淀川区 cafe & Bar Win
大阪市東淀川区 さくら水産 新大阪東口店
大阪市東淀川区 カフェレストランローズガーデン
大阪市東淀川区 Whisky Bank SUKEYARDS
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大阪市東淀川区 きらら
大阪市東淀川区 喫茶英
大阪市東淀川区 お好み焼 さが
大阪市東淀川区 南国系居酒屋Nuga
大阪市東淀川区 豚珍館
大阪市東淀川区 おでん. 一品料理 菊ちゃん
大阪市東淀川区 Bar MANILA
大阪市東淀川区 珉珉上新庄駅前店
大阪市東淀川区 たこ焼1-1
大阪市東淀川区 亜理亜恵 相川店
大阪市東淀川区 カフェシルクロード
大阪市東淀川区 バランス
大阪市東淀川区 自家製麺つきよみ
大阪市東淀川区 AWAWA
大阪市東淀川区 焼鳥 当り八
大阪市東淀川区 ハートコーヒー 淡路店
大阪市東淀川区 かっぱ寿司 東淀川店
大阪市東淀川区 讃岐製麺東淀川大桐店
大阪市東淀川区 ガスト上新庄駅前店
大阪市東淀川区 麺屋 LUCK PLUCK
大阪市東淀川区 Bar Earth
大阪市東淀川区 まるこめ
大阪市東淀川区 春家
大阪市東淀川区 小料理濵
大阪市東淀川区 唄ってきくや
大阪市東淀川区 cafe, bar & musicアトリ
大阪市東淀川区 スナック 天草
大阪市東淀川区 居酒屋友
大阪市東淀川区 Anguila
大阪市東淀川区 居酒屋かっぱ
大阪市東淀川区 政宗
大阪市東淀川区 喜楽
大阪市東淀川区 大河
大阪市東淀川区 PUBSNACK ai
大阪市東淀川区 スナック アンコール
大阪市東淀川区 鶏翔 淡路店
大阪市東淀川区 珈琲専門店三番館
大阪市東淀川区 Lounge Noah
大阪市東淀川区 スナック舞
大阪市東淀川区 おでん(てる)
大阪市東淀川区 twin
大阪市東淀川区 酒肴や鯔背
大阪市東淀川区 鶏屋だもん 上新庄本店
大阪市東淀川区 ライオンカレー淡路店
大阪市東淀川区 モスバーガー豊里店
大阪市東淀川区 日韓家
大阪市東淀川区 佐和
大阪市東淀川区 居酒屋きまぐれ
大阪市東淀川区 次男坊ラーメン
大阪市東淀川区 焼肉炙
大阪市東淀川区 酒遊宴 悠
大阪市東淀川区 ふる里
大阪市東淀川区 酒処 安
大阪市東淀川区 こころカレー食堂
大阪市東淀川区 ザめしや上新庄店
大阪市東淀川区 食事処 飲処 阿蘇
大阪市東淀川区 じゃんぼ総本店相川駅前店
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大阪市東淀川区 Premium Cherish 瑞光駅前店
大阪市東淀川区 喫茶ミエ
大阪市東淀川区 ポンドカフェ
大阪市東淀川区 コミュニティキッチンｍｏｇｕｍｏｇｕ
大阪市東淀川区 居酒ヤ 九州っ子
大阪市東淀川区 nine eight
大阪市東淀川区 ステーキリバーベ 上新庄店
大阪市東淀川区 スナックNOA
大阪市東淀川区 善屋 たこ×3
大阪市東淀川区 ゆあーずサロン
大阪市東淀川区 珈琲屋いまがわ
大阪市東淀川区 カラオケ喫茶 り～な
大阪市東淀川区 お好み焼き 阿蘇
大阪市東淀川区 チャンピオン上新庄店
大阪市東淀川区 屋台居酒屋大阪満マル淡路店
大阪市東淀川区 PASSO A PASSO
大阪市東淀川区 やきとり えど吉
大阪市東淀川区 エイト
大阪市東淀川区 海鮮丼専門店 魚山 上新庄店
大阪市東淀川区 花まる
大阪市東淀川区 焼肉五苑 淡路店
大阪市東淀川区 波平 上新庄店
大阪市東淀川区 海鮮れすとらん魚輝水産上新庄店
大阪市東淀川区 スナック あけみ
大阪市東淀川区 カラオケラウンジpepe
大阪市東淀川区 KOKO CAFE
大阪市東淀川区 手羽小僧by小さいおっちゃんの店
大阪市東淀川区 得月
大阪市東淀川区 食堂大学
大阪市東淀川区 炭火居酒屋 やまびこ
大阪市東淀川区 酒遊きらり
大阪市東淀川区 vicolo
大阪市東淀川区 背脂豚骨ラーメン めめめ麺
大阪市東淀川区 サイゼリヤ阪急上新庄駅前
大阪市東淀川区 まほろば食堂
大阪市東淀川区 黒毛和牛焼肉龍
大阪市東淀川区 じゅんちゃん
大阪市東淀川区 かごの屋東淀川店
大阪市東淀川区 寿司一 
大阪市東淀川区 ホテル新大阪 カフェドカプリス
大阪市東淀川区 喜味苑
大阪市東淀川区 テーブルオーダーバイキング 焼肉 王道 上新庄店
大阪市東淀川区 とらじ
大阪市東淀川区 日本ケンタッキー・フライド・チキン上新庄店
大阪市東淀川区 ドトールコーヒーショップ 阪急淡路店
大阪市東淀川区 BAR MIDNIGHT-R3
大阪市東淀川区 ジャンボカラオケ広場 上新庄駅前店
大阪市東淀川区 まつえ
大阪市東淀川区 夜汽車
大阪市東淀川区 松屋新大阪東口店
大阪市東淀川区 みき
大阪市東淀川区 ひづめ
大阪市東淀川区 大衆酒場遊膳家
大阪市東淀川区 EL CAMINO
大阪市東淀川区 串焼屋はりも
大阪市東淀川区 味幸房みなみ阪急上新庄店
大阪市東淀川区 居酒屋あまのじゃく
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大阪市東淀川区 松のや・マイカリー食堂だいどう豊里店
大阪市東淀川区 1ポンドのステーキハンバーグタケル上新庄店
大阪市東淀川区 焼鳥 凡僧 南口店
大阪市東淀川区 リボン
大阪市東淀川区 松屋東淀川菅原店
大阪市東淀川区 This is 中川
大阪市東淀川区 DINING IZAKAYA グーブ
大阪市東淀川区 角打ちダイニング ちか
大阪市東淀川区 鯖寿司屋きのすけ
大阪市東淀川区 ポパイ
大阪市東淀川区 plum select 梅婆
大阪市東淀川区 十福神
大阪市東淀川区 お食事処 かわ
大阪市東淀川区 ハピネス
大阪市東淀川区 割烹たかせ
大阪市東淀川区 夢咲
大阪市東淀川区 む
大阪市東淀川区 炉ばた浪花料理つむら
大阪市東淀川区 江南
大阪市東淀川区 若菜そば阪急上新庄店
大阪市東淀川区 インド・ネパール料理 KANCHAN
大阪市東淀川区 酒々屋
大阪市東淀川区 びっくりドンキー上新庄店
大阪市東淀川区 Gazella
大阪市東淀川区 縁乃助商店
大阪市東淀川区 松屋上新庄店
大阪市東淀川区 ウオターキッチン シーソー（スナック）
大阪市東淀川区 ダーツ＆プールバーブレイク
大阪市東淀川区 喫茶はら
大阪市東淀川区 ブロンコビリー東淀川菅原店
大阪市東淀川区 うどん処 松
大阪市東淀川区 ３・６・５酒場 上新庄店
大阪市東淀川区 炭焼酒場 森田家 上新庄店
大阪市東淀川区 じゃんぼ総本店淡路商店街店
大阪市東淀川区 べにばな
大阪市東淀川区 うどんそば松屋
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 カラオケれもん
大阪市東淀川区 入道
大阪市東淀川区 立呑み はるちゃん
大阪市東淀川区 ロッテリア阪急上新庄店
大阪市東淀川区 お好み焼き 坂
大阪市東淀川区 トラットリア モンテネーゼ
大阪市東淀川区 キッチン付きコミュニティスペースだいだい
大阪市東淀川区 餃子の王将 淡路西口店
大阪市東淀川区 おのころ食堂淡路島
大阪市東淀川区 やきにく  大黒家
大阪市東淀川区 ナマステタージマハル
大阪市東淀川区 LE.SANA
大阪市東淀川区 いざかやかつべー
大阪市東淀川区 ビッグエコー淡路駅前店
大阪市東淀川区 清昌館上新庄店
大阪市東淀川区 しゅんちゃん
大阪市東淀川区 天下一品 淡路店
大阪市東淀川区 蔵すし
大阪市東淀川区 ガスト江口橋店
大阪市東淀川区 kenshin 上新庄店
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大阪市東淀川区 中房家 山崎
大阪市東淀川区 新大阪きらく アパホテル店
大阪市東淀川区 カラオケスナック キャロット
大阪市東淀川区 フォルクス上新庄店
大阪市東淀川区 おばんざい処 小桜
大阪市東淀川区 笑
大阪市東淀川区 スシロー東淀川2号店
大阪市東淀川区 餃子食堂マルケン 上新庄店
大阪市東淀川区 ビッグエコー上新庄駅前店
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 すき家 菅原店
大阪市東淀川区 炭火焼炉暖新大阪東口
大阪市東淀川区 居心伝 上新庄店
大阪市東淀川区 湖北
大阪市東淀川区 ちょーちんスピカ新大阪東口店
大阪市東淀川区 肉や
大阪市東淀川区 炉地裏ごっつ
大阪市東淀川区 アルバール淡路店
大阪市東淀川区 吉野家 阪急上新庄店
大阪市東淀川区 すき家 阪急淡路西口店
大阪市東淀川区 竹の子
大阪市東淀川区 ジャストミート
大阪市東淀川区 はなまるうどん かみしんプラザ店
大阪市東淀川区 なか卯 上新庄店
大阪市東淀川区 居酒屋いっちゃん
大阪市東淀川区 すき家 東淀川大桐店
大阪市東淀川区 ココス東淀川店
大阪市東淀川区 ビハニ
大阪市東淀川区 ぶんぶん
大阪市東淀川区 Mom's cooking J
大阪市東淀川区 寿司哲
大阪市東淀川区 大阪王将江口橋店
大阪市東淀川区 立呑のむのむ
大阪市東淀川区 松のや・マイカリー食堂 新大阪東口店
大阪市東淀川区 ミュージックハウスDJ
大阪市東淀川区 リカーショップくらみつ
大阪市東淀川区 Ｊ．ＣＯＣＯ
大阪市東淀川区 お好み焼き 美っちゃん
大阪市東淀川区 鳥貴族 淡路店
大阪市東淀川区 きんとり
大阪市東淀川区 いるぽんて
大阪市東淀川区 お好み焼ふじ
大阪市東淀川区 ラウンドワン東淀川店
大阪市東淀川区 呑み処 竹の子
大阪市東淀川区 多美
大阪市東淀川区 新潟発祥なおじ大阪上新庄店
大阪市東淀川区 麺や輝淡路店
大阪市東淀川区 cake ＆ cafe   dandelaion
大阪市東淀川区 #million.
大阪市東淀川区 蔵 KURA
大阪市東淀川区 lounge 3rd
大阪市東淀川区 いづつ
大阪市東淀川区 なにわのたこ焼きBARサムライ
大阪市東淀川区 や台ずし淡路駅前町
大阪市東淀川区 餃子の王将 上新庄店
大阪市東成区 BAR GIORNATA
大阪市東成区 居魚家ぎんた
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大阪市東成区 お好み焼き七虎
大阪市東成区 千翔
大阪市東成区 姫氏会館
大阪市東成区 スナック かりん
大阪市東成区 水車小屋
大阪市東成区 ぎょうざ専門店チャンピオン小路店
大阪市東成区 Luana
大阪市東成区 カラオケ＆ダンス アン
大阪市東成区 粉物居酒屋Bagus
大阪市東成区 ShotBar Bacchus
大阪市東成区 マルカツ 玉造
大阪市東成区 手打そば処ふじた
大阪市東成区 とりへい
大阪市東成区 そば丸平
大阪市東成区 中華料理 宝来亭 今里店
大阪市東成区 故郷一番街
大阪市東成区 Bong
大阪市東成区 Sabotenya
大阪市東成区 ふりーじぁ
大阪市東成区 Karaoke&Bar Ts.horse
大阪市東成区 華香園
大阪市東成区 カラオケスタジオ ｋａｐｐａ
大阪市東成区 遊びBAR D
大阪市東成区 プープー亭
大阪市東成区 焼肉TenTen
大阪市東成区 あんぶろうしあ
大阪市東成区 Cafeteria WINK
大阪市東成区 居酒屋 豊鈴
大阪市東成区 たこ坊主
大阪市東成区 咲咲
大阪市東成区 串カツ・串天 Yokotake
大阪市東成区 からあげ玉造
大阪市東成区 餃子専門店 味力亭 緑橋
大阪市東成区 安兵衛
大阪市東成区 魚屋ひでぞう本店
大阪市東成区 大衆酒場 酔泉
大阪市東成区 中華料理 多々喰
大阪市東成区 焼肉やまいち
大阪市東成区 Ｌａｇｆ
大阪市東成区 たまるBar
大阪市東成区 極楽うどんＴＫＵ
大阪市東成区 YAMAMON
大阪市東成区 お好み焼 万房
大阪市東成区 鶏いちず深江橋
大阪市東成区 採園
大阪市東成区 カラオケ スナック楽
大阪市東成区 中華そば 源さん" GENSAN
大阪市東成区 きちきち
大阪市東成区 大阪王将新緑橋店
大阪市東成区 焼肉宝来園
大阪市東成区 くら寿司今里店
大阪市東成区 崔おばさんのキムチ
大阪市東成区 唐揚げ専門店 壱唐 本店
大阪市東成区 丼やぶあいそう
大阪市東成区 地鶏のまる
大阪市東成区 お好み焼 いとう
大阪市東成区 スナックシュシュ
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大阪市東成区 和たなべや
大阪市東成区 馬肉・活魚・四季旬感 三本松
大阪市東成区 居酒屋さくら
大阪市東成区 お好み気分
大阪市東成区 居酒屋 菜みの
大阪市東成区 やきとり屋 鳥之宮
大阪市東成区 いろいろ
大阪市東成区 ほのか
大阪市東成区 クラフトカフェ今里
大阪市東成区 居酒屋 津門
大阪市東成区 グルッポ
大阪市東成区 Ａｌｏａｌｏ
大阪市東成区 andcafe
大阪市東成区 田中くん
大阪市東成区 肉匠 紋次郎 森之宮店
大阪市東成区 じゅうじゅうカルビ深江橋店
大阪市東成区 咲と
大阪市東成区 るうと
大阪市東成区 サンド de ごはん
大阪市東成区 中華料理 天心
大阪市東成区 松井酒店
大阪市東成区 鳥頭サブロー
大阪市東成区 焼肉轟
大阪市東成区 鍋と肴と酒いいち
大阪市東成区 本格焼肉八勝園
大阪市東成区 牛びより
大阪市東成区 ケントハウス
大阪市東成区 焼き鳥のさくら 新深江店
大阪市東成区 和み
大阪市東成区 ジャンボカラオケ広場 鶴橋駅前店
大阪市東成区 喫茶シュン
大阪市東成区 焼き鳥のさくら 今里店
大阪市東成区 居酒屋だんらん
大阪市東成区 インドレストラン＆バル アニル モーティ マハル
大阪市東成区 讃岐製麺深江橋店
大阪市東成区 チェリー
大阪市東成区 arcobaleno
大阪市東成区 創作キッチン 治【Ｈａｒｕ】
大阪市東成区 お好み焼 鉄板 Liberta
大阪市東成区 居酒屋 石松
大阪市東成区 鉄板串焼専門店 天竺
大阪市東成区 滋源
大阪市東成区 一盛
大阪市東成区 Shot Bar Advance
大阪市東成区 釜飯と網焼 いその 緑橋店
大阪市東成区 焼肉五苑 玉造店
大阪市東成区 KAKUREGA
大阪市東成区 餃子の王将 森ノ宮店
大阪市東成区 新深江礁
大阪市東成区 さん天 深江南店
大阪市東成区 南月
大阪市東成区 きくや
大阪市東成区 居酒やぶあいそう
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 中島屋
大阪市東成区 ふぐ久
大阪市東成区 鳥貴族 鶴橋店
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大阪市東成区 カラオケニューはりま
大阪市東成区 立呑八番本店
大阪市東成区 金杏奈の手作りキムチ
大阪市東成区 鶴橋風月 深江橋店
大阪市東成区 串焼きかぶと
大阪市東成区 ウォンシャチキン＆キンパ森ノ宮店
大阪市東成区 焼き鳥居酒屋 まるよし
大阪市東成区 玉造酒場ワワワ
大阪市東成区 Bobby's Kitchen
大阪市東成区 大阪ミヤタのあかしやき
大阪市東成区 マツイよりちゃん
大阪市東成区 セクション エイト
大阪市東成区 餃子の王将 今里店
大阪市東成区 辛麵屋桝元大阪本店
大阪市東成区 スナックバンブー
大阪市東成区 鉄板ダイニング だらけ
大阪市東成区 鶴橋酒場 情熱ホルモン
大阪市東成区 あさひや
大阪市東成区 台鶏店
大阪市東成区 カラオケ はりま
大阪市東成区 鳥貴族 深江橋店
大阪市東成区 やまや
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 カラオケ恵
大阪市東成区 珈琲館森ノ宮店
大阪市東成区 焼肉ホルモンまうん
大阪市東成区 中華料理 明洋軒
大阪市東成区 魚庭(なにわ)
大阪市東成区 ロイヤルホスト森ノ宮店
大阪市東成区 金の玉子
大阪市東成区 チョンガッネ タッカンマリ
大阪市東成区 ふぐ懐石料理山富
大阪市東成区 Luck cafe
大阪市東成区 丹平商店 呑み処丹平
大阪市東成区 しゃぶカルグッス チル
大阪市東成区 麺屋7.5Hz東成店
大阪市東成区 都そば 鶴橋店
大阪市東成区 吉鳥今里駅前店
大阪市東成区 ゆうごはん
大阪市東成区 やまだん家
大阪市東成区 げんこつ
大阪市東成区 はりま亭
大阪市東成区 得一緑橋
大阪市東成区 岡室商店
大阪市東成区 Bar 炎
大阪市東成区 日乃出家
大阪市東成区 参鶏湯専門店百年の礎鶴橋本店
大阪市東成区 ほっこり瓢箪島
大阪市東成区 松屋深江橋店
大阪市東成区 松屋今里店
大阪市東成区 餃子の王将緑橋店
大阪市東成区 ふぐかに処 心福
大阪市東成区 ブルーシャトウ
大阪市東成区 八剣伝深江橋店
大阪市東成区 茄子美
大阪市東成区 ファミリープラザ 深江橋店
大阪市東成区 オルレギル
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大阪市東成区 ゆうゆう深江橋店
大阪市東成区 カラビンカ
大阪市東成区 鳥貴族 森ノ宮店
大阪市東成区 ムニポチャ本店
大阪市東成区 珈琲館ANAK
大阪市東成区 Garage Craft
大阪市東成区 串の坊鶴橋店
大阪市東成区 たいこう
大阪市東成区 麦蔵
大阪市東成区 居酒屋きらく
大阪市東成区 ペペロポチャ
大阪市東成区 大富士
大阪市東成区 丸福
大阪市東成区 洋食の店 三起
大阪市東成区 グラシアス（GRACIAS)
大阪市東成区 餃子食堂マルケン 森ノ宮店
大阪市東成区 ガスト大今里店
大阪市東成区 スナック いつか
大阪市東成区 ペペロキンパ (キンパッPePeRo)
大阪市東成区 中華ダイニング菜演
大阪市東成区 炭火焼肉キョロちゃん
大阪市東成区 旨い料理 旨い酒 じょうじ
大阪市東成区 韓流カフェ茶母鶴橋別館
大阪市東成区 千寿
大阪市東成区 やよい軒鶴橋店
大阪市東成区 いり船寿司
大阪市東成区 ラーメン人生JET600
大阪市東成区 すし居酒屋 まる八
大阪市東成区 ポケット
大阪市東成区 茶房時雨
大阪市東成区 ちんちくりん
大阪市東成区 居心伝 森の宮店
大阪市東成区 ロマン
大阪市東成区 RiBone
大阪市東成区 インド・ネパール料理GANESHA
大阪市東成区 すき家 内環状新深江店
大阪市東成区 FREAKOUT鶴橋店
大阪市東成区 吉野家 今里店
大阪市東成区 吉野家 中央大通深江橋店
大阪市東成区 吉野家 鶴橋駅前店
大阪市東成区 ビリヤニ専門店 モハンスパイス
大阪市東成区 DANKKUM 
大阪市東成区 うまいや
大阪市東成区 大阪王将 玉造店
大阪市東成区 食彩炉ばた こころ
大阪市東成区 一㐂
大阪市東成区 コメダ珈琲店大阪メトロ今里北口店
大阪市東成区 中国料理 友園
大阪市東成区 鮨よしたけ
大阪市東成区 焼肉ホルモンぎゅうどき
大阪市東成区 ラビット
大阪市東成区 カラオケステージみどり
大阪市東成区 いくの桃太郎
大阪市東成区 炉ばた焼 千藏
大阪市東成区 焼き鳥たから
大阪市東成区 Pizza albany N.Y. 緑橋店
大阪市東成区 焼肉海昇園
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大阪市東成区 タベモノヤ  Ce que j'aime
大阪市東成区 カラオケ喫茶ロワール
大阪市東成区 なるとや
大阪市東成区 The Curry Man
大阪市東成区 Kゴギッジ
大阪市東成区 鶏焼
大阪市東成区 おでん屋
大阪市東成区 バンミーバオハン今里
大阪市東成区 旬菜酒房 遊や
大阪市東成区 深江橋 じょうじ
大阪市東成区 toto BURGER
大阪市東成区 サルビアチキン
大阪市東成区 一家
大阪市東成区 餃子の王将 鶴橋東店
大阪市生野区 タッバンウルバ
大阪市生野区 寺田町ワッフル 大熊猫堂
大阪市生野区 デチョルはペゴパ
大阪市生野区 Ｓｈａｒｋ
大阪市生野区 カラオケス井ス
大阪市生野区 ミョンドンチキン
大阪市生野区 お好み焼き鉄板焼はなはな
大阪市生野区 お好み焼き大文路
大阪市生野区 SHELTER COFFEE
大阪市生野区 焼肉 森
大阪市生野区 福ちゃん
大阪市生野区 串かつうおてる 桃谷店
大阪市生野区 丸勝 寺田町店
大阪市生野区 Brilliant BreezE
大阪市生野区 HI!CHEESE
大阪市生野区 たこ焼きちゃらんぽらん
大阪市生野区 レイ
大阪市生野区 Mimi'is Cafe
大阪市生野区 焼肉昇
大阪市生野区 美豊
大阪市生野区 小路更科
大阪市生野区 FRILL
大阪市生野区 いか八
大阪市生野区 Restaurantcafe orb
大阪市生野区 居酒屋まんま
大阪市生野区 きずな
大阪市生野区 88CHICKEN
大阪市生野区 スナック順
大阪市生野区 韓風酒家 天
大阪市生野区 カラオケ喫茶ローマ
大阪市生野区 お酒と音楽 RICO
大阪市生野区 まごころ料理 一里
大阪市生野区 月光舎
大阪市生野区 中川屋酒店
大阪市生野区 山菜
大阪市生野区 ラウンジBB
大阪市生野区 カラオケ はっぴー
大阪市生野区 カラオケぼちぼち
大阪市生野区 のんべえとよしかの台所
大阪市生野区 スナックカラオケKODAMA
大阪市生野区 吞み処美ら
大阪市生野区 チョアヨ
大阪市生野区 サウンド・パブ・プヂャ
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大阪市生野区 アオイ
大阪市生野区 HINAYA
大阪市生野区 創居酒屋ボタ
大阪市生野区 明日香
大阪市生野区 つくし
大阪市生野区 友
大阪市生野区 東寿司
大阪市生野区 にぎり長次郎北巽店
大阪市生野区 お好み屋 まんぼう
大阪市生野区 仁家
大阪市生野区 あつあつ亭
大阪市生野区 ララキンパ
大阪市生野区 げんや
大阪市生野区 からおけ リボン
大阪市生野区 ネオ リバー・サイド
大阪市生野区 コンラス
大阪市生野区 super crepes
大阪市生野区 Open Heart
大阪市生野区 くら寿司南巽店
大阪市生野区 ブルボン
大阪市生野区 ラウンジラタン
大阪市生野区 アリとリス
大阪市生野区 スナックこびん
大阪市生野区 岩山海  鶴橋店
大阪市生野区 うたい家 ひろべえ
大阪市生野区 なごみ
大阪市生野区 プーチャン
大阪市生野区 出世湯
大阪市生野区 居酒屋小梅
大阪市生野区 ヨプトッポッキ（大阪店）
大阪市生野区 居酒屋一屋
大阪市生野区 味はらプチ食堂
大阪市生野区 そば うどん 今日亭 巽店
大阪市生野区 とらふぐ旬席若虎
大阪市生野区 リング
大阪市生野区 フライバル翔
大阪市生野区 笑福酒場げんぶ
大阪市生野区 ヴィーナス
大阪市生野区 twoシヨット
大阪市生野区 天真留
大阪市生野区 アンテプリマ
大阪市生野区 福一
大阪市生野区 炭火焼肉カフェ やまもとや
大阪市生野区 ひかり
大阪市生野区 カラオケスナック 城
大阪市生野区 小料理つくし
大阪市生野区 F-STYLE FINE
大阪市生野区 韓国料理ソウル
大阪市生野区 オニのこ
大阪市生野区 串カツ笑楽
大阪市生野区 Cafe＆snackリチャード
大阪市生野区 お食事処奴 くだらニューホワイト
大阪市生野区 ダリヤン
大阪市生野区 Jelly fish
大阪市生野区 はらぺこ
大阪市生野区 チェリージャム
大阪市生野区 居酒屋ちゃが楽小路店
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大阪市生野区 百歳時代
大阪市生野区 ヒサエ
大阪市生野区 おかわり
大阪市生野区 韓国料理チング
大阪市生野区 焼肉 さわ
大阪市生野区 街かど屋林寺店
大阪市生野区 龍香
大阪市生野区 One-Ju
大阪市生野区 居酒屋 魚々海
大阪市生野区 焼鳥居酒屋鳥工房 寺田町店
大阪市生野区 お好み焼 鼓
大阪市生野区 Who's Who
大阪市生野区 おかわり
大阪市生野区 カーニバルチキン田島店
大阪市生野区 まつ葉
大阪市生野区 餃子の王将 巽店
大阪市生野区 たこ源
大阪市生野区 ジミー桃谷店
大阪市生野区 JOE MAD SPECIAL 
大阪市生野区 はなび
大阪市生野区 なにわうまいもん食堂
大阪市生野区 お好み焼き はな
大阪市生野区 RE
大阪市生野区 鉄板ダイニング EL TOPO
大阪市生野区 karaokebarBBA
大阪市生野区 かっぱ寿司 生野店
大阪市生野区 八ぽん 寺田町店
大阪市生野区 鉄板焼 今里
大阪市生野区 カラオケ＆スナック 久美
大阪市生野区 焼肉 さわむら
大阪市生野区 居酒屋かつみ
大阪市生野区 居酒屋ぼっちり
大阪市生野区 まなぶダイニング
大阪市生野区 バーピラータ Bar Pirata
大阪市生野区 まきや
大阪市生野区 のだじ
大阪市生野区 百済離宮
大阪市生野区 焼肉とらじ
大阪市生野区 カラオケ スマイル
大阪市生野区 僕の鉄板焼き
大阪市生野区 大元
大阪市生野区 あったか家庭料理福連
大阪市生野区 VITY
大阪市生野区 来来亭生野巽店
大阪市生野区 ひろや
大阪市生野区 鳥貴族桃谷店
大阪市生野区 EVERGREEN RESTAURANT
大阪市生野区 大阪王将 寺田町店
大阪市生野区 Bar PLUS
大阪市生野区 CAFE SAI GON
大阪市生野区 みさを寿司
大阪市生野区 永洞屋
大阪市生野区 イザカヤふう
大阪市生野区 一品料理 ゆう
大阪市生野区 壱番食堂
大阪市生野区 ハンちゃんキムパ
大阪市生野区 ザめしや生野店
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大阪市生野区 からやま生野小路店
大阪市生野区 デチョルはペゴパ ２号店
大阪市生野区 ２０００ｄｏｎｇ ベトナム料理
大阪市生野区 ムーンライト
大阪市生野区 サイゼリヤ北巽
大阪市生野区 居酒屋ひろっちゃん
大阪市生野区 こうちゃん
大阪市生野区 メイキッス
大阪市生野区 クラブミアリ
大阪市生野区 ajito
大阪市生野区 居酒屋いってつ
大阪市生野区 遇見你麻辣燙
大阪市生野区 Snack Trap
大阪市生野区 てんしとあくま
大阪市生野区 カラオケバー BINGO
大阪市生野区 ラウンジ メジャーリーグ
大阪市生野区 カラオケ居酒屋トロル
大阪市生野区 三京
大阪市生野区 かえる
大阪市生野区 TONTON亭
大阪市生野区 七輪焼肉安安寺田町店
大阪市生野区 倉式珈琲店生野たつみ店
大阪市生野区 キッチン 月
大阪市生野区 Cafe&Goods B.S.C
大阪市生野区 焼鶏将軍家
大阪市生野区 善英
大阪市生野区 唐揚げ旨味 南巽駅前店
大阪市生野区 XIA
大阪市生野区 手づくり菓子の店 フウミ
大阪市生野区 鮨えびす
大阪市生野区 ぢどり亭北巽店
大阪市生野区 呑ん来亭
大阪市生野区 BAR Goody
大阪市生野区 Goobne Chicken 大阪鶴橋店
大阪市生野区 活喜寿し
大阪市生野区 沙頭角
大阪市生野区 さん天 巽北店
大阪市生野区 大熊猫堂喫茶はなれ2号店
大阪市生野区 Ｔｈｉｓ
大阪市生野区 花丸軒
大阪市生野区 富味園
大阪市生野区 テバギ
大阪市生野区 参鶏湯人ル
大阪市生野区 釜山
大阪市生野区 故郷
大阪市生野区 大阪一
大阪市生野区 龍園
大阪市生野区 サボテン
大阪市生野区 居酒屋なお
大阪市生野区 餃子の王将 桃谷店
大阪市生野区 丸芳
大阪市生野区 西光園かんてき
大阪市生野区 ごはん家 はらぺこ
大阪市生野区 Bar lounge ON
大阪市生野区 和食さと 勝山店
大阪市生野区 居酒屋 さわ
大阪市生野区 DE MARCHA
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大阪市生野区 TUNE
大阪市生野区 ライブハウス  ワン・ワールド
大阪市生野区 熟成焼肉いちばん 巽店
大阪市生野区 Zeus
大阪市生野区 ネネチキン大阪1号店
大阪市生野区 極楽うどんＡｈ－麺
大阪市生野区 味処くいぼう
大阪市生野区 木曽路北巽店
大阪市生野区 お好み焼 田なか
大阪市生野区 グリルポッケ
大阪市生野区 焼肉高麗
大阪市生野区 すしおやじ巻平
大阪市生野区 喫茶マンデリン
大阪市生野区 ちりとり鍋 杏
大阪市生野区 たこ焼きハイボール酒場ひさご
大阪市生野区 居酒屋若月
大阪市生野区 芳龍
大阪市生野区 韓国炉端 万宝家
大阪市生野区 中華老字号 砂鍋居
大阪市生野区 スナック蘭
大阪市生野区 ザツトフォー
大阪市生野区 鳥貴族 北巽店
大阪市生野区 天ぷら 千津賀
大阪市生野区 焼肉食堂 かど家 北巽店
大阪市生野区 サミーハウス
大阪市生野区 はなび
大阪市生野区 ハートランド
大阪市生野区 喫茶 ビビ
大阪市生野区 PUJA
大阪市生野区 旬彩居酒屋 吉季
大阪市生野区 ダイニングキッチンみなみ
大阪市生野区 ハンマダン
大阪市生野区 World
大阪市生野区 カラオケよっちゃん
大阪市生野区 らーめん砦寺田町
大阪市生野区 DingTea鶴橋店
大阪市生野区 百億
大阪市生野区 ベルワーム
大阪市生野区 レインボー
大阪市生野区 ふくふく家
大阪市生野区 スナック ひろこ
大阪市生野区 VOCAL
大阪市生野区 風薫 本格中華料理
大阪市生野区 八坂
大阪市生野区 鶴橋風月 桃谷店
大阪市生野区 メロディー
大阪市生野区 ひょうたんや
大阪市生野区 Live music club 雅楽
大阪市生野区 フニフニ
大阪市生野区 焼肉ライク 近鉄鶴橋駅店
大阪市生野区 ココ
大阪市生野区 韓味一 別館
大阪市生野区 ナップンナムジャ
大阪市生野区 うどん・そば繁昌
大阪市生野区 ソウル家
大阪市生野区 QUAN VIET
大阪市生野区 和(なごみ)
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大阪市生野区 すし昌
大阪市生野区 カレーショップコヨー
大阪市生野区 麺屋団長
大阪市生野区 月美
大阪市生野区 ドトールコーヒーショップ近鉄鶴橋駅EAST店
大阪市生野区 テポチャ
大阪市生野区 きっさ 茶異夢
大阪市生野区 淡路屋直売所
大阪市生野区 お好み焼き若葉
大阪市生野区 ダイニングイリ
大阪市生野区 麺屋わっしょい
大阪市生野区 焼肉の小川
大阪市生野区 松屋桃谷店
大阪市生野区 ちぇご家
大阪市生野区 白鷺
大阪市生野区 すし和食とびこめ
大阪市生野区 居酒屋ゆびきりげんまん
大阪市生野区 居酒屋ちゃが家
大阪市生野区 料亭久恵
大阪市生野区 TEPPAN 健心
大阪市生野区 なんぞ屋
大阪市生野区 ワンカルビ生野巽店
大阪市生野区 炭火焼鳥とりだん南巽店
大阪市生野区 都そば 今里店
大阪市生野区 道楽
大阪市生野区 おばんざい塩崎
大阪市生野区 G&C
大阪市生野区 鳥貴族寺田町店
大阪市生野区 コリアンダイニング李朝園 鶴橋店
大阪市生野区 てっちり修玄
大阪市生野区 大阪骨里香新今里店
大阪市生野区 八光
大阪市生野区 みどり サパ
大阪市生野区 F・1（エフワン）
大阪市生野区 桃花
大阪市生野区 ガスト天王寺東店
大阪市生野区 ふぐ料理 あじ平
大阪市生野区 ハンボックカフェ
大阪市生野区 和風喫茶いーぐる
大阪市生野区 いくの茶
大阪市生野区 から揚げや まーちゃん 生野店
大阪市生野区 奴寿司
大阪市生野区 お好み焼千代
大阪市生野区 TSURUHASHI７０８
大阪市生野区 茶喜 巽西店
大阪市生野区 揚子江ラーメン大池橋店
大阪市生野区 パコダ白雲
大阪市生野区 サカエ
大阪市生野区 はなまるうどん 生野勝山通り店
大阪市生野区 Kitchen Bar STULTI
大阪市生野区 呑み処 オレンジ
大阪市生野区 河童ラーメン本舗 生野巽店
大阪市生野区 松蘭
大阪市生野区 ＯＬＩＶＥ
大阪市生野区 千草
大阪市生野区 石乃屋
大阪市生野区 コリアンダイニング李朝園
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大阪市生野区 いこい
大阪市生野区 焼肉 Begin
大阪市生野区 ごろはち
大阪市生野区 INDIAN Nepali Restaurant SAMJhana
大阪市生野区 阿波弁慶
大阪市生野区 唐人街探案
大阪市生野区 一品居
大阪市生野区 韓国料理 大邱
大阪市生野区 串竹
大阪市生野区 トーラスバル
大阪市生野区 Cafe&Bar Seesaw
大阪市生野区 万福園
大阪市生野区 Potatohead 
大阪市生野区 鳳仙花
大阪市生野区 クレイジーキム ５号店
大阪市生野区 戎湯
大阪市生野区 dining &kitchen Mu
大阪市生野区 カラオケ 蘭
大阪市生野区 さかい農園
大阪市生野区 カレー倶楽部ルウ寺田町駅前店
大阪市生野区 ダイニング330
大阪市生野区 だいちゃん
大阪市生野区 じゃんぼ総本店
大阪市生野区 ハチの家
大阪市生野区 呑屋未来
大阪市生野区 道
大阪市生野区 BAR Largo
大阪市生野区 居酒屋桃一
大阪市生野区 ぶんぶん
大阪市生野区 呑み処食べ処新きみ乃
大阪市生野区 民俗村
大阪市生野区 吉野家 北巽店
大阪市生野区 らーめん天唯
大阪市生野区 ニンニクラーメン天洋
大阪市生野区 すき家 生野巽東店
大阪市生野区 SIMACO
大阪市生野区 カラオケサランII
大阪市生野区 田島屋
大阪市生野区 サルビア
大阪市生野区 麺吉
大阪市生野区 紫金城
大阪市生野区 なか卯 南巽店
大阪市生野区 喫茶Fuji
大阪市生野区 ニュータンポポ
大阪市生野区 すき家 大池橋店
大阪市生野区 K.KAYUMANGGI PHILPPINE CAFE REST LIVEHOUSE&KARAOKE
大阪市生野区 BAR DJ KOBA
大阪市生野区 花かご
大阪市生野区 Thank you てんきゅ
大阪市生野区 ジョリーパスタ生野店
大阪市生野区 大丸亭
大阪市生野区 お好み焼き風月
大阪市生野区 ミスタードーナツ北巽ショップ
大阪市生野区 カレーちゃん家
大阪市生野区 和ヌードル鈴七
大阪市生野区 丼丸 寺田町店
大阪市生野区 ＰＨＯ ＢＥＯ ＧＡＹ
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大阪市生野区 MY CURRY HOUSE
大阪市生野区 つみきや
大阪市生野区 玄風館
大阪市生野区 インド料理 ハーブ スパイス キッチン
大阪市生野区 BIA HOI IMAZATO
大阪市生野区 香港飯店0410 大阪鶴橋店
大阪市生野区 マイウェイ
大阪市生野区 Kakeru
大阪市生野区 吉野家 大池橋店
大阪市生野区 スナックカラオケ洋
大阪市生野区 お好み焼き りん
大阪市生野区 舟屋 
大阪市生野区 居酒屋 小路
大阪市生野区 カラオケスタジオ ミルクハウス
大阪市生野区 すなっく ピエロ
大阪市生野区 みんちゃん
大阪市生野区 いっぷく大池
大阪市生野区 ヴィラージュ
大阪市生野区 今日子
大阪市生野区 三恵本店
大阪市生野区 炭火ホルモンそがん今里店
大阪市生野区 ひとり焼肉 かんくん
大阪市生野区 カナエンチ
大阪市生野区 だるま園
大阪市生野区 鳥蔵桃谷店
大阪市生野区 スナック美由紀
大阪市生野区 串焼 三玄
大阪市生野区 冷麺館本店
大阪市生野区 なかり家
大阪市生野区 オレンジ
大阪市生野区 ボナール
大阪市生野区 ジャンボカラオケ広場 北巽駅前店
大阪市旭区 スナック絲
大阪市旭区 あおぞら珈琲店
大阪市旭区 じゃんぼ総本店千林商店街店
大阪市旭区 炭火焼 玉屋
大阪市旭区 大一そば千林店
大阪市旭区 藤
大阪市旭区 千いち屋
大阪市旭区 ラーメンアールピージー
大阪市旭区 韓菜和牛コリアハウス
大阪市旭区 AmusementBar 3RD PLACE
大阪市旭区 焼肉ホルモンまるよし精肉店 千林大宮店
大阪市旭区 お食事処まい
大阪市旭区 エムツー
大阪市旭区 カラオケのん
大阪市旭区 レディゴー
大阪市旭区 居酒屋 美はち
大阪市旭区 PIZZERIA CORAGGIO
大阪市旭区 角屋
大阪市旭区 肉カフェ千
大阪市旭区 ぶらぼう
大阪市旭区 お好みハウスおがわ
大阪市旭区 大坂風月
大阪市旭区 扇楽
大阪市旭区 夢ゃ
大阪市旭区 春日
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大阪市旭区 寿司一
大阪市旭区 やきとり一番高殿店
大阪市旭区 喫茶＆バー K
大阪市旭区 じゃんぼ総本店千林大宮店
大阪市旭区 すし はん田
大阪市旭区 かんてきDining
大阪市旭区 まごころ
大阪市旭区 ニューコスモス
大阪市旭区 ブラックタイガー
大阪市旭区 四季旬菜 花音
大阪市旭区 じゃんぼ総本店赤川３丁目店
大阪市旭区 旬彩酒肴ほたる
大阪市旭区 とりだん千林店
大阪市旭区 DELI VERDE
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 手羽先番長千林店
大阪市旭区 一粒万倍
大阪市旭区 風の街千林店
大阪市旭区 炭火焼肉 かんてき
大阪市旭区 創作居酒屋 かやまんち
大阪市旭区 ハッピー
大阪市旭区 cafe＆sweets Cherfi
大阪市旭区 お好み焼きよかにせ
大阪市旭区 立ち呑み まるきん
大阪市旭区 晴れ屋
大阪市旭区 福すし大宮総本店
大阪市旭区 トラットリア ピッツェリア パッパーレ
大阪市旭区 いなば
大阪市旭区 コーヒーショップABC地下西店
大阪市旭区 ちゅらみか
大阪市旭区 海鮮・寿司 まぐろ一徹 千林店
大阪市旭区 昭和大衆ホルモン 千林大宮店
大阪市旭区 焼肉大
大阪市旭区 喫茶 ジュエル
大阪市旭区 みはま支店
大阪市旭区 レンガ
大阪市旭区 ライオンカレー千林店
大阪市旭区 しめの里
大阪市旭区 SEVEN
大阪市旭区 旭軒
大阪市旭区 神戸屋
大阪市旭区 八百善商店
大阪市旭区 韓国料理クッパ 
大阪市旭区 悟空？
大阪市旭区 居酒屋 となり
大阪市旭区 喫茶メイト
大阪市旭区 居酒屋おぐら
大阪市旭区 まっちゃん
大阪市旭区 喜楽 森小路店
大阪市旭区 おやじのキッチン元気
大阪市旭区 鳳来
大阪市旭区 焼肉 徳
大阪市旭区 牛たん焼き仙台辺見関目高殿店
大阪市旭区 千鶴
大阪市旭区 かごの屋森小路インター東店
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 寿司善
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大阪市旭区 にぎり長次郎千林店
大阪市旭区 プデチゲ家
大阪市旭区 スナック 愛
大阪市旭区 和食さと 赤川店
大阪市旭区 餃子の王将 赤川店
大阪市旭区 魚伊本店
大阪市旭区 大阪王将千林店
大阪市旭区 kanata
大阪市旭区 炭火焼鳥ニワトリスター
大阪市旭区 Bistro Lien
大阪市旭区 ビッグウェーブ千林駅前店
大阪市旭区 松屋千林大宮店
大阪市旭区 日本ケンタッキー・フライド・チキン緑一丁目店
大阪市旭区 居酒屋大宮
大阪市旭区 鳥貴族千林大宮店
大阪市旭区 とり福
大阪市旭区 たじまや庵
大阪市旭区 yosuga
大阪市旭区 よってこや城北工大前店
大阪市旭区 吞み処 みち草
大阪市旭区 ワンカルビ 旭赤川店
大阪市旭区 だんらんずばー
大阪市旭区 ドトールコーヒーショップ千林店
大阪市旭区 プルミエ
大阪市旭区 道
大阪市旭区 魚河岸ふじ乃や
大阪市旭区 通天閣もつ鍋屋 関目高殿店
大阪市旭区 千子
大阪市旭区 インド料理店サンガム
大阪市旭区 SEA PALM
大阪市旭区 スシロー赤川店
大阪市旭区 サンハート
大阪市旭区 Bar CHAOS
大阪市旭区 くらちゃん
大阪市旭区 BAR渦
大阪市旭区 猫
大阪市旭区 なか卯 千林大宮店
大阪市旭区 江戸前 赤川蕎麦
大阪市旭区 赤川三丁目酒場
大阪市旭区 アルヘイム千林店
大阪市旭区 深夜食堂夜会
大阪市旭区 得一
大阪市旭区 なか卯 関目店
大阪市旭区 雀誠
大阪市旭区 焼肉ホルモンまるよし精肉店 関目高殿店
大阪市旭区 屋台居酒屋 大阪 満マル 千林店
大阪市旭区 ダイニング バル ボニータ
大阪市旭区 居酒屋 みっちゃん
大阪市旭区 カラオケ三昧りおん
大阪市旭区 居酒屋はるき
大阪市旭区 道楽
大阪市旭区 さくら
大阪市旭区 壹番館
大阪市旭区 ルージュ 
大阪市旭区 やきにくキッチンぱくぱく
大阪市城東区 なごみ鴫野店
大阪市城東区 餃子の王将 今福鶴見店
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大阪市城東区 しまカフェ
大阪市城東区 海鮮屋台おくまん蒲生四店
大阪市城東区 じゃんぼ総本店京阪関目駅前店
大阪市城東区 ノース
大阪市城東区 仙酔庵
大阪市城東区 Night in YASUKO
大阪市城東区 YOSHINARI'SCAFE&BAR
大阪市城東区 京橋 新市
大阪市城東区 いちくみ
大阪市城東区 旬の味 わだつみ
大阪市城東区 Darts Bar Leaflet
大阪市城東区 せかんど
大阪市城東区 カジュアル鉄板・お好み焼ゆり
大阪市城東区 ジョニーのからあげ 放出店
大阪市城東区 はっぴーＷＯＭＡＮ
大阪市城東区 海鮮屋台まいこ関目店
大阪市城東区 ヨシナリのカリッ揚げ 蒲生本店
大阪市城東区 おうちごはん 小ゆき
大阪市城東区 串とビールたかよし
大阪市城東区 カラオケ喫茶三叉路
大阪市城東区 大衆酒場あげもんや蒲生四丁目店
大阪市城東区 カラオケハウスながさき
大阪市城東区 Ooops
大阪市城東区 すし鶴 鴫野店
大阪市城東区 福来樓 ふくろう
大阪市城東区 立ち呑み処わか
大阪市城東区 吉鳥関目店
大阪市城東区 にぎり長次郎今福鶴見店
大阪市城東区 洋食marco
大阪市城東区 究極らーめん
大阪市城東区 呑処太閤
大阪市城東区 コメダ珈琲店深江橋店
大阪市城東区 くら寿司城東今福店
大阪市城東区 源八
大阪市城東区 カレーハウスCoCo壱番屋 城東関目店
大阪市城東区 Cafe  RAIN 
大阪市城東区 南国ごはんとお酒 よりみちBARまぶらい
大阪市城東区 酒とめし ええやん
大阪市城東区 紅蘭
大阪市城東区 更科食堂
大阪市城東区 松竹亭中浜店
大阪市城東区 ラーメン然屋
大阪市城東区 今福近江屋
大阪市城東区 万両酒販
大阪市城東区 くら寿司関目店
大阪市城東区 居酒屋たこふね
大阪市城東区 焼鳥 トト屋
大阪市城東区 吉鳥鴫野店
大阪市城東区 魚庭本店
大阪市城東区 アヒージョとパスタ
大阪市城東区 ラーメン 花京 鴫野店
大阪市城東区 宿カフェ Chelsea's Rainbow
大阪市城東区 洋風居酒屋 一休
大阪市城東区 点心バー クンフーキック
大阪市城東区 ちゃんぽんにんにくパワー鴫野店
大阪市城東区 鳥貴族 関目店
大阪市城東区 マクドナルド 関目ライフ店
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大阪市城東区 畑
大阪市城東区 インド・ネパールレストラン サプコタ モーティ マハル
大阪市城東区 バーミヤン城東野江店
大阪市城東区 福すし
大阪市城東区 炭火焼肉たむら
大阪市城東区 富味屋
大阪市城東区 にわ
大阪市城東区 居酒屋 たけ乃
大阪市城東区 笑月
大阪市城東区 大福
大阪市城東区 お惣菜居酒屋きみちゃん
大阪市城東区 INDIAN RESTAURANT CAFFE SHILA
大阪市城東区 ラサンブル
大阪市城東区 呑み処 酉
大阪市城東区 札幌スープカレーJACK がもよん店
大阪市城東区 スナック Y
大阪市城東区 ガスト蒲生四丁目店
大阪市城東区 たこやき
大阪市城東区 からあげ酒場鶏笑 関目高殿店
大阪市城東区 マクドナルド蒲生4丁目キリンド店
大阪市城東区 カフェーテラスポプリ
大阪市城東区 焼肉美食亭いわや
大阪市城東区 ラーメン男塾 蒲生四丁目店
大阪市城東区 麦
大阪市城東区 たこやき居酒屋たこはる
大阪市城東区 野元商店 京阪電車関目駅高架下
大阪市城東区 炭火焼肉河内屋 京橋店
大阪市城東区 たこ・ポテ ピース
大阪市城東区 ありがとうたこ焼
大阪市城東区 サイゼリヤ蒲生四丁目
大阪市城東区 じゃんぼ総本店関目高殿店
大阪市城東区 大阪王将 蒲生店
大阪市城東区 居酒屋 とみや
大阪市城東区 奈良屋商店
大阪市城東区 香の川製麺 古市店
大阪市城東区 笑処
大阪市城東区 スタンディング酒場 issei
大阪市城東区 Esir Terrace
大阪市城東区 吉鳥鴫野駅前店
大阪市城東区 あんじぇりっく 舞
大阪市城東区 FLOOR 色s
大阪市城東区 Bar順子
大阪市城東区 NAMASTE GANESH MAHAL
大阪市城東区 居酒屋ファミリー
大阪市城東区 モスバーガーフレンドタウン深江橋店
大阪市城東区 アンセゾン
大阪市城東区 楽笑家
大阪市城東区 大阪焼鳥 鳥力
大阪市城東区 やよい軒 蒲生４丁目店
大阪市城東区 中華そば＆酒場 一千香
大阪市城東区 うつみや
大阪市城東区 すし半今福店
大阪市城東区 ちとせ
大阪市城東区 かごの屋深江橋店
大阪市城東区 モスバーガー蒲生四丁目店
大阪市城東区 カレーハウス ＣＯＣＯ壱番屋 城東区諏訪四丁目店
大阪市城東区 スナックおふく
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大阪市城東区 飛龍
大阪市城東区 エトワール
大阪市城東区 Itarian Kitchen VANSAN 今福鶴見店
大阪市城東区 とろり天使のわらびもち蒲生四丁目
大阪市城東区 イタリアンサスケ
大阪市城東区 のりたこ酒場
大阪市城東区 のらや深江橋店
大阪市城東区 Cafe&Diningきまぐれ
大阪市城東区 ホルモン本舗 蒲生店
大阪市城東区 古里
大阪市城東区 中央酒場ベック
大阪市城東区 中華飯店 ひのくに
大阪市城東区 居酒屋だるま
大阪市城東区 居酒屋 山ちゃん
大阪市城東区 居酒屋おふくろ
大阪市城東区 きぶんや関目店
大阪市城東区 居酒屋JOH
大阪市城東区 たこ焼38
大阪市城東区 Changnoi Thai Restaurant
大阪市城東区 ラーメン魁力屋 鴫野店
大阪市城東区 満マル 蒲生四丁目店
大阪市城東区 鳥貴族 鴫野店
大阪市城東区 居酒屋ふんわり
大阪市城東区 ラーメン大学
大阪市城東区 和食さと放出店
大阪市城東区 富
大阪市城東区 時分時
大阪市城東区 おやじすし蒲生四丁目店
大阪市城東区 洋風旬菜 風来亭
大阪市城東区 ステーキのどん城東古市店
大阪市城東区 味力亭
大阪市城東区 炭火焼き焼き鳥TORI-TORI
大阪市城東区 三代目 喜三酒店
大阪市城東区 とんかつ ひろ喜 野江店
大阪市城東区 忍忍
大阪市城東区 ちゃ茶まる
大阪市城東区 喰う
大阪市城東区 ゆがきたてうどん ぺこぺこ
大阪市城東区 NONCHAN 
大阪市城東区 ジャンボカラオケ広場 今福鶴見駅前店
大阪市城東区 居酒屋  音々  ねおん
大阪市城東区 居酒屋伊達屋
大阪市城東区 じゅうじゅう亭
大阪市城東区 芽々
大阪市城東区 焼鳥酒場いろどりや
大阪市城東区 博多かわ屋 京橋南口店
大阪市城東区 四季一善蒲生店
大阪市城東区 AMPERSAND GUITARS CAFE
大阪市城東区 かつアンドかつ 関目店
大阪市城東区 松のや深江橋店
大阪市城東区 ロイヤルホスト蒲生店
大阪市城東区 スシロー関目店
大阪市城東区 うどん そば処 たもっちゃん
大阪市城東区 スナック野江パブ
大阪市城東区 トミヅル 蒲生4丁目店
大阪市城東区 リストランテイルコンティヌオ
大阪市城東区 鳥蔵蒲生店
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大阪市城東区 和咲なごみ
大阪市城東区 ふるさと庵
大阪市城東区 食堂カフェpotto関目店
大阪市城東区 天竺伽哩 ＡＫＡＳＨＡ 関目店
大阪市城東区 いっくう 蒲生店
大阪市城東区 肉匠 くら乃 関目店
大阪市城東区 ビーハイブ
大阪市城東区 Dear
大阪市城東区 右近鮨
大阪市城東区 餃子の王将 関目店
大阪市城東区 amaretto
大阪市城東区 プティボヌール 深江橋店
大阪市城東区 や台ずし蒲生町
大阪市城東区 我等の家
大阪市城東区 ラウンドワン 城東放出店
大阪市城東区 城東 烈火
大阪市城東区 シャトー・１
大阪市城東区 すき家 1国城東関目店
大阪市城東区 吉野家 関目高殿店
大阪市城東区 鶏平
大阪市城東区 カラオケスタジオ ブランカ
大阪市城東区 つちはしフーズ
大阪市城東区 ココス城東今福店
大阪市城東区 風風
大阪市城東区 雫
大阪市城東区 手打うどん 天国
大阪市城東区 すき家 蒲生四丁目店
大阪市城東区 満家
大阪市城東区 ラウンドワン 城東放出店３F
大阪市城東区 酒肆 由芽
大阪市城東区 酒処たのし味屋
大阪市城東区 ラウンドワン 城東放出店５F
大阪市城東区 ナイトインKAKO
大阪市城東区 丸亀製麺深江橋
大阪市城東区 LOGIC KYOBASHI
大阪市城東区 のぼるや 鴫野店
大阪市城東区 カラオケ喫茶 藤
大阪市城東区 焼肉いっぽ
大阪市城東区 とりだん 鴫野店
大阪市城東区 Natural9
大阪市城東区 クエスト
大阪市城東区 マサキサケテン
大阪市城東区 縁
大阪市城東区 居酒屋ちゃが楽今福店
大阪市城東区 三十三丁目食堂
大阪市城東区 大衆酒場 豊
大阪市城東区 炭火焼鳥かみ家
大阪市城東区 ビッグエコー蒲生四丁目駅前店
大阪市阿倍野区 屋台居酒屋大阪満マル寺田町店
大阪市阿倍野区 十六夜二丁目
大阪市阿倍野区 ミスタードーナツイトーヨーカドーあべのショップ
大阪市阿倍野区 members Screen.c
大阪市阿倍野区 丸幸水産 昭和町店
大阪市阿倍野区 焼肉亭昌山亭
大阪市阿倍野区 くしよし本店
大阪市阿倍野区 石焼地鳥 石庵
大阪市阿倍野区 赤垣屋あべの店
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大阪市阿倍野区 ニャムニャム食堂
大阪市阿倍野区 KITCHENまるしん
大阪市阿倍野区 餃子のじゃいあん
大阪市阿倍野区 オオサカ堂
大阪市阿倍野区 ファーイースト阿倍野店
大阪市阿倍野区 にはち 阿倍野
大阪市阿倍野区 創作串揚げ隼十
大阪市阿倍野区 京都勝牛 あべの新宿ごちそうビル店
大阪市阿倍野区 吾作どん ルシアス店
大阪市阿倍野区 手づくり豆冨と和膳 かさね
大阪市阿倍野区 Picanteria Rio Piura ピカンテリア リオ ピューラ
大阪市阿倍野区 スタンドバルマルツ
大阪市阿倍野区 四川麻辣麺雪家
大阪市阿倍野区 九州居酒屋のぼせもん
大阪市阿倍野区 たこ焼き専門店ふく福
大阪市阿倍野区 十枡
大阪市阿倍野区 源兵衛天王寺あべの店
大阪市阿倍野区 鶏颯
大阪市阿倍野区 粋花ＫＹＫあべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 福福らーめん 昭和町店
大阪市阿倍野区 日柄鮨
大阪市阿倍野区 MAREN
大阪市阿倍野区 アールスリー
大阪市阿倍野区 トライジン
大阪市阿倍野区 セシボン
大阪市阿倍野区 串カツ 串万
大阪市阿倍野区 ふぐ天神
大阪市阿倍野区 塚田農場
大阪市阿倍野区 賞味
大阪市阿倍野区 食や ますぞう
大阪市阿倍野区 焼肉一
大阪市阿倍野区 串カツ たつ屋
大阪市阿倍野区 ゆうらく
大阪市阿倍野区 ときわ亭 あべのルシアス
大阪市阿倍野区 鉄板酒場ダイニングバーだわもん
大阪市阿倍野区 炭火焼鳥ふぁみりーとりの匠あべの店
大阪市阿倍野区 グラムアラート
大阪市阿倍野区 BAR MILK&COCOA
大阪市阿倍野区 AGORA
大阪市阿倍野区 西田辺厨房 たまて箱
大阪市阿倍野区 酒房 なる アベノ店
大阪市阿倍野区 山長酒店
大阪市阿倍野区 あべのひろ
大阪市阿倍野区 やきにく萬野北畠
大阪市阿倍野区 天ぷら串焼き米福酒場 あべのルシアス店
大阪市阿倍野区 吾作どん 西田辺店
大阪市阿倍野区 カフェマリキータ
大阪市阿倍野区 信州そば処そじ坊あべのルシアス店
大阪市阿倍野区 発酵ルパン
大阪市阿倍野区 河島寿司
大阪市阿倍野区 cafe&bar furfural
大阪市阿倍野区 軽食エーボン
大阪市阿倍野区 天ぷら 新宿つな八 あべのハルカス店
大阪市阿倍野区 クックハウスあべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 うどんカフェ白たぬき
大阪市阿倍野区 八千代きっちんはは
大阪市阿倍野区 あべのＨｏｏｐ韓国料理bibim
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大阪市阿倍野区 たちじゅう園
大阪市阿倍野区 さかとけ
大阪市阿倍野区 松寿司
大阪市阿倍野区 餃子の王様 龍吟
大阪市阿倍野区 CABASA
大阪市阿倍野区 レストラン ＴＨＥ ＲＯＳＹ
大阪市阿倍野区 コモレビア
大阪市阿倍野区 ペガサス
大阪市阿倍野区 ハーブス 近鉄あべのハルカス店
大阪市阿倍野区 大衆焼き とり元
大阪市阿倍野区 BARCHETTA
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 居酒屋寛
大阪市阿倍野区 たこ八
大阪市阿倍野区 あべのキューズモール韓国石鍋bibim
大阪市阿倍野区 今日亭昭和町店
大阪市阿倍野区 ラーメン而今 阿倍野元町店
大阪市阿倍野区 Cafe*Pu-rin
大阪市阿倍野区 花外楼 あべのハルカスダイニング
大阪市阿倍野区 肉匠かど家アポロ店
大阪市阿倍野区 鶏白湯らーめん自由が丘蔭山 あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 焼肉どら
大阪市阿倍野区 大阪マリオット都ホテル 20階バンケットキッチン
大阪市阿倍野区 一風堂 あべのｎｉｎｉ店
大阪市阿倍野区 阿倍野肉食大衆酒場 肉ばんざい
大阪市阿倍野区 ピロポ
大阪市阿倍野区 吾作どんアポロ店
大阪市阿倍野区 一蘭あべの店
大阪市阿倍野区 ヨッチン
大阪市阿倍野区 和食たちばな あべのキューズモール
大阪市阿倍野区 古径 あべのハルカス近鉄店
大阪市阿倍野区 串かつ太郎
大阪市阿倍野区 ころけアポロビル店
大阪市阿倍野区 熊五郎
大阪市阿倍野区 みん味んKitchen
大阪市阿倍野区 OhaBar
大阪市阿倍野区 三幸
大阪市阿倍野区 OKOGE 天王寺店
大阪市阿倍野区 スタンドふじ
大阪市阿倍野区 ブリタニア阿倍野店
大阪市阿倍野区 信州庵 アポロ店
大阪市阿倍野区 ガスト文の里店
大阪市阿倍野区 鶴橋風月 阿倍野ごちそうビル店
大阪市阿倍野区 フォールームス あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 そうや
大阪市阿倍野区 街かど屋阿倍野店
大阪市阿倍野区 SPICE STAND 556
大阪市阿倍野区 沢
大阪市阿倍野区 ビビンバQ
大阪市阿倍野区 食堂あおぞら
大阪市阿倍野区 カラオケ茶処わ
大阪市阿倍野区 やさい家めい
大阪市阿倍野区 next..肉MARKET 天王寺店
大阪市阿倍野区 芳すし
大阪市阿倍野区 モビーディックあべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 男はつらい 阿倍野筋店
大阪市阿倍野区 居酒屋穂高
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大阪市阿倍野区 わのわカフェ
大阪市阿倍野区 どうとんぼり神座 あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 炭火焼と鍋料理たちばな 阿倍野本店
大阪市阿倍野区 林 庄左衛門
大阪市阿倍野区 酒肆バグパイプ
大阪市阿倍野区 グリルキャピタル東洋亭 あべの店
大阪市阿倍野区 純
大阪市阿倍野区 トイロ×タニタカフェあべのand店
大阪市阿倍野区 たべてや一得阿倍野店
大阪市阿倍野区 鶴橋風月 阿部野橋店
大阪市阿倍野区 旬のご馳走もちづき
大阪市阿倍野区 いろ葉天王寺アポロビル店
大阪市阿倍野区 焼肉 肉兵衛
大阪市阿倍野区 カルビ火山あべのHoop店
大阪市阿倍野区 ＫＹＫかつ＆カリー岸本ビル店
大阪市阿倍野区 羊の家
大阪市阿倍野区 英(はなふさ)
大阪市阿倍野区 蜜家珈琲店 あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 アクイーユ
大阪市阿倍野区 サイゼリヤ阿倍野橋
大阪市阿倍野区 クレープ屋 ArtS
大阪市阿倍野区 スターバックスコーヒーあべのHoop店
大阪市阿倍野区 スターバックスコーヒーあべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 Lezzet Craftbeer & Food Experience Bar 
大阪市阿倍野区 ロビンフッド阿倍野店
大阪市阿倍野区 里山のごちそう きのこ
大阪市阿倍野区 ぶんぶく
大阪市阿倍野区 中国料理 桃谷樓 阿倍野賓莚
大阪市阿倍野区 ぽんシュワ
大阪市阿倍野区 Bar BOA VIAGEM
大阪市阿倍野区 あんばい Hoop店
大阪市阿倍野区 喫茶カサブランカ
大阪市阿倍野区 串かつ えんび
大阪市阿倍野区 ZK
大阪市阿倍野区 洋風居酒屋 風作
大阪市阿倍野区 立酔あおき
大阪市阿倍野区 カラオケ＆スナック 音・音
大阪市阿倍野区 ビフテキ重・肉飯＆DELI ロマン亭
大阪市阿倍野区 Butter阿倍野HOOP店
大阪市阿倍野区 和牛焼肉うのう西田辺店
大阪市阿倍野区 活魚料理 土佐市
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 HUBあべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 匠和
大阪市阿倍野区 あらん ハルカス店
大阪市阿倍野区 ぺぺのクレープ屋さん
大阪市阿倍野区 松屋うどん 阿倍野店
大阪市阿倍野区 串揚げ はなおか
大阪市阿倍野区 COOKA
大阪市阿倍野区 chez toi et chez moi
大阪市阿倍野区 石臼挽蕎麦 弦 ハルカス店
大阪市阿倍野区 センナリヤフルーツパーラー あべのハルカスダイニング
大阪市阿倍野区 天びん棒
大阪市阿倍野区 ホリーズカフェ あべのＡＩＴ店
大阪市阿倍野区 喫茶カーム
大阪市阿倍野区 天下の台所 大起水産 あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 AWキッチン
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大阪市阿倍野区 立呑み処 あべの銀座
大阪市阿倍野区 Ganchi
大阪市阿倍野区 グリルマルヨシ
大阪市阿倍野区 スタンド富
大阪市阿倍野区 ニコフラワーガーデン
大阪市阿倍野区 神戸アールティー あべのルシアス店
大阪市阿倍野区 eo ベルナールロワゾースニャテュール
大阪市阿倍野区 鳥貴族昭和町駅前店
大阪市阿倍野区 あべのカツサンドパーラー ロマン亭
大阪市阿倍野区 ミスタードーナツekimo天王寺ショップ
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 安来家
大阪市阿倍野区 鉄板焼＆ワイン En
大阪市阿倍野区 とんかつＫＹＫあべのＱｓモール店
大阪市阿倍野区 BAR PLUS
大阪市阿倍野区 蛸の月MN
大阪市阿倍野区 REDSTART COFFEE
大阪市阿倍野区 あべの応援団 勝男
大阪市阿倍野区 居酒屋 春
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 おいしい居酒屋今家
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 菜の花 居酒屋
大阪市阿倍野区 大阪釆なりうどん きらく
大阪市阿倍野区 やまちゃん２号店
大阪市阿倍野区 みやび 阿倍野
大阪市阿倍野区 大起水産回転寿司 あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 春帆楼阿倍野店
大阪市阿倍野区 串天居酒屋赤のれん
大阪市阿倍野区 焼肉南門
大阪市阿倍野区 星乃珈琲店あべのHoop店
大阪市阿倍野区 餃子の勝男 あべの店
大阪市阿倍野区 色s
大阪市阿倍野区 ビッグエコーあべのごちそうビル店
大阪市阿倍野区 ロッテリアあべのアポロビル店
大阪市阿倍野区 祭太鼓 あべのルシアス店
大阪市阿倍野区 韓国料理 ナジミキンパ阿倍野店
大阪市阿倍野区 お酒なんでも研究所 カフェ部
大阪市阿倍野区 美ら鍋 赤瓦
大阪市阿倍野区 先斗入ルあべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 GON's BAKE SHOP
大阪市阿倍野区 ちゃんこ雷光
大阪市阿倍野区 山陰漁港直送うおはる
大阪市阿倍野区 ROCKTOWN
大阪市阿倍野区 どんぶり専門店丼丼亭
大阪市阿倍野区 寿司二八
大阪市阿倍野区 Little Grebe
大阪市阿倍野区 吾作亭 阿倍野店
大阪市阿倍野区 三宝庵 あべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 けむり
大阪市阿倍野区 ルーチェサンタルチアあべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 肉処 おいにく
大阪市阿倍野区 Ｓｏｕｐ Ｓｔｏｃｋ Ｔｏｋｙｏ あべのＨｏｏｐ店
大阪市阿倍野区 千両
大阪市阿倍野区 自家製麺杵屋
大阪市阿倍野区 ビッグエコーあべの店
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大阪市阿倍野区 テーブルオーダーバイキング焼肉王道familiar あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 串かつやぐら
大阪市阿倍野区 サロンウフエモアあべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 九州屋台 寅男 天王寺店
大阪市阿倍野区 楓林閣
大阪市阿倍野区 カラオケスポット 遊
大阪市阿倍野区 餃子の王将 西田辺店
大阪市阿倍野区 もつ鍋ぼん
大阪市阿倍野区 鶏のいいとこどり 一鳥一炭 阿倍野店
大阪市阿倍野区 京鼎樓あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 はやアポロ店
大阪市阿倍野区 やっぱりステーキあべのウォーク店
大阪市阿倍野区 Re:cafe 
大阪市阿倍野区 かごの屋阿倍野王子町店
大阪市阿倍野区 らーめん亀王 ｎｏｏｄｌｅ ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 天王寺駅前店
大阪市阿倍野区 袋屋
大阪市阿倍野区 モクモク直営農場レストランお日さまのえがお
大阪市阿倍野区 ELK MEW YORK BRUNCH
大阪市阿倍野区 立ち呑みラボ
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 牛たん炭焼利久 あべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 らーめんstyle JUNK STORY あべの味店...時々 麺と心7
大阪市阿倍野区 甘党まえだあべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 煙 燻製バル トリベーネ 阿倍野店
大阪市阿倍野区 カラオケステージ VOICE ONE
大阪市阿倍野区 天下一品 天王寺あべのウォーク店
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 居酒屋 もり
大阪市阿倍野区 貴鶏屋 西田辺店
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 Seed
大阪市阿倍野区 ちょーず堂
大阪市阿倍野区 串の郷
大阪市阿倍野区 ラビアンローズ
大阪市阿倍野区 西光園あべの店
大阪市阿倍野区 ドッグガーデン
大阪市阿倍野区 ロイヤルホスト文の里店
大阪市阿倍野区 カラオケJOYSOUND天王寺アポロ店
大阪市阿倍野区 松屋阿倍野店
大阪市阿倍野区 櫻-さくら-
大阪市阿倍野区 クックハウスあべの橋駅店
大阪市阿倍野区 名門酒蔵本店
大阪市阿倍野区 江戸川
大阪市阿倍野区 昔洋食みつけ亭 あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 ビッグエコー天王寺あべの駅前店
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 博多もつ鍋やまや大阪あべの店
大阪市阿倍野区 鮨航
大阪市阿倍野区 五源大喜
大阪市阿倍野区 日本ケンタッキー・フライド・チキンあべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 カラオケ扇
大阪市阿倍野区 回転寿司がんこあべのハルカス店
大阪市阿倍野区 大喜
大阪市阿倍野区 プロントあべの橋駅店
大阪市阿倍野区 寿し割烹 魚市
大阪市阿倍野区 Jambuka
大阪市阿倍野区 居酒屋アマンド
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大阪市阿倍野区 秋吉あべの店
大阪市阿倍野区 鶏そば専門店らーめん風見鶏西田辺
大阪市阿倍野区 阿倍野庵
大阪市阿倍野区 市羽
大阪市阿倍野区 からふね屋ＣＡＦＥあべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 BAR 中JAPAN
大阪市阿倍野区 餃子の店もも
大阪市阿倍野区 カラオケ喫茶 ハーモニー
大阪市阿倍野区 いきなりステーキ あべのルシアス店
大阪市阿倍野区 ゴディバ 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 CAFFE CIAO PRESSO あべのハルカス店
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 リンガーハット近鉄あべのハルカス店
大阪市阿倍野区 まるふく美章園
大阪市阿倍野区 銀座アスター麺点庁 あべのハルカス近鉄本店タワー館
大阪市阿倍野区 焼肉ライク あべの橋店
大阪市阿倍野区 久呂寿し
大阪市阿倍野区 miss evans
大阪市阿倍野区 ジャンボカラオケ広場あべの店
大阪市阿倍野区 BEER＆GRILL SUPER DRY あべの
大阪市阿倍野区 備長串屋わたる 阿倍野店
大阪市阿倍野区 リンガーハット あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 BURGER FUJINO
大阪市阿倍野区 ブリーズ
大阪市阿倍野区 ゴンチャ あべのHoop店
大阪市阿倍野区 おぼんdeごはん あべのキューズモール店
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 アジョシ
大阪市阿倍野区 喫茶スワン阿倍野店
大阪市阿倍野区 GreeN
大阪市阿倍野区 食悦堂
大阪市阿倍野区 ホテルトラスティ大阪阿倍野凜庭
大阪市阿倍野区 in the pink
大阪市阿倍野区 SKYGARDEN 300
大阪市阿倍野区 九州魂 天王寺
大阪市阿倍野区 文福
大阪市阿倍野区 SURFSIDE KITCHEN
大阪市阿倍野区 たこ焼き&BAR108
大阪市阿倍野区 カフェ英國屋あべのハルカス店
大阪市阿倍野区 カプリチョーザあべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 酒房ワビスケ ルシアス店
大阪市阿倍野区 モスバーガー あべの橋店
大阪市阿倍野区 イタメシヤ ラ・パウザ あべのルシアス店
大阪市阿倍野区 tutuBANANA
大阪市阿倍野区 あぶりやあべのルシアス店
大阪市阿倍野区 みなみ酒店
大阪市阿倍野区 海鮮居酒屋 照
大阪市阿倍野区 善
大阪市阿倍野区 コメダ珈琲店あべの店
大阪市阿倍野区 yui
大阪市阿倍野区 ラムムのケバブ
大阪市阿倍野区 しのぶ庵あべのQSモール店
大阪市阿倍野区 楽笑
大阪市阿倍野区 たこ焼の星たこトラマン
大阪市阿倍野区 そばよし 阿倍野店
大阪市阿倍野区 心・八剣伝 昭和町店
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大阪市阿倍野区 甘辛や
大阪市阿倍野区 くづの葉
大阪市阿倍野区 大かまど飯寅福あべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 パールズ
大阪市阿倍野区 炭焼きやきとり一番昭和町店
大阪市阿倍野区 珈琲館 天王寺店
大阪市阿倍野区 スナック静
大阪市阿倍野区 焼肉飛龍
大阪市阿倍野区 ブラッスリージュール
大阪市阿倍野区 大阪竹葉亭
大阪市阿倍野区 ホルモン屋ももんじ
大阪市阿倍野区 EAST
大阪市阿倍野区 古潭
大阪市阿倍野区 千房あべのキューズモール支店
大阪市阿倍野区 大衆酒場フットスタンプ
大阪市阿倍野区 から揚げや まーちゃん
大阪市阿倍野区 文の里松寿し
大阪市阿倍野区 ちゃぼ
大阪市阿倍野区 らんちょすキッチン
大阪市阿倍野区 animoぷらす
大阪市阿倍野区 赤からあべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 ワイン食堂羊の家 a la ventose
大阪市阿倍野区 mii
大阪市阿倍野区 楽蔵うたげ 天王寺アポロビル店
大阪市阿倍野区 軽食喫茶ユートピア
大阪市阿倍野区 酔虎伝 阿倍野店
大阪市阿倍野区 他所酒
大阪市阿倍野区 ミスタードーナツ昭和町ショップ
大阪市阿倍野区 恵美寿屋
大阪市阿倍野区 牡蠣やまと
大阪市阿倍野区 うのうあべの店
大阪市阿倍野区 BAR SAIL
大阪市阿倍野区 美々卯 あべのハルカスダイニング店
大阪市阿倍野区 CONCEPT CAFE OSAKA BY SWEETS PARADISE
大阪市阿倍野区 プローブ
大阪市阿倍野区 エビス屋
大阪市阿倍野区 cafe＆bar TUBEROSE.
大阪市阿倍野区 焼肉モモンジ
大阪市阿倍野区 キッチンバー混
大阪市阿倍野区 Per Primo
大阪市阿倍野区 立ち呑み酒場さとちゃん
大阪市阿倍野区 ダーツ ドラマティコ Ｄ．Ｄ
大阪市阿倍野区 モスバーガーあべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 ペッパーランチ あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 韓美膳
大阪市阿倍野区 バル マル エスパーニャ 阿倍野店
大阪市阿倍野区 串の坊 あべのハルカス店
大阪市阿倍野区 Restaurant Okamoto
大阪市阿倍野区 おでん和来屋
大阪市阿倍野区 和牛専門店生ホルモン焼肉ちえちゃん
大阪市阿倍野区 楽蔵 あべのごちそうビル店
大阪市阿倍野区 炭火とワイン天王寺店
大阪市阿倍野区 丸亀製麺あべのキューズモール
大阪市阿倍野区 KICHIRI天王寺
大阪市阿倍野区 あっぱれ天風あべのQSモール店
大阪市阿倍野区 すき家 阿倍野店
大阪市阿倍野区 アサヒビアケラーアベノ
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大阪市阿倍野区 はなまるうどん イトーヨーカドーあべの店
大阪市阿倍野区 海鮮 元祖ぶっちぎり料理 魚心
大阪市阿倍野区 豚屋とん一あべのキューズモール
大阪市阿倍野区 狸狸亭
大阪市阿倍野区 スーパージャンカラあべの店
大阪市阿倍野区 寿司とおでんととぎん西田辺店
大阪市阿倍野区 唐揚げ専門店 壱唐 昭和町店
大阪市阿倍野区 カフェ実身美あべの店
大阪市阿倍野区 なか卯 昭和町店
大阪市阿倍野区 珈琲館 あべのベルタ店
大阪市阿倍野区 焼肉ホルモンＢＵＮＧＯ天王寺店
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 小雀弥 阿倍野
大阪市阿倍野区 メンバーズ ラベンダー
大阪市阿倍野区 祇園寿司阿倍野店
大阪市阿倍野区 サンマルクカフェあべのnini店
大阪市阿倍野区 吉野家 西田辺店
大阪市阿倍野区 餃子のしんちゃん 阿倍野店
大阪市阿倍野区 すし辰
大阪市阿倍野区 吉野家 ヴィアあべのウォーク店
大阪市阿倍野区 がんこ あべの ルシアス店
大阪市阿倍野区 鎌倉パスタ あべのＨｏｏｐ店
大阪市阿倍野区 お好み焼き鉄板焼き春夏○冬
大阪市阿倍野区 なか卯 西田辺店
大阪市阿倍野区 三田製麺所 阿倍野店
大阪市阿倍野区 和カフェyusoshi あべの
大阪市阿倍野区 すき家 寺田町駅前店
大阪市阿倍野区 Live Bar DUTCH
大阪市阿倍野区 肥後すし
大阪市阿倍野区 cafeSAKURA
大阪市阿倍野区 時代屋
大阪市阿倍野区 明治屋
大阪市阿倍野区 ソイチャヤスタンド
大阪市阿倍野区 串かつでんがなあべのルシアス店
大阪市阿倍野区 ジョリーパスタ天王寺店
大阪市阿倍野区 肉バル ダイニングITO
大阪市阿倍野区 スタンド藤
大阪市阿倍野区 焼肉三谷家
大阪市阿倍野区 PIZZARIA & BAR LOGiC 天王寺店
大阪市阿倍野区 SAKEdining SiAnn
大阪市阿倍野区 おっさん寿司
大阪市阿倍野区 くいもの屋わん/札幌弥助天王寺店
大阪市阿倍野区 ステーキ宮 あべのキューズモール店
大阪市阿倍野区 BEEF DISHES もう一兆
大阪市阿倍野区 バル屋BoaVivo
大阪市阿倍野区 すし豊
大阪市阿倍野区 カラオケ 勝
大阪市阿倍野区 CantikPub
大阪市阿倍野区 ホルモン屋こじま 昭和町店
大阪市阿倍野区 焼肉ホルモンけむたい家
大阪市阿倍野区 正宗屋
大阪市阿倍野区 gibier dog cafe oryza
大阪市阿倍野区 黒毛和牛焼肉肉處きっしゃん阿倍野店
大阪市阿倍野区 炭焼屋神力
大阪市阿倍野区 あべの酒場
大阪市阿倍野区 ピースストリート
大阪市阿倍野区 韓国料理居酒屋福・ん
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大阪市阿倍野区 モンターニャ
大阪市阿倍野区 BRICKS BURGERS
大阪市阿倍野区 6年4組阿倍野・天王寺駅前分校
大阪市阿倍野区 麺屋志
大阪市阿倍野区 旬彩旬魚 傳右衛門
大阪市阿倍野区 立ち呑み処カスケード
大阪市阿倍野区 オルフェ
大阪市阿倍野区 善
大阪市阿倍野区 Bleah.
大阪市阿倍野区 Cafe&MealMUJI近鉄あべのハルカス
大阪市阿倍野区 日本料理大乃や
大阪市阿倍野区 らーめん極
大阪市阿倍野区 まんじ屋
大阪市阿倍野区 居酒屋 梅庵
大阪市阿倍野区 飲茶パパ
大阪市阿倍野区 みやざわ肉の店
大阪市阿倍野区 まぐろ問屋
大阪市阿倍野区 寅辰午戌はやし
大阪市阿倍野区 もんじゃ麦あべの店
大阪市住吉区 まるよし
大阪市住吉区 カラオケ喫茶 ヴィーナス
大阪市住吉区 とりのすけ あびこ店
大阪市住吉区 ごはん屋いろどり
大阪市住吉区 珉珉高野線 我孫子前店
大阪市住吉区 ヴィディヤカフェ長居店
大阪市住吉区 カジュアル鉄板四季
大阪市住吉区 午後のチキン
大阪市住吉区 key
大阪市住吉区 スナック 姫
大阪市住吉区 くら寿司長居店
大阪市住吉区 あおがき
大阪市住吉区 こなもんキッチンBonchi
大阪市住吉区 RaRa
大阪市住吉区 Chevron Coffee Roasters
大阪市住吉区 お好み焼き 古々路
大阪市住吉区 笑愛niko
大阪市住吉区 立ち呑み串カツ工房 小西材木店
大阪市住吉区 karaoke食Bar baby
大阪市住吉区 シャンス
大阪市住吉区 居酒屋結
大阪市住吉区 ひいろ亭
大阪市住吉区 和光
大阪市住吉区 まる福 我孫子店
大阪市住吉区 カラオケ＆スナック藤田
大阪市住吉区 萬和
大阪市住吉区 お好み焼き 神明
大阪市住吉区 マヤ
大阪市住吉区 じゃんぼ酒場ＪＲ長居駅前店
大阪市住吉区 Sofpo!あびこ店
大阪市住吉区 ピコバー
大阪市住吉区 choice
大阪市住吉区 明石焼きBaru 藏識
大阪市住吉区 ヤマダカフェ
大阪市住吉区 しゅん菜
大阪市住吉区 ＬｏｕｎｇｅＳａｒａｎｇ
大阪市住吉区 ItalianBar CaNoah
大阪市住吉区 四方酒店
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大阪市住吉区 つくしんぼ
大阪市住吉区 弁当のもりや
大阪市住吉区 博多もつ鍋いっぱち あびこ店
大阪市住吉区 タコシュウ市大前
大阪市住吉区 じゃんぼ
大阪市住吉区 じゃんぼ総本店あびこ駅前店
大阪市住吉区 さくら
大阪市住吉区 南山酒店
大阪市住吉区 篭めしと手打ちそば 一喜
大阪市住吉区 まごころ料理つる井
大阪市住吉区 肉卸直営 焼肉 肉のオカヤマ
大阪市住吉区 天ぷら天雲
大阪市住吉区 Mabrasseriepreferee
大阪市住吉区 居酒屋 LEO 808
大阪市住吉区 タンクロー
大阪市住吉区 喫茶 フレンド
大阪市住吉区 焼肉 伊まりや
大阪市住吉区 牛角長居店
大阪市住吉区 Rock Bar Rock A Go Go！！
大阪市住吉区 カラオケSATOMI
大阪市住吉区 十色庵
大阪市住吉区 たこ焼 いまちゃん
大阪市住吉区 カラオケ スナック ちびくろ
大阪市住吉区 肉卸 肉のオカヤマ 直売所
大阪市住吉区 おかあさん
大阪市住吉区 焼鳥ダイニング暁
大阪市住吉区 ボーノボーノ
大阪市住吉区 吉澤
大阪市住吉区 寿し兆
大阪市住吉区 洋食ととんかつ 大富士
大阪市住吉区 じゃんぼ総本店沢の町駅前店
大阪市住吉区 肉料理 幸之助
大阪市住吉区 HELLO860
大阪市住吉区 鉄板焼き居酒屋 千や
大阪市住吉区 こまげん
大阪市住吉区 リキリキ
大阪市住吉区 スナック梟
大阪市住吉区 なか川
大阪市住吉区 飲食業 ますだ家
大阪市住吉区 koumi kitchen
大阪市住吉区 桂
大阪市住吉区 ラーメン魁力屋 我孫子店
大阪市住吉区 居酒屋幸富久
大阪市住吉区 スナック 萌逢
大阪市住吉区 ガスト我孫子町駅前店
大阪市住吉区 釈迦力友あびこ店
大阪市住吉区 旬感居酒屋ひで家
大阪市住吉区 カラオケ喫茶ノレバン
大阪市住吉区 鳥義
大阪市住吉区 土佐料理 竜馬
大阪市住吉区 Nest
大阪市住吉区 カラオケ居酒屋 あなたに夢を
大阪市住吉区 海賊の食卓 くろひげ
大阪市住吉区 スプレモコーヒー
大阪市住吉区 大興望
大阪市住吉区 樹林
大阪市住吉区 居酒屋 とんがらし
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大阪市住吉区 韓式割烹 李
大阪市住吉区 マクドナルドあびこ店
大阪市住吉区 カラオケ喫茶 つどい
大阪市住吉区 喫茶MILKY WAY
大阪市住吉区 サイゼリヤあびこ駅前
大阪市住吉区 居酒屋こてつ
大阪市住吉区 マクドナルドあべの筋遠里小野店
大阪市住吉区 カサブランカ
大阪市住吉区 ときわ亭 長居
大阪市住吉区 カラオケ居酒屋さかえ
大阪市住吉区 一
大阪市住吉区 もつ鍋屋 肉の蔵
大阪市住吉区 台湾肉飯店
大阪市住吉区 コーヒーハウス ルイージ
大阪市住吉区 大阪王将 長居店
大阪市住吉区 鮨右衛門
大阪市住吉区 街かど屋万代店
大阪市住吉区 カフェ ガーデン
大阪市住吉区 とんかつ花
大阪市住吉区 Matasaburo -又三郎-
大阪市住吉区 ネースト
大阪市住吉区 eating cafe mame
大阪市住吉区 楽店酒肴
大阪市住吉区 カラオケ喫茶メロディー
大阪市住吉区 喫茶 パピー
大阪市住吉区 焼肉よっちゃん
大阪市住吉区 喫茶さくら
大阪市住吉区 一福食堂
大阪市住吉区 マドンナ＆クレイジー（ステージ喫茶マドンナ）
大阪市住吉区 ビリヤードCOZY
大阪市住吉区 じゃんぼ総本店JR我孫子町駅前店
大阪市住吉区 本家草鍋えんや
大阪市住吉区 かずみ食堂
大阪市住吉区 呑んごろ
大阪市住吉区 釜飯と網焼 いその ＪＲ長居駅前店
大阪市住吉区 OSAKA酒場あじひと
大阪市住吉区 肉匠 牛虎あびこ店
大阪市住吉区 スナックまんまみーあ
大阪市住吉区 五味八珍 長居店
大阪市住吉区 花藝タピオカ
大阪市住吉区 かつ藤次郎
大阪市住吉区 さん天 あべの万代店
大阪市住吉区 熊野
大阪市住吉区 王道居酒屋 のりを 長居店
大阪市住吉区 沖縄物語
大阪市住吉区 居酒屋ROOKIES
大阪市住吉区 ザめんそーれＰＡＲＴ２
大阪市住吉区 餃子の王将我孫子観音店
大阪市住吉区 Ray
大阪市住吉区 よってってぇー
大阪市住吉区 けとばし屋チャンピオン我孫子店
大阪市住吉区 牛すじ煮込み専門店うっしっしー＠長居東4丁目
大阪市住吉区 錦温泉
大阪市住吉区 J-kitchen
大阪市住吉区 gday coffee
大阪市住吉区 宝来
大阪市住吉区 やよい軒 長居店
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大阪市住吉区 T
大阪市住吉区 ホルモン本舗 長居店
大阪市住吉区 餃子の王将 長居店
大阪市住吉区 炭火酒場 まんてんや
大阪市住吉区 KASUYA 長居店
大阪市住吉区 すし半住吉店
大阪市住吉区 鶏まみれ
大阪市住吉区 板前焼肉一光 あびこ店
大阪市住吉区 スナック フレンズ
大阪市住吉区 松屋・松のや あびこ店
大阪市住吉区 モスバーガー長居店
大阪市住吉区 Bali bong
大阪市住吉区 天下一品 長居店
大阪市住吉区 かごの屋長居西店
大阪市住吉区 七つの壁
大阪市住吉区 ミスタードーナツ長居店
大阪市住吉区 赤ふくちあんラーメン あびこ店
大阪市住吉区 魚べいあびこ店
大阪市住吉区 松屋長居店
大阪市住吉区 不二屋
大阪市住吉区 天ぷら 海ごこち
大阪市住吉区 つり舟いわし亭
大阪市住吉区 居酒屋 虎武士
大阪市住吉区 長屋ダイニング愛逢
大阪市住吉区 八剣伝沢之町店
大阪市住吉区 魚べいあびこ店
大阪市住吉区 中華物産美食 友佳
大阪市住吉区 都そば 我孫子店
大阪市住吉区 ゴールドツリー
大阪市住吉区 フレンチレストランア・ラ・ルーシュ
大阪市住吉区 鳥貴族長居店
大阪市住吉区 洋食Shin
大阪市住吉区 玉の湯
大阪市住吉区 居酒屋おいでや
大阪市住吉区 どん太郎あびこ店
大阪市住吉区 bar cross 
大阪市住吉区 紀月
大阪市住吉区 炭のあかり松本
大阪市住吉区 日本ケンタッキー・フライド・チキン長居店
大阪市住吉区 ジャンボカラオケ広場 長居駅前店
大阪市住吉区 ロイヤルホスト帝塚山店
大阪市住吉区 ワンカルビ我孫子店
大阪市住吉区 和田商店
大阪市住吉区 百十 あびこ筋店
大阪市住吉区 野のはなハウス
大阪市住吉区 日本酒バル志賀
大阪市住吉区 中国料理イシダ
大阪市住吉区 ロイヤルホストおりおの店
大阪市住吉区 ゆずっこ あびこ
大阪市住吉区 竹馬
大阪市住吉区 満マル あびこ店
大阪市住吉区 焼肉の南大門 上住吉店
大阪市住吉区 アジアンバーラマイ あびこ店
大阪市住吉区 鶏焼ジョー
大阪市住吉区 古民家カフェ あーちゃん
大阪市住吉区 旨手羽家長居店
大阪市住吉区 しぇからし家花のん
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大阪市住吉区 大阪屋台居酒屋 満マル 長居店
大阪市住吉区 味道園
大阪市住吉区 一隅
大阪市住吉区 鬼瓦
大阪市住吉区 酒場大旦那
大阪市住吉区 デニーズ長居公園店
大阪市住吉区 つくしん坊
大阪市住吉区 立ち呑処 まっちゃん
大阪市住吉区 スナフキンになりたい
大阪市住吉区 創作料理KINOYA
大阪市住吉区 ふれあい
大阪市住吉区 立ち飲み 呑
大阪市住吉区 ユーファーム サンダーバード
大阪市住吉区 薩摩×炉ばた 燈火
大阪市住吉区 幸-sachi-
大阪市住吉区 カラオケ喫茶 みゆき
大阪市住吉区 我孫子前焼そばセンター
大阪市住吉区 ふらり
大阪市住吉区 や台ずしあびこ町
大阪市住吉区 和み nagomi
大阪市住吉区 麻雀クラブ東
大阪市住吉区 ジャンボカラオケ広場 あびこ店
大阪市住吉区 つるまる南住吉店
大阪市住吉区 夢屋
大阪市住吉区 すき家 住吉長居公園通店
大阪市住吉区 焼肉食堂かど家キャンプスタイル長居駅前店
大阪市住吉区 すき家 住吉遠里小野店
大阪市住吉区 吉野家 長居店
大阪市住吉区 すき家 長居店
大阪市住吉区 もんじゃ＆我孫子ワイン酒場 西屋
大阪市住吉区 炭火焼鳥とりの
大阪市住吉区 日本料理 喜あじ
大阪市住吉区 和ケ屋
大阪市住吉区 いか柳（弾）
大阪市住吉区 ふぐ庵
大阪市住吉区 ホルモン屋こじま 住吉我孫子前店
大阪市住吉区 吾作どん 長居店
大阪市住吉区 広島焼沙羅
大阪市住吉区 丸亀製麺住之江
大阪市住吉区 かけはし
大阪市住吉区 ＢｏｏＢｏｏキッチン 長居店
大阪市住吉区 わがまま屋
大阪市住吉区 すし 大安
大阪市住吉区 藍
大阪市住吉区 花恋
大阪市住吉区 １９時Gohoubi
大阪市住吉区 炭火焼とり安喜
大阪市住吉区 さくら
大阪市住吉区 マクドナルド長居公園通り店
大阪市住吉区 寿し道楽
大阪市住吉区 DAI DAI FARM
大阪市住吉区 鳥竹
大阪市住吉区 ばあばのキッチン 菊井
大阪市住吉区 OPPA CHICKEN
大阪市住吉区 Rose
大阪市住吉区 小料理ダイニングまち家
大阪市住吉区 高梁
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大阪市住吉区 shot bar 絆
大阪市東住吉区 さん天 針中野店
大阪市東住吉区 韓国料理 ションウォル
大阪市東住吉区 MILAN RESTAURANT
大阪市東住吉区 CHOI
大阪市東住吉区 北田辺ほろよい酒場いつも
大阪市東住吉区 福福らーめん 湯里店
大阪市東住吉区 居酒屋かずちゃん
大阪市東住吉区 お食事処 呑み処 さかぐら
大阪市東住吉区 チャイナ厨房
大阪市東住吉区 Cafe & Bar Sakuraholic
大阪市東住吉区 鮮魚Bar創's style
大阪市東住吉区 フライショップ蒲公英
大阪市東住吉区 松ずし
大阪市東住吉区 海鮮れすとらん魚輝水産湯里店
大阪市東住吉区 居酒家まめたん
大阪市東住吉区 ＰＯＮ
大阪市東住吉区 花よし
大阪市東住吉区 BAR珈琲野郎
大阪市東住吉区 にぎり長次郎長居公園通り店
大阪市東住吉区 うさぎ
大阪市東住吉区 殿のからあげ
大阪市東住吉区 さくらんぼ
大阪市東住吉区 やきとり 阿呆鶏
大阪市東住吉区 よし栄
大阪市東住吉区 おそめ
大阪市東住吉区 居酒屋どん
大阪市東住吉区 杉野商店
大阪市東住吉区 いおり
大阪市東住吉区 おばんざい.一品.みき
大阪市東住吉区 杭全四丁目ろまんちっく食堂
大阪市東住吉区 牡丹江
大阪市東住吉区 家庭料理青葉城
大阪市東住吉区 Cream Fest
大阪市東住吉区 喫茶カトレヤ
大阪市東住吉区 くら寿司今川店
大阪市東住吉区 立ち呑みじゅんじゅん
大阪市東住吉区 とぅるばるや
大阪市東住吉区 かご家 駒川店
大阪市東住吉区 ドリンクハウス プチ・コスモス
大阪市東住吉区 焼肉韓バリバリ
大阪市東住吉区 カラオケ光
大阪市東住吉区 カラオケ りんご
大阪市東住吉区 咲くら
大阪市東住吉区 味処 どんなもんや
大阪市東住吉区 Madame J
大阪市東住吉区 元祖 中なか
大阪市東住吉区 ザめしや東住吉店
大阪市東住吉区 炭火串焼き松ちゃん
大阪市東住吉区 中国料理 新東海
大阪市東住吉区 MIYABI雅
大阪市東住吉区 EBISU
大阪市東住吉区 COCORO
大阪市東住吉区 麺屋 ７．５Ｈｚ 東住吉店 
大阪市東住吉区 とりんちゅ
大阪市東住吉区 やきとりあもん
大阪市東住吉区 メッセージ
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大阪市東住吉区 旭日中国飯店
大阪市東住吉区 喫茶 罵伊絵瑠
大阪市東住吉区 三盛
大阪市東住吉区 お食事処 誠
大阪市東住吉区 和風お食事 和
大阪市東住吉区 ザめしや東住吉中野店
大阪市東住吉区 喫茶ぼん
大阪市東住吉区 PIZZERIA BRILLANTE
大阪市東住吉区 中華料理 天伸
大阪市東住吉区 すし処だいみょう
大阪市東住吉区 鶏娘
大阪市東住吉区 点心工房九龍
大阪市東住吉区 ラーメンまこと屋長居公園南店
大阪市東住吉区 今川屋食堂
大阪市東住吉区 からやま東住吉今川店
大阪市東住吉区 Kitchen Kimama
大阪市東住吉区 スナック浜新
大阪市東住吉区 ショットパブ児玉
大阪市東住吉区 うまい棒バー ねっちゃん
大阪市東住吉区 かっぱ寿司 東住吉店
大阪市東住吉区 玉寿司
大阪市東住吉区 ラウンジ Dikon
大阪市東住吉区 家庭料理 よし香。
大阪市東住吉区 かき小屋本舗 東住吉本店
大阪市東住吉区 田舎屋
大阪市東住吉区 焼肉きんぐ東住吉店
大阪市東住吉区 喫茶スナック みゆき
大阪市東住吉区 お好み焼き青山
大阪市東住吉区 大阪市立長居ユースホステル
大阪市東住吉区 喫茶ボス
大阪市東住吉区 笑々亭
大阪市東住吉区 LOCOROCO別館
大阪市東住吉区 和食さと杭全店
大阪市東住吉区 カラオケくれよん
大阪市東住吉区 LOCOROCO
大阪市東住吉区 居酒屋ダイニング ちょう
大阪市東住吉区 たまり
大阪市東住吉区 牛好
大阪市東住吉区 プルケリア
大阪市東住吉区 酒場 将
大阪市東住吉区 仁 ～jin～
大阪市東住吉区 中華料理孫悟空
大阪市東住吉区 高楊枝
大阪市東住吉区 アプリコット
大阪市東住吉区 居酒屋 ゆかり
大阪市東住吉区 お食事処 ほうれい
大阪市東住吉区 焼肉五苑 湯里店
大阪市東住吉区 喜多楼寿司
大阪市東住吉区 焼肉 仁家 針中野店
大阪市東住吉区 のんちゃん
大阪市東住吉区 居酒屋 美香
大阪市東住吉区 牛王 杭全店
大阪市東住吉区 和食さと湯里店
大阪市東住吉区 ずんどう屋 東住吉今川店
大阪市東住吉区 みよちゃん
大阪市東住吉区 都寿し
大阪市東住吉区 松屋針中野店
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大阪市東住吉区 鉄板焼 お好み焼 おまかせ
大阪市東住吉区 二代目串かつゑびす
大阪市東住吉区 居酒屋ごんべ
大阪市東住吉区 そばがき屋 ぐーちょきぱー
大阪市東住吉区 屋台居酒屋 大阪 満マル 駒川店
大阪市東住吉区 ドトールコーヒーショップ近鉄針中野駅前店
大阪市東住吉区 カラオケ喫茶フラワー
大阪市東住吉区 グラスフィールド
大阪市東住吉区 オリーブの花
大阪市東住吉区 焼とり居酒屋鳥工房 杭全店
大阪市東住吉区 カラオケマドンナ
大阪市東住吉区 れんげ草
大阪市東住吉区 魚料理一丁目
大阪市東住吉区 ラーメン魁力屋 杭全店
大阪市東住吉区 松屋東住吉中野店
大阪市東住吉区 紅龍 
大阪市東住吉区 オラボッサ
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 お好み焼 鉄板焼 はれ
大阪市東住吉区 喫茶壱番館
大阪市東住吉区 元祖豚丼屋TONTON 駒川店
大阪市東住吉区 ロイヤルホスト南田辺店
大阪市東住吉区 薩摩産直 炭火焼肉うしかい 東住吉店
大阪市東住吉区 パッシー（PASSY)
大阪市東住吉区 むろまち
大阪市東住吉区 お食事処ききょう
大阪市東住吉区 スナック千恵
大阪市東住吉区 カフェスタジアムはあとらんど
大阪市東住吉区 番茶
大阪市東住吉区 弥平士
大阪市東住吉区 焼肉ゆり
大阪市東住吉区 来来亭長居公園店
大阪市東住吉区 松屋東住吉湯里店
大阪市東住吉区 喜多方ラーメン坂内 針中野店
大阪市東住吉区 長崎ちゃんぽん十鉄 大阪東住吉
大阪市東住吉区 聚和園
大阪市東住吉区 はなまるうどん 東住吉湯里店
大阪市東住吉区 王将針中野店
大阪市東住吉区 和（やわらぎ）
大阪市東住吉区 対州園
大阪市東住吉区 カレーハウスCoCo壱番屋東住吉区杭全店
大阪市東住吉区 日本酒BARぶなの木
大阪市東住吉区 鎌倉パスタ 大阪東住吉店
大阪市東住吉区 居酒屋 和 なごみ
大阪市東住吉区 スシロー杭全店
大阪市東住吉区 肉のみつい
大阪市東住吉区 花まる
大阪市東住吉区 ピックポン食堂
大阪市東住吉区 スシロー東住吉店
大阪市東住吉区 寿し秀
大阪市東住吉区 ビッグエコー針中野駅前店
大阪市東住吉区 カラオケ喫茶 あい
大阪市東住吉区 さんきゅう水産 近鉄針中野店
大阪市東住吉区 木曽路長居公園店
大阪市東住吉区 すき家 東住吉杭全店
大阪市東住吉区 吉野家 長居公園通り店
大阪市東住吉区 びっくりドンキー瓜破店
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大阪市東住吉区 美幸寿司
大阪市東住吉区 鉄板焼き 彩どり路
大阪市東住吉区 お食事処 門家食堂
大阪市東住吉区 ソウル園
大阪市東住吉区 Cafe＆Bar トトロ
大阪市東住吉区 らーめん海童 
大阪市東住吉区 ココス今川店
大阪市東住吉区 串かつ 結
大阪市東住吉区 ごはんやくろしお
大阪市東住吉区 家庭料理 杉
大阪市東住吉区 お好み鉄板焼 福じゅう
大阪市東住吉区 ハウスキッチン
大阪市東住吉区 千扇
大阪市東住吉区 ジョリーパスタ東住吉店
大阪市東住吉区 ゆかり
大阪市東住吉区 甘辛茶寮まほろば
大阪市東住吉区 鉄板焼寿 湯里店
大阪市東住吉区 立ち呑み ねこ陣
大阪市東住吉区 呑み処 琴
大阪市東住吉区 フォルクス針中野店
大阪市東住吉区 韓国・一品料理駿
大阪市東住吉区 喜楽
大阪市東住吉区 お宝さん
大阪市東住吉区 Barハップ
大阪市東住吉区 丸亀製麺東住吉
大阪市東住吉区 焼肉ホルモンだいちゃん
大阪市東住吉区 針中野団長改
大阪市東住吉区 Cafe lalaka
大阪市東住吉区 くるくる
大阪市東住吉区 ワイン&ウイスキー大阪
大阪市東住吉区 Cheers
大阪市西成区 金星
大阪市西成区 やきやき
大阪市西成区 とんかつ道場
大阪市西成区 八重
大阪市西成区 楠もと
大阪市西成区 お好み焼き くぅ
大阪市西成区 騎虎
大阪市西成区 スナック香月
大阪市西成区 恋ちゃん
大阪市西成区 カラオケ居酒屋友
大阪市西成区 運命
大阪市西成区 なんばや
大阪市西成区 居酒屋 あさひ
大阪市西成区 夢
大阪市西成区 和琉料理まあさんど
大阪市西成区 紫乃
大阪市西成区 ジャンボ
大阪市西成区 林林ｓDining
大阪市西成区 むさし
大阪市西成区 天下茶屋バル テンバル
大阪市西成区 愛幸
大阪市西成区 愛々傘
大阪市西成区 みよし居酒屋
大阪市西成区 串カツ 陽吉
大阪市西成区 居酒屋 コブタ
大阪市西成区 焼とんyaたゆたゆ 天下茶屋 本店
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