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大阪市西成区 杏
大阪市西成区 カラオケ居酒屋ぽてん
大阪市西成区 詩音
大阪市西成区 鉄板焼 SAWA
大阪市西成区 千年の宴
大阪市西成区 鶴
大阪市西成区 萬来寿司
大阪市西成区 チャーライ極
大阪市西成区 吉原
大阪市西成区 北すし
大阪市西成区 加那
大阪市西成区 カラオケねね
大阪市西成区 スナック セブン
大阪市西成区 うさぎ
大阪市西成区 カラオケ ぬまちゃん
大阪市西成区 スナック恋
大阪市西成区 メイド居酒屋カワイイ
大阪市西成区 春蘭
大阪市西成区 花園酒場 情熱ホルモン
大阪市西成区 和倉
大阪市西成区 夢
大阪市西成区 居酒屋 きく
大阪市西成区 焼肉ソウル（ポジャンマッチャ）
大阪市西成区 白蓮
大阪市西成区 くろすけ
大阪市西成区 長安
大阪市西成区 ししまるたろう
大阪市西成区 萩之茶屋鶴一  なにわ筋店
大阪市西成区 湘南
大阪市西成区 居酒屋道
大阪市西成区 焼鳥 とり膳
大阪市西成区 浪花
大阪市西成区 おおさか名物 カラオケ居酒屋 ゆっくり れいむの部屋
大阪市西成区 喫茶ララカ
大阪市西成区 旬
大阪市西成区 空
大阪市西成区 中国料理 黄酒家
大阪市西成区 力餅
大阪市西成区 フォルティシモ
大阪市西成区 Peccapu
大阪市西成区 主やん
大阪市西成区 居酒屋絆
大阪市西成区 焼肉やまもと
大阪市西成区 焼肉 いっとう
大阪市西成区 くわ焼・鉄板料理 居酒屋よって２
大阪市西成区 錦
大阪市西成区 西成酒場成り屋
大阪市西成区 焼肉 大寅
大阪市西成区 カボチャ
大阪市西成区 麺匠丸極
大阪市西成区 中華料理 上海軒
大阪市西成区 スナックエーマン
大阪市西成区 居酒屋さくら
大阪市西成区 三角食堂
大阪市西成区 らーめんテイ造
大阪市西成区 蛸べぇ 花園町店
大阪市西成区 夢乃家
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大阪市西成区 西成酒場 立ち飲み成り屋
大阪市西成区 知慧
大阪市西成区 すし幸
大阪市西成区 越中屋
大阪市西成区 酒解
大阪市西成区 千世
大阪市西成区 金花
大阪市西成区 男鹿
大阪市西成区 ハイカラ厨房ふらいぱん
大阪市西成区 愛ちゃん
大阪市西成区 バー  ぼマ
大阪市西成区 大丸屋
大阪市西成区 居酒屋 縁
大阪市西成区 もん家
大阪市西成区 くら寿司北津守店
大阪市西成区 金星26
大阪市西成区 カラオケ喫茶 うた
大阪市西成区 よかばい
大阪市西成区 KAMA PUB 
大阪市西成区 創作バル Bottoms Up
大阪市西成区 徳島
大阪市西成区 大和屋
大阪市西成区 メロウグルーブ８１
大阪市西成区 キャッツ
大阪市西成区 酒房 さち
大阪市西成区 料亭楽喜
大阪市西成区 いっぷく屋
大阪市西成区 かめこ
大阪市西成区 海鮮屋台おくまん北加賀屋店
大阪市西成区 小百合
大阪市西成区 中華料理 上海家
大阪市西成区 更科
大阪市西成区 虎虎
大阪市西成区 慶
大阪市西成区 食事処 潮路
大阪市西成区 唐揚げ専門店 壱唐 玉出店
大阪市西成区 立呑み処 やけくそ
大阪市西成区 キッチンポポ
大阪市西成区 カラオケバー輝
大阪市西成区 スナック ヤング
大阪市西成区 喫茶 ナナ
大阪市西成区 未来
大阪市西成区 お好み焼き 彩
大阪市西成区 Member's Lee
大阪市西成区 cozy
大阪市西成区 カラオケ居酒屋由美
大阪市西成区 居酒屋 てんと
大阪市西成区 茶居夢
大阪市西成区 スナック はるみ
大阪市西成区 居酒屋アサ
大阪市西成区 カラオケ喫茶ふれんど
大阪市西成区 かしこ
大阪市西成区 与助
大阪市西成区 みふく食堂
大阪市西成区 居酒屋さくら
大阪市西成区 東京庵
大阪市西成区 カラオケ かっちゃんPART2
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大阪市西成区 カラオケことこと
大阪市西成区 灯
大阪市西成区 田舎料理 はま
大阪市西成区 一期一会
大阪市西成区 三都
大阪市西成区 居酒屋花唄２
大阪市西成区 STAND TAMATSU
大阪市西成区 笙
大阪市西成区 シルクロード
大阪市西成区 大城園
大阪市西成区 お好み焼 ぐう
大阪市西成区 採
大阪市西成区 カラオケ道場 「花水木」
大阪市西成区 ひろちゃん
大阪市西成区 大衆焼肉バル Terachi
大阪市西成区 フードデリバリーＫ
大阪市西成区 花蝶
大阪市西成区 バロンドーラ
大阪市西成区 酒処しょう
大阪市西成区 にくの居酒屋ぽち
大阪市西成区 居酒屋 夕凪
大阪市西成区 オクトパス玉出店
大阪市西成区 街かど屋南津守店
大阪市西成区 甘すぎてすみません
大阪市西成区 由
大阪市西成区 マクドナルド南津守店
大阪市西成区 土佐
大阪市西成区 能登屋
大阪市西成区 洛西
大阪市西成区 すし寛
大阪市西成区 居酒屋ゆうちゃん
大阪市西成区 居酒屋蒼
大阪市西成区 居酒屋カラオケソウル
大阪市西成区 カラオケ居酒屋フローリア
大阪市西成区 お食事処 あくね
大阪市西成区 寺嶋酒店
大阪市西成区 一平寿し天下茶屋支店
大阪市西成区 居酒屋 げんなおし
大阪市西成区 ビンタン角店
大阪市西成区 Music Bar Groovy
大阪市西成区 resto bar kei
大阪市西成区 ときん
大阪市西成区 ラーメン 大将
大阪市西成区 橘子
大阪市西成区 まんぷくや
大阪市西成区 レストランSHIN
大阪市西成区 呑処 やっちゃん
大阪市西成区 あいちゃん
大阪市西成区 居酒屋 かわちゃん
大阪市西成区 A WALK
大阪市西成区 かっぱ寿司 南津守店
大阪市西成区 笑楽
大阪市西成区 凡勝
大阪市西成区 喜久屋寿司
大阪市西成区 おでん工房 うさぎ
大阪市西成区 史恵
大阪市西成区 大阪王将 玉出店
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大阪市西成区 居酒屋 眞紀
大阪市西成区 マルフク西成
大阪市西成区 カラオケ居酒屋夜桜
大阪市西成区 スナック21
大阪市西成区 カラオケ酒場 くらぶはうす
大阪市西成区 立ち飲み 一品 天使屋
大阪市西成区 艶美
大阪市西成区 スナック馥
大阪市西成区 ガスト玉出店
大阪市西成区 粉もんバル てんぐや
大阪市西成区 暖
大阪市西成区 コーヒー＆グリルむさし
大阪市西成区 餃子の王将 岸の里店
大阪市西成区 ちょい呑み かなめちゃん
大阪市西成区 焼肉ハウス とりごえ
大阪市西成区 居酒屋ちえ
大阪市西成区 動物園前 もつ鍋屋
大阪市西成区 REST
大阪市西成区 旨手羽家天下茶屋店
大阪市西成区 居酒屋彩
大阪市西成区 お好み焼 SARAN
大阪市西成区 満マル天下茶屋店
大阪市西成区 食堂やまかわ
大阪市西成区 Ｊｕｎｅ
大阪市西成区 樹
大阪市西成区 FREEDOM
大阪市西成区 居酒屋スタンドジョン
大阪市西成区 カラオケ はなぞの
大阪市西成区 らーめん かしや
大阪市西成区 活ふぐ料理たてもと
大阪市西成区 銀の鈴
大阪市西成区 喫茶ミチ
大阪市西成区 プラザ イン ナニワ ホテル 食堂
大阪市西成区 つけ麺まる節
大阪市西成区 マクドナルド地下鉄玉出駅前店
大阪市西成区 日松亭
大阪市西成区 めしや食堂岸里店
大阪市西成区 大阪飯店
大阪市西成区 おもてなし太陽本店
大阪市西成区 薩摩
大阪市西成区 Reira
大阪市西成区 居酒屋漁助岸里店
大阪市西成区 Genji
大阪市西成区 お好み 笑三
大阪市西成区 焼肉 いち輪
大阪市西成区 ニューマルミ
大阪市西成区 蘭ちゃん
大阪市西成区 岩ちゃんのいまみや亭
大阪市西成区 かごの屋岸里店
大阪市西成区 膳之縁中華物産&食堂
大阪市西成区 明石焼 楓
大阪市西成区 焼肉満腹リッチ
大阪市西成区 いおり
大阪市西成区 音楽スタジオ・カラオケパブ ソングス
大阪市西成区 成田屋
大阪市西成区 花沁
大阪市西成区 洋食REVO
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大阪市西成区 居酒屋 お清
大阪市西成区 居酒屋きのした
大阪市西成区 居酒屋サクランボ
大阪市西成区 洋麺屋五右衛門大阪今宮店
大阪市西成区 餃子の王将 太子店
大阪市西成区 大よし
大阪市西成区 炭火もつ鍋すずき
大阪市西成区 宮武酒店
大阪市西成区 おいで
大阪市西成区 イチノジュウニのヨン
大阪市西成区 らいらい軒
大阪市西成区 カラオケ123
大阪市西成区 居酒屋 みき
大阪市西成区 晴月
大阪市西成区 ヴィ・ド・フランス天下茶屋
大阪市西成区 GLAY
大阪市西成区 炭火焼肉 牛萬
大阪市西成区 カラオケ居酒屋幸せの鈴
大阪市西成区 禮
大阪市西成区 居酒屋 吉川劇場
大阪市西成区 さくら
大阪市西成区 カフェ松茶
大阪市西成区 八仙楼天龍ラーメン
大阪市西成区 いろは
大阪市西成区 スナック 京
大阪市西成区 カラオケ居酒屋 てぃあら
大阪市西成区 中華台湾料理 海鮮館
大阪市西成区 さくらちゃん
大阪市西成区 居酒屋 十八番
大阪市西成区 ちゃっぷりん
大阪市西成区 カラオケ ワシントン
大阪市西成区 和牛焼肉うのう玉出本店
大阪市西成区 居酒屋 ちよちゃん
大阪市西成区 鯛よし百番
大阪市西成区 カフェ&バー、風S
大阪市西成区 丸一屋
大阪市西成区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋西成区津守店
大阪市西成区 笑顔
大阪市西成区 居酒屋まいちゃんizakaya mai chang
大阪市西成区 スナック廣
大阪市西成区 直味家
大阪市西成区 おでんアカイ
大阪市西成区 カラオケ居酒屋 聖子
大阪市西成区 ステーキリバーベ 玉出店
大阪市西成区 九苑酒家 天下茶屋店
大阪市西成区 釜あげうどん 楽
大阪市西成区 楽友
大阪市西成区 日本ケンタッキー・フライド・チキンデイリーカナート天下茶屋店
大阪市西成区 かめ家
大阪市西成区 隠れBARみんごろ
大阪市西成区 仰天酒場
大阪市西成区 松屋花園町店
大阪市西成区 居酒屋もくまんぼ
大阪市西成区 名前はまだない
大阪市西成区 松屋岸里店
大阪市西成区 カラオケ喫茶 ９９９
大阪市西成区 おばんざい居酒屋 あかね

105 / 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）

大阪市西成区 松のや花園町店
大阪市西成区 河庄
大阪市西成区 鉄板焼き金ちゃん
大阪市西成区 新華園
大阪市西成区 河童ラーメン本舗 工場店
大阪市西成区 居酒屋さつき
大阪市西成区 きっしゃん
大阪市西成区 交差点
大阪市西成区 ゆたまる
大阪市西成区 ひまわり
大阪市西成区 一富久
大阪市西成区 純恋
大阪市西成区 うめや
大阪市西成区 居酒屋 祭
大阪市西成区 パンプキン ハウス
大阪市西成区 マティーニ
大阪市西成区 星
大阪市西成区 とんかつ一番 天神ノ森店
大阪市西成区 日の本
大阪市西成区 料亭 夢花
大阪市西成区 明月
大阪市西成区 ヤキ
大阪市西成区 炭火やきとり・とり鍋 輪
大阪市西成区 カラオケ居酒屋 より道
大阪市西成区 笑恵処家 天下茶屋店
大阪市西成区 宝田
大阪市西成区 Ａｉ
大阪市西成区 五山
大阪市西成区 居酒屋あだん
大阪市西成区 優美
大阪市西成区 ウインク
大阪市西成区 カラオケ居酒屋チャオ
大阪市西成区 四国
大阪市西成区 THE OLDEST1
大阪市西成区 太鼓すし
大阪市西成区 あっちち本舗 本店
大阪市西成区 和
大阪市西成区 居酒屋 ハッピー
大阪市西成区 Ravitaillement
大阪市西成区 武蔵
大阪市西成区 うのう花園店
大阪市西成区 ワンカルビ南津守店
大阪市西成区 みつば
大阪市西成区 響あい
大阪市西成区 松屋南津守店
大阪市西成区 銀座の花
大阪市西成区 藤富
大阪市西成区 南海そば 新今宮店
大阪市西成区 鶏屋いちごいちえ
大阪市西成区 宮本むなし 新今宮店
大阪市西成区 未来夢
大阪市西成区 ぜん吉花園店
大阪市西成区 Bar ACE
大阪市西成区 板前焼肉一斗 天下茶屋本店
大阪市西成区 えいか
大阪市西成区 麺屋木田
大阪市西成区 象屋
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大阪市西成区 Blue Rose
大阪市西成区 お好み焼き研究所海や
大阪市西成区 うどんそば卯一
大阪市西成区 鳥貴族 玉出店
大阪市西成区 R&R
大阪市西成区 赤ふくちあんラーメン 玉出店
大阪市西成区 むんじ
大阪市西成区 ミスタードーナツ南海天下茶屋駅ショップ
大阪市西成区 NHA HANG 3 MIEN
大阪市西成区 あたみ
大阪市西成区 Bar Slumberland
大阪市西成区 ヒロ
大阪市西成区 幸楽食堂
大阪市西成区 たつ屋
大阪市西成区 奴茶屋
大阪市西成区 ナカジマ酒店
大阪市西成区 味菜
大阪市西成区 大衆寿司酒場ちくわ
大阪市西成区 居酒屋 美桜
大阪市西成区 鉄板焼きピノキオ
大阪市西成区 お好み焼  鉄板焼  やくやく
大阪市西成区 ビッグエコー地下鉄玉出駅前店
大阪市西成区 ちとせ
大阪市西成区 Once Upon a Time
大阪市西成区 MQ KaRaOke
大阪市西成区 居酒屋やすらぎ
大阪市西成区 居酒屋幸せ
大阪市西成区 ようこ
大阪市西成区 立ち食いホルモン おいしん坊
大阪市西成区 酒処 ツッチン
大阪市西成区 珈琲館 天下茶屋店
大阪市西成区 居酒屋カラオケ三姉妹
大阪市西成区 １００円キッチン和
大阪市西成区 焼肉虎や
大阪市西成区 家庭料理 今帰仁
大阪市西成区 ぜん吉
大阪市西成区 第8空間
大阪市西成区 らーめん伊藝玉出店
大阪市西成区 Ichi-Ichi
大阪市西成区 てっちり 一力
大阪市西成区 吉野家 天下茶屋店
大阪市西成区 ぎょうざ けん太
大阪市西成区 秀ちゃん
大阪市西成区 居酒屋 穂
大阪市西成区 聚楽
大阪市西成区 やなや
大阪市西成区 本鳥久
大阪市西成区 やきとり食堂 ゆめる
大阪市西成区 びっくりドンキー帝塚山店
大阪市西成区 你好
大阪市西成区 海鮮工房 鮨 たけ市
大阪市西成区 カラオケ・喫茶・居酒屋 達磨や
大阪市西成区 なか卯 萩ノ茶屋店
大阪市西成区 酒家えの吉
大阪市西成区 インド料理ナマステタラ
大阪市西成区 時計台
大阪市西成区 心
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大阪市西成区 ひげ勝
大阪市西成区 seasons
大阪市西成区 居酒屋優華
大阪市西成区 ランチェレストラン
大阪市西成区 肉WAJIMA 岸里天下茶屋店
大阪市西成区 錦
大阪市西成区 すき家 天下茶屋駅前店
大阪市西成区 綾歌
大阪市西成区 若尾
大阪市西成区 カラオケ 居酒屋 愛ちゃん
大阪市西成区 料亭 賀々
大阪市西成区 呑み食べ処 綾
大阪市西成区 エンジョイ
大阪市西成区 居酒屋 よってって
大阪市西成区 立喰い寿司 けんちゃん
大阪市西成区 えいちゃん食道
大阪市西成区 めしや宮本むなし 地下鉄花園町駅前店
大阪市西成区 ときめきトゥナイト
大阪市西成区 居酒屋まいど！！
大阪市西成区 居酒屋長助
大阪市西成区 Snack&Bar Linda
大阪市西成区 居酒屋 はるか
大阪市西成区 Cafe&DiningBar CLOWN
大阪市西成区 酒肴 好
大阪市西成区 ゲストハウスとカフェと庭 ココルーム
大阪市西成区 乃むら
大阪市西成区 美里
大阪市西成区 牡丹
大阪市西成区 居酒屋 響
大阪市西成区 海鮮スタンディング西成ニューここ屋
大阪市西成区 屋上BBQレディゴー
大阪市西成区 居酒屋 こころ
大阪市西成区 NANA
大阪市西成区 雛
大阪市西成区 ベビーフェイスプラネッツ南津守店
大阪市西成区 お好み 福ちゃん
大阪市西成区 安加
大阪市西成区 お好み焼きでん
大阪市西成区 金魚姫
大阪市西成区 フレッシュマート
大阪市西成区 はま寿司玉出駅前店
大阪市西成区 玖酒
大阪市西成区 ぶらり亭
大阪市西成区 風林
大阪市西成区 らーめん酒場龍喜心
大阪市西成区 八宝亭
大阪市西成区 ナナ
大阪市西成区 AYUキッチン
大阪市西成区 髙倍家
大阪市西成区 和牛焼肉うのう 別館
大阪市西成区 喫茶スナック 華
大阪市西成区 居酒屋 香香
大阪市西成区 音屋
大阪市西成区 丼丸 岸里店
大阪市西成区 ビアーキッチンサンズ
大阪市西成区 しんみどう
大阪市淀川区 ドトールコーヒーショップJR新大阪店
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大阪市淀川区 ガスト十三店
大阪市淀川区 CHACHA
大阪市淀川区 もつ鍋 串カツ はるのひ
大阪市淀川区 Members aico
大阪市淀川区 肉のヤマキ商店十三
大阪市淀川区 肉 あじ蔵
大阪市淀川区 大衆酒場フレンチマン
大阪市淀川区 印度のルー新大阪店
大阪市淀川区 焼肉大阪
大阪市淀川区 JOYSOUND東三国店
大阪市淀川区 ドトールコーヒーショップ西中島南方駅前店
大阪市淀川区 カラオケ居酒屋 麻由
大阪市淀川区 アモーレ
大阪市淀川区 居酒屋うさぎ
大阪市淀川区 海鮮酒房 磯八
大阪市淀川区 グリルサシャ
大阪市淀川区 MIDNIGHTAJITO
大阪市淀川区 美月
大阪市淀川区 焼肉武蔵
大阪市淀川区 銭屋西中島
大阪市淀川区 うさぎ
大阪市淀川区 梅田明月館 十三店
大阪市淀川区 ラウンジクリス
大阪市淀川区 一番どり ニッセイ新大阪ビル店
大阪市淀川区 家庭料理 蕾
大阪市淀川区 加島肉ビル 酒場店
大阪市淀川区 カフェ＆ダイニングバーゆるらかふぇ
大阪市淀川区 らーめんやまふじ 新大阪本店
大阪市淀川区 加島肉ビル 焼肉店
大阪市淀川区 エッセンキタムラ
大阪市淀川区 げそ
大阪市淀川区 ホリーズカフェ 十三東口店
大阪市淀川区 焼肉十三風月
大阪市淀川区 らーめん宝
大阪市淀川区 セント
大阪市淀川区 力餅食堂
大阪市淀川区 豊後高田どり酒場
大阪市淀川区 創作居酒屋つかさ
大阪市淀川区 玉の家
大阪市淀川区 真水無香上海料理
大阪市淀川区 BAR boNds.
大阪市淀川区 麺処 飯田家
大阪市淀川区 とり料理やなぎ
大阪市淀川区 CLUB Wraith
大阪市淀川区 タコたこ
大阪市淀川区 大阪新世界元祖串かつだるま アルデ新大阪店
大阪市淀川区 麺処あきない塚本店
大阪市淀川区 目利きの銀次
大阪市淀川区 スナックR
大阪市淀川区 居心
大阪市淀川区 蔵人
大阪市淀川区 ひょうたん寿し 新大阪店
大阪市淀川区 点天バル
大阪市淀川区 どん栗
大阪市淀川区 じゃんぼ総本店東三国店
大阪市淀川区 丸勝 十三店
大阪市淀川区 スナックブ一ケ

109 / 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）

大阪市淀川区 優曇庵
大阪市淀川区 サウナ シャン
大阪市淀川区 和気あいあい
大阪市淀川区 味蔵
大阪市淀川区 若どり屋十三
大阪市淀川区 BRASSERIE WASAWO
大阪市淀川区 すし処うえの
大阪市淀川区 お好み焼きふくや
大阪市淀川区 寿司バー げん家
大阪市淀川区 喫茶 ワンアップ
大阪市淀川区 炉端焼き田舎
大阪市淀川区 グリル フレンズ
大阪市淀川区 ラウンジロージィ
大阪市淀川区 Ｂar月
大阪市淀川区 合歓木
大阪市淀川区 スナック智恵
大阪市淀川区 VENISONbyTERRA
大阪市淀川区 Ｉｒｉｓ
大阪市淀川区 北海道海鮮にほんいち 大阪西中島店
大阪市淀川区 とり真
大阪市淀川区 Juin
大阪市淀川区 カラオケスナック麗子
大阪市淀川区 宮前食堂
大阪市淀川区 丸三寿司
大阪市淀川区 ひょうたん
大阪市淀川区 風まかせ 人まかせ
大阪市淀川区 カルチャースペースＳＭＩＬＥ（ｓｍｉｌｅキッチン）
大阪市淀川区 焼肉にしだ
大阪市淀川区 居酒屋 大丸屋
大阪市淀川区 炉端焼 西中島の蔵
大阪市淀川区 おでん屋 権兵衛
大阪市淀川区 郷土料理 九州
大阪市淀川区 中華料理 哥哥
大阪市淀川区 イカん家
大阪市淀川区 小雀弥西中島店
大阪市淀川区 ナイトイン ラブリーズ
大阪市淀川区 沖縄料理の店 はながさ
大阪市淀川区 タピオカ伶
大阪市淀川区 THE PUB
大阪市淀川区 oneji
大阪市淀川区 風地空知
大阪市淀川区 KASUYA十三
大阪市淀川区 ビストロ ヴィサージュ
大阪市淀川区 焼肉しづ
大阪市淀川区 peach
大阪市淀川区 大富士
大阪市淀川区 ごめんねラッパ屋
大阪市淀川区 キッチンはる
大阪市淀川区 パスタ工房 あるでんて
大阪市淀川区 はしご
大阪市淀川区 紅衣
大阪市淀川区 カフェ・テラス ケイボー
大阪市淀川区 焼肉ホルモンとくちゃん
大阪市淀川区 BAR CLAYMOON
大阪市淀川区 CAFE OLE
大阪市淀川区 魚居酒屋すなおや 東三国店
大阪市淀川区 スナックぼたん
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大阪市淀川区 Dining酒場Luce
大阪市淀川区 ビスケット
大阪市淀川区 魚居酒屋すなおや 三国店
大阪市淀川区 焼鳥一番 三津屋店
大阪市淀川区 焼肉レストラン貴美苑
大阪市淀川区 居酒屋 朱
大阪市淀川区 魚がし日本一 エキマルシェ新大阪ソトエ店
大阪市淀川区 神戸南京町 皇蘭
大阪市淀川区 らーめんばっこ志
大阪市淀川区 すなおや ごはん亭
大阪市淀川区 寿司居酒屋すしまる屋 東三国店
大阪市淀川区 さかなＳＴＡＮＤ ００２４ 西中島
大阪市淀川区 居酒屋かっぱ
大阪市淀川区 Ros`e
大阪市淀川区 へいわ屋
大阪市淀川区 お好み焼き、旬菜、みやざき
大阪市淀川区 ちびりん
大阪市淀川区 咲兆
大阪市淀川区 Sakura櫻
大阪市淀川区 トレビ
大阪市淀川区 スナック のんちゃん
大阪市淀川区 CLUB BOSS
大阪市淀川区 居酒屋 たか
大阪市淀川区 Queen
大阪市淀川区 晴屋十三店
大阪市淀川区 スナック かずよ
大阪市淀川区 炭焼酒場はるはる
大阪市淀川区 GOGURIS
大阪市淀川区 Snack Mashran
大阪市淀川区 味八
大阪市淀川区 スナック ローザリィー
大阪市淀川区 ゲンテン
大阪市淀川区 処今日庵
大阪市淀川区 上島珈琲店新大阪店
大阪市淀川区 じゅじゅ庵西中島
大阪市淀川区 味千拉麺 新大阪店
大阪市淀川区 カフェ グラード
大阪市淀川区 馬鹿殿
大阪市淀川区 洋食カーネリアン
大阪市淀川区 居酒屋 そら
大阪市淀川区 大衆肉酒場 こだわり米 匠
大阪市淀川区 Oursblanc.
大阪市淀川区 街のおばんざい どんだけ
大阪市淀川区 海鮮すなおや食堂 新大阪店
大阪市淀川区 隠れ家的ダイニングバルCuore
大阪市淀川区 焼肉ライク十三店
大阪市淀川区 とんかつkitchen かもめ亭 西中島店
大阪市淀川区 スナック島
大阪市淀川区 遊飲蔵 ぐりぐり
大阪市淀川区 三豊麺 十三店
大阪市淀川区 HIMAWARI
大阪市淀川区 わだ家新大阪店
大阪市淀川区 ちいさなうずまき
大阪市淀川区 奄美
大阪市淀川区 らーめん鱗 西中島店
大阪市淀川区 八金
大阪市淀川区 へジャンク専門店耽羅

111 / 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）

大阪市淀川区 魚処 すし一
大阪市淀川区 寿司居酒屋すなおや 新大阪店
大阪市淀川区 菜の花
大阪市淀川区 Chot Bar Lilith
大阪市淀川区 葉づき
大阪市淀川区 居酒屋 駅前屋
大阪市淀川区 カラオケルーム リズム
大阪市淀川区 スターバックスコーヒーJR新大阪アルデ店
大阪市淀川区 洋食の店 クック
大阪市淀川区 ビフテキ重・肉飯ロマン亭 エキマルシェ新大阪ソトエ店
大阪市淀川区 Aもんや
大阪市淀川区 おんどり庵 十三店
大阪市淀川区 ジャンカラ 西中島店
大阪市淀川区 ペルシャンブルー
大阪市淀川区 永麗
大阪市淀川区 ラッキー酒場
大阪市淀川区 神鍋食堂
大阪市淀川区 妙高亭
大阪市淀川区 地中海
大阪市淀川区 スナックらく
大阪市淀川区 Lupinus
大阪市淀川区 スナック酔道
大阪市淀川区 フレッシュネスバーガーエキマルシェ新大阪ソトエ店
大阪市淀川区 焼肉 匠
大阪市淀川区 ベルビュー
大阪市淀川区 おさかな酒場まえでん十三店
大阪市淀川区 門黒すし
大阪市淀川区 スナック ひつじ
大阪市淀川区 炉ばた焼 十三船番所
大阪市淀川区 芭蕉布
大阪市淀川区 焼鳥 冬月
大阪市淀川区 中国料理 璠房
大阪市淀川区 トラットリアチェーロ
大阪市淀川区 はぐるま
大阪市淀川区 スナック やすらぎ
大阪市淀川区 ケーキ＆カフェダイニング ボナボン
大阪市淀川区 楽園
大阪市淀川区 虎寿司 淀川店
大阪市淀川区 COTTON CLUB
大阪市淀川区 大衆ビストロ匠
大阪市淀川区 弦 新大阪店
大阪市淀川区 ほんわか料理てまり
大阪市淀川区 磯路
大阪市淀川区 はじめ
大阪市淀川区 サイゼリヤ新大阪駅西宮原
大阪市淀川区 八起庵アルデ新大阪店
大阪市淀川区 屋台居酒屋大阪満マル新大阪店
大阪市淀川区 四季自然喰処たちばな 新大阪本店
大阪市淀川区 大湖苑
大阪市淀川区 鳥貴族 塚本店
大阪市淀川区 HIRO
大阪市淀川区 カフェ エ ヴァン コルディアル
大阪市淀川区 bar clock
大阪市淀川区 大阪王将 十三店
大阪市淀川区 酒楽処一歩
大阪市淀川区 Lumeria
大阪市淀川区 鉄板焼 逢阪
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大阪市淀川区 丸福食堂
大阪市淀川区 大衆酒場十三屋
大阪市淀川区 コーヒーハウスROYAL
大阪市淀川区 カレー丼専門店 麺の香
大阪市淀川区 味悟空 三国店
大阪市淀川区 未来望橋
大阪市淀川区 鳥貴族 新大阪店
大阪市淀川区 ゑにしな
大阪市淀川区 花さこん
大阪市淀川区 ＣＬＯＶＥＲ
大阪市淀川区 魚菜処ほりばた
大阪市淀川区 常夜亭 徳
大阪市淀川区 グリルキャピタル東洋亭 新大阪店
大阪市淀川区 すなっくうさぎ
大阪市淀川区 花伝
大阪市淀川区 Hookah's
大阪市淀川区 ジャンボカラオケ広場 十三駅東口店
大阪市淀川区 STEAK HOUSE ロマン亭 ounce 地下鉄新大阪店
大阪市淀川区 酒菜家ペッシェロッソ
大阪市淀川区 お食事処 なんてん
大阪市淀川区 天からてん十三本町店
大阪市淀川区 高崎流 クリエイティブキッチン 道場
大阪市淀川区 喫茶 サンチョ
大阪市淀川区 NICE食堂
大阪市淀川区 からふね屋珈琲エキマルシェ新大阪ソトエ店
大阪市淀川区 魚屋スタンドふじ
大阪市淀川区 早矢
大阪市淀川区 炉端焼 逢坂の蔵
大阪市淀川区 鳥貴族 東三国店
大阪市淀川区 キッシュ
大阪市淀川区 Indian Nepali Restaurant SAFAL
大阪市淀川区 魚居酒屋あぷちゃ本店
大阪市淀川区 男はつらい 新大阪駅前店
大阪市淀川区 酒処 彩葉
大阪市淀川区 焼肉 源
大阪市淀川区 焼肉処 彩
大阪市淀川区 Pork kitchen おきとん
大阪市淀川区 アダスタム
大阪市淀川区 肉匠 紋次郎 東三国店
大阪市淀川区 大乃助
大阪市淀川区 LUCKY7
大阪市淀川区 鳥貴族 三国店
大阪市淀川区 セイビア
大阪市淀川区 SHIN－OSAKA KIRAKU楽
大阪市淀川区 フィリピンバーマンゴー
大阪市淀川区 ぶった西中島店
大阪市淀川区 マダムトンコ
大阪市淀川区 ブッフェダイニング クリスタル
大阪市淀川区 たこ焼十八番
大阪市淀川区 麺屋昴
大阪市淀川区 喫茶 オリーブ
大阪市淀川区 大衆酒場ヒロタヤ２号
大阪市淀川区 らーめん坦坦
大阪市淀川区 どうとんぼり神座 エキマルシェ新大阪店
大阪市淀川区 からあげの匡
大阪市淀川区 Salon de 風 Fu~
大阪市淀川区 立ち呑み くみ
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大阪市淀川区 五味箱
大阪市淀川区 まるとく酒店十三店
大阪市淀川区 パシオンエナチュール新大阪
大阪市淀川区 コバルト
大阪市淀川区 RUTILE
大阪市淀川区 らーめん屋上方段七
大阪市淀川区 来来亭十三店
大阪市淀川区 ジュン
大阪市淀川区 あみぃー
大阪市淀川区 ふらっと此処
大阪市淀川区 Beer Restaurant GIGI
大阪市淀川区 ステーキきらく
大阪市淀川区 A35東三国バル
大阪市淀川区 炭火焼鳥 鳥まる
大阪市淀川区 立ち呑みおかめ
大阪市淀川区 ゆきや
大阪市淀川区 カレー専門店ターバン
大阪市淀川区 たつみ屋
大阪市淀川区 焼肉ホルモンまんのや ハットリ一番
大阪市淀川区 ちゃぶだい
大阪市淀川区 じゅん
大阪市淀川区 中国料理あづま家
大阪市淀川区 麺つるり
大阪市淀川区 嵐坊
大阪市淀川区 8ハチ
大阪市淀川区 焙煎と酒
大阪市淀川区 かぶと亭
大阪市淀川区 串焼き 狄
大阪市淀川区 手羽先番長 十三東店
大阪市淀川区 北極星 エキマルシェ新大阪店
大阪市淀川区 天ぷら一品杉尾西中島店
大阪市淀川区 一軒め酒場 十三店
大阪市淀川区 ラ オハナ三国店
大阪市淀川区 スナック阿蘇
大阪市淀川区 海鮮・炉端おどりや
大阪市淀川区 道頓堀今井 大阪のれんめぐり店
大阪市淀川区 銀だこ大衆酒場新大阪店
大阪市淀川区 うどん工房 天空
大阪市淀川区 ガスト阪急三国駅店
大阪市淀川区 スターバックスコーヒーニッセイ新大阪ビル店
大阪市淀川区 炭火焼鳥 やまさん
大阪市淀川区 バルバラ
大阪市淀川区 精鋭麺部隊
大阪市淀川区 らーめん亀王 ＪＲ新大阪駅店
大阪市淀川区 ｇｒｉｌｌ モトカラ
大阪市淀川区 ねぎ焼やまもと 本店
大阪市淀川区 朝挽豚専門店ぶった三国駅前店
大阪市淀川区 かつ＆カリー新大阪店
大阪市淀川区 おおがまや阪急十三店
大阪市淀川区 餃子の王将 西中島店
大阪市淀川区 昼耕夜鶏大阪本店
大阪市淀川区 らーめんやまふじ スープ工房東三国店
大阪市淀川区 いせや
大阪市淀川区 エレバティ awaiya books
大阪市淀川区 カラオケスナック妃ーkisakiー
大阪市淀川区 たこ昌
大阪市淀川区 情熱うどん讃州 新大阪店
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大阪市淀川区 魚料理ふじい
大阪市淀川区 立ち寿司 杉尾 西中島店
大阪市淀川区 MAISON
大阪市淀川区 若菜そば阪急十三店
大阪市淀川区 デリフランス新大阪
大阪市淀川区 マンモスサロン ふうりゅう
大阪市淀川区 ロッテリア阪急三国駅店
大阪市淀川区 手打ち蕎麦むらおか
大阪市淀川区 Livehouse GABU
大阪市淀川区 炉ばた 然家
大阪市淀川区 松葉エキマルシェ新大阪店
大阪市淀川区 美味い肴と旨い酒 らくや
大阪市淀川区 十三たこ焼ひょうたん
大阪市淀川区 居酒屋 太一
大阪市淀川区 信州そば処そじ坊
大阪市淀川区 スナックらぶ
大阪市淀川区 らーめん亀王十三駅前店
大阪市淀川区 おうち酒菜 杏
大阪市淀川区 かごの屋三国本町店
大阪市淀川区 ラウンジ ＤＯＮＫＵ２
大阪市淀川区 カラオケ恋歌
大阪市淀川区 太郎坊寿し
大阪市淀川区 味悟空 東淀川店
大阪市淀川区 太郎坊寿し
大阪市淀川区 中華そばと札幌ぶた丼慎芯庵
大阪市淀川区 餃子の王将東三国店
大阪市淀川区 トンテキ＆チキンカツ グリレッタ ＪＲ新大阪駅店
大阪市淀川区 玄品 新大阪
大阪市淀川区 モスバーガー西中島南方
大阪市淀川区 真 肉焼屋
大阪市淀川区 磯丸水産十三西口駅前店
大阪市淀川区 club EDEN
大阪市淀川区 ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＺＥＮ ＳＴＹＬＥ 一作
大阪市淀川区 居酒屋 福ちゃん
大阪市淀川区 河内鴨と地酒 味道楽
大阪市淀川区 スナック順紅
大阪市淀川区 ガストハウス44 東三国
大阪市淀川区 サバ６製麺所 西中島南方店
大阪市淀川区 ふくちぁんラーメン 塚本店
大阪市淀川区 ゴンカフェ
大阪市淀川区 ビーハウス
大阪市淀川区 煌彩酒家 璠房
大阪市淀川区 くつろぎ庵
大阪市淀川区 卵と私新大阪店
大阪市淀川区 松本酒店
大阪市淀川区 Indian Nepali Restaurant RAINBOW
大阪市淀川区 フレッズ カフェ 十三店
大阪市淀川区 居酒屋プーペ雅
大阪市淀川区 こちゆ
大阪市淀川区 NEW LEGACY
大阪市淀川区 餃子の王将 十三店
大阪市淀川区 カフェ さくら
大阪市淀川区 カラオケ・スナックサラン
大阪市淀川区 やきやき鉄板 ぼんくら家 西中島店
大阪市淀川区 洋麺屋五右衛門新大阪店
大阪市淀川区 グランドサロン十三
大阪市淀川区 大阪王将 新大阪店
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大阪市淀川区 たこ焼あほや 西中島店
大阪市淀川区 焼鳥と焼野菜ぎんすけ三国店
大阪市淀川区 福えびす西中島店
大阪市淀川区 Angel
大阪市淀川区 集
大阪市淀川区 牛傳 ニッセイ新大阪ビル店
大阪市淀川区 PaPa2BAKERY
大阪市淀川区 春木屋
大阪市淀川区 やきとりの名門 秋吉 西中島店
大阪市淀川区 にんにくラーメン幸ちゃん 東三国店
大阪市淀川区 ステーキハウス常盤
大阪市淀川区 まいど！とよとよ
大阪市淀川区 Amber
大阪市淀川区 新世界じゃんじゃん横丁 串かつ 勝大 西中島店
大阪市淀川区 LOUNGE MISTY 2
大阪市淀川区 手話バー ゆうゆう
大阪市淀川区 和食さと 三津屋店
大阪市淀川区 立呑処 もりや
大阪市淀川区 カレーハウスCoCo壱番屋 淀川区西中島店
大阪市淀川区 かに福
大阪市淀川区 らーめんキング
大阪市淀川区 パリジャート
大阪市淀川区 扇屋
大阪市淀川区 あんぽんたん
大阪市淀川区 世界が麺と○○で満ちる時
大阪市淀川区 でんしんばしら
大阪市淀川区 たこ焼あほや 三津屋店
大阪市淀川区 ＮＥＷ ＴＡＪＭＡＨＡＬ ＥＶＥＲＥＳＴ十三店
大阪市淀川区 にんにくラーメン幸ちゃん 本店
大阪市淀川区 香港料理 紫林
大阪市淀川区 すし処 八ちゃん
大阪市淀川区 道楽うどん６号店
大阪市淀川区 kitchen2416
大阪市淀川区 ダブルボギー
大阪市淀川区 sankon bar
大阪市淀川区 ちからや十三店
大阪市淀川区 くつろぎ庵 別館
大阪市淀川区 和伊和伊酒場きくぞう
大阪市淀川区 大阪焼肉松屋 新大阪店
大阪市淀川区 森の蔵
大阪市淀川区 カラオケステージきらら
大阪市淀川区 くっくん
大阪市淀川区 火凜亭
大阪市淀川区 季節料理 山もと
大阪市淀川区 アラレ
大阪市淀川区 加島酒場 情熱ホルモン
大阪市淀川区 ミニシャルール
大阪市淀川区 串カツ酒場 どん
大阪市淀川区 〇de△
大阪市淀川区 まんてん
大阪市淀川区 えんや
大阪市淀川区 餃子の王将 三国店
大阪市淀川区 BAR IRIE
大阪市淀川区 らーめん亀王 オールドセレクション西中島店
大阪市淀川区 グッド ラヴ十三店
大阪市淀川区 権太呂すし十三本町店
大阪市淀川区 吟味屋 長山亭
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大阪市淀川区 浪花ひとくち餃子 餃々西中島店
大阪市淀川区 スナックピース
大阪市淀川区 旬の味処 珍平
大阪市淀川区 肉匠 牛虎 西中島店
大阪市淀川区 みっきーずBAR
大阪市淀川区 一番どり 西中島店
大阪市淀川区 PABITRA
大阪市淀川区 エリーゼ
大阪市淀川区 ねぎ焼やまもと 新大阪店
大阪市淀川区 ラウンジみき代ツー
大阪市淀川区 九州うまか 新大阪
大阪市淀川区 にしのみや宮っ子ラーメン十三店
大阪市淀川区 お好み焼 鉄板焼 大
大阪市淀川区 CARPE DIEM
大阪市淀川区 串揚げキッチンだん十三店
大阪市淀川区 つばめ通り珈琲店
大阪市淀川区 大阪ラーメン研究所
大阪市淀川区 中華料理 龍鳳 十三店
大阪市淀川区 喫茶さち
大阪市淀川区 麺家新大阪上り
大阪市淀川区 味噌之達人三国店
大阪市淀川区 Cafe & Bar a2
大阪市淀川区 屋台居酒屋 大阪 満マル 十三東口店
大阪市淀川区 ROUTE512
大阪市淀川区 THEBAR新大阪
大阪市淀川区 中華料理若水
大阪市淀川区 餃子工房Gyoiiiiiin
大阪市淀川区 珈琲焙煎研究所
大阪市淀川区 居酒家だん吉
大阪市淀川区 珈琲館阪急三国店
大阪市淀川区 食べどころ柚ず  淀川店
大阪市淀川区 1ポンドのステーキハンバーグタケル西中島店
大阪市淀川区 カジャナ
大阪市淀川区 塩元帥 西中島店
大阪市淀川区 キッチンバー・エスコート
大阪市淀川区 くくるハナタコエキマルシェ新大阪店
大阪市淀川区 ラピス
大阪市淀川区 龍旗信 ＬＥＯ
大阪市淀川区 スターバックスコーヒー JR東海 新大阪駅 新幹線ラチ内店
大阪市淀川区 ゆうすずみ
大阪市淀川区 大陸まんま 新大阪店
大阪市淀川区 1ポンドのステーキハンバーグタケル東三国店
大阪市淀川区 京ちゃばな 新大阪駅店
大阪市淀川区 エルナージ
大阪市淀川区 ぼてぢゅう 新大阪駅店
大阪市淀川区 がんこ 十三本店
大阪市淀川区 鉄板焼き 一花一葉
大阪市淀川区 Cafe＆Bar La.Plata
大阪市淀川区 松屋南方店
大阪市淀川区 モスバーガー十三店
大阪市淀川区 ボードゲームCAFENOW
大阪市淀川区 INDIAN RESTAURANT KRISHNA
大阪市淀川区 鶏屋だもん 西中島南方店
大阪市淀川区 バー19
大阪市淀川区 炭火焼肉酒家 牛角十三店
大阪市淀川区 ぢどり亭塚本店
大阪市淀川区 かに道楽十三店
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大阪市淀川区 日本ケンタッキー・フライド・チキン十三東口店
大阪市淀川区 ローマ軒アルデ新大阪店
大阪市淀川区 BAR eN.
大阪市淀川区 焼肉ひろちゃん
大阪市淀川区 シャドー
大阪市淀川区 ドトールコーヒーショップニッセイ新大阪ビル店
大阪市淀川区 和風スナック まほ
大阪市淀川区 あにまるふぁーむ
大阪市淀川区 鳥貴族 西中島店
大阪市淀川区 鳥味家
大阪市淀川区 スナック ジョワ
大阪市淀川区 びっくりドンキー加島店
大阪市淀川区 そらした
大阪市淀川区 松のや十三店
大阪市淀川区 喫茶ケニア
大阪市淀川区 炭火焼鳥 鳥久 加島本店
大阪市淀川区 塊肉酒場LOVE＆29西中島店
大阪市淀川区 かつ家
大阪市淀川区 たこ焼 淳ちゃん
大阪市淀川区 RememBarPANDORA
大阪市淀川区 家庭料理源家
大阪市淀川区 ラウンジ来夢来人
大阪市淀川区 ロイヤルホスト三国店
大阪市淀川区 喫茶幸
大阪市淀川区 ラウンジやま川
大阪市淀川区 松屋三国店
大阪市淀川区 VIA BEER OSAKA
大阪市淀川区 道楽うどん５号店
大阪市淀川区 ひこうき
大阪市淀川区 ガスト西中島店
大阪市淀川区 くつろぎの里 庄や 新大阪駅店
大阪市淀川区 そばよし 西中島店
大阪市淀川区 リトル・マーメイド
大阪市淀川区 カラオケスタジアムサンキュー
大阪市淀川区 鳥貴族十三店
大阪市淀川区 SAKURA SPICE BAR
大阪市淀川区 黒べこ屋西中島店
大阪市淀川区 バーナンバーナイン
大阪市淀川区 松屋十三東口店
大阪市淀川区 天然温泉ひなたの湯
大阪市淀川区 丼丼亭
大阪市淀川区 マウンテン
大阪市淀川区 九州熱中屋 西中島LIVE
大阪市淀川区 長浜ラーメン浜ちゃん
大阪市淀川区 boofoowoo
大阪市淀川区 ヤナケンブー
大阪市淀川区 がんこ新大阪店
大阪市淀川区 華Sansyou学
大阪市淀川区 鳥貴族 十三西口店
大阪市淀川区 板前焼肉一笑 西中島
大阪市淀川区 ジョニーのからあげ 十三店／天天菜
大阪市淀川区 Dining&Bar LAVAROCK
大阪市淀川区 松屋十三西口店
大阪市淀川区 海鮮回転寿司がんこ新大阪エキマルシェ店
大阪市淀川区 餃子の王将十三西店
大阪市淀川区 ミスタードーナツアルデ新大阪
大阪市淀川区 松屋西中島店
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大阪市淀川区 知床漁場 新大阪
大阪市淀川区 たんぽぽ塚本店
大阪市淀川区 六文銭
大阪市淀川区 炭火焼肉カルビ庵 塚本店
大阪市淀川区 日本ケンタッキー・フライド・チキン東三国店
大阪市淀川区 ジャンボカラオケ広場阪急三国店
大阪市淀川区 Fanfare
大阪市淀川区 ３・６・５酒場 新大阪ソーラ２１店
大阪市淀川区 すし常
大阪市淀川区 FATMOTHER
大阪市淀川区 美貴
大阪市淀川区 たんぽぽ十三店
大阪市淀川区 九州熱中屋 十三LIVE
大阪市淀川区 Diamond
大阪市淀川区 炭火焼肉 但馬屋 東三国
大阪市淀川区 味雅軒
大阪市淀川区 西中遊戯場居酒屋ぷれい
大阪市淀川区 知里登里
大阪市淀川区 スペース
大阪市淀川区 Shot Bar es
大阪市淀川区 食際・おばんざい 和屋
大阪市淀川区 四川辣麺 西中島店
大阪市淀川区 河童ラーメン本舗 新大阪店
大阪市淀川区 肉酒場犇屋 西中島店
大阪市淀川区 BAR R
大阪市淀川区 エスタシオンカフェタイム
大阪市淀川区 絆
大阪市淀川区 かんざき
大阪市淀川区 鮨・酒・肴 杉玉 十三
大阪市淀川区 BELLOTA mas
大阪市淀川区 ふかどんふぐどん本店
大阪市淀川区 たこ焼道楽わなか 新大阪駅店
大阪市淀川区 スナック たんぽぽ
大阪市淀川区 やきとり大将
大阪市淀川区 のの屋
大阪市淀川区 SNACK Mei
大阪市淀川区 Marco
大阪市淀川区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 淀川区三国本町店
大阪市淀川区 焼肉請来軒
大阪市淀川区 大分からあげわん 新大阪店
大阪市淀川区 麺匠はなみち 十三店
大阪市淀川区 春夏冬
大阪市淀川区 手作り居酒屋甘太郎／やきはち新大阪ソーラ２１店
大阪市淀川区 豚中島南方
大阪市淀川区 おばんざい酒場 のんちゃん
大阪市淀川区 街の肉バルBuff西中島店
大阪市淀川区 時屋
大阪市淀川区 ホテルメルパルク大阪地下１階レストランカトレア
大阪市淀川区 ひょうたん寿し西中島店
大阪市淀川区 十三寿司
大阪市淀川区 まさや阪急三国店
大阪市淀川区 回転江戸前すし とれとれ屋 三国店
大阪市淀川区 コーヒーハウス劇場 SP本店
大阪市淀川区 コリアンダイニング李朝園 十三店
大阪市淀川区 rookie-t
大阪市淀川区 なにわのお好み焼きじろー
大阪市淀川区 旬創菜じんや
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大阪市淀川区 和心ダイニング 一歩
大阪市淀川区 十三すし場
大阪市淀川区 麺やマルショウ地下鉄新大阪店
大阪市淀川区 やよい軒ユニゾイン新大阪店
大阪市淀川区 高崎流クリエイティブキッチン道場西中島
大阪市淀川区 とちじり
大阪市淀川区 VIRGO Snack Bar
大阪市淀川区 朝日飯店
大阪市淀川区 櫻や
大阪市淀川区 ミスタードーナツ十三東口ショップ
大阪市淀川区 BW STATION
大阪市淀川区 ととすし
大阪市淀川区 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ ＤＥＵＲ
大阪市淀川区 ビッグエコー十三東口店
大阪市淀川区 喫茶カッスルクーム
大阪市淀川区 スシロー三津屋店
大阪市淀川区 けとばし屋チャンピオン東三国店
大阪市淀川区 天ぷら・おでん 天之介
大阪市淀川区 ZERO４
大阪市淀川区 東三国海鮮食堂 おーうえすと
大阪市淀川区 炭火焼肉じゅじゅ庵 十三店
大阪市淀川区 村さ来新大阪店
大阪市淀川区 La Tepparnya
大阪市淀川区 美々卯 新大阪店本館
大阪市淀川区 もぐら
大阪市淀川区 Lounge  Wakana
大阪市淀川区 コメダ珈琲店新大阪店
大阪市淀川区 お好み焼き汐
大阪市淀川区 道楽うどん本店
大阪市淀川区 こし川
大阪市淀川区 う多幸
大阪市淀川区 炭焼きジョニー西中島店
大阪市淀川区 風月 風の街
大阪市淀川区 天下一品 三国店
大阪市淀川区 串かつ酒場えん満十三店
大阪市淀川区 イマナカ
大阪市淀川区 洋食べあ
大阪市淀川区 焼肉松本別邸
大阪市淀川区 レストラン リバージュ
大阪市淀川区 COTTON HOUSE
大阪市淀川区 焼肉雷門
大阪市淀川区 たこ家道頓堀くくるJR新大阪駅新幹線改札内店
大阪市淀川区 創作中華えみし
大阪市淀川区 家庭料理ありがとう
大阪市淀川区 さかなやのmaru寿司 新大阪店
大阪市淀川区 まいどおおきに南方食堂
大阪市淀川区 ホルモン本舗 南方店
大阪市淀川区 だし茶漬け えん エキマルシェ新大阪店
大阪市淀川区 肉家 串八
大阪市淀川区 Ｄｒｉｐ－Ｘ－Ｃａｆｅ
大阪市淀川区 ニュー大統領
大阪市淀川区 串蔵
大阪市淀川区 想
大阪市淀川区 カラオケ スナック 心音
大阪市淀川区 三国おばんざいバル 六弦家本店
大阪市淀川区 道楽うどん９号店
大阪市淀川区 串や
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大阪市淀川区 焼肉 朋苑
大阪市淀川区 スナックゆう
大阪市淀川区 旬魚菜 磯一 新大阪店
大阪市淀川区 信州そば処そじ坊
大阪市淀川区 もつ鍋・串かつ まなや
大阪市淀川区 Ns chicken store 大阪エリア店
大阪市淀川区 上等カレー 西中島店
大阪市淀川区 芙蓉麻婆麺 十三店
大阪市淀川区 ジャンボカラオケ広場 塚本駅前店
大阪市淀川区 Balus
大阪市淀川区 Cinderella Bar
大阪市淀川区 吉野家 東三国店
大阪市淀川区 らーめん しおじ
大阪市淀川区 タリーズコーヒー新大阪阪急ビル
大阪市淀川区 カフェベローチェ西中島南方店
大阪市淀川区 八剣伝 加島駅前店
大阪市淀川区 リストランテ バル ヴァリオ
大阪市淀川区 十三村どたぬき
大阪市淀川区 すき家 淀川加島店
大阪市淀川区 うどんばか十三東口店
大阪市淀川区 とりだん東三国店
大阪市淀川区 ミスタードーナツ東三国ショップ
大阪市淀川区 一房屋
大阪市淀川区 レストランMIYAKO
大阪市淀川区 麺屋穂
大阪市淀川区 しのぶ庵新大阪店
大阪市淀川区 すき家 淀川通塚本店
大阪市淀川区 ブラックラーメンわん／大分からあげわん
大阪市淀川区 Lounge Eight2
大阪市淀川区 うどんばか平成製麺所
大阪市淀川区 すき家 十三駅西口店
大阪市淀川区 ドトールコーヒーショップ 新幹線新大阪駅店
大阪市淀川区 グリル慶
大阪市淀川区 や台ずし十三本町
大阪市淀川区 すき家 新大阪西宮原店
大阪市淀川区 吉野家 淀川通塚本店
大阪市淀川区 ホリーズカフェ 十三店
大阪市淀川区 吉野家 ＪＲ塚本駅店
大阪市淀川区 新大阪ワシントンホテルプラザ宴会場
大阪市淀川区 HANG RONG KANSAI
大阪市淀川区 ジャンボカラオケ広場 十三本町店
大阪市淀川区 居酒屋 わ
大阪市淀川区 吉野家 西中島南方駅前店
大阪市淀川区 吉野家 十三店
大阪市淀川区 カジュアルキッチンBARVO
大阪市淀川区 カラオケ酒場 ゲゲゲ
大阪市淀川区 あんここ
大阪市淀川区 LINE BAR
大阪市淀川区 やちむん喫茶碧
大阪市淀川区 すき家 三国本町店
大阪市淀川区 シェリヒナ
大阪市淀川区 ラウンジ 昌美
大阪市淀川区 小だるま十三酒場
大阪市淀川区 新大阪焼そばセンター
大阪市淀川区 なか卯 新大阪店
大阪市淀川区 モスバーガーニッセイ新大阪ビル店
大阪市淀川区 なか卯 新大阪駅前店
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大阪市淀川区 すし処 和
大阪市淀川区 や台ずし塚本駅前町
大阪市淀川区 Cendana
大阪市淀川区 笑楽
大阪市淀川区 Jan
大阪市淀川区 黒毛和牛焼肉肉處きっしゃん西中島総本店
大阪市淀川区 讃岐うどん白庵
大阪市淀川区 鶏ノGAKU
大阪市淀川区 松吟庵
大阪市淀川区 ROBATA鮮
大阪市淀川区 焼鳥 ＢＥＥＲ ＳＴＡＮＤ ＭＥＣＣＡ
大阪市淀川区 西中島海鮮個室居酒屋 瀬戸内大庵
大阪市淀川区 彩食美膳 和楽
大阪市淀川区 カレーライスの印度屋 十三店
大阪市淀川区 めしや宮本むなし 十三西店
大阪市淀川区 月丸
大阪市淀川区 餃子食堂マルケン 西中島南方店
大阪市淀川区 炭火焼 華
大阪市淀川区 うまい麺には福来たる西中島店
大阪市淀川区 立ち寿しまんぷく
大阪市淀川区 お好み焼 めっせ熊
大阪市淀川区 めしや宮本むなし 地下鉄東三国駅前店
大阪市淀川区 チャイナテーブル
大阪市淀川区 めしや宮本むなし ＪＲ塚本駅前店
大阪市淀川区 焼肉店安来
大阪市淀川区 焼肉「藤山」
大阪市淀川区 as_a_made_AJITO
大阪市淀川区 スナック藤
大阪市淀川区 ここから１００
大阪市淀川区 呑処 うめもと
大阪市淀川区 海鮮酒房 川
大阪市淀川区 だし処やまだ家
大阪市淀川区 くそオヤジ最後のひとふり 本店
大阪市淀川区 鉄板処こてつ
大阪市淀川区 にゃーすステーション
大阪市淀川区 川北商店 新なにわ大食堂店
大阪市淀川区 居酒屋 えんむすび
大阪市淀川区 創作アジアン酒場SSS
大阪市淀川区 銀座
大阪市淀川区 デュクラス大阪
大阪市淀川区 レストラン YOKOO
大阪市淀川区 パイの実
大阪市淀川区 麺の香
大阪市淀川区 WELFARE
大阪市淀川区 わんずあれい新大阪
大阪市淀川区 たこ焼き酒場まるはち
大阪市淀川区 きがるや
大阪市淀川区 やよい軒西中島５丁目店
大阪市淀川区 得一 十三店
大阪市淀川区 ちゃんぽん亭総本家 西中島店
大阪市淀川区 雪乃
大阪市淀川区 うどん食堂まる
大阪市淀川区 原価肉酒場ゑびす
大阪市淀川区 バルマルイタリアーノ
大阪市淀川区 まるたけ
大阪市淀川区 道楽うどん7号店ひようたん屋
大阪市淀川区 十三まるたけ秘密小屋
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大阪市淀川区 大衆酒場 串かつ 平八
大阪市淀川区 つばめ酒場
大阪市淀川区 らーめん 熊五郎 新大阪店
大阪市淀川区 CHILL8
大阪市淀川区 赤身肉ダイナー アカウシ
大阪市淀川区 海心
大阪市淀川区 ラウンジ釜山
大阪市淀川区 熱血かんたろう
大阪市淀川区 GREEN HOUSE BAR ＆ CURRY
大阪市淀川区 しお福
大阪市淀川区 塚本バル
大阪市淀川区 ボストンクラブ
大阪市淀川区 お好み食堂 五郎っぺ屋
大阪市淀川区 ロイヤルタジ
大阪市淀川区 創作らーめんstyle林
大阪市淀川区 酒菜やいしもん西中島店
大阪市淀川区 マクドナルド東三国駅前店
大阪市鶴見区 鶏いちず放出
大阪市鶴見区 居酒屋いろは
大阪市鶴見区 焼肉とステーキ 神戸牛衛門
大阪市鶴見区 カラオケ喫茶 鈴鈴
大阪市鶴見区 M's cafe
大阪市鶴見区 手打ちうどん権兵衛
大阪市鶴見区 珈琲館ヤマト
大阪市鶴見区 甲田寿し
大阪市鶴見区 ヨシナリのカリッ揚げ 放出駅前店
大阪市鶴見区 天草
大阪市鶴見区 まぐろ屋 とと蔵
大阪市鶴見区 キッチン和
大阪市鶴見区 波紋
大阪市鶴見区 シャノワール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 パティスリーアンジャルダン
大阪市鶴見区 ゆず
大阪市鶴見区 チャコール神戸今津店
大阪市鶴見区 小牧家
大阪市鶴見区 陽だまり
大阪市鶴見区 とんぼ亭
大阪市鶴見区 ナイト イン シュア
大阪市鶴見区 Vマイショップマルヤス
大阪市鶴見区 タリーズコーヒー三井アウトレットパーク大阪鶴見店
大阪市鶴見区 とらいあんぐる
大阪市鶴見区 立ち呑みいち
大阪市鶴見区 力餅食堂 放出店
大阪市鶴見区 うどん風来坊
大阪市鶴見区 鶴橋らーめん食堂鶴心
大阪市鶴見区 ローレルツリー
大阪市鶴見区 よしさと
大阪市鶴見区 美食工房 山口製作所
大阪市鶴見区 くら寿司大阪鶴見店
大阪市鶴見区 カラオケスタジオ・湊空
大阪市鶴見区 ガスト鶴見緑地公園店
大阪市鶴見区 BUFFET EX BLUE
大阪市鶴見区 バードランド
大阪市鶴見区 味菜
大阪市鶴見区 韓国料理 世羅
大阪市鶴見区 ザめしや鶴見店
大阪市鶴見区 ポムの樹イオンモール鶴見緑地店
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大阪市鶴見区 パールレディ 大阪鶴見店
大阪市鶴見区 ガスト放出駅前店
大阪市鶴見区 まごころ料理とお酒 轍
大阪市鶴見区 成根苑
大阪市鶴見区 どうとんぼり神座 鶴見店
大阪市鶴見区 お好み焼 ちとせ
大阪市鶴見区 喫茶マミー
大阪市鶴見区 お好み焼き ゆき
大阪市鶴見区 フルパレス
大阪市鶴見区 秀
大阪市鶴見区 しゃぶ菜 イオン鶴見緑地
大阪市鶴見区 ニューまき
大阪市鶴見区 ひろちゃん
大阪市鶴見区 かっぱ寿司 鶴見諸口店
大阪市鶴見区 鶏問屋たいよう
大阪市鶴見区 餃子天国
大阪市鶴見区 ラウンジ サン
大阪市鶴見区 倉式珈琲店大阪鶴見店
大阪市鶴見区 焼肉マルカ
大阪市鶴見区 みゆきや
大阪市鶴見区 ふうふや鶴見店
大阪市鶴見区 モスバーガーイオンモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 おいしんぼ
大阪市鶴見区 カラオケパラダイス 緑店
大阪市鶴見区 ミスタードーナツ今福鶴見ショップ
大阪市鶴見区 洋麺屋五右衛門鶴見店
大阪市鶴見区 放出ホルモン 末吉商店
大阪市鶴見区 でん鶴見店
大阪市鶴見区 餃子の王将 放出駅前店
大阪市鶴見区 瑠楓樹
大阪市鶴見区 カラオケスナック草
大阪市鶴見区 コメダ珈琲店鶴見諸口店
大阪市鶴見区 ホリーズカフェ イオンモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 カレーハウス ＣＯＣＯ壱番屋 鶴見緑店
大阪市鶴見区 かんざし イオンモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 Vegetate
大阪市鶴見区 DAIBAN COFFEE cafe
大阪市鶴見区 四六時中
大阪市鶴見区 びっくりドンキー 今福鶴見店
大阪市鶴見区 Q hanaten
大阪市鶴見区 焼肉すみれ
大阪市鶴見区 炭火焼肉 久太郎
大阪市鶴見区 ＮＥＷ ＴＡＪＭＡＨＡＬ ＥＶＥＲＥＳＴ
大阪市鶴見区 飲食店 喫茶 蛮珈
大阪市鶴見区 SAPANA
大阪市鶴見区 牛〇亭
大阪市鶴見区 mercury&peri.
大阪市鶴見区 日本ケンタッキー・フライド・チキンイオンモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 ディッパーダン イオン鶴見緑地店
大阪市鶴見区 鎌倉パスタ イオンモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 ギフトスイーツ
大阪市鶴見区 中華厨房知風海
大阪市鶴見区 茶羅
大阪市鶴見区 みっちゃん
大阪市鶴見区 松のや今福鶴見店
大阪市鶴見区 中華１０１イオンモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 ミスタードーナツイオンモール鶴見緑地ショップ
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大阪市鶴見区 長浜ラーメンまる長鶴見緑店
大阪市鶴見区 鎌倉パスタ 鶴見店
大阪市鶴見区 中華料理 峰翔
大阪市鶴見区 吉鳥横堤店
大阪市鶴見区 松屋放出店
大阪市鶴見区 サンマルクカフェイオンモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 バケット イオンモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 モスバーガー緑一丁目店
大阪市鶴見区 Angelique Cafe
大阪市鶴見区 波紋 popper
大阪市鶴見区 ロッテリア 三井アウトレットパーク大阪鶴見店
大阪市鶴見区 しゃぶ葉フレスポ大阪鶴見店
大阪市鶴見区 鶴見緑地水春亭
大阪市鶴見区 焼肉家族 華々亭
大阪市鶴見区 王道居酒屋 のりを 鶴見緑店
大阪市鶴見区 サーティワンアイスクリームイオンモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 梅屋
大阪市鶴見区 ちゃんぽん亭総本家 イオンモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 すき家 大阪鶴見今津北店
大阪市鶴見区 スシロー鶴見店
大阪市鶴見区 ジャンルプラン花博店
大阪市鶴見区 信州そば処そじ坊
大阪市鶴見区 鳥貴族横堤店
大阪市鶴見区 鉄板焼じゅり
大阪市鶴見区 ハッケン酒場 放出駅前店
大阪市鶴見区 鶴蛸
大阪市鶴見区 魚々代
大阪市鶴見区 吉野家 横堤店
大阪市鶴見区 吉野家 茨田店
大阪市鶴見区 デンバープレミアム イオンモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 カラオケ  さくら
大阪市鶴見区 肉の和 鶴見店
大阪市鶴見区 はなまるうどん 鶴見緑地店
大阪市鶴見区 ゴディバ イオンモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 吉野家 緑一丁目店
大阪市鶴見区 T'S-STYLE
大阪市鶴見区 木亭屋徳庵駅前店
大阪市鶴見区 福ずし今津本店
大阪市鶴見区 Seoul food kokoro
大阪市鶴見区 スナックモア
大阪市鶴見区 丸岡商店 放出店
大阪市鶴見区 銀や今福鶴見店
大阪市鶴見区 ジョリーパスタ鶴見店
大阪市鶴見区 喫茶スナック樹里
大阪市鶴見区 Taco今津
大阪市鶴見区 ラーメン 丸っ子
大阪市鶴見区 お好み焼・鉄板焼 きん太 今福鶴見店
大阪市鶴見区 キャナリィロウ 鶴見緑地店
大阪市鶴見区 鶴見塩元帥
大阪市鶴見区 喫茶幸2号館
大阪市鶴見区 大山畜産
大阪市鶴見区 酔虎伝 放出駅前店
大阪市鶴見区 餃子の王将鶴見緑地店
大阪市鶴見区 龍神丸 イオンモール鶴見緑地店
大阪市鶴見区 ワンカルビ今福鶴見店
大阪市鶴見区 丸亀製麺イオンモール鶴見緑地
大阪市住之江区 想い出
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大阪市住之江区 一二三食堂
大阪市住之江区 日本ケンタッキー・フライド・チキン玉出店
大阪市住之江区 喫茶・スナック エム
大阪市住之江区 左福
大阪市住之江区 肉バル三笠
大阪市住之江区 スナック裕美
大阪市住之江区 ミスタードーナツ 玉出ショップ
大阪市住之江区 黒毛和牛ダイニング 様
大阪市住之江区 BAR津田
大阪市住之江区 笑平
大阪市住之江区 カレーハウスCoCo壱番屋玉出駅前店
大阪市住之江区 cafe&barO'hara
大阪市住之江区 ふくちあんラーメン南加賀屋店
大阪市住之江区 善～ZEN～
大阪市住之江区 居酒屋 彩々
大阪市住之江区 お幹
大阪市住之江区 和牛焼肉武蔵住之江店
大阪市住之江区 焼肉えむかん 北加賀屋店
大阪市住之江区 しゃぶ扇南港ATC店
大阪市住之江区 キッチンペコ
大阪市住之江区 スナック 四季
大阪市住之江区 八剣伝 住吉公園前店
大阪市住之江区 スナック JAM
大阪市住之江区 恋
大阪市住之江区 ハイアット リージェンシー 大阪内１階 彩
大阪市住之江区 瀧徳
大阪市住之江区 千成寿司
大阪市住之江区 きときと食堂
大阪市住之江区 喫茶誠
大阪市住之江区 とみやん
大阪市住之江区 Black Berry
大阪市住之江区 ミシェル・ダイニング・カラオケ・バー
大阪市住之江区 山脇酒店 平林分店 中野酒店
大阪市住之江区 乃々美
大阪市住之江区 clubかおるん
大阪市住之江区 彩
大阪市住之江区 にぎり長次郎北加賀屋店
大阪市住之江区 居酒屋ゆうなぎ
大阪市住之江区 Kitchenこもれび
大阪市住之江区 焼肉精肉店きたの
大阪市住之江区 マッスルキッチン
大阪市住之江区 串虎
大阪市住之江区 とり金 住之江店
大阪市住之江区 お好み焼 恵美寿
大阪市住之江区 蕎麦蔵
大阪市住之江区 TAJIRI Family大阪住之江店
大阪市住之江区 スナックムーンライト
大阪市住之江区 中華料理来莱
大阪市住之江区 ぼてぢゅう住吉店
大阪市住之江区 玉出うどん
大阪市住之江区 ボナンザ
大阪市住之江区 知念商店
大阪市住之江区 中華料理 珉楽
大阪市住之江区 プレジャー
大阪市住之江区 ダイニングキッチンla
大阪市住之江区 One Curry BAR M's
大阪市住之江区 中華料理 一番
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大阪市住之江区 くら寿司加賀屋店
大阪市住之江区 千夏
大阪市住之江区 竹の子
大阪市住之江区 サーティワンアイスクリーム住之江北加賀屋RS店
大阪市住之江区 喫茶 花
大阪市住之江区 にしまる
大阪市住之江区 アイズ
大阪市住之江区 向日葵
大阪市住之江区 竹広
大阪市住之江区 スナックエーマン
大阪市住之江区 たりずまん
大阪市住之江区 紙箱（ダンボール）
大阪市住之江区 まつもと
大阪市住之江区 大丸屋
大阪市住之江区 手作り弁当じゃんぼ
大阪市住之江区 正八
大阪市住之江区 3代目たっとん亭
大阪市住之江区 ぱせり
大阪市住之江区 NAMS
大阪市住之江区 田舎料理 清
大阪市住之江区 さち
大阪市住之江区 お好み市場あず
大阪市住之江区 くら寿司住之江北島店
大阪市住之江区 味恵
大阪市住之江区 花咲
大阪市住之江区 ガスト住之江スポーツビレッジ店
大阪市住之江区 竹すし
大阪市住之江区 懐石料理徳
大阪市住之江区 マクドナルド南港ポートタウン店
大阪市住之江区 マクドナルド住之江トイザらス店
大阪市住之江区 Rockability
大阪市住之江区 焼き鳥居酒屋 「俺ん家」
大阪市住之江区 かわぐち
大阪市住之江区 創作焼肉 阿吽
大阪市住之江区 杵屋南港ポートタウン店
大阪市住之江区 ザめしや住之江店
大阪市住之江区 つくし
大阪市住之江区 餃子の王将 住之江駅前店
大阪市住之江区 肉焼総本家三輪
大阪市住之江区 Sportsbar25
大阪市住之江区 渋谷 LATIN  GRILL
大阪市住之江区 割烹 喜世
大阪市住之江区 太公望
大阪市住之江区 サイゼリヤマグスミノエ
大阪市住之江区 焼肉ホルモン進
大阪市住之江区 男気300
大阪市住之江区 串かつ居酒屋 倭
大阪市住之江区 そば処・南
大阪市住之江区 ガスト大阪ＡＴＣ店
大阪市住之江区 風歌
大阪市住之江区 bar鴉巣
大阪市住之江区 マクドナルド新北島店
大阪市住之江区 和創屋 奏
大阪市住之江区 Kitchen&Cafe SUGO
大阪市住之江区 鬼畜キッチン
大阪市住之江区 カラオケ喫茶 エンジェル
大阪市住之江区 居酒屋 淡路島
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大阪市住之江区 八剣伝 南港店
大阪市住之江区 カラオケ・アルファー
大阪市住之江区 Grato
大阪市住之江区 どうとんぼり神座 住之江店
大阪市住之江区 グルカフェみわ インテックス店
大阪市住之江区 香の川製麺 住之江店
大阪市住之江区 アゲン
大阪市住之江区 鳥貴族ATC店
大阪市住之江区 膾炙こじろう
大阪市住之江区 １００円キッチン和玉出店
大阪市住之江区 居酒屋 きさらぎ
大阪市住之江区 サイゼリヤ大阪南港ATC
大阪市住之江区 大阪屋
大阪市住之江区 ハイアットリージェンシー大阪内地下1階 バジリコ
大阪市住之江区 餃子の王将 玉出店
大阪市住之江区 るんるん
大阪市住之江区 かつや住之江粉浜店
大阪市住之江区 焼肉五苑 住之江店
大阪市住之江区 ひなた
大阪市住之江区 居酒屋 吉兆
大阪市住之江区 博屋うどん
大阪市住之江区 コロボックル
大阪市住之江区 和食さと住之江公園前店
大阪市住之江区 かつや北加賀屋店
大阪市住之江区 お好み焼 ふぉーす
大阪市住之江区 喫茶ニューリーベ
大阪市住之江区 おもてなし
大阪市住之江区 鮨処よし田
大阪市住之江区 すぷらんぐるCAFE
大阪市住之江区 炭火焼 静
大阪市住之江区 から揚げ専門店 とりの 住之江店
大阪市住之江区 花華
大阪市住之江区 千年の宴
大阪市住之江区 DIAMOND STAR
大阪市住之江区 天下一品 住之江店
大阪市住之江区 あけぼの
大阪市住之江区 きらら
大阪市住之江区 チャイナハウス大雅
大阪市住之江区 喫茶軽食 アキ
大阪市住之江区 珉楽
大阪市住之江区 地どり焼ひろ乃
大阪市住之江区 COCHI CAFE
大阪市住之江区 家族亭 住之江店
大阪市住之江区 住之江洋食たけ亭
大阪市住之江区 焼肉 廣江
大阪市住之江区 じゅうじゅううめぇ家 住之江店
大阪市住之江区 やすらぎ
大阪市住之江区 A
大阪市住之江区 アジアン料理 韓酒屋 恵
大阪市住之江区 アートグレイスウェディングコースト ヴェネツィア
大阪市住之江区 銅蛸
大阪市住之江区 太陽のカフェ南港店
大阪市住之江区 シェフズテーブルふくろう
大阪市住之江区 レジーナ
大阪市住之江区 板前焼肉一光 住ノ江店
大阪市住之江区 呑道楽
大阪市住之江区 小次郎
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大阪市住之江区 飲み処虎ちゃん
大阪市住之江区 より愛
大阪市住之江区 スナック ぼたん
大阪市住之江区 モスバーガー南港ATC店
大阪市住之江区 とんかつ かつ喜 玉出店
大阪市住之江区 bar GENOA
大阪市住之江区 焼肉いろり庵
大阪市住之江区 魚居酒屋池や池や北加賀屋駅前店
大阪市住之江区 とんかつながた園コスモタワー店
大阪市住之江区 紫光
大阪市住之江区 じんべ
大阪市住之江区 大成堂 黒猫バイオリン工房
大阪市住之江区 鶴橋風月 南港店
大阪市住之江区 お好み焼きおはな
大阪市住之江区 和かな
大阪市住之江区 テーブルオーダーバイキング 焼肉 王道 住之江店
大阪市住之江区 プルヴィエ
大阪市住之江区 松屋御崎店
大阪市住之江区 エナージ
大阪市住之江区 焼肉丼・旨辛うどん すみのえ食堂
大阪市住之江区 flat
大阪市住之江区 ジャンボカラオケ広場 住之江公園駅前店
大阪市住之江区 来夢
大阪市住之江区 焼肉タイム住之江店
大阪市住之江区 居酒屋よりみち
大阪市住之江区 ザめんそーれ
大阪市住之江区 家風料理想い
大阪市住之江区 喫茶かりん
大阪市住之江区 餃子の王将 住之江店
大阪市住之江区 鎌倉パスタ 北加賀屋店
大阪市住之江区 Bar bottomsup
大阪市住之江区 カレーハウスCOCO壱番屋 マグ住之江店
大阪市住之江区 鶏soba座銀住之江店
大阪市住之江区 アクア.ビット
大阪市住之江区 花水木
大阪市住之江区 田中酒店
大阪市住之江区 インド料理ディワリ
大阪市住之江区 丸源ラーメン住之江店
大阪市住之江区 歌・飲・処 YELL
大阪市住之江区 木曽路住之江公園店
大阪市住之江区 松屋住之江公園店
大阪市住之江区 だんだん
大阪市住之江区 明月
大阪市住之江区 焼肉みつわ
大阪市住之江区 たんぽぽ北加賀屋店
大阪市住之江区 じゃんぼ焼鳥 鳥貴族 住之江公園店
大阪市住之江区 王記美食楼
大阪市住之江区 バンジュ
大阪市住之江区 どんぶり専門店丼丼亭
大阪市住之江区 ソウル屋
大阪市住之江区 ナチュラルCafe＆Barうりぼう
大阪市住之江区 韓国創作料理済州
大阪市住之江区 旨さ一番 壱番亭
大阪市住之江区 バイキング左近(焼肉左近)店ＡＴＣ店
大阪市住之江区 カフェ＆バーにむら
大阪市住之江区 cafe&dining goo-note
大阪市住之江区 Asile

129 / 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）

大阪市住之江区 ちゃんこ鍋 福嶋
大阪市住之江区 アシフスティールーム
大阪市住之江区 海鮮や活活丸
大阪市住之江区 本家さぬきや 住之江店
大阪市住之江区 和食・手打ちうどん杵屋
大阪市住之江区 活魚料理 広海
大阪市住之江区 赤から住之江公園店
大阪市住之江区 solege 北加賀屋店
大阪市住之江区 アジュール
大阪市住之江区 吉野家 住之江公園店
大阪市住之江区 すき家 26号西住之江店
大阪市住之江区 吉野家 玉出店
大阪市住之江区 すき家 住之江大和川通店
大阪市住之江区 びっくりドンキー住之江店
大阪市住之江区 わしや
大阪市住之江区 なか卯 住之江公園店
大阪市住之江区 スナックダイニングＲｉｍｉ
大阪市住之江区 大衆酒場 十福堂
大阪市住之江区 カラオケ B－SIDE
大阪市住之江区 ずんどう屋 住之江店
大阪市住之江区 鳥かつ
大阪市住之江区 はる吉
大阪市住之江区 すき家 南港通り北加賀屋店
大阪市住之江区 旬の実り 稲穂
大阪市住之江区 呑処 津喜
大阪市住之江区 インド料理 二角
大阪市住之江区 スシロー北加賀屋店
大阪市住之江区 story
大阪市住之江区 中華料理 珉娘
大阪市住之江区 千鳥文化（バー）
大阪市住之江区 BAR SHIROZAKI
大阪市住之江区 飲食店 蜂光
大阪市住之江区 香寿庵
大阪市住之江区 アートグレイスウェディングコースト オックスフォード
大阪市住之江区 楽ちん茶屋
大阪市住之江区 いろり
大阪市住之江区 めしや宮本むなし パウ住之江公園店
大阪市住之江区 居酒屋 まる藤
大阪市住之江区 松崎屋
大阪市住之江区 ガスト住ノ江駅店
大阪市住之江区 アートグレイスウェディングコースト ニース
大阪市住之江区 千鳥文化（食堂）
大阪市住之江区 Simple58
大阪市住之江区 金久右衛門 ATC店
大阪市住之江区 Cafe＆RestaurantBonds
大阪市住之江区 麺屋 一心
大阪市住之江区 魚屋さんのいか焼
大阪市住之江区 餃子の王将 南港ポートタウン店
大阪市住之江区 スナック 大西洋
大阪市住之江区 BAR 太平洋
大阪市平野区 酔りどころ ぼたん
大阪市平野区 和風カラオケ やまと
大阪市平野区 歌える喫茶サンエイド
大阪市平野区 ダルマ珈琲
大阪市平野区 松乃家給食
大阪市平野区 楽笑
大阪市平野区 お好みハウスヤキヤキ亭
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大阪市平野区 居酒屋真紅
大阪市平野区 きくみ
大阪市平野区 京都錦わらい喜連瓜破店
大阪市平野区 えんまん
大阪市平野区 海鮮れすとらん魚輝水産
大阪市平野区 ぢどりや
大阪市平野区 奨拳
大阪市平野区 マンダリーヌ
大阪市平野区 焼道楽 火男
大阪市平野区 うどん 飩棒
大阪市平野区 雅 餃子のみやび カラオケ夜来香
大阪市平野区 あゆ
大阪市平野区 鞍瀬
大阪市平野区 ひまつぶし
大阪市平野区 焼肉食道園
大阪市平野区 にいち屋
大阪市平野区 居酒屋 真
大阪市平野区 悟空
大阪市平野区 癒酒屋てんほう
大阪市平野区 活魚料理 魚串 ほそみ
大阪市平野区 鉄板処 お好み焼 つか本。
大阪市平野区 snack Chiii
大阪市平野区 博多ラーメンげんこつ 平野店
大阪市平野区 PLUS ONE
大阪市平野区 串カツごん吉
大阪市平野区 たかの酒店
大阪市平野区 風味堂
大阪市平野区 韓美
大阪市平野区 ひろきや
大阪市平野区 カラオケ喫茶 和
大阪市平野区 串のや
大阪市平野区 Machapuchare
大阪市平野区 かつや喜連瓜破店
大阪市平野区 スナックアミン
大阪市平野区 和侖
大阪市平野区 和食れすとらん天狗 喜連瓜破店
大阪市平野区 居酒屋めぐみ
大阪市平野区 来夢２
大阪市平野区 Snack Re：
大阪市平野区 炭火焼鳥Ｄｉｎｉｎｇ門
大阪市平野区 K&K
大阪市平野区 酒菜工房しんくま
大阪市平野区 居酒屋 せんりゅう
大阪市平野区 おさるのかごや
大阪市平野区 サーティワンアイスクリームイオン喜連瓜破店
大阪市平野区 酒肴 味吉
大阪市平野区 あさひ食堂
大阪市平野区 家庭料理 円
大阪市平野区 呑み処みよちゃん
大阪市平野区 ごきげん屋
大阪市平野区 めんばーず湯川
大阪市平野区 焼とり・もつ鍋 石谷
大阪市平野区 吉鳥平野駅前店
大阪市平野区 カラオケちぃちゃん
大阪市平野区 ノミマヂン
大阪市平野区 淡路屋 別館
大阪市平野区 エンジェルハート
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大阪市平野区 フリークス
大阪市平野区 ひさ
大阪市平野区 カラオケばーぶー
大阪市平野区 串かつ 名代
大阪市平野区 サウンドバーボイス
大阪市平野区 丸つけ麺
大阪市平野区 Bar＆カラオケ Legend
大阪市平野区 スナックちなみ
大阪市平野区 馳走亭 串場
大阪市平野区 三ツ星シノハラ
大阪市平野区 にしき食堂
大阪市平野区 大衆酒場ニュー大丸 平野店
大阪市平野区 スナック 再会
大阪市平野区 街灯り
大阪市平野区 ベーカリーカフェ ル・プロヴァンス平野店
大阪市平野区 花満円出戸店
大阪市平野区 くら寿司長吉出戸店
大阪市平野区 居酒屋どんぐり
大阪市平野区 ピアジョリー出戸店 
大阪市平野区 中華料理 旺記
大阪市平野区 cafe de8／9
大阪市平野区 呑みどころよしの
大阪市平野区 丸ちゃん（居酒屋）
大阪市平野区 カラオケレインボー平野加美店
大阪市平野区 ラーメン横綱平野店
大阪市平野区 きらくや
大阪市平野区 居酒屋BAR ビリぺん
大阪市平野区 ASH
大阪市平野区 スナック 以風季
大阪市平野区 カラオケ やまさき
大阪市平野区 ほろ酔い J
大阪市平野区 カラオケ Akkochan
大阪市平野区 Ａzuma屋
大阪市平野区 大人の隠れ家Betty
大阪市平野区 鳥貴族平野加美東店
大阪市平野区 ラーメンまこと屋平野馬場店
大阪市平野区 サイゼリヤイオンタウン平野
大阪市平野区 NAKAJIMA
大阪市平野区 ヤキトン きざし
大阪市平野区 カラオケ喫茶のんのん
大阪市平野区 みずな
大阪市平野区 創作キッチン戎
大阪市平野区 龍伸
大阪市平野区 Passer
大阪市平野区 黒猫庵
大阪市平野区 淡路屋
大阪市平野区 和風料理ひろ乃
大阪市平野区 阿吽
大阪市平野区 ふない寿司
大阪市平野区 鉄板焼 こじまり
大阪市平野区 居酒屋幸の鶏
大阪市平野区 味処 ふじ田
大阪市平野区 季節一品料理 ふじ多
大阪市平野区 大阪ふくちぁんラーメン 長原店
大阪市平野区 ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ
大阪市平野区 AZ.ism
大阪市平野区 喫茶ラン
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大阪市平野区 串本舗とさか鳥てん
大阪市平野区 焼き鳥 りゅうちゃん
大阪市平野区 坐 松本
大阪市平野区 居酒屋こあじ
大阪市平野区 カラオケライブ 平野店
大阪市平野区 GAYATRI
大阪市平野区 スナックOneLove
大阪市平野区 KEN'S BAR
大阪市平野区 スナック真澄
大阪市平野区 ガスト平野加美店
大阪市平野区 本格タンドリーカフェ虹
大阪市平野区 Bali 勝
大阪市平野区 お好み焼き くらら
大阪市平野区 レンタル居酒屋
大阪市平野区 こぶくろ
大阪市平野区 ラーメン食堂 一
大阪市平野区 ままごとや
大阪市平野区 新武酒店
大阪市平野区 コメダ珈琲店 イオン長吉店
大阪市平野区 ころころ亭
大阪市平野区 餃子の王将 中環長原店
大阪市平野区 山ちゃん
大阪市平野区 スナックＨＩＲＯ
大阪市平野区 お多福
大阪市平野区 鳥貴族 平野店
大阪市平野区 すし一喜
大阪市平野区 ソレイユ
大阪市平野区 姫茶
大阪市平野区 じゅうじゅう本舗 焼きんしゃい 平野店
大阪市平野区 A2
大阪市平野区 かごの屋平野区役所西店
大阪市平野区 カレーハウスCoCo壱番屋 平野瓜破店
大阪市平野区 大阪ふくちぁんラーメン瓜破店
大阪市平野区 和食さと 長原店
大阪市平野区 餃子の王将 出戸店
大阪市平野区 るんるん
大阪市平野区 西端酒店
大阪市平野区 四六時中平野店
大阪市平野区 ミスタードーナツ東住吉店
大阪市平野区 居酒屋 まつもと
大阪市平野区 多津美
大阪市平野区 山ちゃん餃子
大阪市平野区 たこ焼きBar 慶chan
大阪市平野区 大幸
大阪市平野区 喫茶スナックジュン
大阪市平野区 Azmania
大阪市平野区 じゃんぼ総本店喜連瓜破店
大阪市平野区 お好み焼きえっちゃん
大阪市平野区 花まる
大阪市平野区 韓国料理 兆
大阪市平野区 居酒屋 信八
大阪市平野区 さん天 長吉長原店
大阪市平野区 コミックバスターアルカンシェール 喜連瓜破店
大阪市平野区 かつや平野馬場店
大阪市平野区 炭焼き旬菜 福の神
大阪市平野区 喫茶メモリー
大阪市平野区 とんかつ かつ喜 長吉長原店
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大阪市平野区 熟成焼肉いちばん 平野店
大阪市平野区 餃子の王将 平野駅前店
大阪市平野区 カラオケスナックdine
大阪市平野区 浜寿司
大阪市平野区 ごはんや笑福
大阪市平野区 セレーネ
大阪市平野区 カラオケまこと
大阪市平野区 和食美千
大阪市平野区 AZ麺
大阪市平野区 カラオケスナックもも
大阪市平野区 ちぇご
大阪市平野区 カラオケ喫茶けいこ
大阪市平野区 珈琲館平野店
大阪市平野区 大阪ふくちぁんラーメン平野店
大阪市平野区 冨貴 イオン喜連瓜破駅前店 3F
大阪市平野区 片岡国酒店
大阪市平野区 浅草食堂平野店
大阪市平野区 焼肉特急ＰＲＥＭＩＵＭ 長吉長原駅
大阪市平野区 彩菜
大阪市平野区 ANELA
大阪市平野区 葉月
大阪市平野区 キッサ・MISA
大阪市平野区 カラオケあん
大阪市平野区 鳥貴族 長吉長原店
大阪市平野区 からたこ家長吉店
大阪市平野区 居酒屋 蔵
大阪市平野区 風流味道 そば仙人
大阪市平野区 土間土間喜連瓜破店
大阪市平野区 串えもん
大阪市平野区 おでん焼酎いわ倉
大阪市平野区 ロイヤルホスト平野店
大阪市平野区 BAR レンカ
大阪市平野区 寅
大阪市平野区 居酒屋 歩
大阪市平野区 七三食堂
大阪市平野区 ワンカルビ平野北店
大阪市平野区 ゆりかご
大阪市平野区 街の肉屋の焼肉店ばんどう亭長吉長原店
大阪市平野区 焼鳥居酒屋 一 平野店
大阪市平野区 鳥貴族 喜連瓜破店
大阪市平野区 ダイニングがんがん
大阪市平野区 Soft Bar （橘）
大阪市平野区 横濱家系ラーメン神山 加美東店
大阪市平野区 串カツあっぱっぱ
大阪市平野区 Juliet
大阪市平野区 がんこ平野郷屋敷
大阪市平野区 ウエルカム
大阪市平野区 BAR RED ANGEL
大阪市平野区 SUNちょうで～
大阪市平野区 アラジン
大阪市平野区 松屋喜連瓜破店
大阪市平野区 から揚げの天才喜連瓜破店
大阪市平野区 ワンウェイ
大阪市平野区 日本ケンタッキー・フライド・チキン長吉店
大阪市平野区 Rencontre
大阪市平野区 喜連園
大阪市平野区 みどり
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大阪市平野区 一期一会
大阪市平野区 ビッグエコー地下鉄平野駅前店
大阪市平野区 スナキャバAGEHA
大阪市平野区 本格やきとり楽笑
大阪市平野区 カラオケ てる
大阪市平野区 Bar Lazy
大阪市平野区 CAFE DI ESPRESSO 珈琲館 イオン喜連瓜破店
大阪市平野区 鉄板串焼きいろは
大阪市平野区 まいどおおきに 長吉六反食堂
大阪市平野区 グリルヤマサキ
大阪市平野区 カラオケ えくぼ
大阪市平野区 タイレストランウドンタニ
大阪市平野区 手打ちうどんDAIKI
大阪市平野区 居酒屋 三重
大阪市平野区 ラーメン藤吉平野店
大阪市平野区 すたみな太郎 平野加美店
大阪市平野区 スナック ベティ
大阪市平野区 三徳庵平野店
大阪市平野区 中国料理 味楽
大阪市平野区 スナック華（カラオケ順子）
大阪市平野区 沖縄料理でいご
大阪市平野区 韓国料理 孔
大阪市平野区 0010(イチマル)
大阪市平野区 AKALA
大阪市平野区 とんかつひろ喜瓜破店
大阪市平野区 さんきゅう水産 平野店
大阪市平野区 PUB Amore
大阪市平野区 ラウンジ鳳仙喜
大阪市平野区 スシロー長吉長原店
大阪市平野区 串焼きしんちゃん
大阪市平野区 #Na.Na.Na'
大阪市平野区 カラオケBanBan喜連瓜破インター店
大阪市平野区 お好焼カクショウ
大阪市平野区 酒処 くま
大阪市平野区 なか卯 喜連瓜破店
大阪市平野区 串かつ いぬい
大阪市平野区 beeian平野店
大阪市平野区 風林火山
大阪市平野区 だいきうどん 長原店
大阪市平野区 麺やいちころ
大阪市平野区 だいきうどん 瓜破店
大阪市平野区 ココス平野店
大阪市平野区 西野居酒屋
大阪市平野区 日本ケンタッキー・フライド・チキンイオン喜連瓜破店
大阪市平野区 しゃぶ葉平野駅北店
大阪市平野区 ビッグエコー平野長吉店
大阪市平野区 丸亀製麺長吉長原
大阪市平野区 吉野家 南港通り平野店
大阪市平野区 すき家 長吉出戸店
大阪市平野区 stop
大阪市平野区 you
大阪市平野区 吉野家 平野店
大阪市平野区 なかさか
大阪市平野区 大阪王
大阪市平野区 一味
大阪市平野区 すき家 25号平野加美西店
大阪市平野区 居酒屋なんば
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大阪市平野区 ガスト長吉長原店
大阪市平野区 あじさい
大阪市平野区 はま寿司喜連瓜破店
大阪市平野区 波平 平野店
大阪市平野区 スナックにんじん
大阪市平野区 華かんざし
大阪市平野区 スナック太鼓
大阪市平野区 パル
大阪市平野区 Felice
大阪市平野区 cafeno.888
大阪市平野区 ジョリーパスタ平野店
大阪市平野区 chabu chabu 喜連瓜破
大阪市平野区 ヒミツキチ★ｔ
大阪市平野区 焼肉どら平野店
大阪市平野区 凛
大阪市平野区 ぶんきち7
大阪市平野区 ヤナワラバァー
大阪市平野区 居酒屋 おーい
大阪市平野区 chiave
大阪市平野区 カラオケ喫茶加奈
大阪市平野区 Ange  アンジュ
大阪市平野区 大人の遊びBar SEVEN THREE
大阪市平野区 喫茶 いこい
大阪市平野区 居酒屋舞人
大阪市平野区 本格四川料理 中村屋
大阪市平野区 カラオケ喫茶 集
大阪市平野区 ええねん
大阪市平野区 なか卯長吉長原東店
大阪市平野区 丸亀製麺イオン喜連瓜破駅前
大阪市北区 いったらんかい北新地店
大阪市北区 デンスケ
大阪市北区 Bar Lounge凛
大阪市北区 梅よし
大阪市北区 がんこ炉端焼梅田店
大阪市北区 焼鳥と焼野菜ぎんすけ 中津店
大阪市北区 道楽うどん８号梅田店
大阪市北区 歌謡スタジオ ヒット・パレード
大阪市北区 Dining HATTORI
大阪市北区 ごっど（神）
大阪市北区 大阪新世界元祖串かつだるま ルクアイーレ店
大阪市北区 ちょい飲みバーもも
大阪市北区 さぬきうどん四國屋
大阪市北区 焼肉 すき焼き 純 梅田本店
大阪市北区 Barmoonwalkお初天神
大阪市北区 スパイスバル カレーパニック
大阪市北区 Growヤムヤム食堂
大阪市北区 海鮮屋台おくまん茶屋町店
大阪市北区 カフェバー１９６９
大阪市北区 お好み焼き・鉄板焼き はな
大阪市北区 海千山千番長 中津店
大阪市北区 ラーゴ・ディ・チェーロ・パルコ
大阪市北区 ALWAYS梅田
大阪市北区 インドレストラン&カフェ サンライズ ＳＵＮＲＩＳＥ
大阪市北区 Lounge ViVi
大阪市北区 三起
大阪市北区 黒十ヤ／島たこやきMIKE
大阪市北区 ドゥエイタリアン曽根崎店
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大阪市北区 ハーブス ディアモール大阪店
大阪市北区 夢一夜
大阪市北区 割烹加門
大阪市北区 入山
大阪市北区 グリルバー覇王樹
大阪市北区 一葉
大阪市北区 スナック＆喫茶メルシー
大阪市北区 クラブ弄珠
大阪市北区 coupy
大阪市北区 マカベリー
大阪市北区 BAR room NG
大阪市北区 Mirage
大阪市北区 サロン君屋
大阪市北区 玄品 大阪北新地
大阪市北区 Ｍｏｏｎ Ｂａｒ
大阪市北区 将棋バーウォーズ
大阪市北区 Mou 
大阪市北区 京都勝牛梅田店
大阪市北区 あじゅ
大阪市北区 モリタ屋 ルクアイーレ店
大阪市北区 マレーシアボレ
大阪市北区 Tenjinbashi Sankaku
大阪市北区 博多串焼きバッテンよかとぉ 天満店
大阪市北区 酒場やまと
大阪市北区 たぬき食堂
大阪市北区 LITTLE BAR
大阪市北区 武士
大阪市北区 SARASA
大阪市北区 セラ・アンフィニィ
大阪市北区 地鶏専門店マルエ
大阪市北区 ステーキ鉄板ssense
大阪市北区 ロカンダ・デラ・ルーナ
大阪市北区 dukkah
大阪市北区 包みハンバーグSEN
大阪市北区 ORANGE
大阪市北区 博多ラーメンげんこつ 梅田店
大阪市北区 立ち呑み庶民 大阪駅前第ニビル店
大阪市北区 ニューナイト
大阪市北区 今日亭
大阪市北区 ビストロ ド ヨシモト
大阪市北区 ぱいらんど
大阪市北区 おでん×スタンド三徳六味
大阪市北区 豚のしっぽと鶏のとさか
大阪市北区 エタニティ
大阪市北区 源兵衛天満本店
大阪市北区 焼酎専門店 鳥小屋
大阪市北区 新和食 みやけ
大阪市北区 ALE HOUSE 加美屋
大阪市北区 APIARIUM
大阪市北区 La Rosanera
大阪市北区 肴の酒 こなから
大阪市北区 Ｌｅ Ｖｅｒｒｅｒ
大阪市北区 鳥たつ
大阪市北区 西天満 市がや
大阪市北区 カフェテラスユニコーン
大阪市北区 musi-vege+ 阪急三番街店
大阪市北区 邪馬村
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大阪市北区 寿司かず
大阪市北区 ノースセブン
大阪市北区 辛口飯屋 森元
大阪市北区 DiningKitchen ＲＹＵ
大阪市北区 明石焼 ぶぶ亭
大阪市北区 TABLEAU  LACERBA
大阪市北区 ネオ台湾酒場九份飯店
大阪市北区 てんぷら屋 夢二
大阪市北区 くまくま
大阪市北区 さくら草
大阪市北区 AsobiBar DOPE
大阪市北区 房
大阪市北区 立呑処 たもん
大阪市北区 Bar WORKAHOLIC
大阪市北区 マルカツ ３ビル店
大阪市北区 むつみ
大阪市北区 club壇
大阪市北区 とり甚二階店
大阪市北区 ＥＳＣＲＵＩＳＥ
大阪市北区 焼きふぐ優ふく 北新地店
大阪市北区 クレープリールブールノワゼット
大阪市北区 ミスターケリーズ
大阪市北区 味わい心 来海
大阪市北区 イタリアン居酒屋 ペンギンバー
大阪市北区 天満のタイ酒場 玲
大阪市北区 長崎五島うどんの店 510
大阪市北区 やきにく番長 天満店
大阪市北区 えでぃさんの店
大阪市北区 しゃぶ扇HEPナビオ店
大阪市北区 名桜
大阪市北区 なにわの串かつ 串あれ
大阪市北区 イースポット（E-SPOT）
大阪市北区 博多串焼きバッテンよかとぉ 北新地店
大阪市北区 中華料理 大東洋
大阪市北区 BARバスタブ
大阪市北区 相席屋阪急東通り店
大阪市北区 オペレッタ52
大阪市北区 Ｉｎｆｉｎｉｔｙ
大阪市北区 センバキッチン グリーンハウス
大阪市北区 パシオンエナチュールOSAKA
大阪市北区 MISTY
大阪市北区 キューズクラブ  茶屋町店
大阪市北区 鉄燻CHOI URASAN
大阪市北区 ottonove 
大阪市北区 BAR ego
大阪市北区 餃子鍋A-chan
大阪市北区 ソウル トゥ ソウル
大阪市北区 キッチン酒場こぶた
大阪市北区 ラウンジＦaｉｒｙ
大阪市北区 鍋守 堂島店
大阪市北区 プリティー
大阪市北区 おでんと鴨蕎麦 居酒屋じんべえ
大阪市北区 メンバーズラウンジ スピア
大阪市北区 天ぷら鉄板焼酒場しん家
大阪市北区 ショットバー アンドレ
大阪市北区 麺や輝 中津店
大阪市北区 酒と女と鶏と麺
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大阪市北区 ロンドン・ティールーム 堂島本店
大阪市北区 大吾朗商店
大阪市北区 おくどさん小柴
大阪市北区 汐屋 本店
大阪市北区 しゃぶしゃぶ・すき焼き にいたか
大阪市北区 八重
大阪市北区 フルーツパーラー キムラ
大阪市北区 ステーキファイブ南森町店
大阪市北区 anan
大阪市北区 ロンドン・ティールーム阪急メンズ館店
大阪市北区 Salon la Modern
大阪市北区 BARテイク
大阪市北区 ヴィドフランス
大阪市北区 お酒とお歌おさと 
大阪市北区 karin
大阪市北区 caro wine lounge
大阪市北区 ながもと
大阪市北区 麺と出汁が絡むとき
大阪市北区 Bar Lira beach
大阪市北区 島唄ライブ琉球
大阪市北区 AQUA
大阪市北区 居酒屋北野２ビル店
大阪市北区 田舎料理 にんじん
大阪市北区 お好み・鉄板焼 堀川
大阪市北区 ラーメン大戦争 梅田店
大阪市北区 車家ジョニー東梅田店
大阪市北区 トラットリア ピッツェリア アレグロ 梅田
大阪市北区 咲花草
大阪市北区 焼肉どん２ 東通り店
大阪市北区 Geee!!
大阪市北区 炭美酒菜 一馬力
大阪市北区 焼とんyaたゆたゆ 天満店
大阪市北区 GIRAFE
大阪市北区 英國館倶楽部
大阪市北区 天草の恵
大阪市北区 小皿中華 桃天 リンクス梅田店
大阪市北区 diningbar couzen
大阪市北区 北新地 鶏屋 さん羽
大阪市北区 おばんざいKONEKO
大阪市北区 たこ家 道頓堀くくる 大丸梅田店
大阪市北区 みちくさ
大阪市北区 タリーズコーヒー大丸梅田店
大阪市北区 恵酒真楽 やまなか
大阪市北区 R JAZZ ESPRESSO
大阪市北区 浪速割烹昇
大阪市北区 中房
大阪市北区 ニューワクラ リンクスウメダ店
大阪市北区 らぁ麺きくはん
大阪市北区 北新地 十㐂
大阪市北区 タリーズコーヒー大阪ステーションシティ店
大阪市北区 かわの
大阪市北区 カサブランカ
大阪市北区 福太郎梅田店
大阪市北区 すし魚貴
大阪市北区 Bar coral
大阪市北区 酒場鳥すけ
大阪市北区 ダイヤモンドカリー
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大阪市北区 串カツ 百百
大阪市北区 ターリー屋 大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 おさかな番長
大阪市北区 大衆酒場てんま
大阪市北区 HANETO
大阪市北区 ラウンジ仁
大阪市北区 クロノス
大阪市北区 Alloro
大阪市北区 ニユーラージャスタン
大阪市北区 BAR ibuki
大阪市北区 ぶーめらん
大阪市北区 Ｍａｒｉｎｅ
大阪市北区 個室 割烹焼肉 松永牧場 北新地店
大阪市北区 凸デコ
大阪市北区 Gezellig
大阪市北区 鉄板串酒場しん家
大阪市北区 まちゃど
大阪市北区 阿蘇溶岩石焼 といとい穴座
大阪市北区 一万田
大阪市北区 クラブワンチャン梅田お初天神
大阪市北区 NOTANI
大阪市北区 SLUSH
大阪市北区 まるや
大阪市北区 depot
大阪市北区 ハンプトンコート
大阪市北区 マシ亭
大阪市北区 サントリーアダルト
大阪市北区 スラッカン
大阪市北区 karaoke 酒nack NO.3
大阪市北区 海仙亀多寿司本店
大阪市北区 coconannan
大阪市北区 shot bar KONG
大阪市北区 ＢＡＲ天五屋
大阪市北区 牡丹
大阪市北区 阪神梅田本店 スナックパーク内 いか焼き売場
大阪市北区 蟻ぎりす
大阪市北区 福屋
大阪市北区 長浜やっさん
大阪市北区 焼鳥スミス
大阪市北区 遊食劇場まめ福
大阪市北区 GraceKojima
大阪市北区 anju sachi
大阪市北区 メンバーズ グリーン
大阪市北区 天晴
大阪市北区 サロン・ド Ryoma
大阪市北区 ふくみ屋 天満店
大阪市北区 焼き鳥まるいけ
大阪市北区 和佐
大阪市北区 Piccolo BAR
大阪市北区 堀垣堂
大阪市北区 ルナ・フェリス（LuNa Feliz）
大阪市北区 きたしんち 弓場慎之佑
大阪市北区 寿し久保
大阪市北区 うぶすな
大阪市北区 らーめん玉 大阪梅田店
大阪市北区 騰寿し
大阪市北区 クラブ山咲
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大阪市北区 Mogura梅田店mole
大阪市北区 Cafe&Bar FREYJA
大阪市北区 大衆酒場あげもんや兎我野店
大阪市北区 北新地epais
大阪市北区 涿屋
大阪市北区 Wine&Cheese Se Reposer
大阪市北区 恕庵
大阪市北区 是空
大阪市北区 Re:01
大阪市北区 麺匠の心つくしつるとんたん
大阪市北区 若どり屋 天満
大阪市北区 Wonder Fruits LINKS UMEDA店
大阪市北区 阪神梅田本店 スナックパーク うまかラーメン売場
大阪市北区 コース料理とワインのお店 UNE（アン）
大阪市北区 美舟
大阪市北区 松崎屋
大阪市北区 いちげん屋
大阪市北区 大龍ラーメン
大阪市北区 ピピネラキッチン
大阪市北区 卯月
大阪市北区 中華料理 大王（ターワン）天満橋店
大阪市北区 Angela ala 
大阪市北区 LAMP
大阪市北区 bond
大阪市北区 鹿児島県霧島市塚田農場梅田ギャザ阪急店
大阪市北区 おでん松原
大阪市北区 宮崎県日向市塚田農場梅田阪急東通り店
大阪市北区 堀内果実園 グランフロント大阪店
大阪市北区 中之島なだ万
大阪市北区 タリーズコーヒールクアイーレ５Ｆ店
大阪市北区 バーンスキタイ
大阪市北区 魚と炭火 炉ばたのぎんすけ 中津店
大阪市北区 鮨＆bar5
大阪市北区 粋なおつまみとお酒にこ
大阪市北区 La Birdie NAMI
大阪市北区 くそオヤジ最後のひとふり 天満店
大阪市北区 パンダ
大阪市北区 丸喜酒店
大阪市北区 蛍屋
大阪市北区 神（ごっど）
大阪市北区 さつまいも元帥 斧屋 本店
大阪市北区 テング酒場 曽根崎お初天神通り店
大阪市北区 ひもの野郎第１ビル店
大阪市北区 バー天獄
大阪市北区 紅々亭
大阪市北区 インデアンカレー 阪神店
大阪市北区 ワイン居酒屋Popompette
大阪市北区 まるせ
大阪市北区 つるとんたん琴しょう楼
大阪市北区 矢場とん 大阪阪急三番街店
大阪市北区 北新地池田銀なべ
大阪市北区 豊後太郎
大阪市北区 赤目天満
大阪市北区 Grant
大阪市北区 鉄板料理 堂島
大阪市北区 BUDDY
大阪市北区 April
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大阪市北区 スナック喝采
大阪市北区 ブーズキッチンSORA
大阪市北区 サグン
大阪市北区 鉄板ステーキ 鐵
大阪市北区 レクラン
大阪市北区 喜洋洋
大阪市北区 Angie2
大阪市北区 サウンドG1
大阪市北区 赤垣屋梅田店
大阪市北区 北新地 虹
大阪市北区 みつば
大阪市北区 OKOGE 東通り店
大阪市北区 GURFA
大阪市北区 スパイス王国ナビオ店
大阪市北区 野球酒場酔勝家
大阪市北区 CAFE and BEER コーヒーハウスイフ
大阪市北区 Island Field 
大阪市北区 Sumi to Farm -炭とファーム-
大阪市北区 トラットリアゼータ
大阪市北区 N
大阪市北区 浅野日本酒店
大阪市北区 喫茶 モンブラン
大阪市北区 ラ ボンヌ ターシュ
大阪市北区 バナナホール
大阪市北区 れもんや
大阪市北区 酒菜お食事ウエッチ
大阪市北区 法律相談カフェバー(宍戸行政書士事務所）
大阪市北区 一品香
大阪市北区 星乃珈琲店天神橋筋六丁目店
大阪市北区 笑楽
大阪市北区 広東名菜 紅茶
大阪市北区 あかとしろ
大阪市北区 旬菜 咲咲
大阪市北区 農家ごはんつかだ食堂梅田茶屋町店
大阪市北区 湯浅港
大阪市北区 鮨処寛龍
大阪市北区 串カツとイタメシ処 金色バンビ
大阪市北区 Passero
大阪市北区 料酒販店 禅
大阪市北区 有閑マダム 優雅（エレガンス）
大阪市北区 お酒と手料理うさぎ
大阪市北区 山田屋
大阪市北区 masquerade
大阪市北区 串まん中津店
大阪市北区 HERRADURA
大阪市北区 豆寅
大阪市北区 guilty
大阪市北区 MISA
大阪市北区 セイマル中華そば
大阪市北区 &green.
大阪市北区 even
大阪市北区 Indian Restaurant Gautama
大阪市北区 Bar AO
大阪市北区 Style
大阪市北区 きっちんまき
大阪市北区 らり
大阪市北区 阿喜
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大阪市北区 山ぶた
大阪市北区 Bar Glory Flower
大阪市北区 PEQUENO
大阪市北区 Ｓｗｅｅｔ Ｍｏｏｎ
大阪市北区 梅田北前 佐勘
大阪市北区 麦酒＆洋食スタンド グリル異人館
大阪市北区 Bar SOURCE 天満店
大阪市北区 カフェ・テラス
大阪市北区 きよし
大阪市北区 たよし曽根崎店
大阪市北区 ケラケラクランツ
大阪市北区 メンバーズ舞子
大阪市北区 CURRYSHOP MORIKYU
大阪市北区 アンティコカフェアルアビス ハービスプラザエント店
大阪市北区 ナチュラルカフェ菜園
大阪市北区 洋食店 グリル ポテト
大阪市北区 THE ROYAL MILE
大阪市北区 炉ばた焼 漁火
大阪市北区 Girls Bar Mirage part2
大阪市北区 The cream teas spoon farm house
大阪市北区 酒房えん
大阪市北区 CHAKRA
大阪市北区 クックハウスホワイティうめだ店
大阪市北区 りょうりや しるべぇ
大阪市北区 music Spot Cin Cin
大阪市北区 満ぞく屋天満店
大阪市北区 石臼挽き10割蕎麦HACHI
大阪市北区 小麦生まれ麺育ち
大阪市北区 グリル喫茶居酒屋 ソニック
大阪市北区 大阪あべの酒遊赤のれん梅田店
大阪市北区 ナポリの食堂 アルバータ・アルバータ
大阪市北区 イタリアンキッチンSa（サー）
大阪市北区 加寿屋 北新地
大阪市北区 Omnibus
大阪市北区 Bar-Lay Cafe Milu
大阪市北区 okitaya東通り店
大阪市北区 Princess
大阪市北区 錦 梅田店
大阪市北区 UMEDA CAFE&BAR ルポゼ
大阪市北区 cafe太陽ノ塔別館
大阪市北区 煮干しラーメン玉五郎 阪急三番街店
大阪市北区 RAW TRACKS
大阪市北区 チャイニーズビストロ蘭亭茶屋町店
大阪市北区 ぼうず
大阪市北区 KANSAI DOUYAMA KUKOU
大阪市北区 さぁや
大阪市北区 キッチンバー あとりえ
大阪市北区 立喰焼肉ごぶ 天六店
大阪市北区 笑
大阪市北区 Le・lien
大阪市北区 ネスパ
大阪市北区 矢野
大阪市北区 TOI
大阪市北区 ぬる燗 佐藤
大阪市北区 きたいち酒場
大阪市北区 かつ丼吉兵衛 東梅田店
大阪市北区 ｃａｂａｒｅｔ
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大阪市北区 大栄食堂
大阪市北区 CRAFT BEER BASE BRANCH
大阪市北区 小肥羊大阪本店
大阪市北区 麻雀クラブDAIWA
大阪市北区 La Champagne
大阪市北区 大阪ステーションシティ バール・デルソーレ
大阪市北区 堂島ジゴロ
大阪市北区 リブラ
大阪市北区 炭火焼とり えんや 梅田店
大阪市北区 国産牛焼肉ふうふう亭JAPAN 茶屋町店
大阪市北区 スナック 51
大阪市北区 ヤマト
大阪市北区 スナック エモ（愛慕）
大阪市北区 鎌倉グリル
大阪市北区 cafe太陽ノ塔本店
大阪市北区 オイスタールーム 梅田ハービスエント店
大阪市北区 やさしいスイーツ工房 Douceur
大阪市北区 韓国料理bibim ルクア大阪店
大阪市北区 日本料理うかむ瀬
大阪市北区 焼肉 輝 北新地
大阪市北区 韓国酒場コッキオ
大阪市北区 北新地鳥屋堂島店
大阪市北区 北新地トリュフ蕎麦わたなべ
大阪市北区 地鶏焼もあい
大阪市北区 からあげスタンドNO.3
大阪市北区 たけうちうどん店
大阪市北区 llena
大阪市北区 創作和菓子工房 芭蕉庵 新梅田シティ店
大阪市北区 Italian
大阪市北区 Tennis Bar Grandslam
大阪市北区 ひなた
大阪市北区 たかはた西店
大阪市北区 寿司処 えにし
大阪市北区 ウメダクダン
大阪市北区 愚羅馬亭
大阪市北区 山守屋
大阪市北区 熊の焼鳥 北新地
大阪市北区 くら寿司ビナリオ梅田店
大阪市北区 Aprile*
大阪市北区 こうさぎ
大阪市北区 炭火焼鳥 権兵衛 ルクア大阪店
大阪市北区 AZAS
大阪市北区 ビストロバール スパッカアルバータ
大阪市北区 居酒屋 あん
大阪市北区 旬の魚と季節のお料理 くすの木
大阪市北区 カフェブレーク ホワイティ梅田店
大阪市北区 馬春楼
大阪市北区 鮨処しばさき
大阪市北区 樅
大阪市北区 花舎
大阪市北区 お初天神裏参道 かき鐵
大阪市北区 ジャック＆ベティー
大阪市北区 避風塘みやざわ 
大阪市北区 京月 梅田阪急グランドビル店
大阪市北区 アーベント
大阪市北区 BarLcony
大阪市北区 奏音
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大阪市北区 サッチェズカリー
大阪市北区 キャプテンカンガルー 大阪店
大阪市北区 そば処三起
大阪市北区 鬼やんま
大阪市北区 アレコレ 阪急三番街店
大阪市北区 お肉のSANKOH天満直売所
大阪市北区 NO SMOKINGBAR azure
大阪市北区 なごみ台所呑味笑
大阪市北区 中たに
大阪市北区 料理酒房しょうち
大阪市北区 日本料理 桂
大阪市北区 梅蘭梅田店
大阪市北区 野菜肉巻き串 ぐるり 天五店
大阪市北区 MISIA
大阪市北区 やまもと屋
大阪市北区 カフェーサラtoアン
大阪市北区 焼肉酒家 牛角 はなれ阪急東通り店
大阪市北区 PURPLE HAZE
大阪市北区 DINING BAR YUMMY SMILE 
大阪市北区 酒蔵呑
大阪市北区 Bar N
大阪市北区 サンローズ
大阪市北区 大同門 阪急三番街店
大阪市北区 ラーメンチョンマゲ天六店
大阪市北区 cafe太陽ノ塔GREENWEST
大阪市北区 ズーアドベンチャールクアイーレ店
大阪市北区 どでか寿司
大阪市北区 鶏長 天乃じゃく
大阪市北区 北新地ぎょうざ家バル 大阪駅前第3ビル店
大阪市北区 バー サンボア
大阪市北区 j＆elvis
大阪市北区 みつか坊主醸
大阪市北区 喫茶エスカルゴ
大阪市北区 鉄板焼 季流
大阪市北区 や満祢 北新地本通り店 甚五郎
大阪市北区 おでん屋 独楽
大阪市北区 one's Alley
大阪市北区 スナック カメレオン
大阪市北区 炉ばた焼 網衆
大阪市北区 SBASE
大阪市北区 ろまん亭
大阪市北区 長屋オムライス大阪駅前第3ビル店
大阪市北区 居酒屋がたろ
大阪市北区 のえる山咲
大阪市北区 九州の旬博多廊
大阪市北区 クリスマス
大阪市北区 北新地鳥屋 本店
大阪市北区 瞳
大阪市北区 きみや大阪本店
大阪市北区 ニコニコポン
大阪市北区 ひろかずや
大阪市北区 luce
大阪市北区 花兎
大阪市北区 梅蘭
大阪市北区 百幸地
大阪市北区 築地食堂源ちゃんルクア大阪店
大阪市北区 居酒屋 あづま
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大阪市北区 カラオケ喫茶バーゆい
大阪市北区 立ち寿司 しおや
大阪市北区 鶏と〇〇、時々 魚
大阪市北区 CAMP de BBQ
大阪市北区 BAN-KARA
大阪市北区 てけてけ阪急梅田店
大阪市北区 石挽き十割蕎麦 玄盛
大阪市北区 アルカンジュ
大阪市北区 Bar vigor
大阪市北区 ＣＬＵＢ Ｖｅｓｕｖｉｏ
大阪市北区 心斎橋ミツヤ ホワイティ梅田店
大阪市北区 ぼてぢゅう かっぱ横丁店
大阪市北区 お酒と和彩 いづる
大阪市北区 BAR MM
大阪市北区 韓国酒場コッキオ
大阪市北区 北新地たなか
大阪市北区 やよい軒天六店
大阪市北区 ラトリエドギニョールエマデロン
大阪市北区 くら寿司天六駅前店
大阪市北区 スナック サンキューな
大阪市北区 Fairy
大阪市北区 昔懐曲
大阪市北区 クラフトビアマーケットホワイティうめだ店
大阪市北区 佳酒佳菜花はな
大阪市北区 umbrella
大阪市北区 pizzeria da ciro
大阪市北区 ラウンジ阿南
大阪市北区 ピアノバーココ
大阪市北区 天ぷらとワイン大塩 天満市場店
大阪市北区 得一 扇町店
大阪市北区 かどや
大阪市北区 但馬屋
大阪市北区 ガンボ＆オイスターバー 梅田ＮＵ茶屋町店
大阪市北区 ロゼ
大阪市北区 こけけ
大阪市北区 七星
大阪市北区 kitchen ku和
大阪市北区 手打ちうどん 一
大阪市北区 笑卵 梅田店
大阪市北区 梅田明月館 堂山店
大阪市北区 バー サンドバンク
大阪市北区 プリンスプリンス
大阪市北区 グレースcoloR
大阪市北区 Asahi
大阪市北区 天ぷらとワイン大塩 梅田店
大阪市北区 ｕｎｏｂａｒ．
大阪市北区 串かつだるま ホワイティうめだ店
大阪市北区 海鮮屋台 新鮮組 梅田店
大阪市北区 田舎家食堂
大阪市北区 ウメダステーションオイスターバー 阪急グランドビル店
大阪市北区 花 すみれ
大阪市北区 FAMILIA
大阪市北区 焼肉冷麺ユッチャン。北新地店
大阪市北区 Venus(ヴィーナス)
大阪市北区 BOTANI：CURRY梅田店
大阪市北区 ユニコーン
大阪市北区 天ぷらとワイン大塩 天五店
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大阪市北区 日本料理 大阪浮橋／なにわ食彩 しずく
大阪市北区 ジョニーのからあげ天満店
大阪市北区 サロン・ド オー
大阪市北区 ラウンジ MAKI
大阪市北区 GIFT北新地
大阪市北区 たよし第２ビル店
大阪市北区 焼肉酒家牛角 梅田阪急東通り店
大阪市北区 モアナ
大阪市北区 Katsuya charcoal grill steakhouse
大阪市北区 think食堂
大阪市北区 CHIKICHIKI天満店
大阪市北区 TXAGORVA
大阪市北区 北新地koutaro
大阪市北区 ここbyミカド
大阪市北区 RECORD BAR MOON SHINE
大阪市北区 ずっとおでん
大阪市北区 ちょぼ焼き
大阪市北区 梅田麹室 豊祝
大阪市北区 すぱじろう梅田
大阪市北区 しおつる
大阪市北区 中華料理ふうふう
大阪市北区 wine cellar 京
大阪市北区 亜茶羅
大阪市北区 海鮮酒場おか長
大阪市北区 はる
大阪市北区 シャルロット
大阪市北区 ＢＡＲ ＳＫ ＯＣＥＡＮＳ
大阪市北区 カジュアル鉄板酒場ハナミチ
大阪市北区 道頓堀あかい北店
大阪市北区 おかえんなさい。
大阪市北区 土佐炉端八金 天満店
大阪市北区 季節料理いわ伊
大阪市北区 信州そば
大阪市北区 心水
大阪市北区 One More
大阪市北区 圓石本店
大阪市北区 梅田ワイン酒場バルミチェ
大阪市北区 Grand champs
大阪市北区 木暮
大阪市北区 あすか
大阪市北区 ピアノラウンジ濱口
大阪市北区 ハーブス阪急三番街店
大阪市北区 ひいらぎ
大阪市北区 楯
大阪市北区 Aka Saka
大阪市北区 時屋LEspoir
大阪市北区 寿し秋野
大阪市北区 UPSTART
大阪市北区 Kirara
大阪市北区 ビアパーラー ポゴ
大阪市北区 Ｏｙ－ｄｅやす
大阪市北区 中津一丁目まぐろや あを葉
大阪市北区 バー ターゲット
大阪市北区 旬家 和しん
大阪市北区 Yorkys  Creperie  
大阪市北区 北新地KASUMIYA
大阪市北区 LimeResort
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大阪市北区 鉄板焼き＆Restaurant Bar caro
大阪市北区 岡田
大阪市北区 まことや本舗
大阪市北区 寿司一心
大阪市北区 Angie
大阪市北区 てんぼう
大阪市北区 韓国酒場コッキオ
大阪市北区 花みずき
大阪市北区 花みずき
大阪市北区 梯梧家
大阪市北区 串カツカレー七福神天五店
大阪市北区 クラブまりあ
大阪市北区 BAR CO-GU
大阪市北区 emocafe
大阪市北区 BROWN MASH
大阪市北区 割烹いぐち
大阪市北区 Shiten
大阪市北区 皆様酒場 昭和ゴールデン
大阪市北区 魚がし日本一 梅田阪神店
大阪市北区 oggi
大阪市北区 BAR MILI
大阪市北区 アンティコカフェアルアビス ディアモール大阪店
大阪市北区 カフェ ラ・ポーズ ルクア大阪店
大阪市北区 居酒屋借金ギョーザ
大阪市北区 ＦＯＬＫ＆ＦＯＬＫ
大阪市北区 鮨 惣五郎
大阪市北区 うどん 兎麦 umugi
大阪市北区 カレーハウス ＣＯＣＯ壱番屋 北区角田町店
大阪市北区 北新地たゆたゆＤＸ
大阪市北区 スターバックスコーヒーLINKS UMEDA 8階店
大阪市北区 ピッコロ ホワイティ梅田店
大阪市北区 シェルブール
大阪市北区 もぐら酒場 アジイチバ
大阪市北区 スターバックスコーヒー梅田ＨＥＰ ＦＩＶＥ店
大阪市北区 うどんとおかず酒場さくらん家
大阪市北区 亀多寿司別館
大阪市北区 カカオサンパカ
大阪市北区 かすボーイ
大阪市北区 割烹 うきみ
大阪市北区 GOOD EAT TABLE & STANDARD BAR
大阪市北区 ビッグエコー梅田中央店
大阪市北区 心屋
大阪市北区 アンクープルアングレカム
大阪市北区 大衆伊酒屋ニューブドウヤ
大阪市北区 バーエスカール
大阪市北区 やまねや生パスタ研究所
大阪市北区 IL PINOLO 梅田
大阪市北区 Chi-Fu
大阪市北区 teppan de lasow
大阪市北区 懐石かつら
大阪市北区 ＣＵＲＲＹ＆ＧＲＩＬＬ 葡萄匠屋
大阪市北区 LOTUS
大阪市北区 鮨処 一宴
大阪市北区 イタリア酒場エントラータ
大阪市北区 BAR DETOUR
大阪市北区 新世界串カツいっとく 大阪駅前第四ビル店
大阪市北区 天ぷら大吉 ホワイティうめだ店
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大阪市北区 総大醤
大阪市北区 台湾カステラ米米 梅田
大阪市北区 串かつ料理活ホワイティうめだ店
大阪市北区 きんやま 居食屋
大阪市北区 戀（Ren）
大阪市北区 クラフトビアハウスモルト
大阪市北区 牛たん炭火焼吉次北新地店
大阪市北区 肉バルGAM 梅田お初天神店
大阪市北区 福すしホワイティーうめだ店
大阪市北区 瑞英
大阪市北区 どうとんぼり神座 阪急三番街店
大阪市北区 スターバックスコーヒー大阪マルビル店
大阪市北区 ネパールインドレストランHIMALAYANSPICE
大阪市北区 ロンリーロンリー
大阪市北区 ビッグエコー阪急東通り店
大阪市北区 七つ星
大阪市北区 麺紡木
大阪市北区 かんみこより
大阪市北区 バケット ヨドバシ梅田店
大阪市北区 一蘭 梅田芝田店
大阪市北区 かつくら梅田茶屋町店
大阪市北区 おおさかぐりる
大阪市北区 粋魚むらばやし
大阪市北区 とんかつ小ばやし
大阪市北区 きし
大阪市北区 光州
大阪市北区 香音
大阪市北区 ビフテキ重・肉飯 ロマン亭 ルクア大阪
大阪市北区 酒と魚とオトコマエ食堂 LINKS梅田店
大阪市北区 肉ビストロ熟ルクア１１００店
大阪市北区 パポッキオ
大阪市北区 とっつぁん 天満店
大阪市北区 カラフルタコワッフル フルフル
大阪市北区 善LABORATORY
大阪市北区 大阪聘珍樓
大阪市北区 BUTLER
大阪市北区 彩火 SAIBI
大阪市北区 おにぎり竜
大阪市北区 ビッグエコー梅田茶屋町本店
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 梅田芝田町店
大阪市北区 梅田シーシャ ４８０ｃａｆｅ
大阪市北区 マッセナ
大阪市北区 ダル食堂 堂島地下街
大阪市北区 QUINTOCANTO
大阪市北区 北新地はらみ
大阪市北区 クレープヒューベリオン
大阪市北区 叶乃音
大阪市北区 フェスティバール＆ビアホール
大阪市北区 TOM Curiosa
大阪市北区 蘭
大阪市北区 寿司赤酢 匠
大阪市北区 サイゼリヤ梅田楽天地ビル
大阪市北区 揚八
大阪市北区 Az
大阪市北区 鶏割烹ならや
大阪市北区 ハーブス 大丸梅田店
大阪市北区 西洋館 淳（ラウンジ）

149 / 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）

大阪市北区 スターバックスコーヒー大阪ガーデンシティ店
大阪市北区 立ち呑み くにし
大阪市北区 一蘭 梅田阪急東通店
大阪市北区 島ぬ風 阪急三番街
大阪市北区 和食 個室 北新地 暁
大阪市北区 うを佐
大阪市北区 glycine
大阪市北区 あなごと日本酒なかむら
大阪市北区 喫茶アキ
大阪市北区 卓球バーパレット 北新地店
大阪市北区 西梅田ワイン酒場
大阪市北区 ビフテキのカワムラpremium北新地店
大阪市北区 ＫＩＥＦＥＬ 三番街店
大阪市北区 ミミズク
大阪市北区 壱岐島本店
大阪市北区 和牛焼肉MOO
大阪市北区 スターバックスコーヒーちゃやまちアプローズタワー店
大阪市北区 アンシャンテ
大阪市北区 一風堂 梅田店
大阪市北区 おばんざい くすくす
大阪市北区 Giungino
大阪市北区 Le quai
大阪市北区 かしわ本舗とりいし 別館
大阪市北区 ピッコロ ＪＲ大阪駅店
大阪市北区 メンバーズ ウィルミナ
大阪市北区 GO・HO・U・BI PARLOR
大阪市北区 大安
大阪市北区 曾根崎鉄板食堂はなたれ
大阪市北区 ＮＩＣＯ
大阪市北区 石臼挽き二八そば そばしき ルクア大阪店
大阪市北区 グランカフェ
大阪市北区 コート・ダジュール泉の広場店
大阪市北区 KOU
大阪市北区 ビアスタンドモルト
大阪市北区 サイゼリヤ大阪ガーデンシティ
大阪市北区 ステーキ＆グリル ロマン亭
大阪市北区 よし光
大阪市北区 大阪なだ万
大阪市北区 くいーん
大阪市北区 スナック トゥルー
大阪市北区 リストランテ コンフォーコ
大阪市北区 梅田羊肉串
大阪市北区 串かつ料理活阪急グランドビル店
大阪市北区 魚がし日本一 中之島フェスティバルプラザ店
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 阪急東中通店
大阪市北区 メンバーズ 兆家
大阪市北区 七福神扇町駅前店
大阪市北区 炉禅／まきんしゃい
大阪市北区 ミツバチ堂
大阪市北区 スターバックスコーヒーLUCUA 1100 2階 アトリウムガーデン店
大阪市北区 呑み処 ｍ.yamasaki
大阪市北区 双月
大阪市北区 グラン・エスポワール
大阪市北区 Cafetin de BuenosAires
大阪市北区 La Baie
大阪市北区 サイゼリヤ大阪駅前第3ビル
大阪市北区 かりん
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大阪市北区 フレンチ食堂セルクル
大阪市北区 台湾甜商店 梅田阪急三番街店
大阪市北区 VENUS
大阪市北区 ブーズキッチン
大阪市北区 Beso Mary.r
大阪市北区 MEMBERS MIWA
大阪市北区 コリアンダイニング李朝園ハービスPLAZA梅田店
大阪市北区 カフェバーンホーフ自家焙煎珈琲工房
大阪市北区 The Public Stand阪急東通り店
大阪市北区 亀すし 総本店
大阪市北区 Cymbidium
大阪市北区 中国料理 花梨
大阪市北区 lounge Bibi
大阪市北区 ステーキハウス黒川
大阪市北区 SesEvi Myuの館 iki
大阪市北区 すまいる研究所
大阪市北区 ヤキトリボーイシューマイガール
大阪市北区 鮨 なか田 リーガロイヤルホテル大阪店
大阪市北区 喫茶コバヤシ
大阪市北区 七津屋
大阪市北区 焼肉 虎龍
大阪市北区 COMRADE
大阪市北区 Bar HERMITAGE
大阪市北区 鍋 鉄板焼 暁
大阪市北区 ｗｈｉｔｅｂｉｒｄ ｃｏｆｆｅｅｓｔａｎｄ
大阪市北区 イタリアンバル＆グリル センバキッチン中津店
大阪市北区 新太呂
大阪市北区 イビス大阪梅田 COOKPARK
大阪市北区 サモア
大阪市北区 ピッコロ 阪急かっぱ横丁店
大阪市北区 洋食マルマン
大阪市北区 COYOTE UGLY
大阪市北区 C Republic
大阪市北区 肉炭馨 和衷
大阪市北区 錦わらい 梅田茶屋町店
大阪市北区 Pierrot de Pierrot Le Cafe
大阪市北区 香港蒸蘢 ヨドバシ梅田
大阪市北区 弦 ホワイティ店
大阪市北区 ホテルリブマックス梅田堂山
大阪市北区 WHAT・・・？
大阪市北区 STATION WINERY by SHIDAX
大阪市北区 ボンヌシャンス
大阪市北区 FrenZ-FrenZY
大阪市北区 ＳＵＩＧＥＩ
大阪市北区 ef
大阪市北区 Hanahana
大阪市北区 えきそば 阪神梅田本店
大阪市北区 鮓 なか尾
大阪市北区 北極星 LINKS UMEDA店
大阪市北区 廣東料理 民生
大阪市北区 粉もん屋 とん平 梅田東店
大阪市北区 らーめん あらうま堂
大阪市北区 北新地はらみ 天満店
大阪市北区 かん菜
大阪市北区 寿し処 粋
大阪市北区 鶴太良
大阪市北区 マキシ亭3ビル店
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大阪市北区 Gacha2
大阪市北区 炉ばた茶屋 旅籠
大阪市北区 入道
大阪市北区 しゃぶしゃぶ・日本料理たちばな
大阪市北区 CASA NAGANO
大阪市北区 一軒め酒場 天満店
大阪市北区 アルバールプラス 天満店
大阪市北区 北新地はらみ
大阪市北区 はまじま
大阪市北区 旨んまーいステーキ大阪駅前第3ビル店
大阪市北区 心粋うどん いろは OAP店
大阪市北区 茶屋町マリー
大阪市北区 魚屋スタンドふじ子
大阪市北区 HANAKO おんすてーじ
大阪市北区 黒毛和牛料理cowcow
大阪市北区 Antic Wine
大阪市北区 歩らり
大阪市北区 アップロード
大阪市北区 やさい村元気
大阪市北区 ドトールコーヒーショップ大阪駅前第１ビル店
大阪市北区 鮨まつ井
大阪市北区 四季自然喰処たちばな ヒルトンプラザイースト本店
大阪市北区 Bee UMEDA
大阪市北区 酒場SO-EN
大阪市北区 北新地はらみ別邸
大阪市北区 レストランOKINAWA
大阪市北区 Bar Nagi
大阪市北区 旬菜・すし処 慶鮓
大阪市北区 glad
大阪市北区 お料理宮本
大阪市北区 大衆イタリアン屋台ブドウヤ
大阪市北区 やきとり正や南森町店
大阪市北区 ＢＡＲＭ
大阪市北区 立ち寿司 まぐろ一徹 天六店
大阪市北区 お食事処みや
大阪市北区 梅田テラス/Bambina
大阪市北区 potbelly
大阪市北区 串揚げ 春夏秋冬
大阪市北区 鉄板mafia
大阪市北区 refu
大阪市北区 炭火やきとりソワカ
大阪市北区 北新地うのあん
大阪市北区 ザバーエリクシールケイ
大阪市北区 七津屋
大阪市北区 calling
大阪市北区 すしたな町
大阪市北区 祭太鼓 梅田限定メニュー店
大阪市北区 餃子酒場 餃、
大阪市北区 とがの屋
大阪市北区 天満ビストロワイン酒場ゴブプラス
大阪市北区 呑蔵
大阪市北区 Season&Co.
大阪市北区 CLEVER COFFEE 1953 ディアモール店
大阪市北区 徳田酒店御肉
大阪市北区 BAR KOU
大阪市北区 鮨あずま
大阪市北区 一番どり 梅田店
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大阪市北区 でんがく季節料理おかじま
大阪市北区 Bar PANDEMIC
大阪市北区 O!Churrasco!
大阪市北区 梅田ガーデンファーム/GABURICO
大阪市北区 ローマ軒阪急三番街店
大阪市北区 京都 麺屋たけ井 阪急梅田店
大阪市北区 paska
大阪市北区 墨国回転鶏食堂
大阪市北区 ニューサントリー５ 
大阪市北区 Helo-Helo
大阪市北区 HUB LINKS UMEDA店
大阪市北区 myway 
大阪市北区 十勝そば つざわ
大阪市北区 油そば きりん寺 梅田店
大阪市北区 とんかつＫＹＫ阪急３２番街店
大阪市北区 Sette
大阪市北区 BAGEL&BAGEL ルクア大阪店
大阪市北区 はり重グリル 阪神梅田店
大阪市北区 ar天満店
大阪市北区 たこ梅 北店
大阪市北区 すしやコトブキツカサ天満店
大阪市北区 テックテール
大阪市北区 CLOVER
大阪市北区 グローバルとんかつわたなべ
大阪市北区 壱信 いっしん
大阪市北区 鮨 しばた
大阪市北区 海皇大阪堂島店
大阪市北区 サブウェイ 野菜ラボグランフロント大阪店
大阪市北区 Nady
大阪市北区 徳田酒店ホワイティ店
大阪市北区 クラブグレイル
大阪市北区 ドン釜ゴールド
大阪市北区 スターバックスコーヒーエキマルシェ大阪店
大阪市北区 ソシアル倶楽部
大阪市北区 肉ポチャJockey梅田店
大阪市北区 釜たけうどん 明石焼き
大阪市北区 アンティコカフェアルアビス 阪急三番街店
大阪市北区 Cafe&Bar 桃
大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 故宮
大阪市北区 Le Logis ｈ
大阪市北区 博多もつ鍋おおやま大阪駅店
大阪市北区 日本酒かんき
大阪市北区 ビノシュ
大阪市北区 中国郷菜館 大陸風
大阪市北区 ROSSO 
大阪市北区 ビアブルグ
大阪市北区 にくや 萬野
大阪市北区 Ramen Xone
大阪市北区 BAR23
大阪市北区 鐘鳥天八店
大阪市北区 薩摩ッ子ラーメン天六
大阪市北区 ナガタ
大阪市北区 北新地たゆたゆ本店
大阪市北区 チソーザンマイ
大阪市北区 寿司 丸峯
大阪市北区 丸徳
大阪市北区 エキ ポンテベッキオ ア オオサカ
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大阪市北区 えん寿
大阪市北区 Note
大阪市北区 焼肉の和民梅田茶屋町店
大阪市北区 Doll Dress
大阪市北区 スシローお初天神通り店
大阪市北区 CANNATUREL KITCHEN
大阪市北区 本格炭火焼肉炭香
大阪市北区 わか屋
大阪市北区 CRAFT BEER BASE BUD
大阪市北区 珍竹林阪急東通り店
大阪市北区 たか鳥 西梅田店
大阪市北区 町家和食 京の町
大阪市北区 トラットリアｅバールＭＡＲＩＡ
大阪市北区 BROOKLYN 
大阪市北区 sol saliente
大阪市北区 チェディルアン ハービスエント
大阪市北区 Cafe&Barおふと
大阪市北区 呑み食い処おかん
大阪市北区 杜乃家
大阪市北区 百福
大阪市北区 ジョーズシャンハイニューヨーク グランフロント大阪店
大阪市北区 お食事処 いせや
大阪市北区 魚と釜飯 ウオマチ
大阪市北区 La・La・La
大阪市北区 旬魚菜採 なかの家 OAPタワー店
大阪市北区 la sopa
大阪市北区 博多天ぷら たかお ルクア大阪店
大阪市北区 焼肉Lab
大阪市北区 室蘭焼鳥 がく 北新地
大阪市北区 世界の山ちゃん 梅田東通り店
大阪市北区 中国料理ロドス
大阪市北区 花咲きとんかつすえ広天五店
大阪市北区 ラウンジみなせ
大阪市北区 しのぶ庵
大阪市北区 蛸之徹 マルビル店
大阪市北区 大阪王将天六店
大阪市北区 マーセリン
大阪市北区 麺屋7.5Hz+ 梅田店
大阪市北区 はなだこ
大阪市北区 大富豪大阪駅前第４ビル店
大阪市北区 のんべえ寿司
大阪市北区 徳田酒店第三ビルＢ１店
大阪市北区 糀 -コメノハナ-
大阪市北区 ミンミン桜橋
大阪市北区 土佐料理司 阪急３２番街店
大阪市北区 ぷっちんぷりん
大阪市北区 ウェンディーズ・ファーストキッチン 梅田芝田町店
大阪市北区 松葉総本店
大阪市北区 ふらん
大阪市北区 うどん・そば若水
大阪市北区 スターバックスコーヒーLINKS UMEDA 2階店
大阪市北区 サントリーバー樽
大阪市北区 ユニゾン(unison)
大阪市北区 FaRo Italian&Cafe
大阪市北区 MEMBER’S BAR EAST
大阪市北区 スターバックスコーヒー梅田E-ma店
大阪市北区 コックピット 遊友－0
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大阪市北区 ピアニシモ
大阪市北区 ファーストキッチン 梅田HEPナビオ店
大阪市北区 woof
大阪市北区 天ぷらとワイン大塩 第三ビル店
大阪市北区 モード・ディ・ポンテベッキオ
大阪市北区 M PRIME
大阪市北区 浪速ひとくち餃子 餃々 大阪駅前第三ビル店
大阪市北区 紅虎餃子房 ＬＩＮＫＳ梅田
大阪市北区 和食たちばな グランフロント大阪
大阪市北区 patisserie  Leger
大阪市北区 SHIROMARU-BASE梅田店
大阪市北区 おーせん
大阪市北区 KIKKYO
大阪市北区 あらん サウス店
大阪市北区 陽雅
大阪市北区 呑処はせがわ
大阪市北区 滝見小路 喝鈍
大阪市北区 や満祢 本店 二葉ビル
大阪市北区 Standing Grill Wine 百 堂島川
大阪市北区 寿司赤酢 望月
大阪市北区 ゆかり
大阪市北区 snack An
大阪市北区 レモホル酒場お初天神
大阪市北区 ポムの樹 リンクス梅田店
大阪市北区 ベトナムノーイ１２３
大阪市北区 音鳴り森口
大阪市北区 てこ舞
大阪市北区 粉心
大阪市北区 大阪麺哲
大阪市北区 玉乃光酒蔵 梅田店
大阪市北区 鉄板創作串 てっぺん 天六店
大阪市北区 Mi Casita
大阪市北区 新橋へそ南森町店
大阪市北区 しゃかりき432堂山店
大阪市北区 妻味
大阪市北区 吉野寿司
大阪市北区 Bicerin HANKYU UMEDA
大阪市北区 昔洋食みつけ亭 阪急三番街店
大阪市北区 BAR地下
大阪市北区 しゃぶしゃぶ但馬屋
大阪市北区 和彩厨房KATURA
大阪市北区 地魚屋台 とっつぁん 天六店
大阪市北区 まきし亭本店
大阪市北区 海藤花2号店
大阪市北区 エクセレント幸子
大阪市北区 フォックス (FOX)
大阪市北区 スターバックスコーヒー大丸梅田店
大阪市北区 茶青花阪急三番街店
大阪市北区 キリンケラーヤマト東梅田店
大阪市北区 よし留
大阪市北区 炉ばた焼 網場
大阪市北区 上海食亭
大阪市北区 ベジともアップキッチン
大阪市北区 コサムイ バイ チェディルアン
大阪市北区 サントリーハウス奈伊留
大阪市北区 MARRONE
大阪市北区 おばんざいHARU
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大阪市北区 マル長鮮魚店
大阪市北区 キッチンレモンバー
大阪市北区 大阪の味らーめん 喜らく
大阪市北区 HUB梅田茶屋町店
大阪市北区 天満ひろや
大阪市北区 スターバックスコーヒーLUCUAosaka 地下2階店
大阪市北区 家庭料理なごみ酒ほのぼの
大阪市北区 麺や天四郎
大阪市北区 喫茶グリーン
大阪市北区 Canmi
大阪市北区 なりはん
大阪市北区 富久佳 グランフロント大阪店
大阪市北区 メンバーズ小坂
大阪市北区 あらうま堂
大阪市北区 ＮＡＴＵＲＡＬＩＡ ＵＭＥＤＡ
大阪市北区 ホテルショコラNU茶屋町プラス店
大阪市北区 中国家常菜 桃園
大阪市北区 上川 南店
大阪市北区 葉四季
大阪市北区 こなな 阪急三番街店
大阪市北区 おれのルーツ
大阪市北区 京松蘭 南森町
大阪市北区 チャンチLINKS梅田店
大阪市北区 ステーキ食堂BECO ハービスPLAZA梅田店
大阪市北区 スターバックスコーヒー桜橋プラザビル店
大阪市北区 wanna manna
大阪市北区 春駒本店
大阪市北区 ニュージャパンサウナ梅田店1F ビーチカウンター
大阪市北区 文 おかざき
大阪市北区 一軒め酒場 お初天神店
大阪市北区 味吉屋
大阪市北区 幸梅
大阪市北区 うを佐
大阪市北区 川北商店
大阪市北区 ロシュ
大阪市北区 TENDONあさひ
大阪市北区 琥珀
大阪市北区 鉄板焼Bons
大阪市北区 カンティーナリマ
大阪市北区 焼肉ジャパン
大阪市北区 御岳さん
大阪市北区 une petite Pause
大阪市北区 カレーハウス ＣＯＣＯ壱番屋 北区芝田一丁目店
大阪市北区 BAR FOGGY
大阪市北区 北新地魚菜まさ志
大阪市北区 肉汁芝田
大阪市北区 ダダ
大阪市北区 クラビ バイ チェディルアン
大阪市北区 さわら＆ラ・カスエラ ロハ
大阪市北区 きのえ
大阪市北区 珈琲館麗門
大阪市北区 美寿志
大阪市北区 クワトロナポリ
大阪市北区 潮屋 梅田店
大阪市北区 肉太郎
大阪市北区 囲炉裏バーKP
大阪市北区 綾沙乃
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大阪市北区 富久佳 大阪富国生命ビル店
大阪市北区 騒豆花 ホワイティうめだ店
大阪市北区 角田 蛸之徹
大阪市北区 HUB梅田東通り店
大阪市北区 居酒屋ピンチ鶏
大阪市北区 鮨 八仙
大阪市北区 ロイスの店
大阪市北区 華れん
大阪市北区 立呑みビストロ やまもと
大阪市北区 La Barcaccia
大阪市北区 サントリーオールド・バー
大阪市北区 鉄板屋
大阪市北区 やきにく萬野 ルクア大阪
大阪市北区 赤から梅田ＮＵ茶屋町店
大阪市北区 肉問屋・ワイン・ダーツ ホルモン小川商店天五店
大阪市北区 HUB東梅田店
大阪市北区 語り場スナック4U
大阪市北区 鮨処 辰
大阪市北区 ティファニー
大阪市北区 清元
大阪市北区 黒龍天神樓
大阪市北区 横綱 堂山
大阪市北区 板前酒場 たか山
大阪市北区 メンバーズ矢倉
大阪市北区 ミルカレス
大阪市北区 foryou
大阪市北区 鳥貴族 北新地店
大阪市北区 乾山 大阪北新地店
大阪市北区 和とがわ
大阪市北区 モスバーガー大阪駅前第2ビル店
大阪市北区 BBQ33
大阪市北区 九志焼亭
大阪市北区 ブルーノＨＥＰナビオ
大阪市北区 ビンドゥ 太融寺店
大阪市北区 穴場 天満店
大阪市北区 アメリア
大阪市北区 長屋オムライス大阪駅前第１ビル店
大阪市北区 もんじゃ屋
大阪市北区 伊江人酒場
大阪市北区 笑福梅田店
大阪市北区 天満酒場ピロまる
大阪市北区 キリンケラーヤマト曽根崎店
大阪市北区 cafe&books bibliotheque
大阪市北区 アルモニーアンブラッセ大阪 レヨン
大阪市北区 バー ジョーク
大阪市北区 藤田
大阪市北区 すし酒場さしす
大阪市北区 ア・ラ・カンパーニュ 大阪茶屋町店
大阪市北区 鶏三和Lucua大阪店
大阪市北区 ビッグエコー茶屋町店
大阪市北区 カレーハウスCoCo壱番屋北区天神橋７丁目店
大阪市北区 MIKEY HOUSE
大阪市北区 肉の天満屋 本店
大阪市北区 ミドル
大阪市北区 らーめん おちゃらん屋
大阪市北区 BAR CROSS UMEDA
大阪市北区 もつ福 梅田店
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大阪市北区 エリックサウス グランフロント大阪店
大阪市北区 とんかつＫＹＫ阪急三番街店
大阪市北区 心の館清水
大阪市北区 宇宙家族
大阪市北区 英はなぶさ
大阪市北区 炉ばた焼 馬籠
大阪市北区 BURN SIDE ST CAFE
大阪市北区 北新地 福多亭
大阪市北区 ポニーテール
大阪市北区 ビッグエコーお初天神店
大阪市北区 しゃぶしゃぶnewKOBE堂島店
大阪市北区 VOYAGER梅田
大阪市北区 スシロー梅田茶屋町店
大阪市北区 MAISON ICHI PLUS
大阪市北区 BAR  RYU
大阪市北区 庵いおり
大阪市北区 トラットリア アルポンピエーレ
大阪市北区 しゃぶしゃぶ桜
大阪市北区 バルバラマーケットプレイス本店
大阪市北区 海千山千 本店
大阪市北区 GITAN
大阪市北区 ガンダーラ
大阪市北区 五番館
大阪市北区 らーめん つけそば 古今亭
大阪市北区 雅しゅとうとう
大阪市北区 中国小皿料理鈺源堂
大阪市北区 Lotus
大阪市北区 Aile
大阪市北区 啐啄（SOTTAKU）
大阪市北区 カラオケスタジオブギー
大阪市北区 海藤花北新地店
大阪市北区 ロイヤルボックス（Royal Box）
大阪市北区 焼肉トラジ 大阪ヒルトンプラザ ウエスト店
大阪市北区 日本料理湯木
大阪市北区 dapaidang105阪急梅田三番街店
大阪市北区 魚がし日本一 グランフロント大阪店
大阪市北区 ステーキつじ
大阪市北区 韹
大阪市北区 らーめん亀王堂島店
大阪市北区 Shall we dance cafe
大阪市北区 どうとんぼり神座 ルクア大阪店
大阪市北区 御料理堀川
大阪市北区 Premium marche with 鮨 なか川
大阪市北区 炉ばた焼 妻籠
大阪市北区 弦 OSCサウスゲート店
大阪市北区 食彩酒房ぱる亭
大阪市北区 Bar na nOg
大阪市北区 琴美
大阪市北区 ニク サングルマン
大阪市北区 鉄板野郎 裏参道店
大阪市北区 炭焼きBar心
大阪市北区 居酒屋やえがき
大阪市北区 Ｍilles  WINEBAR
大阪市北区 Trinity
大阪市北区 色 shiki
大阪市北区 スパイスアンドカレー黄金の風
大阪市北区 窯焼きステーキ福田
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大阪市北区 大和屋さんげん大阪梅田店
大阪市北区 カーサディユキコ
大阪市北区 肉汁 堂山店
大阪市北区 写楽 大阪北第四店
大阪市北区 酒場 六平
大阪市北区 夢幻
大阪市北区 パスタ・デ・パスタ 阪急三番街店
大阪市北区 備長炭やきとり 鶏夢
大阪市北区 メンバーズbien
大阪市北区 ＫＩＥＦＥＬ ホワイティうめだ
大阪市北区 カドヤ食堂西梅田店
大阪市北区 298梅田3号店
大阪市北区 徳田酒店 西梅田店
大阪市北区 鳥貴族 お初天神店
大阪市北区 たこ梅 分店
大阪市北区 キリンケラーヤマト大阪駅前店
大阪市北区 プレミアムマルシェ アズールテラス
大阪市北区 Cafe de clever  サウス店
大阪市北区 麺屋船橋
大阪市北区 CAFE TRUCKIN'
大阪市北区 リスペクト
大阪市北区 梅田大衆酒場Ｈ
大阪市北区 カンティプール天五店
大阪市北区 居酒屋しんちゃん
大阪市北区 金八っつぁん 西梅田店
大阪市北区 北新地パリ・ヌボー
大阪市北区 堂山食堂 別館
大阪市北区 あや菜
大阪市北区 エトワール
大阪市北区 ステーキ いぐち
大阪市北区 空海
大阪市北区 marc
大阪市北区 亀すし 本店
大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 アマデウス
大阪市北区 Bar and Diner VIVAHAUS
大阪市北区 クロスワイクラブ
大阪市北区 ビッグエコー曽根崎お初天神通り店
大阪市北区 ウエダ商店
大阪市北区 バーラジル
大阪市北区 やきにく萬野 ホワイティうめだ
大阪市北区 忠将グルメ
大阪市北区 常夜燈 曽根崎店
大阪市北区 ふくしま炉談
大阪市北区 サロン・ド・Miyu
大阪市北区 カルダモン.
大阪市北区 カレーの店ピヨ
大阪市北区 クラブ 洋
大阪市北区 写楽 大阪北第一店
大阪市北区 新喜楽 ヒルトンプラザ店
大阪市北区 SECOND BANANA
大阪市北区 平和樓
大阪市北区 祇園囃子ホワイティうめだ店
大阪市北区 ビッグエコー梅田東通り店
大阪市北区 梅華皮
大阪市北区 HUB中之島フェスティバルプラザ店
大阪市北区 PANCAKE&books bibliotheque
大阪市北区 地魚屋台とっつぁん 南森町店
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大阪市北区 くろこ家
大阪市北区 焼肉どうらく天神橋店
大阪市北区 ひでちゃんと
大阪市北区 1ポンドステーキハンバーグタケル南森町店
大阪市北区 街かど屋天神橋筋五丁目店
大阪市北区 SunnyHills osaka
大阪市北区 だるま焼売天満店
大阪市北区 空心
大阪市北区 串かつ料理活ナビオ阪急店
大阪市北区 Porte-bonheur Osaka
大阪市北区 カラオケスポットジョイ
大阪市北区 鳥仙 天六店
大阪市北区 吹上庵北新地店
大阪市北区 ラ スカルペッタ
大阪市北区 めがね製作所カフェ藍丸
大阪市北区 ウニール
大阪市北区 鉄板焼ステーキレストラン碧うめきた店
大阪市北区 BENE
大阪市北区 とり平 総本店
大阪市北区 梨泰院
大阪市北区 Steak&Wine Griante Umeda
大阪市北区 香味味噌拉麺麺と人
大阪市北区 BARＺ
大阪市北区 仏のガンプク
大阪市北区 カプリチョーザリンクスウメダ店
大阪市北区 カルロ
大阪市北区 北新地 名門
大阪市北区 エノテカBARノイ
大阪市北区 九州屋 寅男 茶屋町店
大阪市北区 石鍋料理健
大阪市北区 牛たん焼き仙台辺見阪急32番街店
大阪市北区 宝来
大阪市北区 鶏家たちばな
大阪市北区 うつわcafeと手作り雑貨の店 ゆう 大阪梅田店 
大阪市北区 味季おでん 花わさび
大阪市北区 バルシェ梅田店
大阪市北区 鉄板焼えん
大阪市北区 お好み焼 五郎っペ食堂
大阪市北区 花ｍａｒｕ
大阪市北区 カバナ バー
大阪市北区 カラーズ
大阪市北区 キミニスパイス別誂エ
大阪市北区 餃子の王将 阪急東通店
大阪市北区 ハウスボート グリーム
大阪市北区 柚
大阪市北区 大阪一とり平本店
大阪市北区 Shinsya
大阪市北区 MEAT BOY N.Y
大阪市北区 ヴィ・ド・フランス梅田阪急
大阪市北区 世界のビール博物館 グランフロント大阪店
大阪市北区 うどん棒
大阪市北区 玉一 イサク店
大阪市北区 寿司赤酢 肉の匠
大阪市北区 會元楼
大阪市北区 ＰＲＯＮＴＯ 梅田楽天地ビル店
大阪市北区 FarD HEPファイブ店
大阪市北区 玄品 北梅田
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大阪市北区 元祖串しゃぶ専門店まつたけ
大阪市北区 フェニクッスバード
大阪市北区 しまなみふれんちMurakami
大阪市北区 ＰＲＯＮＴＯ ＩＬ ＢＡＲ 中之島フェスティバルプラザ店
大阪市北区 天ぷら米福 西梅田店
大阪市北区 CRAFTMAN UMAMI
大阪市北区 梟あうる
大阪市北区 鳥貴族 天神橋店
大阪市北区 薩摩っ子ラーメン 北新地店
大阪市北区 PIZZERIA ACCENTO
大阪市北区 ひろすし
大阪市北区 ゆかり
大阪市北区 蜻蛉揚物店 北新地アゲイン
大阪市北区 季節の鍋 縁
大阪市北区 とん大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 OTOYAN
大阪市北区 茶屋町まぐろや
大阪市北区 パンケーキカフェベルヴィル ホワイティうめだ店
大阪市北区 ＮＡＫＡＮＯSＨＩＭＡ ＳＯＣＩＡＬ ＥＡＴ ＡＷＡＫＥ
大阪市北区 サーティワンアイスクリーム天満駅前店
大阪市北区 DINING BAR いわさき
大阪市北区 宮崎料理 万作
大阪市北区 ビッグエコー大阪梅田本店
大阪市北区 ママーン のこ
大阪市北区 中國菜 心香
大阪市北区 ぱんぷきん９１
大阪市北区 ル・アンジェ
大阪市北区 口八町 中津店
大阪市北区 PIZZA423
大阪市北区 泉州かしみんやき はこ 北新地店
大阪市北区 Dartsshop R 梅田店
大阪市北区 OｍｍＴｗｏ
大阪市北区 焼賣太樓 桜橋店
大阪市北区 洋食と洋酒エイト８
大阪市北区 南さつま
大阪市北区 お好み焼 ゆかり 富国生命ビル店
大阪市北区 サバ６製麵所 阪急梅田店
大阪市北区 BECOT
大阪市北区 北新地六根
大阪市北区 ザ・バー
大阪市北区 麺匠桂邸
大阪市北区 YoKoChinToKo
大阪市北区 割烹Dining&bar神蔵
大阪市北区 お好み焼 さくら
大阪市北区 タベルナラキアーヴェ
大阪市北区 山寺和尚のお店 古髙
大阪市北区 西天酒場 たんたん
大阪市北区 昼酒場こみち
大阪市北区 天満ヤキソバ研究所
大阪市北区 家族亭 梅田地下街店
大阪市北区 Priv.Ayaka
大阪市北区 炭火串焼 とりば茶屋町店
大阪市北区 髙﨑
大阪市北区 やよい軒東天満店
大阪市北区 TAMANE
大阪市北区 BAR T.T
大阪市北区 うどん王 ホワイティ梅田店
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大阪市北区 大阪ビフテキ
大阪市北区 彦寿司
大阪市北区 唯
大阪市北区 季節料理 川上
大阪市北区 ブルジュ
大阪市北区 口八町 梅田店
大阪市北区 中国料理燦宮
大阪市北区 よかちゃん 茶屋町店
大阪市北区 新地やま本
大阪市北区 喫茶と菓子タビノネ中崎店
大阪市北区 natural kitchen めだか
大阪市北区 Ｒｏｏｍ 多賀
大阪市北区 おていちゃん
大阪市北区 ちなみ
大阪市北区 薔薇
大阪市北区 Ｃhocolat
大阪市北区 本かつ喜
大阪市北区 ソソカルビ牛天
大阪市北区 Ragga Ragga
大阪市北区 ベジン
大阪市北区 曽根崎松浦商店
大阪市北区 天下一品 西梅田店
大阪市北区 洋食喫茶ビンクス
大阪市北区 Ｒｅｖｅレーヴ
大阪市北区 祭太鼓 阪急三番街店
大阪市北区 Ｃｌｕｂ真
大阪市北区 ニュー黒崎
大阪市北区 SBx2スポーツバーサルバンチョウ
大阪市北区 天下一品 中津店
大阪市北区 豚まに
大阪市北区 すきやき しゃぶしゃぶ 神戸牛石田 ハービスPLAZA店
大阪市北区 大起水産 街のみなと 阪急三番街店
大阪市北区 帝国ホテル 大阪 ジャスミンガーデン
大阪市北区 りんご屋
大阪市北区 サブウェイ梅田富国生命ビル店
大阪市北区 別館山名
大阪市北区 ＨＡＲＡＩＰＰＡＩ 中崎町店
大阪市北区 新世界串カツいっとく阪急梅田かっぱ横丁店
大阪市北区 酒食道 服部食堂
大阪市北区 komi 光海
大阪市北区 妃
大阪市北区 パローレ
大阪市北区 木の実
大阪市北区 鉄板ダイニング 炫
大阪市北区 焼肉羽果。
大阪市北区 ラヴァーニャ
大阪市北区 バーウェイト
大阪市北区 鉄板焼鳥 ニワ
大阪市北区 帝国ホテル 大阪 ２２階
大阪市北区 牛たん焼き仙台辺見ハービス大阪店
大阪市北区 しゃぶしゃぶ温野菜 北新地店
大阪市北区 妻家房
大阪市北区 知留久 OS店
大阪市北区 ザ・ダイニング カンパーニュ ワイン酒場
大阪市北区 彩花はなれ
大阪市北区 家族亭 梅田阪急三番街店
大阪市北区 メンバーズ Force sound
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大阪市北区 しゃぶ菜 阪急三番街
大阪市北区 ヴィ・ド・フランスディアモール大阪
大阪市北区 梅田 丸鶏屋
大阪市北区 洋麺屋五右衛門阪急32番街店
大阪市北区 ANGELUS
大阪市北区 Emotions
大阪市北区 サロンド森山
大阪市北区 つるつる庵
大阪市北区 AZUCURRY
大阪市北区 とり平 中店
大阪市北区 餃子のぱくぱく
大阪市北区 老松町 RABbit
大阪市北区 北新地伊庵
大阪市北区 そば処 吉々
大阪市北区 きたむらワッフル
大阪市北区 uoyaki
大阪市北区 舌鼓
大阪市北区 花殿 梅田茶屋町店
大阪市北区 bar inspire
大阪市北区 なか匠
大阪市北区 北極星 ルクア大阪店
大阪市北区 ふるさと
大阪市北区 割烹むつごろう
大阪市北区 北新地 焼肉 菊地
大阪市北区 彩葉
大阪市北区 つくもうどん 天神橋店
大阪市北区 松葉ルクア大阪店
大阪市北区 星乃珈琲店阪急三番街店
大阪市北区 BAR BLACK
大阪市北区 ＬｉＢＡＲＥ ホワイティうめだ店
大阪市北区 The Lobby BOOKSTORE&CAFE
大阪市北区 鳥長
大阪市北区 大阪トンテキホワイティうめだ店
大阪市北区 クラブ なかむら
大阪市北区 クラブ山名
大阪市北区 屋台居酒屋大阪満マル天神橋３丁目店
大阪市北区 梨花食堂 天満本店
大阪市北区 ビルボードライブ大阪
大阪市北区 ザ プラチナム
大阪市北区 梨泰院
大阪市北区 串処最上
大阪市北区 卵と私ホワイティうめだ店
大阪市北区 寿司やまわき
大阪市北区 みんなのバル アジアン天国
大阪市北区 サロン卵と私ルクア大阪店
大阪市北区 神戸れんが亭大阪ステーションシティ店
大阪市北区 じゃんぼ総本店天満駅前店
大阪市北区 メゾンカイザー ルクア大阪店
大阪市北区 餃子の王将 天四店
大阪市北区 活魚すし じねん お初天神店
大阪市北区 ガーデンシティクラブ大阪
大阪市北区 日本料理大坂ばさら
大阪市北区 ガブリミート 茶屋町店
大阪市北区 ＧＯＵＴグー
大阪市北区 ビッグエコー梅田北新地店
大阪市北区 鶏えん
大阪市北区 しんぱち食堂 阪急梅田店
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大阪市北区 祭太鼓 大阪駅前第2ビル店
大阪市北区 chambre2nd
大阪市北区 BeeRUSH UMEDA
大阪市北区 お好みたまちゃんルクア大阪
大阪市北区 堂じま 上通り
大阪市北区 敲敲
大阪市北区 坂井珈琲天神橋店
大阪市北区 酒屋食堂スタンドましか
大阪市北区 ステーキハウス 薔薇園
大阪市北区 玄三庵 梅田EST店
大阪市北区 テムジン
大阪市北区 てけてけお初天神店
大阪市北区 mitoco
大阪市北区 魚国総本社 大阪27966 カフェルカ堂島アバンザ店
大阪市北区 青冥大丸梅田店
大阪市北区 浜焼きドラゴン大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 リゾートスタイルバーサントリーニ
大阪市北区 ｃａｆｅ＆ｓｔａｎｄ ＥＬ ＳＯＬ
大阪市北区 via giove quattro
大阪市北区 帝国ホテル 大阪 ５階
大阪市北区 PEROお初天神店
大阪市北区 CLUB GUINNESS
大阪市北区 Shangri-La
大阪市北区 割鮮吉在門
大阪市北区 御鷹茶屋阪急三番街店
大阪市北区 ニューミュンヘン曽根崎店
大阪市北区 焼賣太樓 ＯＡＰ店
大阪市北区 北海道キタ酒場 梅田店
大阪市北区 ラ・スール
大阪市北区 堂山食堂ホワイティうめだ店
大阪市北区 パーミル食堂
大阪市北区 博多鉄板焼 天神ホルモン
大阪市北区 よりみち
大阪市北区 チーズとＷＩＮＥホワイティうめだ店
大阪市北区 ボードゲームバージーホリック
大阪市北区 エスプリ北阪急ビル店
大阪市北区 揚子江ラーメン名門神山店
大阪市北区 Bar  Crew
大阪市北区 炭火焼きとり あいだ
大阪市北区 べじとん
大阪市北区 天満酒蔵
大阪市北区 樹木
大阪市北区 salonかなう
大阪市北区 帝国ホテル 大阪 インペリアルクラブラウンジ
大阪市北区 肉匠みつ平
大阪市北区 無農薬玄米カレーコブカフェ
大阪市北区 KAYA cafe 中崎町店
大阪市北区 新世界串カツいっとく阪急三番街店
大阪市北区 帝国ホテル 大阪 カフェ クベール
大阪市北区 アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル ルクア大阪
大阪市北区 TORERO TAKEUCHI
大阪市北区 紅虎餃子房 大阪梅田
大阪市北区 GYUTAN BISTRO JYO-ZETSU
大阪市北区 揚子江ラーメン名門
大阪市北区 春駒支店
大阪市北区 麒麟のまち
大阪市北区 Bar,K
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大阪市北区 八功堂
大阪市北区 snug room Mako
大阪市北区 吉野家
大阪市北区 kiefel cafe dining 32番街店
大阪市北区 G's
大阪市北区 Bonheur ボヌール
大阪市北区 宇治園 茶の彩 阪急三番街店
大阪市北区 BEET
大阪市北区 敦煌
大阪市北区 横浜家系ラーメン光来家
大阪市北区 がばちょ
大阪市北区 立ち飲みじんべえ
大阪市北区 EVEREST TANDOORI 2
大阪市北区 おにぎらず専門店 Rainbow
大阪市北区 サーモンベーネ 梅田店
大阪市北区 FOODS ＆ BEER アレグレ
大阪市北区 レストラン グランプリモ
大阪市北区 天下一品 東梅田店
大阪市北区 ぼろもち家
大阪市北区 Rojiura Curry SAMURAI.
大阪市北区 串カツ 天下茶屋 カメちゃん
大阪市北区 にんにく屋五右衛門ＨＥＰファイブ店
大阪市北区 喜庵
大阪市北区 大阪トンテキ
大阪市北区 揚子江ラーメン東通り店
大阪市北区 鉄板焼 名門
大阪市北区 ふぐ天神
大阪市北区 北瑞苑
大阪市北区 北新地 ショコラセレブ 会員制 チョコとワインの店
大阪市北区 由多嘉
大阪市北区 沁ゆうき
大阪市北区 ベトナム屋台酒場DenLong
大阪市北区 結鳥
大阪市北区 HAIKU COFFEE ROASTERS
大阪市北区 沁ゆうきにのま
大阪市北区 バー・エーワン
大阪市北区 スターダスト
大阪市北区 Ｆｉｖｅ北新地
大阪市北区 香桃
大阪市北区 うえ木
大阪市北区 九州ダイニング九州男
大阪市北区 つる家 リーガロイヤルホテル店
大阪市北区 花旬庵 ＬＩＮＫＳ ＵＭＥＤＡ店
大阪市北区 青冥堂島店
大阪市北区 餃子の王将 大阪駅前第3ビル店
大阪市北区 マギー
大阪市北区 おばんざいバー 博多漁家 しらすくじら
大阪市北区 七つ家
大阪市北区 帝国ホテル 大阪 （3階）
大阪市北区 天満産直市場
大阪市北区 上島珈琲店 阪急三番街店
大阪市北区 ターナラテラッツァ
大阪市北区 西洋館
大阪市北区 京料理 たん熊 北店
大阪市北区 スナック凛
大阪市北区 ADENA
大阪市北区 大阪王将梅田太融寺店
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大阪市北区 L-since2681-
大阪市北区 ステーキハウスグリルロア
大阪市北区 炭達磨
大阪市北区 MEATRUSHヨドバシ梅田店
大阪市北区 湖中
大阪市北区 玉一 本店
大阪市北区 本町製麺所 天 ルクア大阪店
大阪市北区 バールイタリアーノクラシコ
大阪市北区 お好み焼ゆかり
大阪市北区 先斗入ルヨドバシ梅田店
大阪市北区 牛たんと和牛焼き 青葉苑 阪急うめだ本店
大阪市北区 焼肉の牛太 本陣 ヨドバシ梅田店
大阪市北区 和匠肉料理 松屋 阪急梅田店
大阪市北区 焼肉 結局たれ
大阪市北区 サクランバーアンク
大阪市北区 Bar Hase Shun (B.H.S)
大阪市北区 バールガルゴッタ
大阪市北区 Jamoneria BELLOTA GYOKURO
大阪市北区 串揚げとワイン Ohana 北新地店
大阪市北区 ホリーズカフェ 北新地店
大阪市北区 賀城
大阪市北区 ザ・グランド・ボールルーム
大阪市北区 帝国ホテル 大阪 レ セゾン
大阪市北区 ロッテリア阪急梅田茶屋町口店
大阪市北区 LE VINBIEN
大阪市北区 餃子の王将 大阪駅前第2ビル店
大阪市北区 季節料理佳楽
大阪市北区 銀座 久兵衛
大阪市北区 キュッヒェ ニューミュンヘン店
大阪市北区 北新地 丸鶏屋
大阪市北区 焼肉 飛牛
大阪市北区 旬菜はな
大阪市北区 シルクレーム 
大阪市北区 料理酒房しょうち
大阪市北区 天満食肉センター
大阪市北区 ピッツァアンドワインバールエントラータ
大阪市北区 旬味えがわ
大阪市北区 炭焼地鶏 近江
大阪市北区 ヨネヤ
大阪市北区 cushion
大阪市北区 食堂ＰＬＵＧ
大阪市北区 ダイワ食堂 天五店
大阪市北区 グリルロン
大阪市北区 AOI
大阪市北区 キッチン＆マーケット ルクア大阪店
大阪市北区 大阪トンテキ天神橋筋店
大阪市北区 タベルナキンタ
大阪市北区 ビストロド自由亭
大阪市北区 La.Luna
大阪市北区 鳥貴族中崎町店
大阪市北区 堂島幸鶴
大阪市北区 てんいち
大阪市北区 肉屋の餃子バルYamato リンクス梅田店
大阪市北区 Ｃｈｅｒｒｙ Ｖｉｌｌａ
大阪市北区 自由気MaMa
大阪市北区 餃子の王将 南森町店
大阪市北区 GARA KITCHEN
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大阪市北区 STEAK MASADA
大阪市北区 真
大阪市北区 とんかつ花柳 梅田本店
大阪市北区 れっくらん and Param
大阪市北区 梅田酒場 情熱ホルモン
大阪市北区 #Ohana
大阪市北区 立呑みうめや梅田店
大阪市北区 焼肉力丸 梅田お初天神本館
大阪市北区 おやさいガーデンTIERRA
大阪市北区 天神橋青木
大阪市北区 アペンツェル
大阪市北区 オールディーズ
大阪市北区 プチ山名
大阪市北区 CALME
大阪市北区 中華 BAR LIBERTY
大阪市北区 スナック ゆう
大阪市北区 焼肉どん2 北新地店
大阪市北区 肉屋のビストロ TAJIMAYA
大阪市北区 はつ瀬
大阪市北区 笑園
大阪市北区 ザ・リッツ・カールトン・ボールルーム
大阪市北区 餃子イエスタデイ
大阪市北区 がってん第2ビル店
大阪市北区 ホリーズカフェ 大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 しゃぶ亭 阪急かっぱ横丁店
大阪市北区 みわ屋阪急うめだ店
大阪市北区 お好み焼 Sakura
大阪市北区 マンマパルマ
大阪市北区 串揚げ かな山
大阪市北区 ペルレ
大阪市北区 かしわ本舗とりいし 本店
大阪市北区 だまれ トリ
大阪市北区 お好み焼 ゆかり 阪急東通り店
大阪市北区 彩食絢味 花谷山中
大阪市北区 寿し あや瀬
大阪市北区 居酒屋 ふ留井
大阪市北区 みちびきカフェ
大阪市北区 天ぷら もり井
大阪市北区 おばんざいバー笑
大阪市北区 ドン釜ワールド
大阪市北区 Ｄｅｅｌ
大阪市北区 MISICSALON UKIYO
大阪市北区 磯丸水産天満駅前店
大阪市北区 おいでやす通りにやってきた 宮田麺児
大阪市北区 洋麺屋五右衛門大阪駅店
大阪市北区 肉料理 犇屋
大阪市北区 かどのや
大阪市北区 新喜楽 東店
大阪市北区 中華そばのだいこくや
大阪市北区 スカちゃん立飲み
大阪市北区 一石五鳥
大阪市北区 旬食美祭 恒雅
大阪市北区 SAKE DINING FUJI
大阪市北区 スイトピィ
大阪市北区 C.Cats
大阪市北区 大起水産 回転寿司 ホワイティうめだ店
大阪市北区 マヅラ
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大阪市北区 韓国家庭料理アリラン 2号店
大阪市北区 Cuisine d' Osaka Ryo
大阪市北区 ビフテキのHibio
大阪市北区 勝男 阪急高架下店
大阪市北区 正起屋 阪急三番街店
大阪市北区 CHEESE KITCHEN RACLER
大阪市北区 鶴橋風月天神橋筋四番街店
大阪市北区 海鮮割烹  籔
大阪市北区 ラ・ベ
大阪市北区 守破離
大阪市北区 帝塚山 季 TOKI 阪急三番街店
大阪市北区 中華ばそ
大阪市北区 炭焼牛たん東山ルクア大阪店
大阪市北区 EVEREST TANDOORI
大阪市北区 博多漁家 磯貝
大阪市北区 アルモニーアンブラッセ大阪 アロンジ
大阪市北区 焼肉 くろうど
大阪市北区 徳田酒店第四ビルＢ2店
大阪市北区 与太呂 中之島店
大阪市北区 呑み処 縁
大阪市北区 ザ・ロビーラウンジ
大阪市北区 帝国ホテル 大阪 大宴（3階）
大阪市北区 日本料理 春城
大阪市北区 NOON+CAFE
大阪市北区 ラクーン
大阪市北区 スワンナプームタイ大阪
大阪市北区 ホリーズカフェ 堂島アバンザ店
大阪市北区 串カツ七福神 天満駅前店
大阪市北区 すーぱー百番
大阪市北区 Club樹里
大阪市北区 与太呂
大阪市北区 北新地和牛割烹穐山
大阪市北区 口八町 茶屋町店
大阪市北区 NOIR
大阪市北区 酒蔵鍋
大阪市北区 オープンドア
大阪市北区 cafe and bar SOL
大阪市北区 木曽路北新地店
大阪市北区 韓国家庭料理アリラン
大阪市北区 Cafe de Campagne
大阪市北区 帝国ホテル 大阪 4階
大阪市北区 串カツ七福神本店
大阪市北区 酒肴割烹しゅん
大阪市北区 ギョーザの勝男 梅田店
大阪市北区 達屋 路地裏店
大阪市北区 天一更科
大阪市北区 北新地 藤彩(cherry pick lab)
大阪市北区 ビアテリアプロント大阪堂島店
大阪市北区 居酒屋大ざわ
大阪市北区 地産酒場十八番 ホワイティ梅田店
大阪市北区 ミアスタンド
大阪市北区 A
大阪市北区 家族亭 梅田茶屋町店
大阪市北区 あんばいハービスプラザ店
大阪市北区 餃子の王将 天六店
大阪市北区 北新地嘉水
大阪市北区 ザ・ラボ カフェラボ グランフロント大阪店
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大阪市北区 西洋茶館
大阪市北区 魚と海鮮鮨酒場 街のみなとルクア大阪店
大阪市北区 やよい軒扇町店
大阪市北区 中之島倶楽部
大阪市北区 華美
大阪市北区 ホリーズカフェ 大阪駅前第３ビルウエスト店
大阪市北区 鉄板ステーキピュール
大阪市北区 梅田 ふぐ乃介
大阪市北区 新世界串カツいっとく大阪駅前第一ビル店
大阪市北区 与力町ガーデン
大阪市北区 北前居酒屋 佐勘
大阪市北区 Bar Room
大阪市北区 弥さか
大阪市北区 絆
大阪市北区 モスバーガー扇町関西テレビ前店
大阪市北区 そばよし リンクスウメダ店
大阪市北区 すしいち 大阪駅前第４ビル店
大阪市北区 ONZORO.
大阪市北区 ローズルーム大阪
大阪市北区 台湾まるごと食べ放題台湾夜市梅田店
大阪市北区 牛たん炭焼利久 エキマルシェ大阪店
大阪市北区 cosco crepe 梅田店
大阪市北区 ルトゥール
大阪市北区 牛しゃぶ知慕里
大阪市北区 天下一品 北新地店
大阪市北区 まぜそばmaren
大阪市北区 三河べいす
大阪市北区 北新地マグシェ
大阪市北区 ポムドール
大阪市北区 鮨 林田
大阪市北区 香妃
大阪市北区 南森町いち五郎
大阪市北区 大阪とらふぐの会 PREMIUM
大阪市北区 中華ダイニング 奥川
大阪市北区 スプレンディード
大阪市北区 日本料理かが万
大阪市北区 永楽町スエヒロ本店
大阪市北区 磯丸水産大阪駅前第２ビル店
大阪市北区 ペルショワール
大阪市北区 BENJAMINA
大阪市北区 家族亭 梅田ナビオ店
大阪市北区 Bon Soleil
大阪市北区 大阪玉姫会館グランアーモタマヒメ
大阪市北区 ソウルラブ
大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 ブルーバー
大阪市北区 鶏鳥Kitchinゆう 曽根崎店
大阪市北区 トップスカフェ
大阪市北区 神戸あぶり牧場 北梅田店
大阪市北区 炉端焼き酒場 中々 堂島店
大阪市北区 Lapis Lazuli
大阪市北区 維心
大阪市北区 熱血太郎
大阪市北区 壱岐の家
大阪市北区 Petit Bar a Vin ISHIKAWA
大阪市北区 さつま
大阪市北区 チーズケーキNOCOA
大阪市北区 中之島 穂の河
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大阪市北区 都由 堂島店
大阪市北区 大坂おでん焼きとん久
大阪市北区 ごはん処司
大阪市北区 salon de moonlight 
大阪市北区 キッチンジロー中之島フェスティバルプラザ店
大阪市北区 ＬＩＢＲＯ ＶＥＲＤＥ
大阪市北区 裏天満こばち屋
大阪市北区 焼肉・しゃぶしゃぶ たちばな
大阪市北区 磯丸水産梅田お初天神前店
大阪市北区 喫茶ルビアン
大阪市北区 帝国ホテル 大阪 嘉門
大阪市北区 ルーヴ
大阪市北区 おばんざい・炙り焼き・酒 菜な ルクア大阪店
大阪市北区 洋麺屋五右衛門大阪ステーションシティ店
大阪市北区 とんこつらぁ麺 CHABUTON LINKS UMEDA店
大阪市北区 新世界串カツいっとく 大阪駅前第三ビル店
大阪市北区 智屋
大阪市北区 博多味処水たきいろは 梅田店
大阪市北区 カンバッシー
大阪市北区 世界のワイン博物館グランフロント大阪
大阪市北区 ジ・オープン
大阪市北区 ふくのや
大阪市北区 口八町 天六店
大阪市北区 ロッテリアディアモール大阪店
大阪市北区 サンマルコ阪急三番街店
大阪市北区 洋麺屋五右衛門ホワイティうめだ店
大阪市北区 KZ
大阪市北区 鮨処平野
大阪市北区 クレイン
大阪市北区 酒や肴よしむら
大阪市北区 居酒屋しゅうまい天国
大阪市北区 もんきーぱんち
大阪市北区 Myuの館 in 印度料理
大阪市北区 百番 梅田店
大阪市北区 bar 氵
大阪市北区 スナックこころ
大阪市北区 お好み・鉄板・串揚げ 田なか
大阪市北区 マイアミ兎我野町店
大阪市北区 EVEREST TANDOORI 1
大阪市北区 LeBRESSO グランフロント大阪店
大阪市北区 幸せのパンケーキ 梅田店
大阪市北区 again
大阪市北区 SanwaCoffeeWorks天満本店
大阪市北区 フレッズ カフェ 梅田店
大阪市北区 Honmani chicken 
大阪市北区 九分九厘 ざんまい屋
大阪市北区 串かつ料理活阪急三番街店
大阪市北区 福吉兆
大阪市北区 とんかつ薩摩
大阪市北区 Bistro
大阪市北区 鮨わきた
大阪市北区 カフェレスト 福富館
大阪市北区 Italian Bar PIENO festa
大阪市北区 花筐
大阪市北区 ステーキデボン
大阪市北区 七輪焼肉安安梅田東通り店
大阪市北区 ＃おすすめにのりたい
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大阪市北区 ベネフィット
大阪市北区 ポンガラカレー阪急サン広場店
大阪市北区 ホリーズカフェ 大阪駅前第１ビル店
大阪市北区 帝国ホテル 大阪 3階
大阪市北区 若菜そば阪急茶屋町口店
大阪市北区 大分からあげと鉄板焼 勝男
大阪市北区 全席個室居酒屋 そざい庵 梅田駅店
大阪市北区 あったか手料理 心晴
大阪市北区 たか鳥 お初天神店
大阪市北区 大鍋や
大阪市北区 聚香園
大阪市北区 SHERYL
大阪市北区 あらえびす
大阪市北区 ドトールコーヒーショップ ホワイティウメダ店
大阪市北区 メンバーズりん
大阪市北区 tavola carda quinta
大阪市北区 ムジカジャポニカ
大阪市北区 ステーキ＆ハンバーグぶどう亭
大阪市北区 高乃屋
大阪市北区 帝国ホテル 大阪 オールドインペリアルバー
大阪市北区 テンマスタンドコバチ
大阪市北区 musi-vege+cafe ディアモール大阪店
大阪市北区 あんぼ
大阪市北区 地魚屋台とっつぁん 天三店
大阪市北区 播鳥西梅田店
大阪市北区 緒乃
大阪市北区 1080°
大阪市北区 La Lanterna di Genova
大阪市北区 北新地 鮨 なか川
大阪市北区 山 西 福祉記念会館  レストラン愛
大阪市北区 バル八屋
大阪市北区 食道園 北新地店
大阪市北区 肉汁
大阪市北区 西天満桜会
大阪市北区 タレる 梅田
大阪市北区 地鶏屋 逢 喜
大阪市北区 北新地鳥羽
大阪市北区 楽蔵うたげ 梅田店
大阪市北区 薄利多賣半兵ヱ梅田店
大阪市北区 PumpkinRocks
大阪市北区 伊勢海老鍋いろは 北新地店
大阪市北区 大阪新阪急ホテル ブルージン
大阪市北区 おらんく家本通3号店
大阪市北区 虹
大阪市北区 なかた
大阪市北区 デリカキッチンSano惣
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル６Ｆ バンケショー
大阪市北区 陽だまり
大阪市北区 焼鳥 市松
大阪市北区 ブギウギオラクルベリー
大阪市北区 四川料理御馥中之島ダイビル店
大阪市北区 花様NU茶屋町店
大阪市北区 ローマ軒 阪急サン広場店
大阪市北区 すし処おとわ 北新地本通店
大阪市北区 松屋桜橋店
大阪市北区 食堂たのし
大阪市北区 Banquet
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大阪市北区 赤から梅田中央店
大阪市北区 三樹
大阪市北区 四川辣麺 阪急三番街店
大阪市北区 松屋天神橋六丁目店
大阪市北区 松屋中崎町店
大阪市北区 東京ガパオ ＬＩＮＫＳ ＵＭＥＤＡ店
大阪市北区 フェスティバルキッチン
大阪市北区 松屋梅田神山町店
大阪市北区 ビンゴヤ
大阪市北区 炭屋キッチン やまや
大阪市北区 牛若丸
大阪市北区 松屋南森町駅前店
大阪市北区 こなれ 梅田
大阪市北区 がんこ寿司阪急三番街店
大阪市北区 うまうま北新地店
大阪市北区 台北餃子 張記
大阪市北区 宙
大阪市北区 屋台の大ちゃん
大阪市北区 蔵
大阪市北区 魚心本店
大阪市北区 グランド白楽天
大阪市北区 鉄板焼リオ
大阪市北区 タイ食堂アローイ
大阪市北区 呑助
大阪市北区 クラベリト
大阪市北区 まんとく
大阪市北区 patisserie23
大阪市北区 ぢどり亭南森町
大阪市北区 イタハラファームキッチン
大阪市北区 丸福珈琲店 ルクアイーレ店
大阪市北区 台北餃子 張記 茶屋町店
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル２５Ｆスペシャリティレストラン「マルメゾン」
大阪市北区 肴家いしはら
大阪市北区 メンバーズ夢
大阪市北区 DRACO
大阪市北区 CAFFE PIAZZA DEL POPOLO
大阪市北区 Ｓｏｕｐ Ｓｔｏｃｋ Ｔｏｋｙｏ ホワイティうめだ店
大阪市北区 にしかわや
大阪市北区 いきなりステーキ 梅田堂山店
大阪市北区 Kimagure French 黒猫 北新地店
大阪市北区 魚舟 梅田
大阪市北区 enthia
大阪市北区 千扇
大阪市北区 燦 ヒルトンプラザウエスト店
大阪市北区 Re:ENT楽韓堂
大阪市北区 85stcoffee
大阪市北区 パパミラノ 阪急グランドビル店
大阪市北区 た藁や 天満
大阪市北区 Sympathique
大阪市北区 おらんく家北新地別館
大阪市北区 yasai french NR
大阪市北区 焼肉どて
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場お初天神店
大阪市北区 焼肉 蔵人
大阪市北区 魚盛 堂島アバンザ店
大阪市北区 タリーズコーヒー梅田NU CHAYAMACHI店
大阪市北区 ローズ

172 / 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）

大阪市北区 ＭＯＥＲＡＤＯ
大阪市北区 THE CITY BAKERY グランフロント大阪
大阪市北区 カラフル
大阪市北区 ecume エキューム
大阪市北区 アフタヌーンティー
大阪市北区 とり焼肉とり軍
大阪市北区 かに道楽北新地店
大阪市北区 アクサングラーブ・ル・ソレイユ
大阪市北区 宮崎酒場ゑびす
大阪市北区 口福ノ美味イ鶏
大阪市北区 がんこ 曽根崎本店
大阪市北区 永えん
大阪市北区 はなまるうどん 天神橋筋三丁目店
大阪市北区 名物もも焼 大山
大阪市北区 PARFAIT&GELATO LARGO
大阪市北区 三代目鳥メロ梅田茶屋町店
大阪市北区 鯛之鯛 梅田店
大阪市北区 玉子丸
大阪市北区 レスト
大阪市北区 響 中之島フェスティバルプラザ店
大阪市北区 中之島吉祥庵
大阪市北区 えん座
大阪市北区 東京純豆腐 ＨＥＰナビオ店
大阪市北区 豚匠亢谷利
大阪市北区 ベルエポック
大阪市北区 ラウンジ大石
大阪市北区 kai本店 醸す
大阪市北区 Barmoonwalk茶屋町
大阪市北区 Drunk Bears NU茶屋町店
大阪市北区 備長串屋わたる 天満店
大阪市北区 プロカンジャンケジャン大阪
大阪市北区 餃子工房天平
大阪市北区 Chemin
大阪市北区 298梅田店
大阪市北区 ピ・グレコ
大阪市北区 冨々
大阪市北区 ジローズジュニア
大阪市北区 カンティーナ・アルバロンガ
大阪市北区 GARB MONAQUE
大阪市北区 chano-ma 梅田
大阪市北区 ホルモン串焼き丸高
大阪市北区 榮華亭 天神橋本店
大阪市北区 Bardis
大阪市北区 カフェ英國屋阪急17番街店
大阪市北区 とろさば料理専門店SABAR
大阪市北区 MAKIBI
大阪市北区 三田製麺所 北新地店
大阪市北区 鳥貴族 太融寺店
大阪市北区 大阪新阪急ホテル レストラン モンスレー
大阪市北区 オステリア・ガウダンテ 大阪駅前第四ビル店
大阪市北区 幸福飯店 堂山店
大阪市北区 照 梅田店
大阪市北区 タイ料理スウィートバジル
大阪市北区 なかい梅田店
大阪市北区 鶏乃家
大阪市北区 三田製麺所 梅田店
大阪市北区 鮨処音羽 北新地永楽店
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大阪市北区 鳥貴族 阪急東通り３号店
大阪市北区 天ぷら海鮮五福 お初天神店
大阪市北区 鳥取酒場
大阪市北区 炭火バル あじと
大阪市北区 Wine Bar Firer
大阪市北区 天満肉寿司
大阪市北区 ひよこ
大阪市北区 魚や市 はなれ
大阪市北区 Lawry's The Prime Rib,Osaka
大阪市北区 紅紅南森町店
大阪市北区 中華料理金明飯店 東梅田店
大阪市北区 韓国バルハラペコ
大阪市北区 大阪第一ホテル 宴会場（6階）
大阪市北区 鳥匠いし井
大阪市北区 ギャング3（ギャングギャングギャング）
大阪市北区 鳥二郎梅田東通り店
大阪市北区 ルミエール
大阪市北区 グリル佐野惣
大阪市北区 阪急三番街南館リバーカフェ
大阪市北区 槇の屋
大阪市北区 ダイナミック キッチンアンドバー 燦
大阪市北区 アフタヌーンティー・ティールーム 梅田ホワイティ
大阪市北区 C:GRILL
大阪市北区 天満炭火焼鳥わっちょい
大阪市北区 十限無
大阪市北区 サンマルクカフェ大阪梅田茶屋町店
大阪市北区 堂島鮨清水
大阪市北区 オービカ モッツァレラバー 梅田店
大阪市北区 膳や ホワイティ梅田店
大阪市北区 酒 毎日
大阪市北区 酒と味 雞坊
大阪市北区 馳走や純平
大阪市北区 大幸庵 玄
大阪市北区 七福神南森町
大阪市北区 エスカーレ
大阪市北区 麺's room 神虎駅前ビル店
大阪市北区 SHOTBAR ANDRE 曽根崎
大阪市北区 JTRRD cafe
大阪市北区 レオーネ
大阪市北区 とんかつ まい泉 ルクア イーレ店
大阪市北区 アラン
大阪市北区 ハンバーグ＆ステーキBLAdiner
大阪市北区 カフェ英國屋サウスゲート店
大阪市北区 Bar Aqua Ring
大阪市北区 ンケリコ
大阪市北区 crazy×CRAZY.
大阪市北区 バール ジェラテリア ラッフィナート
大阪市北区 贔屓屋 茶屋町店
大阪市北区 ぼてぢゅう 阪急サン広場店
大阪市北区 赤白 コウハク ホワイティ梅田店
大阪市北区 肉炉端 炉漫堂
大阪市北区 なんでんねん
大阪市北区 都そば 梅田芝田店
大阪市北区 カフェテリア北野ガーデン
大阪市北区 焼肉ライク 天満関テレ前店
大阪市北区 ダイニングバー Kuu
大阪市北区 ラウンジまり
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大阪市北区 club ZiZi
大阪市北区 うどん処 福倉
大阪市北区 居酒屋うろ
大阪市北区 風月
大阪市北区 やきとりばかや
大阪市北区 三番街梅八
大阪市北区 orangeburgercounty
大阪市北区 がんこ梅田本店
大阪市北区 北新地 桃や
大阪市北区 OysterBar wharf
大阪市北区 VOGUE
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル６Ｆ ガルドウマンジェ
大阪市北区 スカイダイニング＆バー ブルーバード
大阪市北区 BANDAグランフロント大阪店
大阪市北区 サンマルクカフェ 梅田HEPFIVE店
大阪市北区 ピッツエリア イル ソーレ
大阪市北区 とんかつ さくら亭
大阪市北区 ３・６・５酒場 梅田阪急東中通り店
大阪市北区 おらんく家北新地西店
大阪市北区 CBTグリル&キッチン ヨドバシ梅田
大阪市北区 アトモス ダイニング
大阪市北区 ジ・エイジングハウス１７９５
大阪市北区 びっくりドンキー梅田東店
大阪市北区 音庭 オトノニワ
大阪市北区 THE CITY BAKERY 茶屋町あるこ
大阪市北区 麺や 蓮と凜
大阪市北区 鶏と鮪節 麺屋 勝時
大阪市北区 カッシーワ東通り店
大阪市北区 贔屓屋 HEP通り店
大阪市北区 寛龍上通り店
大阪市北区 しゃぶしゃぶ鉄板焼 有馬
大阪市北区 日本酒と和薬膳ソラマメ食堂
大阪市北区 すし処おとわ 船大工店
大阪市北区 鶏っく ナビオ
大阪市北区 マルトメ・ザ・ジューサリー パフェテリア ルクア大阪店
大阪市北区 中華料理 金明飯店 ２号店
大阪市北区 炭火焼バールVOLTA
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル４Ｆ 中宴会
大阪市北区 手料理たつみ
大阪市北区 中華料理 金明飯店 本店
大阪市北区 ｐｅｔｉｔ ｃｏｍｐｔｏｉｒ
大阪市北区 榮華亭 梅田東通り店
大阪市北区 298梅田2号店
大阪市北区 がんこ阪急東通り店
大阪市北区 大衆酒場 松屋
大阪市北区 ドルフィンズ梅田店
大阪市北区 都そば 新曽根崎店
大阪市北区 焼鳥 鳥々々
大阪市北区 ホームパーティー風チルコロ
大阪市北区 DIP RASNA 西天満店
大阪市北区 Nogarazza
大阪市北区 都そば 新梅田店
大阪市北区 リストランテ・ヒロ 大阪
大阪市北区 クリスタルエー
大阪市北区 わいわい酒家 楽
大阪市北区 大衆酒場 大旦那 扇町店
大阪市北区 曽根崎酒場 情熱ホルモン
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大阪市北区 喫茶ビクター
大阪市北区 神戸ステーキＡ－１北新地店
大阪市北区 京料理・鰻 美濃吉
大阪市北区 雅もん
大阪市北区 カーナバル
大阪市北区 かに道楽梅田店
大阪市北区 ワントンハウス
大阪市北区 マルモキッチン グランフロント大阪店
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル ２Ｆ 翁鮨
大阪市北区 宮武讃岐うどん
大阪市北区 大阪屋
大阪市北区 鮨処音羽 
大阪市北区 萬作
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル２５Ｆスカイバンケット「ソラメンテ」
大阪市北区 たなごころ
大阪市北区 Ｌｅ Ｃｈｉｅｎ
大阪市北区 中央軒マルビル店
大阪市北区 ゴンチャディアモール大阪店
大阪市北区 ゆずの小町 梅田
大阪市北区 そば處とき
大阪市北区 サテンヴェールCOVO
大阪市北区 マザーリーフ ディアモールフィオレ店
大阪市北区 あぶりや阪急梅田店
大阪市北区 デリカフェ・キッチン大阪
大阪市北区 わらやき屋 大阪北新地
大阪市北区 近畿大学水産研究所
大阪市北区 DiPUNTO 桜橋店
大阪市北区 備長串屋わたる 西梅田店
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 阪急かっぱ横丁店
大阪市北区 肉彩一歩
大阪市北区 燻製と焼き鳥 心
大阪市北区 陳麻婆豆腐ルクアイーレ大阪店
大阪市北区 博多もつ鍋やまや梅田店
大阪市北区 割旬 葉隠
大阪市北区 鳥の巣 梅田店
大阪市北区 あつむら
大阪市北区 TEAROOM KIKI
大阪市北区 割烹天五屋
大阪市北区 さか卯
大阪市北区 お好み焼き きじ
大阪市北区 旬和席うおまん 西梅田本店
大阪市北区 そば打ち松林
大阪市北区 松のや大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 松のや梅田店
大阪市北区 めん処 つるつる庵
大阪市北区 麟家厨房
大阪市北区 たこ茶屋
大阪市北区 どんがめ 梅田
大阪市北区 瓦そば すずめ
大阪市北区 鶴橋風月 阪急３２番街店
大阪市北区 MAX CAFE梅田EAST
大阪市北区 Manizer J.M
大阪市北区 日本ケンタッキー・フライド・チキン天満駅前店
大阪市北区 ふくふく
大阪市北区 オオサカチャオメン お初天神裏参道
大阪市北区 らくらく亭
大阪市北区 君と薩摩猛者
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大阪市北区 山口カリー
大阪市北区 浪花ろばたitadakitai
大阪市北区 Dining Bar JiNnO
大阪市北区 三田製麺所 天満駅前店
大阪市北区 仙台牛たんとお酒のお店 もりの屋
大阪市北区 月海
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル６Ｆ
大阪市北区 旨唐揚げと居酒メシミライザカ梅田茶屋町店
大阪市北区 博多一幸舎
大阪市北区 みやこ雫
大阪市北区 梅の小町梅田店
大阪市北区 ブーニャブーニャ
大阪市北区 北北新地
大阪市北区 懐食清水
大阪市北区 天ぷら市
大阪市北区 八かく庵 マルビル店
大阪市北区 磯寿司北新地店
大阪市北区 DHARKAN
大阪市北区 回転寿司日本一 ヨドバシ店
大阪市北区 アフタヌーンティー・ティールーム
大阪市北区 あべのたこ焼やまちゃんルクア店
大阪市北区 喫茶グリルロイヤルエイト
大阪市北区 カフェ・ド・クリエ阪急三番街店
大阪市北区 和み酒仁
大阪市北区 ちちんぷいぷい
大阪市北区 FLIPPER'S 梅田エスト
大阪市北区 NY DELI STYLE
大阪市北区 Pluie dete
大阪市北区 SAI.teppan天神橋
大阪市北区 音羽別館
大阪市北区 沖縄料理しーさ
大阪市北区 鉄板料理とシャンパーニュワインの楽しめるお店コウハク
大阪市北区 カドヤ食堂
大阪市北区 割烹 秋やま
大阪市北区 大一そば天満店
大阪市北区 珈琲の辞書第二章
大阪市北区 トップサーティー
大阪市北区 ライブラリーバー
大阪市北区 東京竹葉亭ロイヤル店
大阪市北区 ドトールコーヒーショップ天満駅前店
大阪市北区 薩摩ごかもん 大阪梅田本店
大阪市北区 鉄板焼 堂島
大阪市北区 TRIGGER
大阪市北区 インド料理 シュリアルナ
大阪市北区 エンタメスペース What's Up?
大阪市北区 カフェラ 大丸梅田店
大阪市北区 越乃蔵・BOSTONグリル
大阪市北区 ハワイアンパンケーキファクトリーLINKS UMEDA
大阪市北区 大阪のお出汁ひろひろ 堂島二丁目店
大阪市北区 極楽 たこ望
大阪市北区 Shamba梅田店
大阪市北区 ティールーム ドリヤード
大阪市北区 muse riverside
大阪市北区 煌
大阪市北区 中華ラーメン 平和
大阪市北区 博多天神ホルモン
大阪市北区 イワムラ
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大阪市北区 いずみカリー
大阪市北区 隨縁亭
大阪市北区 しげ家
大阪市北区 クラブアモン
大阪市北区 徳田酒店ルクア大阪店
大阪市北区 和食bal takeich
大阪市北区 Gracia
大阪市北区 熊ノ花レ
大阪市北区 蛸や和
大阪市北区 丸福珈琲店 ハービスPLAZA店
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 阪急東通店
大阪市北区 魚心梅田店
大阪市北区 Bbar Umeda
大阪市北区 虎龍 浪漫亭
大阪市北区 メンバーズ悦
大阪市北区 ドトールコーヒーショップ天六店
大阪市北区 WINE SPACE CORK
大阪市北区 bar凛
大阪市北区 ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ ＆ ＧＲＩＬＬＳ
大阪市北区 ソレラ
大阪市北区 食事処へそ
大阪市北区 鍛冶二丁 ナビオ
大阪市北区 ビッグエコー梅田ＤＤハウス店
大阪市北区 宴会パントリー
大阪市北区 ファーストバーラヴォアール
大阪市北区 天満西洋酒場ゴブトレス
大阪市北区 ちょうつがひ
大阪市北区 咲くら マルビル店
大阪市北区 インドレストラン アショカ
大阪市北区 パイナップル
大阪市北区 ホテルビナリオ梅田
大阪市北区 なにわ瓢天
大阪市北区 鮨処多田
大阪市北区 ヴェルデキオスコブリーゼブリーゼ店
大阪市北区 カフェデューク
大阪市北区 Cherish（シェリス）
大阪市北区 1ポンドのステーキハンバーグタケル阪急三番街店
大阪市北区 四川餃子バル PAO2
大阪市北区 堂島プラスダイニング
大阪市北区 ビッグエコー天満駅前店
大阪市北区 がんこ寿司天満店
大阪市北区 カフェ英國屋ノース
大阪市北区 北新地 喜多郎寿し
大阪市北区 大阪新阪急ホテル オリンピア
大阪市北区 とんこつラーメンしぇからしか梅田店
大阪市北区 鶏匠井ぐち
大阪市北区 大阪新阪急ホテル ラウンジ ブリアン
大阪市北区 北新地隼人
大阪市北区 都そば 中津店
大阪市北区 燦
大阪市北区 花様阪急梅田店
大阪市北区 クウエション
大阪市北区 ラルゴ
大阪市北区 ドトールコーヒーショップディアモール店
大阪市北区 馳走とお酒讃岐うどん山地
大阪市北区 REVE
大阪市北区 北新地 鮨 葵
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大阪市北区 八かく庵 大阪ステーションシティー サウスゲートビルディング店
大阪市北区 sfida
大阪市北区 九州うまか 梅田
大阪市北区 めはり屋文在ェ門
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル ２Ｆ 中国料理「春蘭門」
大阪市北区 囲炉裏と釜飯しずる
大阪市北区 松屋梅田角田町店
大阪市北区 スーパージャンカラ茶屋町店
大阪市北区 ホテルリブマックス梅田中津
大阪市北区 博多鶏ソバ華味鳥
大阪市北区 璃泉
大阪市北区 旬魚・串揚げ居酒屋 咲くら
大阪市北区 梅田木曽路
大阪市北区 朝まで焼肉でっせ
大阪市北区 都そば 梅田店
大阪市北区 サクラビルヂング
大阪市北区 cerdo y pato
大阪市北区 GOOD PROVISION
大阪市北区 さだ家
大阪市北区 大阪新阪急ホテル バー リード
大阪市北区 楓梅田店
大阪市北区 野乃鳥 梅味堂
大阪市北区 藤原
大阪市北区 鮨天使
大阪市北区 とりで梅田店
大阪市北区 中津イタリアバールCiccio
大阪市北区 kimi（大阪の食堂 公）
大阪市北区 吾味吾感
大阪市北区 きったんカレー
大阪市北区 となりのジャックとマチルダ
大阪市北区 き・ら・ら・
大阪市北区 梅の花梅田店
大阪市北区 江戸川阪急三番街店
大阪市北区 ラウンジラフテル
大阪市北区 ステーキハウス大和
大阪市北区 le comptoir
大阪市北区 カフェテラス クレール
大阪市北区 もっこすprimo
大阪市北区 カンテグランデ中津本店
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場阪急東通3号店
大阪市北区 おだいどこじゅんちゃん
大阪市北区 ブーランジェリー ブルディガラ
大阪市北区 Ramo
大阪市北区 喫茶パボ
大阪市北区 大阪新阪急ホテル 宴会場 紫の間
大阪市北区 LA BODEGA 大阪店
大阪市北区 清十郎グランフロント店
大阪市北区 MAX CAFE 梅田WEST
大阪市北区 Salon du kuma3 北新地
大阪市北区 得正 西梅田店
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル ４Ｆ 宴会
大阪市北区 中の島食堂
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場茶屋町店
大阪市北区 cafe&bar ぐるぐる
大阪市北区 ＴｅｅＴａ
大阪市北区 おやさいバルTIERRA KAKUREGA (IZAKAYA TIERRA KAKUREGA)
大阪市北区 bb.q OLIVE CHICKEN caf'e JR天満駅前店
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大阪市北区 料亭悦
大阪市北区 GRACE1
大阪市北区 小料理Barあまの
大阪市北区 グランドスラム
大阪市北区 バーアルテア
大阪市北区 梅田 燈花
大阪市北区 げん気
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 北新地店
大阪市北区 CIAO NATURE
大阪市北区 トリッペリア モツーダ 大阪マルビル店
大阪市北区 高良
大阪市北区 松のや堂島店
大阪市北区 京懐石 美濃吉 竹茂楼 ホテル阪急インターナショナル店
大阪市北区 野歌
大阪市北区 旨味研究所 128
大阪市北区 よっしゃ
大阪市北区 美食米門 梅田
大阪市北区 髭寿司
大阪市北区 ふぁるふぁる
大阪市北区 大衆酒場ペロリーナ
大阪市北区 焼肉万両 南森町店
大阪市北区 石川さゆり
大阪市北区 カッシーワE-ma梅田店
大阪市北区 炭火ステーキレモン
大阪市北区 道頓堀今井
大阪市北区 ポルケッタLINKS UMEDA
大阪市北区 板前焼肉一笑 中津
大阪市北区 吟助 梅田茶屋町店
大阪市北区 カラオケスナック香
大阪市北区 スタンド まい
大阪市北区 ラルゴ
大阪市北区 松屋
大阪市北区 都そば 天満店
大阪市北区 GRACE
大阪市北区 ginmill Lanchy
大阪市北区 咲
大阪市北区 まるまん寿司 天神橋5丁目店
大阪市北区 都そば 天五店
大阪市北区 赤から梅田東通り店
大阪市北区 九州らーめん亀王 阪急東通り店
大阪市北区 お好み焼ゆかり天三店
大阪市北区 是しん
大阪市北区 Factory Cafe
大阪市北区 cafe&bar HANAKO
大阪市北区 酒の奥田
大阪市北区 カレーハウスケーツー
大阪市北区 咲くら 阪急グランドビル店
大阪市北区 Absolute Colors
大阪市北区 北新地 CLUB Lotus
大阪市北区 さかづき
大阪市北区 焼肉五苑 北新地店
大阪市北区 伊庵
大阪市北区 cafe cocodoco
大阪市北区 Millevor
大阪市北区 カラワン
大阪市北区 居酒屋もりもり
大阪市北区 煮干しらーめん玉五郎 北新地店
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大阪市北区 播鳥 南森町北店
大阪市北区 北新地乾杯
大阪市北区 鮨 廣見
大阪市北区 肉牧場コマツバラファーム
大阪市北区 風林火山
大阪市北区 翌檜
大阪市北区 Peony
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル ２Ｆ 鉄板焼「ちゃやまち」
大阪市北区 Fitting Bar Daphne
大阪市北区 中国料理 天祥
大阪市北区 S DINING
大阪市北区 BELLA BOCCA 茶屋町店
大阪市北区 焼肉やまや梅田店
大阪市北区 徒然ルネサンス
大阪市北区 鶏っく 大阪駅前うめきた
大阪市北区 居酒屋 美尋
大阪市北区 ビッグエコー天神橋５丁目店
大阪市北区 necessary北新地
大阪市北区 麦とろ自然生物語
大阪市北区 鳥貴族 阪急東通り２号店
大阪市北区 Pelcola HEPFIVE店
大阪市北区 Ｓｏｕｐ Ｓｔｏｃｋ Ｔｏｋｙｏ ルクア大阪店
大阪市北区 Ｄｒｉｐ－Ｘ－Ｃａｆｅホテルヴィスキオ大阪店
大阪市北区 おばぁの味 てぃーあんだ扇町本店
大阪市北区 酎ハイ居酒屋 すけさん
大阪市北区 ニユートーキヨービヤレストラン 第一生命ビル店
大阪市北区 いごっそー
大阪市北区 与志
大阪市北区 回転寿司がんこ エキマルシェ大阪店
大阪市北区 メキシコ酒場メヒカナリア
大阪市北区 別邸 夛田葡萄酒店
大阪市北区 愛志蔵
大阪市北区 バーステアー
大阪市北区 感彩人
大阪市北区 SABAR阪急三番街店
大阪市北区 北新地起福
大阪市北区 鳥貴族曽根崎センタービル店
大阪市北区 大阪新阪急ホテル ２階宴会場 
大阪市北区 傾奇御麺 天神橋本店
大阪市北区 博多味処水たきいろは 北新地店
大阪市北区 Ｍ＆Ｍ
大阪市北区 三九
大阪市北区 板前焼肉一笑 北新地 離宮
大阪市北区 レストコーナー史
大阪市北区 ステーキハウス ロイン ＨＥＰ ＮＡＶＩＯ
大阪市北区 虎連坊ヒルトンプラザウエスト店
大阪市北区 ずんどう屋 梅田東通り店
大阪市北区 KEROKERO
大阪市北区 つる家 大丸梅田店
大阪市北区 スターバックスコーヒーNU茶屋町プラス店
大阪市北区 あぶりや梅田店
大阪市北区 KOREAN BISTRO SO 大丸梅田店
大阪市北区 ATTA Cafe
大阪市北区 炭焼きうなぎの魚伊 天五店
大阪市北区 得正梅田店
大阪市北区 新地 鮓 ゆうじろう
大阪市北区 中央軒ドーチカ店
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大阪市北区 天神ポルポ
大阪市北区 Twin Bee
大阪市北区 Cheval Rouge
大阪市北区 お好み焼き きじ スカイビル店
大阪市北区 えん座北新地店
大阪市北区 あん
大阪市北区 河童
大阪市北区 サンマルクカフェ大阪堂島店
大阪市北区 焼肉万両 東天満店
大阪市北区 大分からあげ わん テンテンステーキ天六店
大阪市北区 メンバーズ華
大阪市北区 ピッツェリアステラート
大阪市北区 カスカード 阪急三番街店
大阪市北区 松のや南森町店
大阪市北区 西天満麺乃家
大阪市北区 THE CITY BAKERY BRASSERIE RUBIN グランフロント大阪
大阪市北区 万ん卯別館
大阪市北区 BAR ROSE Lounge
大阪市北区 肉ろばたCarne
大阪市北区 Barマミー
大阪市北区 do with cafe
大阪市北区 大阪新阪急ホテル パブラウンジ ビーツ
大阪市北区 スイーツパラダイス 梅田店
大阪市北区 China dining 迦羅求羅
大阪市北区 カラオケステージ
大阪市北区 きぐら
大阪市北区 鐘鳥南森町店
大阪市北区 十皿
大阪市北区 レモネード酒場 トルネード
大阪市北区 主厨房
大阪市北区 鮨しお津
大阪市北区 ラーメンつけ麺笑福 南森町店
大阪市北区 中之島あんず亭
大阪市北区 muse umekita
大阪市北区 たこ竹
大阪市北区 洋食堂 ゴメンネ JIRO
大阪市北区 ぼてぢゅう 梅田店
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル５Ｆ 小宴会
大阪市北区 かえる食堂
大阪市北区 cocotte
大阪市北区 たかむら
大阪市北区 Jail
大阪市北区 串かつにし川
大阪市北区 焼鳥 松明
大阪市北区 鮨やいしもん
大阪市北区 和 蔦次郎
大阪市北区 中央軒ホワイティ店
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場阪急東通本店
大阪市北区 中国名菜 銀座アスター
大阪市北区 SUNTORY WHISKY HOUSE WWW.W & ボトルバー
大阪市北区 Seattle's Best Coffee 梅田DTタワー店
大阪市北区 Meat Market
大阪市北区 大阪新阪急ホテル ステーキハウスロイン
大阪市北区 割烹 ふじ久
大阪市北区 心斎橋 にし家
大阪市北区 ドトールコーヒーショップドーチカ店
大阪市北区 Rakki organic
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大阪市北区 バルバッコア 梅田店
大阪市北区 らーめん香澄中崎町店
大阪市北区 パルテール
大阪市北区 chano-ma 茶屋町
大阪市北区 犇屋
大阪市北区 焼肉五六八
大阪市北区 水響亭
大阪市北区 墨国回転鶏料理 天満店
大阪市北区 カフェグランシェ大丸梅田店
大阪市北区 赤からHEPナビオ店
大阪市北区 Ｓｏｕｐ Ｓｔｏｃｋ Ｔｏｋｙｏ 阪急三番街店
大阪市北区 ロイヤルホスト東天満店
大阪市北区 ホテル阪急インターナショナル ２Ｆ バー「ケレス」
大阪市北区 Pur
大阪市北区 ソース料理とワインが楽しめるお店「赤白」コウハク
大阪市北区 ザ・エイジングハウス１７９５ 大阪マルビル店
大阪市北区 明華園
大阪市北区 enishi RELAX DINING
大阪市北区 しゃんしゃん
大阪市北区 SHYウーロン
大阪市北区 ハゲ天
大阪市北区 アフィリア・エゴイスト
大阪市北区 但馬屋 イーマ
大阪市北区 OSAKA na kitchen 阪急梅田駅3F改札内店
大阪市北区 叙々苑 ルクア大阪店
大阪市北区 雲仙
大阪市北区 ポンテリカ
大阪市北区 居酒屋まだらや
大阪市北区 パブエトワール21
大阪市北区 かしわ屋将軍
大阪市北区 Deza
大阪市北区 鮨処やま本
大阪市北区 挽肉家
大阪市北区 大阪新阪急ホテル ２階宴会
大阪市北区 割烹香悦
大阪市北区 㐂鮨 くらま
大阪市北区 ボードゲームバーEndless
大阪市北区 立ち呑み あずき色のマーカス
大阪市北区 diningIORI
大阪市北区 雲仙
大阪市北区 ふぐ好北新地店
大阪市北区 南森町 ロマンチック食堂
大阪市北区 旬皿 あじ露
大阪市北区 鰻萬
大阪市北区 レモホル酒場 天四店
大阪市北区 温野菜 梅田HEP通り店
大阪市北区 御料理うえの
大阪市北区 24/7 cafe apartment umeda
大阪市北区 うちのたまご
大阪市北区 Tsuchi
大阪市北区 吉鳥大淀店
大阪市北区 楠木フサエおもや
大阪市北区 ビストロ＆バール SOLA
大阪市北区 ずんどう屋 天神橋四丁目店
大阪市北区 焼肉わっちょい大阪本店
大阪市北区 カレーライスComeOn
大阪市北区 あけくれ神田川
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大阪市北区 Ｌｉｖｉｎｇ
大阪市北区 五感割烹和井
大阪市北区 Ms倶楽部
大阪市北区 MEAT&WINE WINEHALL GLAMOUR 中之島
大阪市北区 BAR S
大阪市北区 ひとりカルビ１９６５かっぱ横丁
大阪市北区 たんたら西野
大阪市北区 ゆずの庭梅田店
大阪市北区 熟成焼肉ポンド北新地店
大阪市北区 令恩
大阪市北区 鉄板焼とよ田
大阪市北区 たか鳥梅田店
大阪市北区 がんこ堂島アバンザ店
大阪市北区 真っ赤ならーめんとまこ 大阪駅前第3ビル店
大阪市北区 あ・じゃり。
大阪市北区 bar りりぃ
大阪市北区 初代ちから
大阪市北区 正起屋 ホワイティ梅田店
大阪市北区 TRAD BAR ESPRIT ギャザ阪急
大阪市北区 CLUB CHOP VIP
大阪市北区 ドトールコーヒーショップ梅田芝田店
大阪市北区 すし礫
大阪市北区 ひもの野郎ナビオ店
大阪市北区 瓢亭
大阪市北区 韓国旬彩料理 妻家房
大阪市北区 北新地 わか芽
大阪市北区 㐂与すし
大阪市北区 稲田酒店
大阪市北区 おらが蕎麦
大阪市北区 麺やマルショウ梅田ＥＳＴ店
大阪市北区 一鶴 西梅田店
大阪市北区 鉄板 厳島
大阪市北区 ヒルトン大阪 スカイバンケット
大阪市北区 横綱 東通り店
大阪市北区 ＣＬＵＢ Ｂｅｅ 北店
大阪市北区 つる家
大阪市北区 AGEHA
大阪市北区 中華料理 新京
大阪市北区 おらが蕎麦 天満KYビル
大阪市北区 Bar Lounge 1989
大阪市北区 焼肉ミナミ梅田店
大阪市北区 天麩らそば切りなか川
大阪市北区 鮨みや藤天満店
大阪市北区 エスカイヤクラブ 駅前第３ビル店
大阪市北区 オオノ食材店 shizuka gohan
大阪市北区 餃子食堂マルケン 天七店
大阪市北区 スシロー天神橋5丁目店
大阪市北区 酒処 ボチボチ
大阪市北区 北新地 うしのかみ
大阪市北区 釜たけ流うどん 梅田製麺所
大阪市北区 シェイクシャック
大阪市北区 炭火バル あじと 日本酒蔵
大阪市北区 鉄板串焼バル 鉄平
大阪市北区 さか本
大阪市北区 アジヨシ梅田東通り店
大阪市北区 Bar Smoking Hideaway
大阪市北区 okitaya
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大阪市北区 1ポンドのステーキハンバーグタケル天満店
大阪市北区 すりーるぷりゅす
大阪市北区 ふかもと 博多串焼卸 ウマカーよかばい ホワイティ梅田店
大阪市北区 メゾンタテルヨシノ
大阪市北区 カウンター割烹 みおつくし
大阪市北区 Rock bar in Abyss
大阪市北区 生尾
大阪市北区 弘屋
大阪市北区 ＳＯＨＯＬＭ ＣＡＦＥ グランフロント店
大阪市北区 大衆酒場ニューオオサカ
大阪市北区 ＳＮＡＣＫえんどう
大阪市北区 居酒屋河
大阪市北区 浪花ひとくち餃子 餃々天満店
大阪市北区 ALE HOUSE 加美屋
大阪市北区 播鳥 北新地本店
大阪市北区 和牛焼肉泰山
大阪市北区 ひもの野郎第４ビル店
大阪市北区 榊
大阪市北区 鶴橋お好み焼きオモニ
大阪市北区 LUANA
大阪市北区 梅田クラブクアトロ
大阪市北区 串カツ専門店縁日
大阪市北区 サロンド坪井
大阪市北区 本格インド料理 ASHIRWAD
大阪市北区 すしざんまい匠北新地店
大阪市北区 カフェ英國屋阪急３２番街店
大阪市北区 北新地 神威
大阪市北区 居酒屋なんもり
大阪市北区 Eggs 'n Things 梅田茶屋町店
大阪市北区 道頓堀今井 リーガロイヤルホテル店
大阪市北区 nana's green tea HEP FIVE店
大阪市北区 イタリアンレストラン ベラ コスタ
大阪市北区 ザ プレミアム レジデンス ラグナヴェール OSAKA New York RESIDENCE
大阪市北区 味神田川
大阪市北区 クラブ萌
大阪市北区 bills大阪
大阪市北区 びんびや
大阪市北区 口笛
大阪市北区 kurattini
大阪市北区 ニュー松坂 梅田32番街店
大阪市北区 恋愛酒場メイ子
大阪市北区 くいもんどころ酒家 蕪家
大阪市北区 XEX WEST
大阪市北区 ロダン
大阪市北区 なかおか珈琲中之島店
大阪市北区 スナック ボビー
大阪市北区 麻拉麺揚揚
大阪市北区 WhiskyBottleBarBull北新地店
大阪市北区 チキチキチキンお初天神店
大阪市北区 BAR OUROBOROS
大阪市北区 中納言 大阪駅前第三ビル店
大阪市北区 やっぱりステーキ 南森町駅前店
大阪市北区 SANTE
大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 はなの
大阪市北区 JAM
大阪市北区 ぼて八
大阪市北区 日本料理ほんだ
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大阪市北区 串イッカ梅田東通り店
大阪市北区 中国食府双龍居
大阪市北区 THE COSMOPOLITAN GRILL BAR TERRACE
大阪市北区 たこ焼き居酒屋 となり屋
大阪市北区 レストランアラスカフェスティバルタワー
大阪市北区 北極星
大阪市北区 やよい軒ユニゾ梅田店
大阪市北区 マルモキッチン 阪急梅田店
大阪市北区 酒場リベリー ニギる。
大阪市北区 立ち呑み処蜂の家
大阪市北区 割烹 いとう
大阪市北区 なにわ酒房
大阪市北区 La Kanro
大阪市北区 アムレート
大阪市北区 焼き鳥 吉屋
大阪市北区 ミンガス
大阪市北区 火鍋成都
大阪市北区 club Shu-Shu
大阪市北区 マハラジャ
大阪市北区 立ち呑みナガオカ
大阪市北区 kitchen House うたげ
大阪市北区 CAFE＆BAR２０３
大阪市北区 天下一品 天六店
大阪市北区 寅八商店梅田店
大阪市北区 PREMIUM播鳥
大阪市北区 板前焼肉一笑 北新地
大阪市北区 ヒルトン大阪 大宴会場
大阪市北区 ヒルトン大阪 エグゼクティブ・ラウンジ／ゴールデン・キー・クラブ
大阪市北区 キャトル・ラパン
大阪市北区 新鮮ホルモン酒場 ごっつ 天満店
大阪市北区 PESCA
大阪市北区 多英
大阪市北区 グリル欧風軒
大阪市北区 カフェクレ－ル
大阪市北区 おやさいバルTIERRA
大阪市北区 セレネ
大阪市北区 若菜そば阪急梅田駅三階店
大阪市北区 韓美膳
大阪市北区 ＡＲＡＴＡ
大阪市北区 会員制ＷＩＴＣＬＵＢ冨樫
大阪市北区 ビッグエコー梅田桜橋北新地店
大阪市北区 珉珉 曽根崎店
大阪市北区 北新地 松庵
大阪市北区 デリカフェ大阪Nｏｒｔｈ
大阪市北区 ＫＩＥＦＥＬ ＣＯＦＦＥＥ 堂島店
大阪市北区 PESCA三番街店
大阪市北区 日本料理孝
大阪市北区 煮干しラーメン玉五郎 大阪駅前第四ビル店
大阪市北区 和韓創作料理かんな月
大阪市北区 Ｔｕｃｕｓｉ
大阪市北区 BeNe
大阪市北区 らーめん小菜 古潭
大阪市北区 casa tua Satoh
大阪市北区 チキンチキン
大阪市北区 田ごと
大阪市北区 一芯 大阪店
大阪市北区 nana's green tea グランフロント大阪店
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大阪市北区 徳永
大阪市北区 料理や八幡浜はなれ
大阪市北区 CLEOPATRA
大阪市北区 美々卯 ルクア店
大阪市北区 RUBY
大阪市北区 琉球泡盛酒場とぅるるん
大阪市北区 サンマルクカフェ大阪天神橋店
大阪市北区 楓
大阪市北区 DOUX
大阪市北区 地魚料理ますだ
大阪市北区 ダンシングクラブ大阪
大阪市北区 ナレッジサロン
大阪市北区 野菜巻き串ともつ鍋 おくお天満店
大阪市北区 ジャマイカブルーマウンテンコーヒー
大阪市北区 日本料理 なかむら
大阪市北区 播鳥 天満店
大阪市北区 博多もつ鍋おおやま梅田茶屋町
大阪市北区 Ｂａｒ ｅｌ ｓｏｌ
大阪市北区 みその 大阪店
大阪市北区 大衆肉スタンドペロペロ
大阪市北区 たこ酒場 くれおーる ＬＩＮＫＳ ＵＭＥＤＡ店
大阪市北区 maison
大阪市北区 PUREHGO
大阪市北区 すし たま田
大阪市北区 こななエキマルシェ大阪
大阪市北区 梅田生肉流通センター
大阪市北区 嫣ENN
大阪市北区 la.belle coco
大阪市北区 旬菜 かわなみ
大阪市北区 龍の巣 梅田ハナレ
大阪市北区 レストラン 菱冨
大阪市北区 有馬
大阪市北区 shot bar andre
大阪市北区 串の坊阪急うめだ店
大阪市北区 ベラボッカ 阪急梅田店
大阪市北区 バル サワダ
大阪市北区 ねぎ焼やまもと 梅田エスト店
大阪市北区 心八剣伝中津店
大阪市北区 イケメン倶楽部MixBarHERCULES
大阪市北区 鳥貴族 天神橋３丁目店
大阪市北区 ベーカリーレストランサンマルク 大阪ステーションシティ店
大阪市北区 ワインとオマール海老の店 UOMO
大阪市北区 マンゴツリーカフェ大阪
大阪市北区 千房ハービスＰＬＡＺＡ梅田支店
大阪市北区 クックデリ御膳ルクア大阪店
大阪市北区 IR cafe
大阪市北区 銀座 天一
大阪市北区 やまごや
大阪市北区 肉匠 六感はなれ
大阪市北区 神戸餃子オレギョ ハービスプラザエント店
大阪市北区 縄寿司 曽根崎店
大阪市北区 千房曽根崎支店
大阪市北区 padGALLERY-ARTiQA
大阪市北区 ろうす亭
大阪市北区 Mercedes me Osaka DOWNSTAIRS COFFEE
大阪市北区 天ぷらの山 梅田阪神店
大阪市北区 すえひろ
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大阪市北区 砂漠
大阪市北区 Muu Muu Diner
大阪市北区 Cafenne
大阪市北区 古潭老麺
大阪市北区 鮨美菜月
大阪市北区 つけめんTETSU 阪急三番街
大阪市北区 横浜家系ラーメン 梅田家
大阪市北区 炭火焼グリルカキヤス大丸梅田
大阪市北区 カフェブー
大阪市北区 串焼屋 うなちった
大阪市北区 甘太郎 阪急梅田店／ラパウザ 阪急梅田店
大阪市北区 鈴き家
大阪市北区 ニクブンノイチ
大阪市北区 ラーメンZIKON 而今 中ノ島フェスティバルプラザ店
大阪市北区 カレーハウスCOCO壱番屋梅田スカイビル店
大阪市北区 中崎パスタ店 山根屋
大阪市北区 和牛の壺やまむら
大阪市北区 ハイボールバー梅田楽天地１９２３
大阪市北区 ＣＬＵＢ Ｓｔｅｌｌａ
大阪市北区 天満橋藤かわ
大阪市北区 すずらん
大阪市北区 マンゴツリーキッチンカオマンガイ
大阪市北区 割烹まつもと
大阪市北区 神戸ベル 阪急三番街店
大阪市北区 チャンチダイビル本館本店
大阪市北区 フランダース・テイル ハービスPLAZA店
大阪市北区 バーヤマグチ
大阪市北区 善道
大阪市北区 千房梅新支店
大阪市北区 くらふと酒場 龍
大阪市北区 居酒屋 大阪屋
大阪市北区 板前焼肉一笑 梅田茶屋町
大阪市北区 権之介 梅田 
大阪市北区 ＣｏＣｏ
大阪市北区 レストラン シャンボール
大阪市北区 メインラウンジ
大阪市北区 小西
大阪市北区 とんかつ新宿さぼてん ルクア大阪店
大阪市北区 Forest
大阪市北区 メンバーズあや乃
大阪市北区 髙木鮮魚店
大阪市北区 アジワン阪神梅田店
大阪市北区 贔屓屋 中之島ダイビル店
大阪市北区 デリカフェエキスプレス大阪
大阪市北区 メンバーズ和
大阪市北区 DEUX
大阪市北区 ＢＡＲ Ｂ．Ｍ．Ｔ
大阪市北区 グリルキャピタル東洋亭 阪急うめだ店
大阪市北区 クレープリー・スタンド・シャンデレール ハービスプラザ店
大阪市北区 あしびなー
大阪市北区 Le Marrakech
大阪市北区 酒麹 びしを
大阪市北区 大美
大阪市北区 Restaurant Varier
大阪市北区 酒場おか長大阪駅前第３ビルB1店
大阪市北区 キミエール
大阪市北区 魚頂点まつり梅田店
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大阪市北区 函館立喰い寿司函太郎 LINKS UMEDA店
大阪市北区 焼肉トラジ ルクア大阪店
大阪市北区 メンバーズ中井
大阪市北区 デリカフェ・キッチン大阪ｍｉｄｏ
大阪市北区 CLUB PICCADILLY UMEDA OSAKA
大阪市北区 TAJIRI梅田お初天神店
大阪市北区 らーめん伊藝
大阪市北区 BARランチキ
大阪市北区 ステーキハウス榊原
大阪市北区 有馬
大阪市北区 OrangeFieldsTeaGarden
大阪市北区 ステーキハウスポンド北新地店
大阪市北区 ROCK BAR DRINK OR DIE
大阪市北区 コアラ食堂
大阪市北区 侍パイレーツ
大阪市北区 旧ヤム鐵道
大阪市北区 Wonder Party
大阪市北区 酒房うおまん LINKS UMEDA店
大阪市北区 MIOR梅田 新梅田食堂街店
大阪市北区 ヤキニクギャング 梅田店
大阪市北区 メデリン
大阪市北区 曽根崎ホルモンよう太
大阪市北区 きしめんのあまの
大阪市北区 但馬屋 梅田
大阪市北区 鉄板焼・焼肉なにわ
大阪市北区 BAR Alright!
大阪市北区 MARY&HOTROCK 
大阪市北区 salon1201
大阪市北区 三徳庵北区店
大阪市北区 ぼてぢゅう HEPナビオ店
大阪市北区 ヒルトン大阪 マイプレイス
大阪市北区 The Lords  BAR
大阪市北区 大阪竹葉亭
大阪市北区 てっぺん はなれ
大阪市北区 酒菜やいしもん対屋
大阪市北区 タコベル阪急三番街店
大阪市北区 mitsui murata
大阪市北区 ハイボールバー梅田1923
大阪市北区 ヒロコーヒー 大丸梅田店
大阪市北区 オーガスタクラブ
大阪市北区 さかなやのmaru寿司 ルクア店
大阪市北区 魚たすし割烹さかぐち
大阪市北区 カフェインザパーク
大阪市北区 豚しゃぶせいろ蒸し豚匠堂島邸
大阪市北区 IGNITE
大阪市北区 鮨・酒・肴 杉玉お初天神
大阪市北区 セラーバー
大阪市北区 北新地サンボア
大阪市北区 なにわ料理有
大阪市北区 実演手打ちうどん杵屋
大阪市北区 美味旬菜 宝塚ホテル
大阪市北区 鳥二郎お初天神店
大阪市北区 中国料理紫微星
大阪市北区 BAR一真
大阪市北区 RALPH GRANT
大阪市北区 三代目鳥メロ梅田お初天神通り店
大阪市北区 山吹
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大阪市北区 BAR Raguna
大阪市北区 串の坊新梅田シティ店
大阪市北区 cafe bar Mier
大阪市北区 ザビエルハヤシ
大阪市北区 鮨やました
大阪市北区 ダイニングしゅす
大阪市北区 日本料理 なかのしま
大阪市北区 mimi
大阪市北区 中之島てっぱんさん。
大阪市北区 ビフテキ重 肉飯 ロマン亭
大阪市北区 焼鳥とり泉
大阪市北区 クラブ合林Prelude
大阪市北区 お好み鉄板焼おもろみ
大阪市北区 TAROT Cafe&Bar Festaria
大阪市北区 ヒルトン大阪 フォルク キッチン
大阪市北区 BISTRO tesoron UNA VACCO
大阪市北区 リーチバー
大阪市北区 街の肉バルBuff南森町店
大阪市北区 クレープリー・スタンド シャンデレール
大阪市北区 タリーズコーヒー梅田茶屋町MBS店
大阪市北区 中之島ラブセントラル
大阪市北区 YOU2
大阪市北区 浪花奴寿し天五店
大阪市北区 shangri-la-cafe
大阪市北区 喫茶司
大阪市北区 やよい軒堂山店
大阪市北区 たか鳥 天神橋店
大阪市北区 喫茶 ゼロワン
大阪市北区 大阪新阪急ホテル 日本料理・天ぷら なにわ橘
大阪市北区 CarneSio WEST
大阪市北区 サイゼリヤ梅田センタ-ビル
大阪市北区 cafe&restaurant ゆとりの空間
大阪市北区 &M
大阪市北区 牛田羊はなれ
大阪市北区 立呑み処 七津屋
大阪市北区 Cafe &MealMUJI グランフロント大阪
大阪市北区 BAR DE ONE
大阪市北区 BEIGNET
大阪市北区 炭火焼肉牛角 梅田お初天神店
大阪市北区 樹里カレーエスト店
大阪市北区 丼丼亭
大阪市北区 インドレストランダイニング ＢＩＮＤＵ 阪急グランドビル店
大阪市北区 キャビン
大阪市北区 BARBluewood
大阪市北区 ガーデンキッチン
大阪市北区 RUDYS CLUB DELICIOUS
大阪市北区 まどあかり
大阪市北区 榮華亭 お初天神店
大阪市北区 THE MUNCHIES BURGER WORKS
大阪市北区 ぐるり 天満店
大阪市北区 ザ・プレイモアジュニア
大阪市北区 オールデイダイニング リモネ
大阪市北区 クラブ桃
大阪市北区 春水堂 グランフロント大阪店
大阪市北区 夛田葡萄酒店
大阪市北区 居酒屋麺処 萬寿味
大阪市北区 Voce
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大阪市北区 美Ran
大阪市北区 信州そば処そじ坊
大阪市北区 コリアンキッチンシジャン
大阪市北区 エスタシンカフェグラン
大阪市北区 Ｂａｒ Ｌｉｔ
大阪市北区 FUKU
大阪市北区 立呑やいしもん梅田店
大阪市北区 あかね
大阪市北区 お魚ときどきお肉梅田店
大阪市北区 ストライク軒 本店
大阪市北区 ふぐまる
大阪市北区 丸福珈琲店 阪急うめだ本店
大阪市北区 ブラッスリーブー
大阪市北区 喫茶軽食レインボー
大阪市北区 スタンどどどンガメ
大阪市北区 板前焼肉一牛 北新地店
大阪市北区 エスカイヤクラブＯＳビル店
大阪市北区 魚瀬
大阪市北区 麺家大阪みどう
大阪市北区 旨唐揚げと居酒メシミライザカ梅田お初天神通り店
大阪市北区 総作居酒屋 大和
大阪市北区 ナイトイン女女
大阪市北区 北新地イタリア料理サーレペペ
大阪市北区 八百屋とごはん うらや福島店
大阪市北区 サンマルクカフェディアモール大阪店
大阪市北区 レストランノワドココ
大阪市北区 光 中央軒
大阪市北区 酒処 たけ家
大阪市北区 ごこん
大阪市北区 浪花ろばた頂鯛 ルクア大阪店
大阪市北区 和カフェ 茶茶堂島店
大阪市北区 うおしん酒場
大阪市北区 ワインショップ・エノテカ グランフロント大阪店 カフェ＆バー エノテカ・ミレ
大阪市北区 信州そば処そじ坊
大阪市北区 スーパードライ梅田
大阪市北区 大阪串焼き串イッカお初天神店
大阪市北区 インド料理酒場 おしゃん亭
大阪市北区 kushiage010
大阪市北区 かしわやＴＯＲＩＡＮ
大阪市北区 焼肉 李苑
大阪市北区 Vin樹亭
大阪市北区 IBERICO-YA北新地店
大阪市北区 nana's green tea ディアモール大阪店
大阪市北区 玄三庵 西梅田店
大阪市北区 美味旬菜 天ぷら吉
大阪市北区 ダ・ボッチャーノ梅田店
大阪市北区 レッドリバー
大阪市北区 火鉢屋 ○酉
大阪市北区 個室と地肴北新地心屋
大阪市北区 串揚げキッチンだん
大阪市北区 えき亭
大阪市北区 hanahana
大阪市北区 梅田ごだいご
大阪市北区 247
大阪市北区 石狩漁場お初天神店
大阪市北区 BAR FAIRY ー天満店ー
大阪市北区 箒星
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大阪市北区 厳島
大阪市北区 角打ち料理百足家
大阪市北区 SUCCESSOR
大阪市北区 新どおぞの
大阪市北区 美酒嘉肴せん
大阪市北区 寿し芳
大阪市北区 河内鴨料理 鴨匠
大阪市北区 CeNtRo
大阪市北区 想ひ結
大阪市北区 回転すし さかえ
大阪市北区 北新地銀杏
大阪市北区 武福
大阪市北区 旬野菜とおばんざい たなごころ
大阪市北区 天丼専門店丼丼亭 梅田ホワィティ店
大阪市北区 しゃぶしゃぶぐるまん
大阪市北区 洋食 Quattro ルクア大阪店
大阪市北区 キャナル
大阪市北区 葉なと
大阪市北区 仁坊
大阪市北区 いろどり西梅田店
大阪市北区 BAR COZy
大阪市北区 ラウンジ エスポワール
大阪市北区 鶴群
大阪市北区 銀座屋
大阪市北区 焼肉力丸 梅田堂山店
大阪市北区 七輪焼お魚くわえたどら猫
大阪市北区 鮨処 然
大阪市北区 ヒルトン大阪 セントラム グリル&ワイン
大阪市北区 Bar lounge   NARUMI
大阪市北区 屯舎 立ち呑み
大阪市北区 古潭
大阪市北区 匠 とり金
大阪市北区 司
大阪市北区 カッシーワ茶屋町店
大阪市北区 博多BARU 中村屋
大阪市北区 牛かつもと村 ルクア店
大阪市北区 新世界元祖串かつ だるま 北新地店
大阪市北区 奴寿し
大阪市北区 天婦羅ひらいし
大阪市北区 インターコンチネンタルホテル大阪 宴会場
大阪市北区 SOM 大阪梅田店
大阪市北区 屋台居酒屋大阪 満マル東梅田店
大阪市北区 さんばん
大阪市北区 焼鳥みなみ
大阪市北区 PIZZA SALVATORE CUOMO 梅田 ＆ The BAR
大阪市北区 ステーキハウス和豪
大阪市北区 リヴゴーシュ RIVEGAUCHE 阪神店
大阪市北区 中国料理 遙華
大阪市北区 鮓一竿
大阪市北区 サンマルクカフェ阪急かっぱ横丁店
大阪市北区 グリルらんぷ亭
大阪市北区 ＦＥＳ
大阪市北区 りんご屋 西梅田店
大阪市北区 つけ麺処つぼや 梅田店
大阪市北区 博多華味鳥 ヒルトンプラザウエスト店
大阪市北区 TEA18 エキマルシェ大阪
大阪市北区 Diva
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大阪市北区 くら寿司梅田OSビル店
大阪市北区 RESTAURANT LES SOUVENIRS
大阪市北区 ふらみんご
大阪市北区 サイゼリヤ大阪樋之口
大阪市北区 luvwine
大阪市北区 THE PARTY
大阪市北区 Jessie
大阪市北区 すき家 曽根崎東店
大阪市北区 ルクアメノテカ
大阪市北区 member's Port
大阪市北区 香港海鮮飲茶樓 梅田ブリーゼ店
大阪市北区 SHIBUYA PARLOR LINKS UMEDA店
大阪市北区 3-60
大阪市北区 吉野家 大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 曽根崎小嘉津
大阪市北区 大衆酒場スタンドミルクホール
大阪市北区 俺のフレンチ梅田
大阪市北区 RESTAURE
大阪市北区 すき家 茶屋町店
大阪市北区 CODE
大阪市北区 タカラバコ カフェ
大阪市北区 和食・酒 五條
大阪市北区 non
大阪市北区 trainーTRAIN
大阪市北区 博多女
大阪市北区 アウトバックステーキハウス梅田店
大阪市北区 カフェ英國屋ホワイティ梅田店
大阪市北区 すし萬リーガロイヤルホテル店
大阪市北区 ドトールコーヒーショップ天神橋２丁目店
大阪市北区 天神 ライオン飯店
大阪市北区 吉野家 桜橋店
大阪市北区 串カツ 中崎きりがね食堂 茶屋町店
大阪市北区 真菜や梅田茶屋町
大阪市北区 居酒屋けんぞう
大阪市北区 吉野家 芝田町店
大阪市北区 G'day
大阪市北区 NOKA
大阪市北区 函太郎 グランフロント大阪店
大阪市北区 中之島うおまん
大阪市北区 焼酎バー くらくら
大阪市北区 北海
大阪市北区 本間
大阪市北区 タリーズコーヒー阪急大阪梅田駅3F
大阪市北区 らうんじ 夢乃
大阪市北区 割烹くぼた
大阪市北区 串かつ ひろ
大阪市北区 焼肉一杯
大阪市北区 家庭料理華
大阪市北区 BAR N's
大阪市北区 焼鳥やまと
大阪市北区 ラウンジ海
大阪市北区 老松喜多川
大阪市北区 スターバックスコーヒー阪神梅田本店 ９階店
大阪市北区 復刻西洋食堂 紅梅ダイナー
大阪市北区 ClubRomeo&Juliet
大阪市北区 CAFE＆BAR9NINE
大阪市北区 おでん濱屋
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大阪市北区 タリーズコーヒー西梅田
大阪市北区 スエヒロ
大阪市北区 季膳房
大阪市北区 スターバックスコーヒー阪神梅田本店 地下2階店
大阪市北区 Cafe Tokiona
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 天六店
大阪市北区 アロハロア
大阪市北区 炭味家
大阪市北区 タリーズコーヒー＆TEA グランフロント大阪南館
大阪市北区 イスタンブールナザール
大阪市北区 博多華味鳥 梅田店
大阪市北区 ニュージャパンサウナ梅田店2F ラウンジ
大阪市北区 鳥貴族 梅田DDハウス店
大阪市北区 MAKE My Cafe
大阪市北区 ラ・ネージュ
大阪市北区 週５ステーキ
大阪市北区 奄美島料理てぃだ
大阪市北区 吉野家 ドージマ地下センター店
大阪市北区 タリーズコーヒーグランフロント大阪北館１Ｆ
大阪市北区 石田一龍 天満店
大阪市北区 鮨処 金城
大阪市北区 セレンディピティ
大阪市北区 新世界元祖串かつ だるま 北新地店
大阪市北区 プロントイルバール大阪駅
大阪市北区 魚や市 本店
大阪市北区 あいるー
大阪市北区 らーめん 愛きょう屋
大阪市北区 割烹 大田川
大阪市北区 ラウンジ S+
大阪市北区 なか卯 梅田東店
大阪市北区 江戸前回転鮨紀州弥一
大阪市北区 Bar sead
大阪市北区 ご馳走家箸の音
大阪市北区 ALFRED TEA ROOM 梅田 蔦屋書店
大阪市北区 小雀弥 天満店
大阪市北区 一宝茶屋町店
大阪市北区 ビッグエコー西梅田店
大阪市北区 樹
大阪市北区 ＠BAR
大阪市北区 めっちゃAbuRu yan
大阪市北区 Dining琴引
大阪市北区 Ｌ
大阪市北区 果汁屋 Product by Sakai 阪急梅田店
大阪市北区 北陸越前はれや別邸
大阪市北区 IL GHIOTTONE di piu
大阪市北区 マッコリ家
大阪市北区 カラオケパブゴールド
大阪市北区 北の花彩
大阪市北区 手羽先よっちゃん
大阪市北区 Amapola
大阪市北区 BARRick
大阪市北区 ミスタードーナツホワイティうめだ
大阪市北区 カッシーワお初天神店
大阪市北区 カラオケbar ファニーストーリー
大阪市北区 グリル大宮 グランフロント大阪店
大阪市北区 スタンドREDサイクロン
大阪市北区 古潭
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大阪市北区 カレーハウスCoCo壱番屋北区西天満五丁目店
大阪市北区 大衆居酒屋 いこい
大阪市北区 炭火焼肉 一兆
大阪市北区 ラ・ボーテ
大阪市北区 焼鳥バールtorico358
大阪市北区 梅田なだ万茶寮
大阪市北区 めん坊
大阪市北区 じゃんぼ総本店曽根崎店
大阪市北区 人家
大阪市北区 湊一や 梅田店
大阪市北区 昭和丸
大阪市北区 サテンヴェール
大阪市北区 しのぶ庵梅田店
大阪市北区 お好み焼き千草
大阪市北区 Largo
大阪市北区 玄風館
大阪市北区 Pierre
大阪市北区 海老バルorb裏参道店
大阪市北区 すき家 天神橋二丁目店
大阪市北区 Bar  Crew II
大阪市北区 Craft Burger co.
大阪市北区 大勝
大阪市北区 SINASOS RESTAURANT
大阪市北区 お初天神店焼とんyaたゆたゆ
大阪市北区 マイアミィ
大阪市北区 お料理 大嵓埜
大阪市北区 串の坊北新地東店
大阪市北区 肉喰ホルモン すすむ
大阪市北区 吟 梅田
大阪市北区 ラウンジいづみ
大阪市北区 トラットリア ラッフィナート
大阪市北区 あかりスナック
大阪市北区 三田製麺所 ドーチカ店
大阪市北区 炭火焼肉岩崎塾 天六店
大阪市北区 シレーナ
大阪市北区 coSEKI
大阪市北区 京のおばんざい ぽんしゅ杉
大阪市北区 Ace In The Hole
大阪市北区 神仙閣 大阪店
大阪市北区 オーヨドアベニュー
大阪市北区 酒菜屋かんきち
大阪市北区 海鮮丼の駅前 阪神梅田店
大阪市北区 ＫｏＫｏＲｏｔａｋｅ
大阪市北区 吉野家 お初天神店
大阪市北区 エイト
大阪市北区 藁蔵 梅田
大阪市北区 スターバックスコーヒー TSUTAYA 梅田 MeRISE店
大阪市北区 カレーハウスCoCo壱番屋北区太融寺店
大阪市北区 野々村
大阪市北区 UMEDAHOLIC HOTEL cafe&bar
大阪市北区 Partage  
大阪市北区 BAR REHAB
大阪市北区 タリーズコーヒー阪急三番街北館
大阪市北区 羽根つき焼小籠包 鼎ｓルクア大阪店
大阪市北区 丸
大阪市北区 天ぷらまきの梅田
大阪市北区 初瀬
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大阪市北区 挽肉倶楽部
大阪市北区 aR.
大阪市北区 CHIKICHIKI中津店
大阪市北区 Joyeux
大阪市北区 タリーズコーヒーJRE梅田スクエアビル
大阪市北区 うな次郎
大阪市北区 渚くらぶ
大阪市北区 花彩
大阪市北区 タリーズコーヒー阪急三番街南館
大阪市北区 鮨ほしやま
大阪市北区 四六時中リンクス梅田店
大阪市北区 タリーズコーヒーＫＫＲホテル梅田
大阪市北区 璃んご
大阪市北区 Sweet's
大阪市北区 ディーンアンドデルーカ大阪
大阪市北区 喫茶店マリンカ
大阪市北区 新伝兵衛
大阪市北区 楽食倶楽部 裏小路牛肉店
大阪市北区 梅田・芝田１丁目まぐろや
大阪市北区 ガスト天神橋筋六丁目店
大阪市北区 ステーキとおやさいなおちゃん
大阪市北区 堂島グラッチェ本店
大阪市北区 北新地こくらげ
大阪市北区 宇和海料理 藝夢
大阪市北区 肉卸 萬野屋 別邸
大阪市北区 BAR&MAGIC くすめっと
大阪市北区 けとばし屋チャンピオン天満店
大阪市北区 CLUB DIO
大阪市北区 glamorous
大阪市北区 大広
大阪市北区 串天ぷら酒場レレレ
大阪市北区 大阪焼小籠包 浪曼路
大阪市北区 西家
大阪市北区 和心旬彩
大阪市北区 担担麺の掟を破る者
大阪市北区 精養軒
大阪市北区 サンマルクカフェ阪急三番街店
大阪市北区 中国料理 皇家龍鳳
大阪市北区 串揚げもの旬Ｓ ＳＨＵＮＳ
大阪市北区 凪
大阪市北区 シンガポール・シーフード・リパブリック
大阪市北区 豚々亭
大阪市北区 やぶそば
大阪市北区 ゴンチャ梅田茶屋町店
大阪市北区 アルモニーアンブラッセ クレール ドゥ リュンヌ
大阪市北区 アヴァロン
大阪市北区 STEAK THE FIRST 北新地
大阪市北区 とりなべYAMATO
大阪市北区 プロント
大阪市北区 おふくろ貝介
大阪市北区 炭火九郎座
大阪市北区 台湾料理 味仙 大阪マルビル店 
大阪市北区 すき家 梅田東店
大阪市北区 串揚げ和や
大阪市北区 兼続・みや川・ビアガーデンテラス
大阪市北区 丸亀製麺梅田
大阪市北区 鍋家 だるま堂
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大阪市北区 World Wine Bar by Pieroth
大阪市北区 鉄板や かんろ 天六店
大阪市北区 三喜
大阪市北区 和ダイニングゆめ咲小町
大阪市北区 寿司赤酢
大阪市北区 ココスさざなみプラザ店
大阪市北区 築地寿司清 大丸梅田店
大阪市北区 宮崎地鶏炭火焼 車 北新地店
大阪市北区 奈良 十三屋
大阪市北区 Room from @BAR
大阪市北区 居酒屋北野
大阪市北区 かわ原
大阪市北区 大阪堂島 とろ屋 阪急三番街店
大阪市北区 北クラブ
大阪市北区 すしふく吉
大阪市北区 鍋屋長久
大阪市北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋北区天満２丁目店
大阪市北区 串かつ 凡
大阪市北区 シャンデリアテーブル
大阪市北区 スタンド タイガー★リリー
大阪市北区 酒座てんまみち
大阪市北区 ゼウス＆ヘラ
大阪市北区 京のかれーうどん味味香 WHITYうめだ店
大阪市北区 北新地ROOM
大阪市北区 KICHIRI梅田
大阪市北区 Ｉｍｐａｃｔ
大阪市北区 福助
大阪市北区 溢彩流香 餃子小厨
大阪市北区 ロール寿司 だぶるくぉてーしょん粋
大阪市北区 とみや
大阪市北区 きっしゃん永楽町松
大阪市北区 踊るうどん 梅田店
大阪市北区 TOLAH UMEDA
大阪市北区 どおぞの
大阪市北区 ユニバーサル・デザイン
大阪市北区 Azuma
大阪市北区 渡邊咖喱
大阪市北区 屯舎
大阪市北区 ラウンドワン梅田店
大阪市北区 しゃぶ菜 新梅田食堂街
大阪市北区 お好み鉄板がるぼ
大阪市北区 天星
大阪市北区 Bar ごんべえ
大阪市北区 馬肉のチャンピオン
大阪市北区 タベルナエントラータ
大阪市北区 GOLD
大阪市北区 鉄板焼きとおばんざいのお店ぺっぷ
大阪市北区 ロッテリア京阪渡辺橋駅店
大阪市北区 唯心音くくる
大阪市北区 ルクアメルカパーラー
大阪市北区 da pai dang 105
大阪市北区 うたげどころうぉっしゅ
大阪市北区 アルモニーアンブラッセ バンケット アマデトワール
大阪市北区 米増
大阪市北区 大阪東急ＲＥＩホテル レストランリトルモンスター
大阪市北区 RICH GARDEN梅田中崎町店
大阪市北区 らんらんるぅ
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大阪市北区 graf studio
大阪市北区 甘太郎／ラパウザ 梅田HEP通り店
大阪市北区 串かつでんがな大阪駅前第4ビル店
大阪市北区 ウエルネスクラブ
大阪市北区 博多一幸舎エキマルシェ大阪店
大阪市北区 サラダボウル専門店WithGreen エキマルシェ大阪店
大阪市北区 中菜Labo.朝陽
大阪市北区 幸福飯店 ルクア大阪店
大阪市北区 直福
大阪市北区 薩摩ごかもん 梅田茶屋町本店
大阪市北区 にんぐ別邸
大阪市北区 老松鮨処 よしか
大阪市北区 鮨ろく
大阪市北区 さんちゃんや
大阪市北区 本みやけ阪急三番街店
大阪市北区 BARとらぴかる
大阪市北区 リエゾン
大阪市北区 宮崎地鶏炭火焼 車 梅田店
大阪市北区 club regalo
大阪市北区 肉問屋 梅田本店
大阪市北区 MEAT LAB.８１２９
大阪市北区 しゃぶ壱
大阪市北区 白雲台
大阪市北区 寿司屋まつい
大阪市北区 北新地 楪
大阪市北区 Member's cuore
大阪市北区 BAR  LIBERTY UMEDA
大阪市北区 リコッタ 阪急三番街
大阪市北区 虎月堂
大阪市北区 ひよこ飯店
大阪市北区 CLUB PENINSULA
大阪市北区 ひつまぶし名古屋備長 グランフロント大阪店
大阪市北区 大阪中華 サワダ飯店
大阪市北区 スターバックスコーヒー梅田蔦屋書店
大阪市北区 北新地 SUMIYA
大阪市北区 世界一暇なラーメン屋
大阪市北区 CLUB CHARITES
大阪市北区 うさぎちゃん
大阪市北区 ハラミ馬鹿
大阪市北区 昭和大衆ホルモン 梅田東通り店
大阪市北区 海老バルorb天満店
大阪市北区 芦屋天がゆルクア大阪店
大阪市北区 ザ・ベストテンPART1
大阪市北区 どん家
大阪市北区 BAR72
大阪市北区 四川料理御馥大阪マルビル本店
大阪市北区 ビランチャ
大阪市北区 日本料理ゆずな
大阪市北区 丸福珈琲店 HEPナビオ店
大阪市北区 鍋KING
大阪市北区 初音
大阪市北区 T h e 3 3 T e a＆B a r T e r r a c e
大阪市北区 RShamp
大阪市北区 Donostia
大阪市北区 cafe&bar spoon
大阪市北区 チャイニーズ酒家豪華
大阪市北区 香子
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大阪市北区 旬菜旬魚 淡
大阪市北区 旬彩家 山治
大阪市北区 吉野家 天神橋六丁目店
大阪市北区 ブルーボトルコーヒー 梅田茶屋町カフェ
大阪市北区 POKEPOKE
大阪市北区 mille＊mercis
大阪市北区 Aile cafe
大阪市北区 鶴橋風月 梅田お初天神通り店
大阪市北区 一人でも焼肉 和牛の郷 梅田店
大阪市北区 下桂茶屋 月波本店
大阪市北区 とんかつ喜多呂
大阪市北区 BAR Flex
大阪市北区 YEBISU BAR ホワイティうめだ店
大阪市北区 ヒルトン大阪 小宴会場
大阪市北区 Salon de S
大阪市北区 千里しゃぶ亭天神橋店
大阪市北区 かすうどん 龍の巣
大阪市北区 萬願亭
大阪市北区 和牛まつした上通り店
大阪市北区 GRANDE POLAIRE WINEBAR OSAKA
大阪市北区 吟遊家 KENZO
大阪市北区 楪
大阪市北区 CROSSY天六店
大阪市北区 サーモンチャンプ 梅田店
大阪市北区 一丁目の夕日
大阪市北区 戸田
大阪市北区 堂山食堂
大阪市北区 ワインバーミヤ
大阪市北区 鮨うろこ
大阪市北区 日本ケンタッキー・フライド・チキン梅田店
大阪市北区 ragout
大阪市北区 Aynique
大阪市北区 讃岐うどん千万喜中之島フェスティバルプラザ店
大阪市北区 福岡鮮魚卸直営店 ビストロ酒場ウオスケ
大阪市北区 CHAOS
大阪市北区 もじゅーる
大阪市北区 Pizzeria&Bar LOGIC UMEDA店
大阪市北区 はさ田
大阪市北区 marble
大阪市北区 炭火焼き鳥 酉乃市
大阪市北区 ぷれじでんと千房北店
大阪市北区 日本料理 湯木 新店
大阪市北区 shot bar Lune
大阪市北区 ルクアメルカリストランティーノ
大阪市北区 松乃井食堂
大阪市北区 伝説のすた丼屋 リンクス梅田店
大阪市北区 Due Fiori
大阪市北区 ドトールコーヒーショップ梅田シティ店
大阪市北区 なか卯 梅田太融寺店
大阪市北区 オーバカナル・梅田店
大阪市北区 グリル北斗星
大阪市北区 アマンテ
大阪市北区 美月
大阪市北区 ヒルトン大阪 川梅／傳火
大阪市北区 Cafe&Dining Valiente
大阪市北区 adee
大阪市北区 Bar Secret
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大阪市北区 北新地五鉄
大阪市北区 炉ばた 然家 新梅店
大阪市北区 西梅田 禅園
大阪市北区 Sky Bar & Lounge
大阪市北区 NAKANOSHIMA TERRACE # and me
大阪市北区 ワインショップ・エノテカ 大阪店
大阪市北区 BANCO
大阪市北区 タリーズコーヒー阪急うめだ本店8階
大阪市北区 NCB会館
大阪市北区 ローマ軒 大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 ニューナンバーワン
大阪市北区 焼肉いろり
大阪市北区 黒毛和牛焼肉肉處きっしゃん北新地店
大阪市北区 麺屋・國丸。梅田店。
大阪市北区 ビフテキのHibio スエヒロ天六店
大阪市北区 HACHI
大阪市北区 Ｈａｋｏｎｉｗａ
大阪市北区 鉄板焼 翔
大阪市北区 サーモンLabo 梅田店
大阪市北区 食道園 阪神梅田店
大阪市北区 大阪トンテキ駅前第3ビル店
大阪市北区 MEMBERS`BAR BunBun
大阪市北区 とり料理まつもと
大阪市北区 だし茶漬け＋肉うどん えん ルクア大阪店
大阪市北区 美食酒家ろくめい
大阪市北区 北新地七宝
大阪市北区 BELLA PORTO
大阪市北区 かきごおらん 
大阪市北区 金沢まいもん寿司ルクア大阪店
大阪市北区 どい亭HIKOBOSHI
大阪市北区 中国菜エスサワダ
大阪市北区 BAR WOODY KITASHINCHI
大阪市北区 ダーツバーＪＯ
大阪市北区 ひほはのTIRITORI
大阪市北区 ラウンジ桂
大阪市北区 ＣＬＵＢ ｃａｌｍ
大阪市北区 活魚専門 隆勢丸
大阪市北区 華風美食苑
大阪市北区 Double
大阪市北区 らーめん２国お初天神店
大阪市北区 串カツと小鉢マジマスタンド梅田
大阪市北区 侘助
大阪市北区 いし井Ｊｒ.
大阪市北区 福島あじ平 天神橋別邸
大阪市北区 プチ メール
大阪市北区 日々是好日
大阪市北区 MODEL KAMIYAMA
大阪市北区 天六うどん
大阪市北区 club Lily
大阪市北区 Campanella
大阪市北区 天祭
大阪市北区 喫茶サンシャイン
大阪市北区 AP GRILL
大阪市北区 ピルピル＆生ハム専門店LUPIN
大阪市北区 御影郷ふくじゅ
大阪市北区 釜山
大阪市北区 旧桜宮公会堂
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