
市町村名 施設名称

大阪市都島区 美味BMMY
大阪市都島区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋京橋駅北口店
大阪市都島区 カラオケステージROBO
大阪市都島区 Sweet Bar Chocolat
大阪市都島区 Buddy
大阪市都島区 創作料理 居酒屋 新徳
大阪市都島区 Lounge Pure
大阪市都島区 手打ちそば うどん処 志な乃
大阪市都島区 味彩
大阪市都島区 たまり
大阪市都島区 ジョニーのからあげ 都島店
大阪市都島区 BARラフテル
大阪市都島区 カラオケ喫茶コンパ
大阪市都島区 福すし
大阪市都島区 串カツ田中 京橋店
大阪市都島区 星空 居酒屋
大阪市都島区 セブンデイズ京橋
大阪市都島区 BAR FAIRY
大阪市都島区 snack muse
大阪市都島区 トリヤココロイヤル
大阪市都島区 スナック咲
大阪市都島区 Biranju
大阪市都島区 まんぷく屋ぎんなん
大阪市都島区 山商饂飩専門店
大阪市都島区 Bar 雫月-Shizuku-
大阪市都島区 串揚げまめの助
大阪市都島区 喫茶一番
大阪市都島区 御馳走よし春
大阪市都島区 ダアリーチェ
大阪市都島区 目利きの銀次
大阪市都島区 うさぎ
大阪市都島区 がっちゃん
大阪市都島区 スナックりぼん
大阪市都島区 京橋 京すし
大阪市都島区 BARコネクト
大阪市都島区 スタンドカッコ
大阪市都島区 和ごみ家 ぶん吉
大阪市都島区 食事飲処 菜
大阪市都島区 ゆっくりほっくり
大阪市都島区 AMMY
大阪市都島区 中華料理 天頂
大阪市都島区 ハイボール倶楽部THE ONE
大阪市都島区 はじめちゃん
大阪市都島区 シュシュ
大阪市都島区 大八
大阪市都島区 酒処AH
大阪市都島区 Voice
大阪市都島区 どら猫ロック
大阪市都島区 スナック ｙ２ club

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

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

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和4年9月9日公表分）

1 / 751 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）

大阪市都島区 美ら島真心
大阪市都島区 LADEMARMA LADE
大阪市都島区 そば処 なだ市
大阪市都島区 上杉屋
大阪市都島区 鉄板福山
大阪市都島区 極肉しゃぶ一
大阪市都島区 もとや南店
大阪市都島区 喫茶ブライト
大阪市都島区 フィリピン パブ マリン
大阪市都島区 焼き鳥酒場ゑん
大阪市都島区 Brodo
大阪市都島区 かしわ本舗とりいし 京橋店
大阪市都島区 ビストロ・ミショーレ
大阪市都島区 丸林 中央軒
大阪市都島区 一心
大阪市都島区 はる
大阪市都島区 京橋酒販
大阪市都島区 たこ焼き ZiPANG 都島店
大阪市都島区 NEWハワイ
大阪市都島区 frog houseーふろっぐはうすー
大阪市都島区 山とり
大阪市都島区 トタン
大阪市都島区 カラオケ喫茶コスモス
大阪市都島区 モンテプリモ
大阪市都島区 TOM DOOLEY
大阪市都島区 居酒屋いち
大阪市都島区 カラオケ喫茶ゴールド
大阪市都島区 カラオケ喫茶タムラ
大阪市都島区 IzumI Bar
大阪市都島区 たんたかたん
大阪市都島区 新和食きくい
大阪市都島区 立呑処 おかの
大阪市都島区 とり徹
大阪市都島区 魚と
大阪市都島区 スナック いづみ
大阪市都島区 焼肉さん八
大阪市都島区 かあちゃん。
大阪市都島区 岡室酒店
大阪市都島区 Rainbow
大阪市都島区 スナックゲット
大阪市都島区 grupetto
大阪市都島区 ＡＭＯＲ
大阪市都島区 すなっく よこはま
大阪市都島区 C・R・I・S
大阪市都島区 Wine Bar G
大阪市都島区 ギルガメ食堂
大阪市都島区 鉄板焼 かわち
大阪市都島区 ShotBar-DEN-
大阪市都島区 Ｎｉｎｏ Ｔｒａｖｉｅｓｏ 京橋
大阪市都島区 J'sBar
大阪市都島区 いかやきやまげん
大阪市都島区 チャンピオン 都島店
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大阪市都島区 スナックラパン
大阪市都島区 らーめん久味
大阪市都島区 Stare
大阪市都島区 ミミズク カフェ
大阪市都島区 第二道場
大阪市都島区 六三四家
大阪市都島区 スタンドバーじょうじ
大阪市都島区 DIAMOND DUST
大阪市都島区 カトゥーン
大阪市都島区 大衆酒場ハナシ
大阪市都島区 つるピカハゲ丸君
大阪市都島区 みのり
大阪市都島区 dog cafeBrilliantclub
大阪市都島区 手打ちそば 庄八
大阪市都島区 ペパーミント
大阪市都島区 59 KO-KUH
大阪市都島区 スナック ムーンリバー
大阪市都島区 串かつ 入江
大阪市都島区 Move On
大阪市都島区 きむらや
大阪市都島区 うなぎ専門店 紫煙
大阪市都島区 焼肉龍良
大阪市都島区 百里香
大阪市都島区 カラオケスタジオ西遊記
大阪市都島区 丸京
大阪市都島区 三代目かっちゃん
大阪市都島区 スナック茜
大阪市都島区 玄風館桜
大阪市都島区 家庭料理の店 居酒屋 醇
大阪市都島区 焼鳥こうちゃん
大阪市都島区 三陸寿し
大阪市都島区 ＫＡＮＳＡＩ
大阪市都島区 フィリピンパブ パガラプ
大阪市都島区 スナック 杏
大阪市都島区 AZ高倉店
大阪市都島区 Monチッち
大阪市都島区 すし政
大阪市都島区 PIZZERIA E TRATTORIA FORTISSMO 
大阪市都島区 飯時マム
大阪市都島区 Queen
大阪市都島区 焼肉 ちょうちん
大阪市都島区 鉄板ダイニング雅楽
大阪市都島区 串酒場チチカブ
大阪市都島区 popina Festina Lente
大阪市都島区 Indian Restaurant NISHAN
大阪市都島区 かくれ家
大阪市都島区 喰う道 都島店
大阪市都島区 大阪王将都島店
大阪市都島区 オコメノカミサマ
大阪市都島区 串屋長右衛門
大阪市都島区 はち。
大阪市都島区 グリルとおでん Kante.PJT
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大阪市都島区 m.smile
大阪市都島区 Mi来chan
大阪市都島区 ラウンジ真子
大阪市都島区 八宝亭
大阪市都島区 みつば
大阪市都島区 スナック えん
大阪市都島区 東大美
大阪市都島区 紀の国屋くっすー
大阪市都島区 わかば
大阪市都島区 居酒屋＆ダイニング優姫
大阪市都島区 ムーンリバー
大阪市都島区 海鮮酒場うっぱん
大阪市都島区 徳田酒店プロムナード店
大阪市都島区 ニュー柊
大阪市都島区 TONTEJI
大阪市都島区 イタリアンキッチン bel tempo
大阪市都島区 raise
大阪市都島区 BAR bless...
大阪市都島区 桃歌
大阪市都島区 エル・ワイズ ガレージファーストステージ
大阪市都島区 呑み処 ひさと
大阪市都島区 粉もん居酒屋玉chan
大阪市都島区 wish
大阪市都島区 炭火焼みや澤本店
大阪市都島区 またきてや
大阪市都島区 bar ChemmyKiller
大阪市都島区 Ｅｔｅｒｎａ
大阪市都島区 天ぷらとワイン小島 京橋店
大阪市都島区 ヘルシー焼肉八六都島店
大阪市都島区 Bar the Monarch
大阪市都島区 Ladies bar who
大阪市都島区 カラオケ さくら
大阪市都島区 とんかつの店ミヤコ
大阪市都島区 居酒屋 三ちゃん
大阪市都島区 さくらの都
大阪市都島区 オーガニック料理とお酒のお店旬彩ダイニングmanna
大阪市都島区 居酒屋こころ
大阪市都島区 AMARABALI
大阪市都島区 あい
大阪市都島区 明ごころ南店
大阪市都島区 鄙の味 三年
大阪市都島区 すし駒
大阪市都島区 KOTE
大阪市都島区 HISAKARRY
大阪市都島区 DiningBar Fe
大阪市都島区 揚鶏屋伊予
大阪市都島区 鴨屋鴨いち
大阪市都島区 立ち呑み処 酒のコニシ
大阪市都島区 ぼらっちゃ
大阪市都島区 ベトナム料理フォーベト
大阪市都島区 串かざり
大阪市都島区 ぷくぷく
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大阪市都島区 和Diningたちばな
大阪市都島区 立ち飲み居酒屋銀座ドラム缶 京橋店
大阪市都島区 ヤマニ
大阪市都島区 cocktail bar PTN
大阪市都島区 カウハウス
大阪市都島区 ケンちゃんたけちゃん
大阪市都島区 から揚げの天才都島店
大阪市都島区 中華料理店 鳳園
大阪市都島区 梅すし
大阪市都島区 肉バル×イタリアンRIVIO 京橋北店
大阪市都島区 PAPARACHIA
大阪市都島区 和風スナックぴん
大阪市都島区 もんじゃ BAR HybriD
大阪市都島区 立ち呑みチーター
大阪市都島区 旬菜酒房 くにこし
大阪市都島区 フード＆スタンドバー ３
大阪市都島区 和み立呑処六華
大阪市都島区 橙
大阪市都島区 bamboo kitchen
大阪市都島区 お好み焼太郎
大阪市都島区 むさし屋
大阪市都島区 立ち呑み居酒屋たく家
大阪市都島区 焼肉家げんちゃん
大阪市都島区 集い
大阪市都島区 ビストロＦ
大阪市都島区 遊食空間おかげさま
大阪市都島区 貴慶
大阪市都島区 京橋ベース・サンリンズ
大阪市都島区 お多福
大阪市都島区 美々
大阪市都島区 羅笑門
大阪市都島区 カレーハウスCoCo壱番屋都島区都島北通り店
大阪市都島区 イタリア酒場京橋ORA
大阪市都島区 炉端焼 桃太郎
大阪市都島区 カンペチャーノ
大阪市都島区 カラオケ喫茶 ハナイロ
大阪市都島区 中華料理まるはち
大阪市都島区 スターライト
大阪市都島区 あじさい
大阪市都島区 ルーア
大阪市都島区 おでん居酒屋パドッ区
大阪市都島区 立ち呑み処とん両
大阪市都島区 ＬＯＫＡＨＩ
大阪市都島区 片町弥ひろ
大阪市都島区 take-1
大阪市都島区 オレンジエプロン
大阪市都島区 居酒屋ヒラキ
大阪市都島区 Sameshima Coffee Roastery ANGLER
大阪市都島区 Bistrot glouton
大阪市都島区 人情屋台 龍虎
大阪市都島区 カラオケミヤコ
大阪市都島区 漁菜克献
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大阪市都島区 トヨクニコーヒー
大阪市都島区 gardendiningfuca
大阪市都島区 ありばば
大阪市都島区 光龍益
大阪市都島区 スナック恵理
大阪市都島区 牡丹江
大阪市都島区 鳥焼つきや
大阪市都島区 Bar WestField
大阪市都島区 イタリア食堂イルセルペンテ
大阪市都島区 から揚げ金と銀 京橋店
大阪市都島区 呑み喰い処 にしむら
大阪市都島区 SAKURA酒場
大阪市都島区 CHIKI CHIKI
大阪市都島区 ラウンジ忍
大阪市都島区 立喰焼肉ごぶ
大阪市都島区 Lady Bird
大阪市都島区 cafe陽香
大阪市都島区 一帆
大阪市都島区 隠れ処ちんねん
大阪市都島区 大和屋
大阪市都島区 酒バク
大阪市都島区 とり揚げと日本酒つかふき屋
大阪市都島区 すなっくすずらん
大阪市都島区 鶏と鰻四万十家
大阪市都島区 カラオケかなで
大阪市都島区 カトマンドゥドゥイ
大阪市都島区 明ごころ中店
大阪市都島区 お好み・鉄板焼き京橋KONOMU
大阪市都島区 豚ステーキ ブタのやーつ Bar story
大阪市都島区 憩い処 あや海
大阪市都島区 凪ＲＥＡＬ ＨＯＭＥ ＬＩＶＩＮＧ ＣＡＦＥ 
大阪市都島区 全力少女
大阪市都島区 ECODEN 京橋店
大阪市都島区 PHO34
大阪市都島区 グロヴナー・カフェ
大阪市都島区 桶屋乃隠居
大阪市都島区 LiveHouse Arc
大阪市都島区 スナック魔女
大阪市都島区 立呑専科力雅
大阪市都島区 浅い月会い
大阪市都島区 カラオケ喫茶 きらら
大阪市都島区 溺れる肴
大阪市都島区 PROTY
大阪市都島区 シィンコ エレメントス
大阪市都島区 和diningひで
大阪市都島区 桃虎
大阪市都島区 炭火焼肉 十八番
大阪市都島区 ちゅらさん
大阪市都島区 旬魚菜 天
大阪市都島区 juju
大阪市都島区 花
大阪市都島区 スペインバルmassa 京橋店
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大阪市都島区 Bar Preferir
大阪市都島区 Blue
大阪市都島区 メーベル
大阪市都島区 中華料理 平安
大阪市都島区 INDIANNEPALI SAGUN
大阪市都島区 おざわ商店 おざわコーヒ
大阪市都島区 都島 上邑
大阪市都島区 大阪からあげ研究所
大阪市都島区 毛利や 串よし 京橋店
大阪市都島区 ヒマラヤダイニング＆バー
大阪市都島区 炭火焼鳥まー坊
大阪市都島区 天竺伽哩AKASHA
大阪市都島区 Cafe＆Bistro Teto
大阪市都島区 Bar South
大阪市都島区 タイ料理 Manee Thai
大阪市都島区 麺屋きょうすけ都島店
大阪市都島区 ティーラウンジ みや古
大阪市都島区 ビストロみうら
大阪市都島区 BAR CHESTNUT
大阪市都島区 165club
大阪市都島区 ねぇやん部屋
大阪市都島区 バンクジョンソン
大阪市都島区 居酒屋ふぅ
大阪市都島区 恋人
大阪市都島区 おでん吉峰
大阪市都島区 鶏と豚マンバ
大阪市都島区 JoJi
大阪市都島区 麺屋もりき
大阪市都島区 とんまる
大阪市都島区 dining and beer BUZZ
大阪市都島区 徳田歌店
大阪市都島区 居酒屋きたろう
大阪市都島区 cafe MYCE
大阪市都島区 焼鳥 二度
大阪市都島区 BREEZIN'
大阪市都島区 music bar Hi-FIVE
大阪市都島区 宗ゆき
大阪市都島区 居酒屋マルセン
大阪市都島区 まいな MAINA
大阪市都島区 片町うお市本店
大阪市都島区 EI-KA
大阪市都島区 SHOOTING BAR FIVE
大阪市都島区 GRIFFON
大阪市都島区 飛騨・七輪
大阪市都島区 キッチンカリン
大阪市都島区 旬菜 世界一
大阪市都島区 COSCOクレープ
大阪市都島区 おく
大阪市都島区 呑み処京
大阪市都島区 お好み焼き鉄板焼きおかん家
大阪市都島区 弁けい庵
大阪市都島区 Bar Toddy
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大阪市都島区 ４１
大阪市都島区 シャトレーヌ
大阪市都島区 上海料理金国
大阪市都島区 寿司処あさひ奈
大阪市都島区 silver
大阪市都島区 SoundBarZERO
大阪市都島区 満家
大阪市都島区 カラオケスタジオハッピー
大阪市都島区 お好み焼き たえ
大阪市都島区 得一京橋
大阪市都島区 美味くらぶ
大阪市都島区 Good Enough Diner Kyobashi
大阪市都島区 田中屋
大阪市都島区 お祭りマンボ
大阪市都島区 RUSH
大阪市都島区 グリル的場 都島店
大阪市都島区 飲喰処 直
大阪市都島区 ＋Santsubo
大阪市都島区 DANS LE CIEL
大阪市都島区 地鶏焼肉くくる
大阪市都島区 旬菜ぼちぼち
大阪市都島区 ルームイン舞
大阪市都島区 CafeRuhe
大阪市都島区 ゾンビバーリボルバー
大阪市都島区 陸奥 柊
大阪市都島区 ホテルユーナスカフェ
大阪市都島区 日本酒場だくと
大阪市都島区 ACE
大阪市都島区 P&G
大阪市都島区 口八町 京橋店
大阪市都島区 いざ酒屋おきや
大阪市都島区 ハピネス
大阪市都島区 京橋東応援団 勝男
大阪市都島区 鉄板酒家おかえり
大阪市都島区 THE DRINK BOX. KiKi京橋店
大阪市都島区 Powerful Bomber
大阪市都島区 カラオケ喫茶 佳延
大阪市都島区 鳥八
大阪市都島区 PEONY
大阪市都島区 肉バル×イタリアンRIVIO
大阪市都島区 BAR瓢
大阪市都島区 ひですし
大阪市都島区 大京クラブ
大阪市都島区 FiL et FiL
大阪市都島区 ふぁっくるべりぃ
大阪市都島区 味好
大阪市都島区 花音
大阪市都島区 屋台居酒屋金太屋
大阪市都島区 Barあたい
大阪市都島区 かすみや片町
大阪市都島区 JUN
大阪市都島区 カラオケ喫茶ルージュ
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大阪市都島区 えむのみせ
大阪市都島区 片町バルフィンガーファイブ
大阪市都島区 ニコラ・トラサルディー
大阪市都島区 BURGER PRODUCTS
大阪市都島区 601Cafe...and Bar
大阪市都島区 焼き鶏 鶏ざ
大阪市都島区 サクサク亭 京橋本店
大阪市都島区 ABC倶楽部
大阪市都島区 JAN☆JAN
大阪市都島区 銭屋片町店
大阪市都島区 カメちゃん 京橋店
大阪市都島区 スナックしげ
大阪市都島区 Darts House Reve
大阪市都島区 HOSULI BAKERY+CAFE
大阪市都島区 焼肉正
大阪市都島区 スナック仁美
大阪市都島区 京橋テッパン食堂ＥＦ
大阪市都島区 居酒屋 安さん
大阪市都島区 居酒屋 かず枝
大阪市都島区 カラオケ居酒屋 せっせっせ
大阪市都島区 りおん
大阪市都島区 洋酒喫茶ニューリド
大阪市都島区 駄菓子BARウサギ堂ZZ
大阪市都島区 レストランかめや
大阪市都島区 レストランスナック有明
大阪市都島区 美ら海
大阪市都島区 陸奥 こむらさき
大阪市都島区 ゆーでるらんど都
大阪市都島区 海鮮浜焼き串カツGOKIGEN
大阪市都島区 GOURD
大阪市都島区 喫茶たんぽぽ
大阪市都島区 居酒屋 華
大阪市都島区 maren
大阪市都島区 カフェカルム
大阪市都島区 駄菓子BARウサギ堂
大阪市都島区 らーめんはまやま
大阪市都島区 SEASKY
大阪市都島区 たこやき風風 野江内代店
大阪市都島区 AGGRE cafe the terrace
大阪市都島区 立ち寿司 まぐろ一徹 京橋店
大阪市都島区 カラオケシャトー うたっちゃえ
大阪市都島区 馬肉料理 りょう馬
大阪市都島区 あざみ
大阪市都島区 風の街京橋店
大阪市都島区 旬楽ごはん和和
大阪市都島区 ふぐ屋とら乃介
大阪市都島区 イタリア・レストラン・レプレ
大阪市都島区 花殿 京橋京阪モール店/花様 京橋京阪モール店
大阪市都島区 楽食居酒屋 このみ 京橋支店
大阪市都島区 カラオケステージ ダイアナ
大阪市都島区 さかなや
大阪市都島区 ぎん庵
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大阪市都島区 とっつぁん京橋店
大阪市都島区 格安王将 都島店
大阪市都島区 大阪王将 京橋店
大阪市都島区 穴場 桜ノ宮店
大阪市都島区 ロッキンシティ
大阪市都島区 牛角 京橋駅前店
大阪市都島区 千房京橋京阪モール支店
大阪市都島区 絆
大阪市都島区 ＪＯＹ風月風の街京橋飛騨店
大阪市都島区 穴場 都島店
大阪市都島区 鶴橋風月 京橋店
大阪市都島区 つけそばmaren
大阪市都島区 韓国食堂 ココ
大阪市都島区 しあわせ料理 萬てん
大阪市都島区 京橋うどん
大阪市都島区 赤垣屋京橋店
大阪市都島区 ジャンルプラン都島店
大阪市都島区 焼肉ホルモンまるよし精肉店 都島店
大阪市都島区 地魚酒場 魚八商店 京橋店
大阪市都島区 カラオケ．スナック 五六八
大阪市都島区 忘我京橋店
大阪市都島区 木乃実本店
大阪市都島区 京橋スキャンダル
大阪市都島区 にこにこハウス
大阪市都島区 サイゼリヤ京橋コムズガーデン
大阪市都島区 満ぞく屋
大阪市都島区 サイゼリヤベルファ都島
大阪市都島区 ドトールコーヒーショップ大阪京橋店
大阪市都島区 和風食事処味
大阪市都島区 餃子のぱくぱく
大阪市都島区 南おたり
大阪市都島区 大善屋
大阪市都島区 海鮮おどりや市場
大阪市都島区 丸源ラーメン都島店
大阪市都島区 うどんそば今日亭
大阪市都島区 浜焼き海鮮居酒屋 海民
大阪市都島区 杉の子パート2
大阪市都島区 スターバックスコーヒー京橋京阪モール店
大阪市都島区 ガスト毛馬店
大阪市都島区 炭火焼鳥とりだん京橋店
大阪市都島区 旬ごはん ほのぼの
大阪市都島区 明月館京橋店
大阪市都島区 カレーハウス ＣＯＣＯ壱番屋 都島インター店
大阪市都島区 立ち呑み天ぷら魚漁
大阪市都島区 鹿児島地鶏ラーメン ちらん
大阪市都島区 ジャンボカラオケ広場 京橋1号店
大阪市都島区 鉄板肉酒場 LOVE＆２９ 京橋店
大阪市都島区 スタンドBゆきちゃん
大阪市都島区 スターバックスコーヒー京阪京橋駅片町口店
大阪市都島区 サウナ・グランシャトー
大阪市都島区 正ラム屋
大阪市都島区 ゑびすうどん
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大阪市都島区 宮崎県日向市 塚田農場 京橋店
大阪市都島区 京橋ササラ
大阪市都島区 RAITO
大阪市都島区 あん
大阪市都島区 喫茶スワン京橋店
大阪市都島区 博多もつ鍋やまや京阪京橋店
大阪市都島区 一生懸麺
大阪市都島区 ミスタードーナツ京橋コムズガーデン
大阪市都島区 ゆずの小町 京橋
大阪市都島区 あん焼き焼きそば 陳麻婆豆腐 ＳＴＯＲＭ
大阪市都島区 鳥の巣 京橋店
大阪市都島区 ホリエストア
大阪市都島区 立ち呑み庶民 京橋店
大阪市都島区 京橋二刀流
大阪市都島区 やっぱりステーキ 京橋駅前店
大阪市都島区 はしま
大阪市都島区 ポムの樹 京橋京阪モール店
大阪市都島区 大阪王 京橋総本店
大阪市都島区 但馬屋 都島
大阪市都島区 薩摩ごかもん 京橋本店
大阪市都島区 なかの家 京橋店
大阪市都島区 京松蘭 本店
大阪市都島区 まつい亭
大阪市都島区 京橋 焼肉一丁
大阪市都島区 別館平八亭
大阪市都島区 心斎橋ミツヤ 京阪モール店
大阪市都島区 モスバーガー都島店
大阪市都島区 らーめん古潭
大阪市都島区 七津屋
大阪市都島区 京橋ハラミ屋
大阪市都島区 焼肉ふうふう亭 京橋店
大阪市都島区 ジラフ京橋浪漫 東口店
大阪市都島区 北の家族 京橋コムズガーデン店
大阪市都島区 トリワインPIKOSHHHU
大阪市都島区 二升五合
大阪市都島区 ほてい寿司
大阪市都島区 立呑み処七津屋
大阪市都島区 コカルド ラ・テラス
大阪市都島区 板前焼肉一斗 京橋店
大阪市都島区 志なのすけ京橋店
大阪市都島区 ロイヤルホスト都島店
大阪市都島区 海鮮 とと丸
大阪市都島区 スナック フロンティア
大阪市都島区 テラス
大阪市都島区 かごの屋都島店
大阪市都島区 MIDNIGHT MAISON MB
大阪市都島区 手作り料理 エスタミネ
大阪市都島区 昭和大衆ホルモン 京橋店
大阪市都島区 PISOLA京橋店
大阪市都島区 武田水軍 京橋店
大阪市都島区 かごの屋京橋東野田店
大阪市都島区 鳥貴族 京橋北店
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大阪市都島区 でん
大阪市都島区 食堂カフェpotto都島店
大阪市都島区 club-D
大阪市都島区 リンコンカタルーニャ
大阪市都島区 旨いもんや つかさ
大阪市都島区 やきとり正や
大阪市都島区 都そば 京阪京橋店
大阪市都島区 炭火焼鳥真骨鳥 京橋店
大阪市都島区 HUB京阪京橋店
大阪市都島区 徳田酒店片町店
大阪市都島区 洋麺屋五右衛門京橋店
大阪市都島区 Osaka Osake Dining 鶫
大阪市都島区 味一
大阪市都島区 丸藤
大阪市都島区 鳥せい京橋店
大阪市都島区 クレージーホース
大阪市都島区 ミスタードーナツ都島ショップ
大阪市都島区 家族亭 京橋店
大阪市都島区 秋吉京橋コムズガーデン店
大阪市都島区 みやび レストラン
大阪市都島区 焼鳥凡僧都島店
大阪市都島区 赤から京橋駅前店
大阪市都島区 焼肉ホルモン にくろう
大阪市都島区 居酒屋 歩一歩
大阪市都島区 はーばーど
大阪市都島区 丸徳
大阪市都島区 京ちゃばな 京橋京阪モール店
大阪市都島区 ドレミ
大阪市都島区 居酒屋 大黒 京橋
大阪市都島区 飲み処 食べ処 ほっと
大阪市都島区 ビッグエコー京橋京阪モール前店
大阪市都島区 焼肉 三福園
大阪市都島区 鮨・酒・肴 杉玉 京橋
大阪市都島区 駅前酒場松井
大阪市都島区 ビッグエコーＪＲ京橋駅前店
大阪市都島区 鳥貴族 京橋南店
大阪市都島区 蜜家珈琲店 京橋店
大阪市都島区 NYX
大阪市都島区 みんみん京橋店
大阪市都島区 そば工房宝山
大阪市都島区 自然海料理小太郎
大阪市都島区 やよい軒京橋店
大阪市都島区 文の助茶屋 モール京橋店
大阪市都島区 鶴丸製麺ベルファ都島店
大阪市都島区 徳田酒店京橋本店
大阪市都島区 焼味尽本舗京橋本店
大阪市都島区 天下の台所 大起水産 京橋店
大阪市都島区 旬彩鮮魚 居酒屋 漁り火
大阪市都島区 おんどり庵 都島店
大阪市都島区 有明・宝山
大阪市都島区 栄鮓・庄屋はん 京橋店
大阪市都島区 明ごころ本店

12 / 751 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）

大阪市都島区 中華料理 隨心亭
大阪市都島区 コリアンダイニング李朝園 京橋店
大阪市都島区 てっぱん居酒屋 こてこて 都島店
大阪市都島区 海鮮三崎港 京橋コムズガーデン
大阪市都島区 京橋酒場 情熱ホルモン
大阪市都島区 麺家京橋東西線
大阪市都島区 クリスピー・クリーム・ドーナツ 京橋京阪モール店
大阪市都島区 赤のれん
大阪市都島区 酒の大丸
大阪市都島区 Bar YMT
大阪市都島区 焼鳥懐石秀吉
大阪市都島区 和風肉匠 六感
大阪市都島区 わらじの樹
大阪市都島区 煮干しらーめん玉五郎 京橋店
大阪市都島区 和風バール「鳥羽屋」
大阪市都島区 居酒屋尾留
大阪市都島区 酒房まつい
大阪市都島区 肉師じじい
大阪市都島区 昇龍軒
大阪市都島区 ハマヤ
大阪市都島区 麺スタイル林
大阪市都島区 BAR AZ
大阪市都島区 Tiara
大阪市都島区 IZAKAYA MARU 
大阪市都島区 立ち呑み処にしの
大阪市都島区 信州そば処そじ坊
大阪市都島区 鳥貴族 都島店
大阪市都島区 居酒屋 若林
大阪市都島区 味楽亭
大阪市都島区 スナックピュア
大阪市都島区 上海ママ料理
大阪市都島区 自家製麺杵屋
大阪市都島区 吉ヒロ
大阪市都島区 BAR琥珀
大阪市都島区 DIY＆CAFE AREA8
大阪市都島区 サーティワンアイスクリーム ベルファ都島店
大阪市都島区 きらく
大阪市都島区 外呑・立呑・座呑処 新橋へそ 京橋店
大阪市都島区 鮨 Sublime
大阪市都島区 梅の花京橋店
大阪市都島区 餃子の王将 京橋駅前店
大阪市都島区 アフタヌーンティー・ティールーム 京橋京阪モール
大阪市都島区 レモホル酒場×Mr.チージュ エル京橋店
大阪市都島区 tables cook & jonathan's bookstore
大阪市都島区 ほっこり家
大阪市都島区 珈琲専門店 クレセント
大阪市都島区 BROWN CAFE/BAR
大阪市都島区 Ｄｒｉｐ－Ｘ－Ｃａｆｅヴィアイン京橋
大阪市都島区 吉野家 大阪京橋店
大阪市都島区 セルフマン
大阪市都島区 鶏っく 京橋
大阪市都島区 Baby  coco
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大阪市都島区 喫茶・軽食ファミリー
大阪市都島区 お富
大阪市都島区 ちょいバル屋いいんちょう
大阪市都島区 インド料理アルナーチャラム
大阪市都島区 ３・６・５酒場京橋店
大阪市都島区 en
大阪市都島区 肉料理バル ナチュールワイン ６３４
大阪市都島区 ジャンボカラオケ広場 京橋本店
大阪市都島区 光
大阪市都島区 新世界もつ鍋屋 京橋店
大阪市都島区 徳田厨房
大阪市都島区 蘭州ラーメン
大阪市都島区 すし 繁鮨
大阪市都島区 中華料理 桃園
大阪市都島区 しろくまストア京橋店
大阪市都島区 吉野家 都島店
大阪市都島区 寿司処 翔海
大阪市都島区 Growthdeux
大阪市都島区 Chill out
大阪市都島区 マクドナルド 都島ベルファ店
大阪市都島区 Ｃａｆｅ Ｓａｉｋａｉ
大阪市都島区 鳥貴族 京橋西店
大阪市都島区 Hasu はす
大阪市都島区 炭火焼肉じゅじゅ庵 京橋店
大阪市都島区 サンペイ
大阪市都島区 マクドナルド 京橋店
大阪市都島区 カンペチャーノ
大阪市都島区 炭火焼鳥なかんむり
大阪市都島区 とんかつ三谷
大阪市都島区 燈舎
大阪市都島区 ケンタッキーフライドチキン 京橋店
大阪市都島区 もとや
大阪市都島区 ヴァンガード
大阪市都島区 赤から京橋店
大阪市都島区 TAJIRI大阪京橋店
大阪市都島区 海鮮処 とも吉 京橋店
大阪市都島区 松屋京阪京橋店
大阪市都島区 炭火焼鳥 吉鳥 都島本通店
大阪市都島区 居酒屋ちょーでー
大阪市都島区 小料理屋温
大阪市都島区 IRIETIME 
大阪市都島区 Joyeux Noel
大阪市都島区 がんこコムズ京橋店
大阪市都島区 International Bunka Bar
大阪市都島区 道頓堀赤鬼青鬼
大阪市都島区 Bar Chelsea
大阪市都島区 うわさの姫子
大阪市都島区 立ち呑みとおる
大阪市都島区 カラオケ喫茶栞
大阪市都島区 薩摩の久保
大阪市都島区 Craft Beer Spot Hathor
大阪市都島区 カラオケコンポ
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大阪市都島区 YATALA お好み家
大阪市都島区 お好み焼ききよ
大阪市都島区 ガスト都島本通店
大阪市都島区 炭や吟蔵
大阪市都島区 色鷄
大阪市都島区 ギルドの酒場
大阪市都島区 京屋本店
大阪市都島区 フラミンゴ
大阪市都島区 Bar Rabbit
大阪市都島区 Poppin' Ｔime
大阪市都島区 韓国バルハラペコ
大阪市都島区 焼肉かずちゃん
大阪市都島区 たこ焼き居酒屋 美輝
大阪市都島区 Booters
大阪市都島区 大衆牛串うねり
大阪市都島区 たこ焼まっちゃん
大阪市都島区 cocoro 心
大阪市都島区 中華料理 桜ノ宮 大王
大阪市都島区 つり鮮
大阪市都島区 七輪焼肉安安京橋店
大阪市都島区 ラブ
大阪市都島区 スナック青山
大阪市都島区 フォーカス
大阪市都島区 スナック new ハイハイ
大阪市都島区 土間土間 京橋店
大阪市都島区 カラオケ喫茶&スナック ランバダ
大阪市都島区 すなっくえむ
大阪市都島区 大起水産回転寿司 京橋店
大阪市都島区 ぶりやチカチキン京橋店
大阪市都島区 マクドナルド 都島駅前店
大阪市都島区 こがんこ 京橋店
大阪市都島区 大同門 京橋店
大阪市都島区 松屋京橋南店
大阪市都島区 近江牛ホルモン二代目次郎 京橋店
大阪市都島区 播鳥 京橋店
大阪市都島区 アンティカトラットリアクロノ
大阪市都島区 インドネパールレストランスミタ
大阪市都島区 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ京阪京橋駅前店
大阪市都島区 京橋ちくも
大阪市都島区 ｓａｋｕｓａｋｕ
大阪市都島区 お食事処てる
大阪市都島区 ヨノパブ 京橋
大阪市都島区 しんちゃん京橋店
大阪市都島区 ニュー姉妹
大阪市都島区 pinkaspara
大阪市都島区 くずし肉割烹とろにく
大阪市都島区 道頓堀 くくるたこ家
大阪市都島区 ミラクル
大阪市都島区 すし中
大阪市都島区 RehearsalStudioBar monochrome
大阪市都島区 鉄板バル 炎
大阪市都島区 さかば おやじ 立呑み
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大阪市都島区 中国菜飯 味らい
大阪市都島区 酒楽集彩といろ
大阪市都島区 大番
大阪市都島区 シェフ'sキッチン ポルナレフ
大阪市都島区 ほそ道
大阪市都島区 ジョリーパスタ都島店
大阪市都島区 焼肉富士
大阪市都島区 韓国炉端明月
大阪市都島区 すき家 都島本通店
大阪市都島区 とんかつとん太本店
大阪市都島区 肉と麺と
大阪市都島区 居酒屋 とよ
大阪市都島区 焼肉ホルモン牛蔵 京橋店
大阪市都島区 じゃんぼ総本店京橋駅前店
大阪市都島区 かぐら
大阪市都島区 八丁味處 串の坊 京橋店
大阪市都島区 串焼きホルモンミカン
大阪市都島区 ポケット
大阪市都島区 SWING
大阪市都島区 京橋真道
大阪市都島区 スナックパブ さつまや
大阪市都島区 焼肉の福福 京橋店
大阪市都島区 ラーメン味都虎と龍
大阪市都島区 DELI
大阪市都島区 errante
大阪市都島区 RICHMAN
大阪市都島区 丸安
大阪市都島区 めしや宮本むなし 京阪京橋駅前店
大阪市都島区 焼肉レストラン松井
大阪市都島区 海千山千番長 京橋北店
大阪市都島区 髙橋酒店
大阪市都島区 小料理藤
大阪市都島区 ロビン
大阪市都島区 カフェ英國屋コムズガーデン店
大阪市都島区 徳田酒店京阪高架下店
大阪市都島区 居酒屋驫
大阪市都島区 新世界じゃんじゃん横丁 串かつ 勝大 京橋店
大阪市都島区 カラオケルームうたばか
大阪市都島区 らーめん日出屋
大阪市都島区 スナックジェラシー
大阪市都島区 赤鶏 はるか
大阪市都島区 和菜むすび
大阪市都島区 一軒め酒場 エル京橋店
大阪市都島区 九州らーめん亀王 京橋店
大阪市都島区 一方通行
大阪市都島区 遊空間goo
大阪市都島区 のみすけ
大阪市都島区 やま小屋
大阪市都島区 Ｌｕａｉｎａ
大阪市都島区 串かつキャメルクラッチ京橋らくだや
大阪市都島区 PUB LOUNGE QOO
大阪市都島区 ぎょうざの満洲 ＪＲ京橋駅店
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大阪市都島区 HybriD
大阪市都島区 薩摩乃蔵
大阪市都島区 炭火料理東や
大阪市都島区 味食工房あじあん
大阪市都島区 新福菜館京橋店
大阪市都島区 はま寿司都島本通店
大阪市都島区 なか卯 都島本通店
大阪市都島区 大衆酒場いごっそー
大阪市都島区 いち味
大阪市都島区 焼麺王京阪京橋
大阪市都島区 居酒屋 クエ
大阪市都島区 たこ焼 くれおーる 新京橋店
大阪市都島区 Bar Olive
大阪市都島区 とんかつＫＹＫ京阪京橋店
大阪市都島区 花丸軒 毛馬店
大阪市都島区 有う希
大阪市都島区 らぽっぽファーム京阪京橋駅店
大阪市都島区 フジフランス
大阪市都島区 MM GRILL&CAFE
大阪市都島区 わらじや
大阪市都島区 京橋炉端焼ロバ
大阪市都島区 九州うまか 京橋
大阪市都島区 すき家 都島IC店
大阪市都島区 MERRY GREEN
大阪市都島区 しゃぶしゃぶやすだ
大阪市都島区 回転寿司ととぎん 都島店
大阪市都島区 長一 桜ノ宮店
大阪市都島区 カルピハウス青山
大阪市都島区 おおくぼ
大阪市都島区 さかなや京阪京橋店
大阪市都島区 焼肉牛王
大阪市都島区 ナイトスポット じゅんこ
大阪市都島区 銀座いち五
大阪市都島区 カレーライスの印度屋 京橋店
大阪市都島区 居酒屋よこちょう
大阪市都島区 Ｃｏｃｏキッチン
大阪市都島区 満マル 京橋コムズガーデン店
大阪市都島区 ボードゲームバーボーダレス
大阪市都島区 炭火とワイン京橋店
大阪市都島区 鳥正
大阪市都島区 スナック 釜山
大阪市都島区 太っ腹
大阪市都島区 ベルノヨリドコロ
大阪市福島区 福島 バル肉寿司
大阪市福島区 福島すじ平
大阪市福島区 Kimagure French黒猫
大阪市福島区 チャイニーズ芹菜
大阪市福島区 さくら
大阪市福島区 炭火やき鳥かちがらす 福島店
大阪市福島区 Modern Thai CIEL
大阪市福島区 お気楽酒場しろまる２５
大阪市福島区 隠れ家創作餃子クウカイ
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大阪市福島区 大阪食酒リエカオ
大阪市福島区 マルガリータ 野田
大阪市福島区 牛雲
大阪市福島区 活魚と旨い肉わが家
大阪市福島区 Restaurant ＆ Bar PLUS e CLOSS 
大阪市福島区 やきとり番長 福島店
大阪市福島区 丸一鮓
大阪市福島区 トミ
大阪市福島区 大西亭
大阪市福島区 将棋barルゥク
大阪市福島区 酒縁ゆるり
大阪市福島区 SaKuRa
大阪市福島区 リッチ3番館
大阪市福島区 お好み焼き 千代
大阪市福島区 大阪王将 野田店
大阪市福島区 楽
大阪市福島区 餃子 さんかく
大阪市福島区 ポポ
大阪市福島区 遊食楽酒かた野
大阪市福島区 初雪食堂
大阪市福島区 鶏や一十
大阪市福島区 カラオケ喫茶ら・ら・ら
大阪市福島区 かしわや闘鶏
大阪市福島区 とりとんちゃん
大阪市福島区 創作和匠なかしま
大阪市福島区 大阪成吉思汗ひつじ倶楽部
大阪市福島区 キッチン菜花実
大阪市福島区 やまとラーメン香雲堂 野田阪神店
大阪市福島区 しゃぶしゃぶ じゃこう
大阪市福島区 PROSCIUTTERIA Y
大阪市福島区 生姜料理ぬくり
大阪市福島区 キラワレ餃子
大阪市福島区 お好み酒家ん福島店
大阪市福島区 新福島たいよう
大阪市福島区 赤垣屋野田阪神店
大阪市福島区 CAFE & DINER K's
大阪市福島区 鉄板酒場ちょいちょい
大阪市福島区 鳥まる 新福島店
大阪市福島区 ざこば鮨本店
大阪市福島区 大衆ホルモン金ちゃん福島style
大阪市福島区 ミックステイスト
大阪市福島区 BonRepas
大阪市福島区 Bar Speakeasy
大阪市福島区 tsubakiya
大阪市福島区 スナック華
大阪市福島区 二軒目
大阪市福島区 草鍋えんや 野田店
大阪市福島区 匡ちゃん
大阪市福島区 てんてん
大阪市福島区 地下の店
大阪市福島区 TOY BOX-OSAKA-
大阪市福島区 マンマパルマ
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大阪市福島区 けんしん亭 新福島
大阪市福島区 FlowerQuiche 本店
大阪市福島区 メキシコビーフ鉄板食堂aprecio
大阪市福島区 オリーブ
大阪市福島区 お食事処酒処うえ河
大阪市福島区 バーカモメ
大阪市福島区 スナック ASUKA
大阪市福島区 浄正
大阪市福島区 九州ラーメン 片岡製作所
大阪市福島区 四川と小吃 奏煖
大阪市福島区 DAIDOKORO
大阪市福島区 若葉屋福島2号店
大阪市福島区 鶏寅陽
大阪市福島区 Fish&Meat HANDS
大阪市福島区 BAR The Hit Factory
大阪市福島区 カラオケ村井
大阪市福島区 鮨さえき
大阪市福島区 ビアーズ
大阪市福島区 3F bar Match
大阪市福島区 SPINY OYSTER BAR
大阪市福島区 蕎麦小山
大阪市福島区 鉄板厨房広島焼きお多福
大阪市福島区 香港小菜LEE
大阪市福島区 ボン・マルシェ食堂
大阪市福島区 Mealthy
大阪市福島区 ぷーれ
大阪市福島区 割烹ふくすけ
大阪市福島区 旬彩和央
大阪市福島区 酒と肴と旨いもん 笑緒一
大阪市福島区 よしこ
大阪市福島区 串焼き鳥 囲路裏
大阪市福島区 焼肉ひかり
大阪市福島区 炉端食堂すすむ
大阪市福島区 季節の手料理右近
大阪市福島区 CASA grande
大阪市福島区 頂
大阪市福島区 Ba-r anb-
大阪市福島区 Bar  Northpole
大阪市福島区 肴・和洋酒マツケン
大阪市福島区 彩月
大阪市福島区 Alla Pace
大阪市福島区 糀矢商店
大阪市福島区 REIMS
大阪市福島区 PALM1987
大阪市福島区 BAR B and B
大阪市福島区 エンドウ豆の花
大阪市福島区 阿波尾鶏やきとり のん吉
大阪市福島区 サーモンバルパーシャ
大阪市福島区 壱丸ラーメン
大阪市福島区 和風やすらぎカルモ
大阪市福島区 スタジオJBL
大阪市福島区 焼 野田阪神店
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大阪市福島区 BASEBALL BAR Gee
大阪市福島区 食堂タボリノ
大阪市福島区 炉ばた のんき
大阪市福島区 DUKES
大阪市福島区 鉄板屋欣
大阪市福島区 黄味鶏
大阪市福島区 和食ふくみ
大阪市福島区 家庭料理ひよ子
大阪市福島区 Sharuru
大阪市福島区 釜飯と割烹料理のお店KIRAKU
大阪市福島区 セカンドスペース
大阪市福島区 オペレッタ５２福島店
大阪市福島区 ラウンジ ピアディ
大阪市福島区 珈琲と定食MoRiSaN
大阪市福島区 kabato
大阪市福島区 鳥まる 聖天通店
大阪市福島区 鉄板焼・もんじゃ焼 西屋 福島店
大阪市福島区 食鮮菜 啓
大阪市福島区 中之島酒堂
大阪市福島区 一品料理かっぱ
大阪市福島区 千陽 福島店
大阪市福島区 スナックRei
大阪市福島区 立呑みぱぐちゃん
大阪市福島区 The Blackstock
大阪市福島区 うたのや
大阪市福島区 みつ星製麵所
大阪市福島区 てんぷら敬
大阪市福島区 味十味
大阪市福島区 炭火焼鳥 政
大阪市福島区 あさ川
大阪市福島区 麺屋玄武
大阪市福島区 ラ ピッツァーニャ メル テッキリ オッソ
大阪市福島区 別邸三く
大阪市福島区 てんびん
大阪市福島区 串かつ場ぁ聖天堂 福島本店
大阪市福島区 串カツ酒場福島店
大阪市福島区 SeveN
大阪市福島区 炭火と酒とげんげん
大阪市福島区 居酒屋旬花
大阪市福島区 透泉
大阪市福島区 LA BEL
大阪市福島区 ちゃあ屋
大阪市福島区 Amusement Bar K-style
大阪市福島区 BLUE MOON
大阪市福島区 スナック憩
大阪市福島区 コントデュヴァン
大阪市福島区 Oshima
大阪市福島区 すなっくふみ
大阪市福島区 浪花の立呑み德
大阪市福島区 すし地車
大阪市福島区 おかめ
大阪市福島区 HASE
大阪市福島区 Cocode
大阪市福島区 まぜ麺mahoroba
大阪市福島区 ふくみ屋 焼肉野田店
大阪市福島区 くらむぽん お酒とそのおともだち
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大阪市福島区 自遊空間
大阪市福島区 しづき
大阪市福島区 自分酒場 大人のフードコート 福島店
大阪市福島区 酒場 ぶらり
大阪市福島区 西洋料理コンフェイト金平糖
大阪市福島区 博多中州ぢどり屋野田阪神店
大阪市福島区 ほろよい酒場やんと
大阪市福島区 こっそりカレー
大阪市福島区 STAND TIGER TIGER
大阪市福島区 やきとり正や福島店
大阪市福島区 どにを
大阪市福島区 ふくみ屋 野田店
大阪市福島区 中華たこ焼きキラク
大阪市福島区 roommaru703
大阪市福島区 居酒屋ENO
大阪市福島区 BOW 
大阪市福島区 レストランノンナ（nonna）
大阪市福島区 酔歌
大阪市福島区 焼とり赫色
大阪市福島区 秋久
大阪市福島区 肴時々酒 海市
大阪市福島区 立食焼肉一穂 福島店
大阪市福島区 はち福
大阪市福島区 家庭料理英
大阪市福島区 えぷろん
大阪市福島区 馬鹿羅＇ｓ
大阪市福島区 グリルニュートモヒロ
大阪市福島区 花川
大阪市福島区 イタリアンバールミーオ
大阪市福島区 韓国料理ハルバン福島店
大阪市福島区 すし青木
大阪市福島区 cana
大阪市福島区 CAFEBEATO
大阪市福島区 カールズリンク
大阪市福島区 笑合幸
大阪市福島区 カラオケルーム&スナック プリティウーマン
大阪市福島区 沖濱そば
大阪市福島区 暖らん処 柚ぅ菜
大阪市福島区 THIRD STONE 福島店
大阪市福島区 BAR ARNECK
大阪市福島区 ニュー一富士
大阪市福島区 バーエム
大阪市福島区 ダイガク
大阪市福島区 加津屋
大阪市福島区 ふくみ屋 宅配センター
大阪市福島区 カフェうえすたん
大阪市福島区 地獄谷カラオケバーつーやん
大阪市福島区 沖縄料理呑処まいど
大阪市福島区 森ん蔵
大阪市福島区 BAR マスカレード
大阪市福島区 Cafe&Bar TREE BAR
大阪市福島区 coti
大阪市福島区 ウィズ
大阪市福島区 おばんざいと炭火焼き亀太郎
大阪市福島区 Gloss
大阪市福島区 WHITE KICHEN低糖質食専門店byローカーボキッチン然
大阪市福島区 焼肉萬兆
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大阪市福島区 竹之内
大阪市福島区 日本盛
大阪市福島区 和魂
大阪市福島区 炭火焼鳥鉄カブト
大阪市福島区 利き酒bar花音
大阪市福島区 スナック愛
大阪市福島区 Jannah
大阪市福島区 F's stones
大阪市福島区 BAR顔２４ｍｏｔｏ
大阪市福島区 STUDIO BAR ALDO
大阪市福島区 福島酒場 情熱ホルモン
大阪市福島区 びーどろ亭
大阪市福島区 鮨永吉
大阪市福島区 串焼酒家多幸吉
大阪市福島区 La Calletta
大阪市福島区 けとばし屋はなれ
大阪市福島区 釣りバカ居酒屋たけ家ん
大阪市福島区 7/Na
大阪市福島区 炭焼居酒屋もりを
大阪市福島区 Slow Cafe
大阪市福島区 鷺洲 やまがそば
大阪市福島区 via del emme
大阪市福島区 マリリン・モンロー
大阪市福島区 CHILLHOUSE
大阪市福島区 鯖とか烏賊とか真とか
大阪市福島区 カレー&バーマンマ
大阪市福島区 炭火焼鳥はれるや
大阪市福島区 さくちゃん
大阪市福島区 海鮮居酒屋 ありあけ
大阪市福島区 鶏と魚 かしわ木
大阪市福島区 Oggi
大阪市福島区 ぎんがだむ
大阪市福島区 Bar&Dining HIMAWARI
大阪市福島区 サーレアンドペペ
大阪市福島区 日本酒弘大
大阪市福島区 天武亭 征家
大阪市福島区 中華食堂マルイチ
大阪市福島区 串天ぷらと日本酒バルかぐら
大阪市福島区 シニア倶楽部遊時
大阪市福島区 鳥屋台囃屋
大阪市福島区 ＣＡＦＥ香福
大阪市福島区 カルカッタキッチンALISA
大阪市福島区 豆房
大阪市福島区 あやぐ
大阪市福島区 a poco!
大阪市福島区 お好み焼じゅん
大阪市福島区 BAR 㐂坐吽
大阪市福島区 地獄谷冥土バー
大阪市福島区 Teppan Grill Grillia
大阪市福島区 呑処 やまもと
大阪市福島区 あん
大阪市福島区 屋台ラーメンまる徳
大阪市福島区 大丸屋
大阪市福島区 Bar 土器
大阪市福島区 焼肉いずみ
大阪市福島区 花
大阪市福島区 焼肉 こいちゃん
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大阪市福島区 ニクベエ
大阪市福島区 野良り
大阪市福島区 鶴心
大阪市福島区 茶園町かたえ
大阪市福島区 四季おりおり
大阪市福島区 炭火 串焼や れんと
大阪市福島区 La Strada
大阪市福島区 下町鉄板お好み焼き川上
大阪市福島区 ふくみ屋 福島店
大阪市福島区 ファンタジー・ローラン
大阪市福島区 海鮮丼とお芋スイーツのお店 つくし
大阪市福島区 Barよつば
大阪市福島区 Ｌｏｕｎｇｅ Ａｎｇｅ.
大阪市福島区 風流大帝
大阪市福島区 麺屋104
大阪市福島区 cucina italiana e caffe fermata
大阪市福島区 IMOKO
大阪市福島区 ff鉄板フォルティッシモ
大阪市福島区 まる市寿司
大阪市福島区 洋食屋iwanaga
大阪市福島区 ごとう商店
大阪市福島区 Live-art-bar MagaYura
大阪市福島区 ふくみ屋 焼肉玉川店
大阪市福島区 ニューコンパル
大阪市福島区 生姜旨汁薄皮餃子 おり乃鶴
大阪市福島区 まりも
大阪市福島区 純
大阪市福島区 スナック TOMO
大阪市福島区 鉄板食堂はち
大阪市福島区 CAFE GINZA
大阪市福島区 かく庄
大阪市福島区 Jun
大阪市福島区 串やまが
大阪市福島区 旬菜ひとり鍋かりん
大阪市福島区 ほろよい金魚
大阪市福島区 旬菜はなぶさ
大阪市福島区 美食家きらり
大阪市福島区 PRIME S
大阪市福島区 imas project
大阪市福島区 ビストロかたおか
大阪市福島区 スナック1カラット
大阪市福島区 新梅田研修センターレストラン
大阪市福島区 塩々
大阪市福島区 Cafe & Bar Sabaidee
大阪市福島区 手打ちそば谷谷
大阪市福島区 らーめん小僧
大阪市福島区 犬鳴豚居酒屋 すもぉ～き～
大阪市福島区 さむらいきっちん
大阪市福島区 新羅
大阪市福島区 ＫＯＺＯＵ＋
大阪市福島区 お好み焼き粉匠
大阪市福島区 かどや
大阪市福島区 赤禿酒店
大阪市福島区 割烹 岩田
大阪市福島区 泡餃子ファンホリック
大阪市福島区 お好み焼き藍
大阪市福島区 野田園
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大阪市福島区 INDO NEPALI RASTURENT RARA
大阪市福島区 福乃城
大阪市福島区 鮨笑ねはち
大阪市福島区 カフェバーゴ
大阪市福島区 すみやき ヒノコ
大阪市福島区 さぼてん
大阪市福島区 HOTPOT
大阪市福島区 Bar Maru
大阪市福島区 凛
大阪市福島区 お多福
大阪市福島区 kenny.row.
大阪市福島区 Restaurant et Patisserie js
大阪市福島区 インディアンダイニング ダルシャナ
大阪市福島区 ホルモン料理専門ホルモンロー
大阪市福島区 スタンド酒場 まはろ
大阪市福島区 赤とんぼ
大阪市福島区 IMEDI
大阪市福島区 グリルタケヤ
大阪市福島区 六つ車
大阪市福島区 ちゃんこ たつみ
大阪市福島区 Cocoro
大阪市福島区 季節の肴と酒処 大くぼ
大阪市福島区 大阪モノラル
大阪市福島区 Bar CU
大阪市福島区 お好み焼きなかの
大阪市福島区 CAFE & BAR 満天の空
大阪市福島区 立呑処ヒノエ
大阪市福島区 LA PIZZA NAPOLETANA REGALO
大阪市福島区 めんふくろう
大阪市福島区 アデルネクスト
大阪市福島区 北京飯店
大阪市福島区 SILVER MOON
大阪市福島区 猪の居
大阪市福島区 京ラーメン阿騎野
大阪市福島区 イーカスーク
大阪市福島区 髭政
大阪市福島区 スナック毬
大阪市福島区 まるカフェキッチン２号
大阪市福島区 焼肉 冷麺 黄金
大阪市福島区 生ラム専門店 ラム・ストゥーリィは突然に
大阪市福島区 ホルモン専門店Da-Wa
大阪市福島区 上田温酒場
大阪市福島区 チカサカバ
大阪市福島区 大阪餃子MARUKAMI
大阪市福島区 ＢＡＲ12
大阪市福島区 牛田羊
大阪市福島区 匠家TERU
大阪市福島区 メゾン ド ラ クレープ（MAISON DE LA CREPE）
大阪市福島区 竹内酒店
大阪市福島区 SONI
大阪市福島区 かわせみ
大阪市福島区 ステーキキッチンKENYA
大阪市福島区 居酒屋ときため
大阪市福島区 海鮮居酒屋やぎちゃん
大阪市福島区 鈍○酒場福島店
大阪市福島区 喫茶ポワソンルージュ
大阪市福島区 ＨｏＬｉｃ
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大阪市福島区 アンド(アイズ)
大阪市福島区 八万
大阪市福島区 Donポチャ 野田店
大阪市福島区 コスコスイーツ工房野田阪神店
大阪市福島区 居酒屋おかあちゃん
大阪市福島区 菱東
大阪市福島区 H-action
大阪市福島区 ツェット
大阪市福島区 しゃべりBAR
大阪市福島区 BAR GONZO
大阪市福島区 EuroKitchen
大阪市福島区 路地裏チャイニーズ有馬
大阪市福島区 九分の1
大阪市福島区 スナックMIMI
大阪市福島区 キッチン725
大阪市福島区 花
大阪市福島区 台湾料理故郷
大阪市福島区 とまり木432
大阪市福島区 empty
大阪市福島区 おとーり酒場 白菊
大阪市福島区 夢路
大阪市福島区 まじっくぽいんと
大阪市福島区 お酒とさかなかけはし
大阪市福島区 肉バル×がぶ飲みワイン ITARELI
大阪市福島区 寿しよし
大阪市福島区 酒と氷 やまみちさき
大阪市福島区 わら焼マン 野田店
大阪市福島区 風月
大阪市福島区 串焼市場江戸善野田阪神
大阪市福島区 たこやき風風 福島本店
大阪市福島区 こなもんや愛力
大阪市福島区 魚タリアンYO
大阪市福島区 串カツ研究所 さくさく亭 福島店
大阪市福島区 ケーキとイタリア料理ミーオ
大阪市福島区 和伝福まん
大阪市福島区 和のえひろ
大阪市福島区 GROW UP SPACE
大阪市福島区 ヴェルベットヴァーゴ
大阪市福島区 MASQ
大阪市福島区 鴨錦 中央市場店
大阪市福島区 dapaidang105福島
大阪市福島区 ほっこりばーる ほしぼし
大阪市福島区 bar ハナレ
大阪市福島区 小皿が主役oshiri.yes
大阪市福島区 スナック ラベンダー
大阪市福島区 パラダイス
大阪市福島区 居酒屋 ゆう亀
大阪市福島区 遊びBAR アイラ
大阪市福島区 横濱家系ラーメン 金山家 福島店
大阪市福島区 カオススパイスダイナー 福島店
大阪市福島区 スナック べティ
大阪市福島区 たこやき風風 野田阪神２号店
大阪市福島区 BAR AC depth
大阪市福島区 Cafe and space marushin
大阪市福島区 ハイボール酒場VINTAGE
大阪市福島区 菜米炭
大阪市福島区 ポーア
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大阪市福島区 サイクルベースキウチ
大阪市福島区 フジワラ料理店
大阪市福島区 Meat Deli Nicklaus'
大阪市福島区 立呑みぽっぽ亭
大阪市福島区 スナック ぷう
大阪市福島区 ペガサス餃子
大阪市福島区 ラウンジ邦
大阪市福島区 志ずき
大阪市福島区 お好み焼 はっちゃん
大阪市福島区 立呑み小町
大阪市福島区 街かど屋福島店
大阪市福島区 bar equinoxe
大阪市福島区 Bar Hug
大阪市福島区 ビノロコ
大阪市福島区 瀬戸内海産
大阪市福島区 魚ChinaYO
大阪市福島区 やきとりひろ
大阪市福島区 K&R Design
大阪市福島区 お好み焼絵美
大阪市福島区 bar aguila
大阪市福島区 YAKITORI PLANET
大阪市福島区 ビストロJIN野田店
大阪市福島区 たこやき風風 野田阪神１号店
大阪市福島区 バリバール
大阪市福島区 牛語
大阪市福島区 鶏匠 膳
大阪市福島区 chilsung
大阪市福島区 ワイングラース
大阪市福島区 Artisan
大阪市福島区 鯛めしや はなび 福島本店
大阪市福島区 イル・アルバータ
大阪市福島区 鶴橋風月野田阪神ウイステ店
大阪市福島区 宴会コール
大阪市福島区 魚のすすめ
大阪市福島区 焼肉七つ星 福島店
大阪市福島区 サイゼリヤオアシス玉川駅前
大阪市福島区 うなぎの寝床福島店
大阪市福島区 ガスト野田阪神店
大阪市福島区 藤乃
大阪市福島区 teppan大ning咲輪
大阪市福島区 町屋酒場りとも 野田阪神店
大阪市福島区 moぐら
大阪市福島区 味とく家
大阪市福島区 カバレロ
大阪市福島区 味処 ます吉
大阪市福島区 とっつぁん 福島店
大阪市福島区 canary curry
大阪市福島区 龍德翅
大阪市福島区 肝どん 福島店
大阪市福島区 カレーハウスCoCo壱番屋 JR野田駅店
大阪市福島区 Wine Bar LIEN
大阪市福島区 鮨ふみ
大阪市福島区 CAFE BAR VOGUE
大阪市福島区 ネン
大阪市福島区 ハチマル蒲鉾
大阪市福島区 花りん
大阪市福島区 オーモリヘップバーン  Oumorey  Hepburn  
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大阪市福島区 元禄寿司野田店
大阪市福島区 赤おに家 福島店
大阪市福島区 蕎麦酒房ふくまる
大阪市福島区 foujita
大阪市福島区 とん彩や
大阪市福島区 路地裏アバンギャルド
大阪市福島区 とりめがね
大阪市福島区 西梅田らんぷ
大阪市福島区 宴会主厨房
大阪市福島区 AkamiModernChopHouse
大阪市福島区 巻きんしゃい 福島店
大阪市福島区 花座
大阪市福島区 うらきんぎょ
大阪市福島区 若葉屋福島店
大阪市福島区 うし丸 新福島店
大阪市福島区 ねた市 福島店
大阪市福島区 八金
大阪市福島区 Bar hakushe
大阪市福島区 もみだれ辛ホルモン獅子楼
大阪市福島区 焼き野菜菜の音
大阪市福島区 スタンドエイジ -age-
大阪市福島区 Mamezo&Cafe 中之島店
大阪市福島区 鉄板居酒屋 暢
大阪市福島区 お好み焼き、およし
大阪市福島区 松嵐
大阪市福島区 すし屋 蓮太郎
大阪市福島区 JUTURNA
大阪市福島区 adhoc
大阪市福島区 ながしろ
大阪市福島区 大阪王将 福島店
大阪市福島区 鮨ダイニング龍
大阪市福島区 バルザル福島店
大阪市福島区 とり焼 一本松
大阪市福島区 街の肉バルBuff福島店
大阪市福島区 満海
大阪市福島区 香虎
大阪市福島区 炭火とワイン福島店
大阪市福島区 赤から大阪福島店
大阪市福島区 魚河岸たちばな 大阪中央卸売市場
大阪市福島区 天ぷらうらかみ
大阪市福島区 しゃかりき432新福島店
大阪市福島区 龍美温泉
大阪市福島区 花くじら本店
大阪市福島区 LIBERTY
大阪市福島区 漁祭 福島店
大阪市福島区 やきとりやこころ新福島店
大阪市福島区 中華 信さん
大阪市福島区 鮨 千陽
大阪市福島区 鮭バルSalmonBear
大阪市福島区 ライブスクエアーセカンドライン
大阪市福島区 龍馬亭
大阪市福島区 讃く
大阪市福島区 コート・ダジュール阪神福島駅前店
大阪市福島区 しゃぶ扇野田阪神店
大阪市福島区 本店 上等カレー
大阪市福島区 炭味旬菜 収穫
大阪市福島区 おさかな番長福島店
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大阪市福島区 家族亭 野田阪神店
大阪市福島区 鮨 まつやま
大阪市福島区 ヴィドフランス阪神野田
大阪市福島区 PARADISO DEL VINO TAKEUCHI
大阪市福島区 楽心
大阪市福島区 肉中華バルWOK
大阪市福島区 つけ麺 みさわ
大阪市福島区 鉄板焼THE VILLAGE
大阪市福島区 ミスタードーナツ福島店
大阪市福島区 メゾンチャイナウメモト
大阪市福島区 天串と海鮮の店はれ天
大阪市福島区 モスバーガーJR野田店
大阪市福島区 車家ジョニー福島店
大阪市福島区 天喜
大阪市福島区 まんかい福島本家
大阪市福島区 メアリルボーン
大阪市福島区 Ｔｈｅ ｂａｒ ｈａｎａ
大阪市福島区 三田製麺所 阪神野田店
大阪市福島区 il iuogo di TAKEUCHI
大阪市福島区 Dal Brigante
大阪市福島区 三代目脇彦商店本店
大阪市福島区 ビストリア魚タリアン
大阪市福島区 藤家ファースト
大阪市福島区 ラッテリアポルチーニ
大阪市福島区 MACELLERIA di TAKEUCHI
大阪市福島区 日本酒酒場 立呑み仁
大阪市福島区 豚美 福島店
大阪市福島区 サルメリアポルチーニ
大阪市福島区 蕎麦鴨酒みかど 野田
大阪市福島区 もつ焼きのんき 大阪福島店
大阪市福島区 和牛焼肉 布上本店
大阪市福島区 ３BEBES
大阪市福島区 焼肉宵緒
大阪市福島区 大和水産福島店
大阪市福島区 福島安兵衛
大阪市福島区 いわ志
大阪市福島区 福島酒場おおき
大阪市福島区 カレーハウスCoCo壱番屋 JR福島駅前店
大阪市福島区 天下一品 野田阪神店
大阪市福島区 casa
大阪市福島区 四季旬感山崎
大阪市福島区 福島スイッチ
大阪市福島区 炭火焼肉 野田肉焼屋
大阪市福島区 BANDA
大阪市福島区 墨国回転鶏料理 福島店
大阪市福島区 花くじら歩店
大阪市福島区 かにふぐ家
大阪市福島区 ビッグエコー福島駅前店
大阪市福島区 Bar di Bonita
大阪市福島区 CREDIS COFFEE 野田駅店
大阪市福島区 黒毛和牛 焼肉一 野田阪神店
大阪市福島区 うまうま
大阪市福島区 季節の音 心
大阪市福島区 屋台居酒屋大阪満マルＪＲ野田店
大阪市福島区 鳥貴族 福島店
大阪市福島区 BAR ARNECK
大阪市福島区 志な乃亭野田阪神店
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大阪市福島区 いなせ
大阪市福島区 焼肉 丑乃匠
大阪市福島区 和牛焼肉 布上2nd.
大阪市福島区 ゴールデン玉川
大阪市福島区 鮨かなさ
大阪市福島区 レストランイレブン
大阪市福島区 弘大Z
大阪市福島区 都そば 福島店
大阪市福島区 Liaison
大阪市福島区 なか田
大阪市福島区 さぬきや
大阪市福島区 すし処つま美
大阪市福島区 カラオケ まつお
大阪市福島区 けとばし屋チャンピオン福島店
大阪市福島区 zawa
大阪市福島区 晴屋 福島店
大阪市福島区 貝と天ぷらstandイチヨン
大阪市福島区 いやさか 
大阪市福島区 ペニーローファーズ
大阪市福島区 海鮮専門店にし
大阪市福島区 ジャンボカラオケ広場  JR福島店
大阪市福島区 バーモクシー
大阪市福島区 海老バルorb福島店
大阪市福島区 進Nobu
大阪市福島区 韓国居酒屋 チヂミ 野田
大阪市福島区 博多一幸舎大阪福島店
大阪市福島区 気まぐれビストロジジ
大阪市福島区 てつめがね
大阪市福島区 ロング
大阪市福島区 海鮮屋台おくまん福島店
大阪市福島区 ふぐ繁
大阪市福島区 うどっちの店 想い
大阪市福島区 インドレストランディワリ
大阪市福島区 RUTSUBO
大阪市福島区 Stand Bar 123
大阪市福島区 鳥貴族 野田店
大阪市福島区 鉄板焼とワインCOCOLO本店
大阪市福島区 ぢどり亭福島店
大阪市福島区 もんじゃ麦福島店
大阪市福島区 亜州食堂チョウク
大阪市福島区 G-story
大阪市福島区 寛隼
大阪市福島区 串ぼうず
大阪市福島区 いきなりステーキ 大阪福島店
大阪市福島区 中華そば ふじい 野田阪神店
大阪市福島区 中国菜オイル
大阪市福島区 rencontrer
大阪市福島区 DADA
大阪市福島区 日本酒と焼鳥 百
大阪市福島区 堂島グラッチェ福島店
大阪市福島区 あぶりや福島駅前店
大阪市福島区 新世界もつ鍋屋 福島店
大阪市福島区 鳥貴族 野田阪神店
大阪市福島区 三く
大阪市福島区 吉野家 福島店
大阪市福島区 中華料理 福の虎
大阪市福島区 ラ・クチネッラ・ディ・ヤマモト
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大阪市福島区 ラルッチョラ
大阪市福島区 BAR LAIR
大阪市福島区 串焼市場江戸善
大阪市福島区 カレー屋SUN
大阪市福島区 げん家
大阪市福島区 ミスタードーナツ野田ショップ
大阪市福島区 Meal＆Bake SmilEats
大阪市福島区 出水
大阪市福島区 ぎおん
大阪市福島区 炭烙すみやま
大阪市福島区 榮華亭 野田阪神店
大阪市福島区 餃子の王将 福島店
大阪市福島区 彩苑
大阪市福島区 mama's kitchen 市力
大阪市福島区 １ポンドのステーキハンバーグタケル福島店
大阪市福島区 sakuya
大阪市福島区 鳥しきひろせ福島店
大阪市福島区 ＫＯＺＭＩＣ長屋バー
大阪市福島区 Mの焼肉 福島本店
大阪市福島区 Dining minette 
大阪市福島区 野菜肉巻き串 ぐるり
大阪市福島区 ビッレリア・ピッツェリア・ルーチェ
大阪市福島区 寿司処 海屋
大阪市福島区 福島大衆すき焼きすき六
大阪市福島区 ZOTTON F DESSERT FAMILIA
大阪市福島区 トンカツ弁当じゃんぼ
大阪市福島区 季節のおばんざい えにし
大阪市福島区 中華そば無限
大阪市福島区 吾作亭福島駅前店
大阪市福島区 Wellness Bar 立葵
大阪市福島区 天ぷら 大坂屋 草哲
大阪市福島区 熟成鮨利他
大阪市福島区 炭の音あすと
大阪市福島区 えり膳
大阪市福島区 立ち呑みジャックとマチルダ
大阪市福島区 鶏海山の幸おかだ
大阪市福島区 Patisserie chau.chau
大阪市福島区 Rikyu
大阪市福島区 ガレリア梅田店
大阪市福島区 松屋大阪野田店
大阪市福島区 CBD Stand Osaka
大阪市福島区 こなつ
大阪市福島区 しゃべろば
大阪市福島区 Ｏｙｓｔｅｒ Ｂａｒ Ｃｈａｒｃｏａｌ Ｇｒｉｌｌ Ｌｅｍｏｎ
大阪市福島区 屋台風かすうどんかすまる福島店
大阪市福島区 もつ鍋チャンピオン
大阪市福島区 回転寿司ととぎん 海老江店
大阪市福島区 焼肉ライク大阪福島駅前店
大阪市福島区 多幸屋3組
大阪市福島区 新鮮丸
大阪市福島区 中之島ゲートパーク
大阪市福島区 Caprice
大阪市福島区 太陽のトマト麺福島駅前支店
大阪市福島区 マダムアンジュドボヌール
大阪市福島区 我流 総本家
大阪市福島区 アロイチンチン
大阪市福島区 結
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大阪市福島区 cafe＆snackMOMO
大阪市福島区 Raffa by speranza
大阪市福島区 キャスロウルクラブ
大阪市福島区 Night Space Q
大阪市福島区 PERO 大阪福島店
大阪市福島区 ミスタードーナツ 福島大開ショップ
大阪市福島区 餃子の王将 野田阪神店
大阪市福島区 ステーキガスト大阪鷺洲店
大阪市福島区 なし
大阪市福島区 鉄板幟
大阪市福島区 コマドリ親子
大阪市福島区 コリエ ドゥ ペルル
大阪市福島区 かつアンドかつ 福島大開店
大阪市福島区 Waioli
大阪市福島区 まるカフェキッチン1号
大阪市福島区 NORESORE 福島
大阪市福島区 ジビエ割烹おり坂
大阪市福島区 浦江亭本店
大阪市福島区 すきやきダイニングHiro
大阪市福島区 晩酌食堂Hanaco＋
大阪市福島区 MONDIAL KAFFEE 328 GOLD RUSH
大阪市福島区 鮓と鉄板さくやま
大阪市福島区 渋谷餃子 野田食堂 野田アプラ店
大阪市福島区 浦江亭福島店
大阪市福島区 UN POULET.
大阪市福島区 タリーズコーヒーホテル阪神大阪
大阪市福島区 なか卯 ＪＲ野田店
大阪市福島区 鮮や丸
大阪市福島区 鍬焼きと日本酒内山田
大阪市福島区 とんかつ道場
大阪市福島区 スナック赤坂
大阪市福島区 やきとり家すみれ福島店
大阪市福島区 大洋軒
大阪市福島区 モデナトロワテロワール
大阪市福島区 フジヤマドラゴン福島店
大阪市福島区 リール食堂 福島店
大阪市福島区 つるはし食品
大阪市福島区 ミートファミリア
大阪市福島区 鮨天知州
大阪市福島区 天下一品 福島店
大阪市福島区 餃子の王将 玉川店
大阪市福島区 Xsix串
大阪市福島区 燃えよ麺助
大阪市福島区 シアトルズベストコーヒー イオンスタイル野田阪神店
大阪市福島区 秋櫻
大阪市福島区 六源福島店
大阪市福島区 季楽酒場おっきゃがり
大阪市福島区 モスバーガーJR福島駅前店
大阪市福島区 グッドサイフォンコーヒー福島店
大阪市福島区 地鶏焼肉一鳥 福島店
大阪市福島区 竹やぶ
大阪市福島区 オーガニックビストロLOISEAUBLEU
大阪市福島区 銀や 福島店
大阪市福島区 ａｌｏａｌｏ
大阪市福島区 酒と泪と肴と笑 嘉
大阪市福島区 福島金魚
大阪市福島区 焼肉ホルモンブンゴ福島店
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大阪市福島区 闘鶏 福島店
大阪市福島区 焼肉大淀屋
大阪市福島区 くちばし
大阪市福島区 大阪中央卸売市場卜18食堂
大阪市福島区 Cafe depot
大阪市福島区 玉家
大阪市福島区 Coffee&Bar 茶居珈
大阪市福島区 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ阪神野田店
大阪市福島区 やよい軒野田阪神店
大阪市福島区 タンサンバルポゴ
大阪市福島区 たんとたんと
大阪市福島区 Asian Dining Rangda
大阪市福島区 イタリア食堂 TAVERNA PORCINI
大阪市福島区 芥川珈琲スパイスカリー大陸
大阪市福島区 うらら
大阪市福島区 居酒屋えべっさん
大阪市福島区 すき家 阪神野田駅前店
大阪市福島区 喫茶 麝香
大阪市福島区 鮨処敏
大阪市福島区 珉珉福島店
大阪市福島区 福島 あじ平
大阪市福島区 あやむ屋
大阪市福島区 あわ鷹 別邸
大阪市福島区 くりや
大阪市福島区 一蓮家 野田店
大阪市福島区 串イッカ福島本店
大阪市福島区 とり藤
大阪市福島区 ときわ福島
大阪市福島区 R
大阪市福島区 pit master VAMOS 福島
大阪市福島区 お好み焼きよしい
大阪市福島区 岩崎塾 福島店
大阪市福島区 Iris
大阪市福島区 福島壱麺ラーメン時々日本酒
大阪市福島区 peyoco cafe&bar
大阪市福島区 dasiyaふぁーる
大阪市福島区 ビッグエコー野田阪神駅前店
大阪市福島区 セブンサミッツ
大阪市福島区 一富士福島店
大阪市福島区 トラットリア ダ ジャコモ
大阪市福島区 牛タンと野菜巻き串 おくお福島店
大阪市福島区 旭屋
大阪市福島区 樹里
大阪市福島区 焼き菓子とワイン mano a mano
大阪市福島区 スタンド十忠八九
大阪市福島区 う越貞
大阪市福島区 板前焼肉一笑 福島
大阪市福島区 ラーメンまこと屋 福島店
大阪市福島区 ＫＡＲＡＯＫＥ39
大阪市福島区 鉄板肉酒場 LOVE&29 福島店
大阪市福島区 #CRaFT
大阪市福島区 福島 焼肉 藤四郎
大阪市福島区 宴会第二厨房
大阪市福島区 炭火割烹いしい
大阪市此花区 ゆるり処えにし～縁～
大阪市此花区 お食事処酒処千
大阪市此花区 Ｍｉｒａｃｌｅ
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大阪市此花区 串まん西九条店
大阪市此花区 台湾料理 味軒
大阪市此花区 匠
大阪市此花区 お好み焼 海鮮鉄板焼 大阪西九条 秋月
大阪市此花区 焼肉つるや
大阪市此花区 イタリアキッチンベニーレ
大阪市此花区 あたご
大阪市此花区 牛元
大阪市此花区 酒仙房 金生
大阪市此花区 バル マルガリータ 西九条店
大阪市此花区 いっちゃん
大阪市此花区 やきとん角
大阪市此花区 ラウンジ対馬
大阪市此花区 福寿司
大阪市此花区 玉や
大阪市此花区 鯛出汁らーめん 琴ね 西九条店
大阪市此花区 喫茶ひろ
大阪市此花区 ダンヒル
大阪市此花区 たこ家輝 西九条店
大阪市此花区 cafe Fun fan
大阪市此花区 あうる
大阪市此花区 お好み焼き 花水木 酉島店
大阪市此花区 Member's 703
大阪市此花区 やっさんの崖っぷちカレー
大阪市此花区 Break Moment
大阪市此花区 くし山
大阪市此花区 せぞん
大阪市此花区 ＢＲＡＮＤ ＮＥＷ
大阪市此花区 ドッグウォーキング
大阪市此花区 Ｈｅａｒｔ Ｂｒｅａｋ Ｃａｆｅ
大阪市此花区 お好み焼きパーラー染
大阪市此花区 さかな食堂moken
大阪市此花区 和み処 BoB
大阪市此花区 居酒屋幸っちゃん
大阪市此花区 粉もん屋八西九条店
大阪市此花区 たこやきてっちゃん
大阪市此花区 お好み焼・鉄板焼 おりがみ
大阪市此花区 ひよこ屋
大阪市此花区 BEAR'S
大阪市此花区 スナックミキ
大阪市此花区 ざっぴん家
大阪市此花区 客来多巣
大阪市此花区 きさく
大阪市此花区 千石酒蔵
大阪市此花区 割烹亀広
大阪市此花区 Mr CB
大阪市此花区 蕎麦居酒屋 樹楽
大阪市此花区 冷麺 焼肉 焼鳥 かも川
大阪市此花区 串でん酒場
大阪市此花区 勝金
大阪市此花区 居酒屋はまゆう
大阪市此花区 ながさき本店
大阪市此花区 オカンの台所
大阪市此花区 とんかつ 串カツ たにぐち
大阪市此花区 亀安
大阪市此花区 しん左衛門
大阪市此花区 魚半
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大阪市此花区 居酒屋食堂 内蔵助
大阪市此花区 ゆく
大阪市此花区 居酒屋 大鵬
大阪市此花区 酒房丹波屋
大阪市此花区 旭珉珉
大阪市此花区 ふる里
大阪市此花区 cafe diner chopper
大阪市此花区 浪華温泉
大阪市此花区 チェリッシュ
大阪市此花区 大衆酒場楽園
大阪市此花区 お好み焼き蘆花亭
大阪市此花区 旨いもの家あづま
大阪市此花区 あんとん
大阪市此花区 カラオケスナック圓
大阪市此花区 大衆割烹 まるはち
大阪市此花区 ｄｉｎｉｎｇ ｂａｒ ｗａｒａｉｉ
大阪市此花区 連山
大阪市此花区 やっこ
大阪市此花区 慕恋呂
大阪市此花区 Quattro
大阪市此花区 ccc
大阪市此花区 加野屋
大阪市此花区 らーめん龍神
大阪市此花区 ⑥HUSBAND
大阪市此花区 悦
大阪市此花区 酒楽だんだん
大阪市此花区 ゆうき
大阪市此花区 てっちゃん
大阪市此花区 中国料理 幸香創
大阪市此花区 ラウンジ る・れーぶ
大阪市此花区 池庄
大阪市此花区 Bar&Launge翔
大阪市此花区 SUNBASH
大阪市此花区 カラオケホールシャルマン
大阪市此花区 スナック心
大阪市此花区 みかど西九条
大阪市此花区 お好み焼 みやもと
大阪市此花区 千石寿司
大阪市此花区 大和家
大阪市此花区 海坊主
大阪市此花区 串かつ処 たちばな
大阪市此花区 GABBLE
大阪市此花区 豚まんHARU
大阪市此花区 さくら
大阪市此花区 MANAKAMANA
大阪市此花区 伊予寿し
大阪市此花区 亀
大阪市此花区 Dining BRICKSIDE
大阪市此花区 トップオブユニバーサル
大阪市此花区 お好み焼き旬彩鉄板焼き 一
大阪市此花区 Cafe&Bar LIBER
大阪市此花区 VIP 小万
大阪市此花区 しまんと
大阪市此花区 たこ焼き居酒屋ごまめ
大阪市此花区 レストラン ザ・ガーデン
大阪市此花区 鳴門
大阪市此花区 ニュー丹波
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大阪市此花区 三雅家
大阪市此花区 とんかついなば和幸ユニバーサルシティウォーク店
大阪市此花区 スナック・バッカス
大阪市此花区 鳴門
大阪市此花区 ちょい呑み ばんくーる
大阪市此花区 NSカフェ
大阪市此花区 お好み焼 び豚
大阪市此花区 スナック＆カラオケ富士
大阪市此花区 ゆめの屋
大阪市此花区 LOVE
大阪市此花区 喫茶・スナック ニューマコ
大阪市此花区 TRIBECA
大阪市此花区 ラウンジエミーゴ
大阪市此花区 キャサリン
大阪市此花区 haru
大阪市此花区 MIMI
大阪市此花区 天天菜館
大阪市此花区 Hemingway大阪
大阪市此花区 ふくまる
大阪市此花区 旬菜味空
大阪市此花区 あいつ
大阪市此花区 炭火焼鶏やすまろ
大阪市此花区 串かつ一力
大阪市此花区 さか本
大阪市此花区 PuPuPu Petit a Petit 
大阪市此花区 お好み焼き 風月
大阪市此花区 お好み 鉄板焼 豊味
大阪市此花区 味楽
大阪市此花区 いずみ
大阪市此花区 笑fu
大阪市此花区 うおしん
大阪市此花区 焼鳥 五十六 いそろく
大阪市此花区 居酒屋弘
大阪市此花区 うおき・スタンド
大阪市此花区 オッサンすし酒場
大阪市此花区 京都勝牛 ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪市此花区 カラオケちょっと居酒屋 あさひ
大阪市此花区 焼鳥 和
大阪市此花区 ウルフギャング・パック ピッツアバー
大阪市此花区 地鶏食彩 陶
大阪市此花区 大阪王将 西九条店
大阪市此花区 いけ田
大阪市此花区 カラオケスナック K＆K
大阪市此花区 喫茶＆バー ドール
大阪市此花区 居楽屋 白木屋
大阪市此花区 サイゼリヤユニバーサルシティ和幸ビル
大阪市此花区 すなっく 涼風
大阪市此花区 魚庭
大阪市此花区 スターバックスコーヒーホテル京阪 ユニバーサル・タワー店
大阪市此花区 Gottie＇s BEEF ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪市此花区 おいどんのよか豚
大阪市此花区 味楽
大阪市此花区 夢咲亭2号店
大阪市此花区 桂
大阪市此花区 居酒屋はる
大阪市此花区 ババガンプシュリンプ大阪店
大阪市此花区 ノートルダム大阪ONE
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大阪市此花区 高崎流 居酒屋 道場
大阪市此花区 ホテルユニバーサルポート／ラウンジR
大阪市此花区 ホテルユニバーサルポート／ポートダイニング リコリコ
大阪市此花区 風月USA
大阪市此花区 ハラミ家こっくん
大阪市此花区 炭火焼鳥 鳥繁
大阪市此花区 森とリルのＢＢＱフィールド
大阪市此花区 西九条酒場 情熱ホルモン
大阪市此花区 焼肉の金海
大阪市此花区 エッグスンシングスザパークフロントホテル店
大阪市此花区 風神・雷神 ＲＡ－ＭＥＮ
大阪市此花区 舞洲キッチン
大阪市此花区 湯上り茶屋 一休
大阪市此花区 此花肉焼屋
大阪市此花区 カルビチャンプユニバーサル・シティウォーク店
大阪市此花区 万吉千鳥橋店
大阪市此花区 ニューみさかや
大阪市此花区 屋台居酒屋大阪満マル西九条南店
大阪市此花区 ハイボール酒場 新
大阪市此花区 アーカラ
大阪市此花区 玉屋 ユニバーサル・シティウォーク店
大阪市此花区 博多ラーメンげんこつ 四貫島店
大阪市此花区 鳥真
大阪市此花区 モスバーガーユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪市此花区 山内農場
大阪市此花区 カラオケ喫茶 ROSE
大阪市此花区 スナック 桔梗
大阪市此花区 神戸元町ドリア ユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪市此花区 博多 極 別邸 MIWA
大阪市此花区 呑み処 勝の店
大阪市此花区 鎌倉パスタ ユニバーサルシティウォーク店
大阪市此花区 nolboo
大阪市此花区 観光プロレス居酒屋リングサイド
大阪市此花区 いこい
大阪市此花区 ぎ一郎
大阪市此花区 逸品料理亀萬
大阪市此花区 むらさき
大阪市此花区 しのぶ庵 ユニバーサルシティウォーク店
大阪市此花区 FUNFUN
大阪市此花区 吉野家 ＪＲ西九条駅店
大阪市此花区 HOSTEL JIN
大阪市此花区 微魔女
大阪市此花区 自家製麺杵屋麦丸
大阪市此花区 美３
大阪市此花区 麺家西九条
大阪市此花区 TANDOORI KITCHEN
大阪市此花区 ふぐ右衛門
大阪市此花区 がんこユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪市此花区 つるや支店
大阪市此花区 立ち飲み佳代
大阪市此花区 居酒屋 凛
大阪市此花区 しろくまストア西九条店
大阪市此花区 松のや千鳥橋店
大阪市此花区 トコシエのすけび
大阪市此花区 とんこつラーメンしぇからしか此花店
大阪市此花区 BISTRO309 ユニバーサルシティウォーク店
大阪市此花区 おでん屋ちょめじ
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大阪市此花区 ニューすしセンター 西九条
大阪市此花区 スナック あげまん
大阪市此花区 板前焼肉一笑 西九条
大阪市此花区 はなくらぶ
大阪市此花区 マリーケント 西九条
大阪市此花区 たこ家道頓堀くくるユニバーサルシティウォーク大阪店
大阪市此花区 餃子の王将 西九条店
大阪市此花区 ポムの樹 ユニバーサルシティウォーク店
大阪市此花区 克政
大阪市此花区 大洋軒
大阪市此花区 ちろのカフェ
大阪市此花区 居酒屋天下一
大阪市此花区 喫茶パール
大阪市此花区 たこ焼十八番
大阪市此花区 串かつえぷろん
大阪市此花区 ラウンジカルネ
大阪市此花区 安兵衛
大阪市此花区 月山祐寿司
大阪市此花区 鳥貴族 西九条店
大阪市此花区 １０１わんおーわん
大阪市此花区 ジャンボカラオケ広場 西九条駅前店
大阪市此花区 アメリカ村甲賀流ユニバ－サル.シティ.ウォ－ク大阪
大阪市此花区 スシローユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪市此花区 大戸屋ごはん処ユニバーサルシティ店
大阪市此花区 Y's
大阪市此花区 ココス千鳥橋店
大阪市此花区 餃子の王将千鳥橋店
大阪市此花区 居酒屋正
大阪市此花区 ハードロックカフェ・ユニバーサル・シティウォーク大阪
大阪市此花区 BARのり
大阪市此花区 飲食店 美奈ちゃん
大阪市此花区 もんじゃ彩
大阪市此花区 居酒屋 三楽
大阪市此花区 プラザカフェ
大阪市此花区 居酒屋 縁
大阪市此花区 サンマルクカフェ＆バーユニバーサル・シティウォーク大阪店
大阪市此花区 たこやきの元祖・本家 会津屋 ユニバーサルシティウォーク大阪店
大阪市此花区 ヘッド&コッコ
大阪市此花区 KIBOSI part3
大阪市此花区 Moana Kitchen ユニバーサルシティウォーク店
大阪市此花区 ファンタジーホール
大阪市此花区 しあわせラーメン白馬童子
大阪市此花区 BAR S＆K
大阪市此花区 タリーズコーヒーザ パーク フロント ホテル
大阪市此花区 ラフォンテーヌ
大阪市此花区 メルズドライブイン
大阪市此花区 WARAOMO西九条
大阪市此花区 レッドロブスターユニバーサルシテイウオーク大阪店
大阪市此花区 炭火串焼ウシラム
大阪市此花区 pargolo
大阪市此花区 鳥喜
大阪市此花区 HAKATA 極
大阪市此花区 ビバリーヒルズ・ブランジェリー
大阪市此花区 The Blend Inn 併設カフェ
大阪市此花区 きまぐれ カラオケ スナック
大阪市此花区 ゴンチャザパークフロントホテル店
大阪市此花区 しゃぶ菜 大阪UCW
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大阪市西区 阿波座 なが友
大阪市西区 vrai de vrai chez hiro
大阪市西区 がんばれホウライ
大阪市西区 Italian Bar BOSCO
大阪市西区 丸幸酒場
大阪市西区 呑季
大阪市西区 京町酒房
大阪市西区 igocoti
大阪市西区 SEVEN BAR
大阪市西区 さサ華林
大阪市西区 さやか
大阪市西区 Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｇｅｅｋ
大阪市西区 キートン
大阪市西区 カレー得正土佐堀店
大阪市西区 居酒屋 薩摩
大阪市西区 炭火焼肉とくとく
大阪市西区 BarStudio TT ZONE
大阪市西区 CHLO
大阪市西区 ききょう家
大阪市西区 月の百花
大阪市西区 金鼎軒
大阪市西区 白鷺
大阪市西区 魚と日本酒 くらよし
大阪市西区 バッテラロック
大阪市西区 旬味 和しん
大阪市西区 BestWishes
大阪市西区 料亭 ゆめしまい
大阪市西区 レストランラナ
大阪市西区 冨士屋
大阪市西区 BAR RED PANDA
大阪市西区 BUNdaBUN
大阪市西区 酒と肴おかだ
大阪市西区 まみ
大阪市西区 マホラバキッチン
大阪市西区 鯛専門店 徳ます
大阪市西区 讃岐路
大阪市西区 Taril
大阪市西区 新たこ
大阪市西区 タヴェルナアズーラ・ロッソおじさんの店
大阪市西区 進化驀進京町堀本店
大阪市西区 遊食家アズバード
大阪市西区 唯一無二
大阪市西区 ゴルフカフェ四ツ橋
大阪市西区 八百屋みのり
大阪市西区 urasakaba
大阪市西区 末広
大阪市西区 カラオケパブ新町ブギウギ
大阪市西区 GARASYA
大阪市西区 料亭 ゆかり
大阪市西区 Cafe Sketch
大阪市西区 韓 サラン
大阪市西区 しらたき本店
大阪市西区 お好み焼き千鶴
大阪市西区 創作料理とワインのお店 上田慎一郎
大阪市西区 料亭 歌舞伎
大阪市西区 流星
大阪市西区 味宝楼 西本町店
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大阪市西区 cafe bal bee
大阪市西区 旭
大阪市西区 とんかつ一番2deux
大阪市西区 喜亭
大阪市西区 SUPER GATEAU CHOCOLAT
大阪市西区 すずらん
大阪市西区 ch@nt
大阪市西区 スナック MON
大阪市西区 二甲料理店
大阪市西区 バレンシア
大阪市西区 居酒屋たぬき
大阪市西区 ラーメン 一轍
大阪市西区 北八方
大阪市西区 紅羽
大阪市西区 魚菜料理二代目みつい
大阪市西区 ワインバー グラスハウス
大阪市西区 七番館
大阪市西区 ALK italianbar
大阪市西区 カーザダアンドリーニャ
大阪市西区 カフェー ペソア
大阪市西区 dining barアンカー
大阪市西区 ケンちゃん食堂
大阪市西区 風鈴草
大阪市西区 バー立山
大阪市西区 結美
大阪市西区 酒楽食遊 とも彩
大阪市西区 Bistro Sifflet
大阪市西区 蕎麦切りmasa
大阪市西区 FLOR GELATO ITALIANO OSAKA
大阪市西区 うどんごくう
大阪市西区 三好屋商店
大阪市西区 和味処桜川
大阪市西区 鉄板洋酒場ホタルカゴ
大阪市西区 串やき串かつチリトリ鍋伊勢田
大阪市西区 素敵家
大阪市西区 串まる
大阪市西区 遊心
大阪市西区 すなっく かわい
大阪市西区 さかなや久
大阪市西区 pau hana base HacktioN
大阪市西区 鶴すし
大阪市西区 大入屋
大阪市西区 株式会社AWA-WA
大阪市西区 Dietro i tempi 
大阪市西区 Ｒ
大阪市西区 一丁
大阪市西区 一笑
大阪市西区 カレー屋さん
大阪市西区 げんてん
大阪市西区 料亭 かぐや姫
大阪市西区 やすらぎ
大阪市西区 do not disturb HORIE
大阪市西区 桃の弓
大阪市西区 LOOP HAMBURG
大阪市西区 焼き肉レストラン登ら志
大阪市西区 村林
大阪市西区 クックドゥイケダ
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大阪市西区 Osteria La Cicerchia 
大阪市西区 挽肉マニア
大阪市西区 肥後橋 サンロクゴ食堂
大阪市西区 SPICECURRY43
大阪市西区 イル・クアドリフォーリオ
大阪市西区 宇都宮ハレノヒ餃子 直売所 堀江本店
大阪市西区 カラオケスナックエミハウス
大阪市西区 IMANO OSAKA SHINSAIBASHI HOSTEL
大阪市西区 ルコントワールデュグー
大阪市西区 ベイクブラウン
大阪市西区 開元カフェ
大阪市西区 萬龍
大阪市西区 BAR403
大阪市西区 あじ彩
大阪市西区 (酒)にしむら
大阪市西区 カグノミ堂
大阪市西区 食いきり武いち
大阪市西区 スナックみさと
大阪市西区 こはくはこ
大阪市西区 かぐら
大阪市西区 勝記点心楼
大阪市西区 楽天
大阪市西区 鶏料理居酒屋 勝よし
大阪市西区 大成苑
大阪市西区 菜食ごはんRocca
大阪市西区 焼肉たつみや
大阪市西区 鉄板焼プランチャ
大阪市西区 ホリーズカフェ 肥後橋駅前店
大阪市西区 Caldo
大阪市西区 bar willin'
大阪市西区 でんでんむし
大阪市西区 BARえんじょい
大阪市西区 楽園
大阪市西区 サントリーオールドバー四ツ橋
大阪市西区 SOLEIL
大阪市西区 トゥーレ・ドゥーレ
大阪市西区 おつきさん
大阪市西区 kokoFLAT cafe 本町
大阪市西区 PASSE
大阪市西区 橘
大阪市西区 WINE PLANET
大阪市西区 meme cafe
大阪市西区 ワイン食堂いとうや
大阪市西区 新鮮酒場なり蔵
大阪市西区 寿実
大阪市西区 串カツ居酒屋火菜屋
大阪市西区 秀吉肥後橋店
大阪市西区 みんりゅう
大阪市西区 焼肉のあじまる 阿波座店
大阪市西区 イチケン食堂
大阪市西区 お好み焼き・焼きそば テッパン
大阪市西区 立売堀肴場どッと
大阪市西区 上等カレー業物屋
大阪市西区 ちとせ
大阪市西区 地鶏焼肉熔岩屋阿波座店
大阪市西区 ハートンホテル心斎橋長堀通YoTsuBa
大阪市西区 紗Ｂｏｎ堂
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大阪市西区 Moonkery
大阪市西区 日本酒とワインせれくと
大阪市西区 豚骨 北堀江SAKIMURA
大阪市西区 寿し元dining
大阪市西区 悟
大阪市西区 洋食屋ダイニングテーブル
大阪市西区 Ｇ．Ｌ．Ｂ
大阪市西区 スナック 悪女
大阪市西区 すし米
大阪市西区 ねこ色
大阪市西区 味ヒーロー
大阪市西区 maZE
大阪市西区 料亭 睦
大阪市西区 スナック赤い扉
大阪市西区 鯖男爵とモルヒネ女王
大阪市西区 カラオケライブ 境川店
大阪市西区 BAR ST REG A
大阪市西区 美き
大阪市西区 焼肉 アリラン
大阪市西区 bistro does CHENAPANS
大阪市西区 夕女
大阪市西区 茶美
大阪市西区 和果 北堀江
大阪市西区 ダイニングバーライノ
大阪市西区 りんご
大阪市西区 セゾン・デリカフェ
大阪市西区 MIFUKU 
大阪市西区 炭焼ジンギスカン浅鞍
大阪市西区 漁師酒屋歩々
大阪市西区 魚料理ささら
大阪市西区 ま津もと
大阪市西区 喫茶ココス
大阪市西区 おばんざいBAR USAGI
大阪市西区 ゆう
大阪市西区 蕎喜
大阪市西区 AJ
大阪市西区 Long-a long
大阪市西区 グラース
大阪市西区 ボクらのキッチン
大阪市西区 麺乃庄つるまる饂飩土佐堀店
大阪市西区 ｃａｆｅ婆娑羅かえる堂
大阪市西区 Bar de vaB.
大阪市西区 おばんざい処 菜々
大阪市西区 Cafe Dodam
大阪市西区 Bar HONEY
大阪市西区 イタリア料理ヴェントゥーノ
大阪市西区 活魚創作料理かず
大阪市西区 ひさの
大阪市西区 おさかな処 磯の家
大阪市西区 桜原精肉店
大阪市西区 お好み焼き チング
大阪市西区 楽鶏
大阪市西区 家庭料理ひまわり
大阪市西区 とんかつ しゃぶしゃぶ 赤毛和豚専門店 紀乃屋 新町店
大阪市西区 curry & cafe warung
大阪市西区 carameliser
大阪市西区 自家製麺杵屋京セラドーム大阪店
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大阪市西区 焼肉の店 飛鳥
大阪市西区 Pimer
大阪市西区 Roots Hostel
大阪市西区 まけんきラーメン
大阪市西区 ザコーヒーコーヒーコーヒー
大阪市西区 Imparfait
大阪市西区 rosie
大阪市西区 江戸堀
大阪市西区 TEN TO SEN
大阪市西区 bamboo
大阪市西区 ミキフルーツカフェ
大阪市西区 焼鳥萬吉
大阪市西区 江戸堀いちごはん
大阪市西区 エリア(AREAまたはarea)
大阪市西区 MOTHER POPCORN
大阪市西区 ＣＯＲＮＥＲ ＳＴＡＮＤ
大阪市西区 焼肉花
大阪市西区 べん天うどん
大阪市西区 菜々竃
大阪市西区 スナックセブン
大阪市西区 おばんざい山本屋
大阪市西区 Bar TSUBAME
大阪市西区 FUTURO 
大阪市西区 つけ麺 みつ星製麺所
大阪市西区 cabotte
大阪市西区 すし藤田
大阪市西区 はち福庵
大阪市西区 ガクヤバーガー
大阪市西区 浜乃屋
大阪市西区 江戸堀 なごみ家
大阪市西区 おこ研
大阪市西区 いちよし
大阪市西区 this one
大阪市西区 九条亭
大阪市西区 魚料理みやじ
大阪市西区 濃厚中華そば元信濃橋店
大阪市西区 椿姫
大阪市西区 花宴
大阪市西区 焼酎ぎゃらりぃさわ
大阪市西区 BAR森下
大阪市西区 MOPPEN
大阪市西区 GRILL&BAR SUNTRAP
大阪市西区 お食事処 居酒屋 ととろ
大阪市西区 心白
大阪市西区 ちー坊のタンタン麺
大阪市西区 Bar Perro
大阪市西区 麺屋あわざ
大阪市西区 韓国家庭料理 多松
大阪市西区 堀江酒場
大阪市西区 ルレーブ705
大阪市西区 味萬
大阪市西区 辣将軍
大阪市西区 ムカカ
大阪市西区 新町やまがそば
大阪市西区 Chai Chai
大阪市西区 おでんの店 壱の蔵
大阪市西区 godailleゴダーユ
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大阪市西区 肉バルbrother
大阪市西区 スタンド新町
大阪市西区 若木
大阪市西区 らほ屋
大阪市西区 enisi
大阪市西区 チュロカアーラ
大阪市西区 MELEKEOK
大阪市西区 お好み・鉄板焼きKONOMU
大阪市西区 中華料理龍苑阿波座店
大阪市西区 TOJI
大阪市西区 馳走蔵マス
大阪市西区 中華料理天伸
大阪市西区 38
大阪市西区 狸狸亭北堀江店
大阪市西区 若狭や
大阪市西区 美味食楽 えらぶ
大阪市西区 Soupteria 
大阪市西区 チーズチューズ ＨＩＧＯＢＡＳＨＩ
大阪市西区 ザッツピザ南堀江
大阪市西区 Courier
大阪市西区 花水木
大阪市西区 Lion Heart
大阪市西区 貴公子
大阪市西区 海鮮酒場海だより
大阪市西区 La Table
大阪市西区 雪月花
大阪市西区 焼鳥ろじ
大阪市西区 そば処かわだ家
大阪市西区 居酒屋 石の花
大阪市西区 らーめん砦京町堀店
大阪市西区 ブッキング青葉
大阪市西区 つばき
大阪市西区 新町ら～めん
大阪市西区 LITTLE NUTS COFFEE 
大阪市西区 御料理ｚａｉあぶら田
大阪市西区 お好み焼きなお家
大阪市西区 Bistrobonapp
大阪市西区 呑みどころ卯
大阪市西区 BIG JACK
大阪市西区 串・なべ処慶祐
大阪市西区 食事処 みやこ
大阪市西区 韓国風海苔巻専門店en
大阪市西区 bistro New Orleans
大阪市西区 海鮮居酒屋 謎の屋
大阪市西区 capitolo3:l'arca
大阪市西区 つけ蕎麦あらた屋
大阪市西区 燕酒家
大阪市西区 つけ麺処つぼや 肥後橋店
大阪市西区 ボデガディーゴ
大阪市西区 愛・優
大阪市西区 バブルネット
大阪市西区 料亭 うえだ
大阪市西区 かあにばる
大阪市西区 フェスタ京町堀
大阪市西区 九条おでん  あかい
大阪市西区 麺処きよし
大阪市西区 La Cantinetta
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大阪市西区 flower & bar Relier ルリエ
大阪市西区 natural dining cafeMode
大阪市西区 狸狸亭南堀江店
大阪市西区 たけこ
大阪市西区 mucu
大阪市西区 洋食＆バル Gros Navet
大阪市西区 RiVi
大阪市西区 pizzeria osteria la ROCCIA
大阪市西区 THE LAZY
大阪市西区 洋食Kappo sora
大阪市西区 たこ秀
大阪市西区 Dufam
大阪市西区 炭焼和牛 七福
大阪市西区 なみの華
大阪市西区 マンモスカフェ
大阪市西区 大衆ビストロ原田屋
大阪市西区 RAJA&CAFE
大阪市西区 鉄パン焼き271
大阪市西区 のぶ商店
大阪市西区 お好み焼き ちろりん村
大阪市西区 ゴレン者
大阪市西区 たから
大阪市西区 百寿
大阪市西区 焼肉英
大阪市西区 天后
大阪市西区 イル・ソッフィオーネ
大阪市西区 おばんざい ゆかや
大阪市西区 居酒屋千浜
大阪市西区 CROISEE
大阪市西区 Buccii
大阪市西区 良亭
大阪市西区 さぼてん食堂
大阪市西区 スパイス食堂ニッキ
大阪市西区 樽
大阪市西区 日本一
大阪市西区 夢叶
大阪市西区 京町や吉むら
大阪市西区 陳麻家 肥後橋店
大阪市西区 ホテルサンライフカフェ produced by kitchen J
大阪市西区 Bar.M.A.P
大阪市西区 ティアラ
大阪市西区 カーヴォ
大阪市西区 トラットリア アリア
大阪市西区 新町蕎麦切りてるてる
大阪市西区 ③Three
大阪市西区 ゴーゴーバーフジタ
大阪市西区 うぶや
大阪市西区 そば処乃ぶよし
大阪市西区 THE・TAVERN 
大阪市西区 インドレストランShama
大阪市西区 チャクサルチキン
大阪市西区 料亭 にじ
大阪市西区 なじみ
大阪市西区 洋食アンルパ
大阪市西区 大衆居酒屋 酔い夜
大阪市西区 .cafe
大阪市西区 6TH
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大阪市西区 鮪寿司蔵マス
大阪市西区 佑助
大阪市西区 シアターカフェNyan
大阪市西区 孫べえ
大阪市西区 trattoria810
大阪市西区 サケトメシ
大阪市西区 上等カレー 阿波座店
大阪市西区 ねぎ焼きお好み焼き至福
大阪市西区 にんにくらーめん天洋 新町店
大阪市西区 華門
大阪市西区 GOHAN CAFE こうりん
大阪市西区 日本酒bar畠山
大阪市西区 OKAKI
大阪市西区 喫茶一番
大阪市西区 Alffo Records
大阪市西区 Cafe Accogliente
大阪市西区 GARI・BAR
大阪市西区 やきやき晴の花
大阪市西区 焼肉はるき
大阪市西区 T-BLACK
大阪市西区 春暉
大阪市西区 安兵衛
大阪市西区 ごはん屋石田
大阪市西区 小さなお店
大阪市西区 日本料理梅堂
大阪市西区 マルホ酒店
大阪市西区 ひかり亭
大阪市西区 サヨナラ天サン
大阪市西区 成龍
大阪市西区 イタリア食堂あなろじか
大阪市西区 milia burger
大阪市西区 小僧またおまえか。土佐堀店
大阪市西区 EN
大阪市西区 Ecle.enishi
大阪市西区 bar masterroom
大阪市西区 焼鳥ジョニー立売堀店
大阪市西区 中華料理とんとん
大阪市西区 Bar木漏日
大阪市西区 金の華
大阪市西区 炉端焼き酒場 中々 四ツ橋店
大阪市西区 Bar Baden2 
大阪市西区 VADE MECVM. Showroom #2 Gallery Shop + Cafe
大阪市西区 鮨処一
大阪市西区 蛸のつぼ 西本町店
大阪市西区 やまごや
大阪市西区 麺屋武士道
大阪市西区 春日
大阪市西区 布目の里 新町店
大阪市西区 自家製うどん中西
大阪市西区 chikorinto
大阪市西区 大奥
大阪市西区 THE炭ーズ
大阪市西区 そば処みまさか
大阪市西区 LA SIRENA
大阪市西区 館
大阪市西区 食間や
大阪市西区 ぢどり亭 京町堀店
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大阪市西区 カレーコンドル
大阪市西区 パルク
大阪市西区 道楽庵
大阪市西区 ベトナム屋ＤＺＯ
大阪市西区 季節料理 はりまや
大阪市西区 エル ソカロ・ブリトー
大阪市西区 洋食手嶋
大阪市西区 夜半の月
大阪市西区 il legame
大阪市西区 桃屋
大阪市西区 まつじゅう
大阪市西区 スナイパー
大阪市西区 BAR  KALAPANA
大阪市西区 炭火焼鳥あおとり
大阪市西区 割烹うゑだ
大阪市西区 BAR つちのこ
大阪市西区 ZEROCAFESTAND
大阪市西区 Chinese 李香
大阪市西区 多み寿し
大阪市西区 しゃぶ吉
大阪市西区 茶庭
大阪市西区 いずみバーグ
大阪市西区 喜心
大阪市西区 焼肉みずほ
大阪市西区 ぶうけ
大阪市西区 桃源郷
大阪市西区 まーじゃんハウスチップ本町四ツ橋通り店
大阪市西区 楽々－tano tano－
大阪市西区 ル ジャルダン
大阪市西区 スナックアコ
大阪市西区 CAFE EL GRECO
大阪市西区 RODDA group
大阪市西区 女留姿
大阪市西区 四季の味 和田
大阪市西区 魚屋まつい
大阪市西区 チキンワイルド阿波座店
大阪市西区 中国酒菜 真怡記
大阪市西区 petibon
大阪市西区 ニクスタンドＥＮ
大阪市西区 炭火焼鳥 とり小僧
大阪市西区 Rm
大阪市西区 焼肉の牛哲
大阪市西区 波平 肥後橋店
大阪市西区 麺処天川
大阪市西区 なにわ
大阪市西区 佐用ホルモン焼きうどん 日の松
大阪市西区 goute
大阪市西区 灰火焼鳥 昌太郎
大阪市西区 バルタザール
大阪市西区 とまとの里 信濃路
大阪市西区 Bar MALOWD
大阪市西区 うっとり酒場
大阪市西区 すなっく我夢
大阪市西区 うどん・そば処 茶屋亭
大阪市西区 ペッシェニトロ
大阪市西区 Dining&Bar HB
大阪市西区 チャイナルーム華
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大阪市西区 Charcoal Dining 炎や
大阪市西区 菖蒲坂
大阪市西区 鷹山亭 新町店
大阪市西区 TIGER-8
大阪市西区 salon de riz ebisu
大阪市西区 たっちゃん
大阪市西区 かりん
大阪市西区 どさん子 西区境川店
大阪市西区 SOPHIA MAHAL
大阪市西区 千姫
大阪市西区 焼肉にくふく
大阪市西区 CafeCREDO
大阪市西区 靭公園 THE  SHAKE
大阪市西区 くつろぎ食堂 Sourired'Ange
大阪市西区 吉林菜館
大阪市西区 麺や拓
大阪市西区 シダラタ
大阪市西区 スナック ターキー
大阪市西区 プチルポ
大阪市西区 なにわ創彩 百虎
大阪市西区 居酒屋やいと
大阪市西区 Peep-bo  CLUB
大阪市西区 Bonsowa ShiyokuD
大阪市西区 居酒屋ここ助
大阪市西区 新町あだち
大阪市西区 こつぶ
大阪市西区 GRANKNOT COFFEE
大阪市西区 うどん花きり
大阪市西区 たこ焼 あきない
大阪市西区 swallowtail
大阪市西区 麻婆専門 永友
大阪市西区 ぼっかけや
大阪市西区 Dining&Bar Rion
大阪市西区 ラギャロワーズ
大阪市西区 カレーBARクローバー
大阪市西区 すたんどぼぶ
大阪市西区 エル・シエロ
大阪市西区 宝縁
大阪市西区 のざき
大阪市西区 ブルーシールアイスクリーム アメリカ村店
大阪市西区 cafe Room
大阪市西区 RegaloCafe
大阪市西区 越中屋
大阪市西区 LUMBINI
大阪市西区 歓喜
大阪市西区 イタリア料理小西屋
大阪市西区 Indian neplai restaurant delhi 
大阪市西区 彩葉
大阪市西区 炭火焼柴家
大阪市西区 シダラタ
大阪市西区 SABU＆ＥＧＧ
大阪市西区 立ち飲み キッチンスタジアム
大阪市西区 BAR KUWAYAMA
大阪市西区 やきとり大吉九条店
大阪市西区 CAFEMO
大阪市西区 DEVI Indian&Nepalese Restaurant
大阪市西区 穂里館
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大阪市西区 Indian Nepal Restaurant and Bar
大阪市西区 スモーク・グリム
大阪市西区 Foods Bar Hideno-Shi.Co
大阪市西区 BLUE + BLUE
大阪市西区 紬
大阪市西区 chamois
大阪市西区 すなっく てまり
大阪市西区 Tree room
大阪市西区 martha
大阪市西区 TORATTORIA RUUUST
大阪市西区 らーめんわんや
大阪市西区 BEER BELLY
大阪市西区 金時屋
大阪市西区 little OWL
大阪市西区 ホルモンズ
大阪市西区 HOTEL THE ROCK
大阪市西区 炉端焼き酒場 中々 肥後橋店
大阪市西区 龍苑
大阪市西区 新町デリピット
大阪市西区 Piattoj
大阪市西区 Bazaar
大阪市西区 VOXX
大阪市西区 肥後橋 ダイニング Ｐｕｒｕｃｈｉｎｏ ＳＨＩＮ
大阪市西区 スパイス茂
大阪市西区 Osaka Salon
大阪市西区 お弁当物語 西本町店
大阪市西区 ホットクロス南堀江店
大阪市西区 旅路Kitchen
大阪市西区 喫サ文化研究所ミロク
大阪市西区 Bar Mattina肥後橋
大阪市西区 フローラダニカ
大阪市西区 いずみ麺
大阪市西区 ホットクロス北堀江店
大阪市西区 中国料理 唐朝
大阪市西区 開宴イワゴンロッソ
大阪市西区 なご美
大阪市西区 たわら家
大阪市西区 おかしナスープ
大阪市西区 蕎麦処ざこば更科
大阪市西区 心間
大阪市西区 中華料理 大洋軒
大阪市西区 立呑処家味囲
大阪市西区 イタリア食堂ニジイロアルコバレーノ
大阪市西区 やまなか らーめん
大阪市西区 Shaula
大阪市西区 鮓あさ吉
大阪市西区 暖家
大阪市西区 AUPA
大阪市西区 吉野
大阪市西区 千島南蛮亭西長堀店
大阪市西区 キッチンタツトミ
大阪市西区 ケセランパサラン南堀江店
大阪市西区 Little Tree
大阪市西区 うどんと天ぷら山斗
大阪市西区 くうたろう 京町堀店
大阪市西区 coccinella
大阪市西区 soratobukaori
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大阪市西区 割烹たけだ
大阪市西区 京町料理みつや
大阪市西区 バンバン
大阪市西区 旬味満菜居酒屋味寛
大阪市西区 じゅ寿
大阪市西区 居酒屋 雅
大阪市西区 中国家常菜楽活
大阪市西区 花粉 北堀江
大阪市西区 京伽
大阪市西区 アアベルカレー
大阪市西区 PIZZERIA DueSette
大阪市西区 スパイス居酒屋はらいそsparkle
大阪市西区 ツェット 
大阪市西区 FRYER FLYER
大阪市西区 Fritいっこいっこ
大阪市西区 エンネ
大阪市西区 鉄板焼き歩
大阪市西区 お燗 やまなか
大阪市西区 ころころ
大阪市西区 更科
大阪市西区 吉み乃製麺所
大阪市西区 玄
大阪市西区 スナック りんどう
大阪市西区 一力
大阪市西区 路地裏のボリィズ
大阪市西区 喫茶水鯨
大阪市西区 32 Sunny
大阪市西区 くずし割烹豚美
大阪市西区 Cafe salon de omas
大阪市西区 ROKUJYUEN
大阪市西区 はとの家
大阪市西区 Le CoRoN
大阪市西区 かちとんぼ
大阪市西区 京町堀 串庵
大阪市西区 花
大阪市西区 ※710
大阪市西区 和魂洋彩 一笑
大阪市西区 ASIAN RAD AFTERS
大阪市西区 うち呑み屋 新町店
大阪市西区 カレーのお店 koganeya
大阪市西区 珈琲の駱駝屋
大阪市西区 居食屋たかちゃん
大阪市西区 回転木馬
大阪市西区 和顔
大阪市西区 Kitchen Sugar
大阪市西区 VODKA connecting people 
大阪市西区 縁恩
大阪市西区 一朗
大阪市西区 炊い処ぽんたん
大阪市西区 立呑屋もりわき
大阪市西区 THE PANHEAD'S HEAVEN SALOON
大阪市西区 青葉城
大阪市西区 うれしい居酒屋酒歌
大阪市西区 アオイサル
大阪市西区 馭慮
大阪市西区 おでん○
大阪市西区 ソビノワ
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大阪市西区 炭火焼直島 南堀江本店
大阪市西区 まごころ料理鷲見
大阪市西区 愛れん
大阪市西区 トリコロール  (tricolore)
大阪市西区 尾道ラーメン 十六番
大阪市西区 渚
大阪市西区 りとりいと
大阪市西区 GARDEN
大阪市西区 たこやき風風 九条店
大阪市西区 ROUGH LABO CAFE
大阪市西区 FON-SU bed&breakfast
大阪市西区 HELLO NEW DAY
大阪市西区 旨手羽家九条店
大阪市西区 ヨツバカリー 靱本町店
大阪市西区 奏
大阪市西区 スシコーヒー
大阪市西区 TAMANEGI
大阪市西区 チェディルアン
大阪市西区 江戸堀 武蔵野 京町堀 武蔵
大阪市西区 月のおどり辰巳橋店焼鳥専門
大阪市西区 お魚きっちん祐星
大阪市西区 ソマリ
大阪市西区 庄や 肥後橋土佐堀通り店
大阪市西区 板前焼肉一笑 江戸堀
大阪市西区 ちゃ味鶏
大阪市西区 モスバーガー 靭本町店
大阪市西区 焼肉夢叶縁
大阪市西区 Ｆｉｖｅ南堀江
大阪市西区 月のおどり辰巳橋店
大阪市西区 カクウチちょこっと
大阪市西区 一休
大阪市西区 輪だち
大阪市西区 八木餃子九条本店
大阪市西区 ダオフー肥後橋店
大阪市西区 ベトナム食堂チャオルア
大阪市西区 ITALIAN BAR VERDE
大阪市西区 キシャル
大阪市西区 カレーハウス ＣＯＣＯ壱番屋 西区北堀江一丁目店
大阪市西区 びっくりドンキーフォレオ大阪ドームシティ店
大阪市西区 サイゼリヤフォレオ大阪ドームシティ
大阪市西区 Eccomi
大阪市西区 夕理乃
大阪市西区 DELI
大阪市西区 calla
大阪市西区 FLY
大阪市西区 煮炊き屋 みとん
大阪市西区 魚菜さか蔵
大阪市西区 伽羅
大阪市西区 北堀江ほおずき
大阪市西区 GRANKNOT COFFEE CUE
大阪市西区 伊賀肉料理 半蔵
大阪市西区 ピッツェリア エイト
大阪市西区 イタリア食堂 ポルコ
大阪市西区 スターバックスコーヒー西本町店
大阪市西区 カラオケサウンドスタイル九条店
大阪市西区 サランチェ江戸堀
大阪市西区 柊
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大阪市西区 焼鳥と麹 一石五鳥 肥後橋店
大阪市西区 哈爾濱飯店
大阪市西区 カウボーイ家族大阪ドームシティ店
大阪市西区 中華菜館 水晶
大阪市西区 鉄板焼 もんじゃ焼 ひいろ 新町店
大阪市西区 土竜 新町店 （隠れ家 kitchen Mogura）
大阪市西区 ロイヤルホストあみだ池店
大阪市西区 カレー堂堀江店
大阪市西区 スターバックスコーヒーイオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 うさぎ食堂
大阪市西区 料理屋新町壱丁目
大阪市西区 Cafe ABSINTHE
大阪市西区 Barラウンジ 堀江卓球部
大阪市西区 スターバックスコーヒー四ツ橋店
大阪市西区 うどんの祥 かな泉
大阪市西区 炭火焼鳥 矮鶏
大阪市西区 スナック MAKI
大阪市西区 スナック 金魚
大阪市西区 丸万
大阪市西区 韓国食堂 ハングル
大阪市西区 めれんげ
大阪市西区 串料理 あ
大阪市西区 和Dinning わだち
大阪市西区 たこ1
大阪市西区 地鶏と美味い酒の店 ひっとべ
大阪市西区 星乃珈琲店四ツ橋店
大阪市西区 焼肉まるしま江戸堀店
大阪市西区 北京料理 新華園
大阪市西区 華蔵 和洋中ダイニング
大阪市西区 COFFEE HOUSE 5th Street
大阪市西区 高麗ガーデン南堀江店
大阪市西区 海鮮屋台おくまん西本町店
大阪市西区 ディッパーダン イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 おかにわ
大阪市西区 南蛮食堂 四ツ橋本町店
大阪市西区 焼肉牛魔 四ツ橋店
大阪市西区 韓国料理＆エンタメ酒場 ソメク 南堀江店
大阪市西区 天下一品 西長堀店
大阪市西区 RICARDOBARDEESPANA
大阪市西区 カラオケスナック ままや
大阪市西区 スシロー 辰巳橋店
大阪市西区 やきやき三輪堀江店
大阪市西区 海鮮屋台おくまん阿波座東店
大阪市西区 かっぱ寿司 境川店
大阪市西区 ぢどり亭九条店
大阪市西区 焼肉勝
大阪市西区 貴鶏屋 阿波座店
大阪市西区 Cafe no.
大阪市西区 Craft Burger co.
大阪市西区 立食いうどん大和庵
大阪市西区 mothers
大阪市西区 辛いもんや
大阪市西区 やきとりの名門 秋吉 阿波座店
大阪市西区 らーめん香澄
大阪市西区 個室和食堀江燈花 なんば店
大阪市西区 季節料理中西
大阪市西区 Cafe & Restaurant DECO
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大阪市西区 京都勝牛イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 ピアノピアーノ
大阪市西区 Bar HIROSE
大阪市西区 アラルデ
大阪市西区 しぜんバル パプリカ食堂 Vegan
大阪市西区 えどぼり 和じ庵
大阪市西区 カレーハウスCoCo壱番屋フォレオ大阪ドームシティ店
大阪市西区 築地銀だこイオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 人情酒場 阿波座店
大阪市西区 Ciucate
大阪市西区 club vijon
大阪市西区 コンヴィヴィアリテ
大阪市西区 和 フレンチバル son-ju-cue 村塾
大阪市西区 ころころ亭 桃梦
大阪市西区 酒房 とまり木
大阪市西区 Dining&Bar BLEU
大阪市西区 北極星
大阪市西区 肥後橋ラーメン亭
大阪市西区 王道居酒屋のりを西本町店
大阪市西区 ピッツェリア・ラ ポルタ
大阪市西区 HAJIME
大阪市西区 播鳥 肥後橋店
大阪市西区 浪花麺乃庄 つるまる四ツ橋店
大阪市西区 リストランテ サリーレ
大阪市西区 ハングリータイガー大阪
大阪市西区 鳥貴族九条店
大阪市西区 韓味一 朴邸
大阪市西区 かどや 焼肉店
大阪市西区 阿波座 寅や
大阪市西区 CAFE CHARBON
大阪市西区 asse+plus 肥後橋店
大阪市西区 熱香森＆ForestTable
大阪市西区 九絵家
大阪市西区 焼肉まるしま西本町店
大阪市西区 香
大阪市西区 CAFE SIK
大阪市西区 博多華味鳥 肥後橋店
大阪市西区 SANTA-LUCIA
大阪市西区 吟味屋 西区店
大阪市西区 鳥さくイオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 焼肉ここから 靭公園
大阪市西区 sereno
大阪市西区 炭火焼肉ほんまち
大阪市西区 ラフィネストラ
大阪市西区 ピープルズ
大阪市西区 Light and Flaky Pizza
大阪市西区 鮨伊吹
大阪市西区 Trattoria Pappa
大阪市西区 ＢａｒＧｒａｎ
大阪市西区 青地
大阪市西区 やよい軒フォレオ大阪ドームシティ店
大阪市西区 肉匠 紋次郎 北堀江店
大阪市西区 Bistro隠
大阪市西区 黒毛和牛 焼肉一 九条店
大阪市西区 ホリーズカフェ 阿波座店
大阪市西区 キッチン Ohana
大阪市西区 サーティワンアイスクリームイオンモール大阪ドームシティ店
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大阪市西区 ARITA立売堀店
大阪市西区 Bar piko
大阪市西区 山海倶楽部淀屋橋
大阪市西区 京都北白川ラーメン魁力屋イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 Tossa de coracao
大阪市西区 ノートルマンマ
大阪市西区 中華菜館會賓楼
大阪市西区 松屋四ツ橋店
大阪市西区 Rira
大阪市西区 うつぼ慶之助
大阪市西区 ローストビーフ神戸
大阪市西区 わっか
大阪市西区 Hurly Burly
大阪市西区 SO MANY ROADS
大阪市西区 〇△□ 北堀江
大阪市西区 大阪豚しゃぶの会 本店
大阪市西区 FOCACCERIA
大阪市西区 國型製作所 新町店
大阪市西区 YESBURGER
大阪市西区 さむらい万次郎
大阪市西区 mangueira 
大阪市西区 ちゃがゆ
大阪市西区 Comptoir15
大阪市西区 お好み焼 のんの
大阪市西区 T coffee
大阪市西区 SHUHANA RESTAURANT
大阪市西区 Asian kitchen Cafe 百福
大阪市西区 メソン サルー
大阪市西区 浪花麺乃庄 つるまる北堀江店
大阪市西区 ＮＡＮＡ ＮＯ ＭＯＥ
大阪市西区 よりみち酒場ちょこっと
大阪市西区 飛行船スタイル南條
大阪市西区 西長堀すずき
大阪市西区 舞香
大阪市西区 スターバックスコーヒー肥後橋南店
大阪市西区 ぞうとカブトムシ
大阪市西区 馳走別邸 大阪北堀江
大阪市西区 台処かみ谷
大阪市西区 丸亀製麺信濃橋
大阪市西区 Ｊ ｗｉｎｅ ｏｓａｋａ
大阪市西区 なごみ亭
大阪市西区 餃子とリロと〇〇と
大阪市西区 カルータラ
大阪市西区 angel
大阪市西区 えん魔家
大阪市西区 CARNE asaeda
大阪市西区 コースタルリビング
大阪市西区 割烹あお木
大阪市西区 かんてきや
大阪市西区 カオススパイスダイナー 四ツ橋店
大阪市西区 ゆき農園珈琲
大阪市西区 目利きの銀次
大阪市西区 room
大阪市西区 梅田明月館 阿波座店
大阪市西区 ケンタッキーフライドチキン 大阪ドーム店
大阪市西区 黒兵衛
大阪市西区 麺鶏宮崎郷土料理どぎゃん
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大阪市西区 鶏soba座銀
大阪市西区 THE CALENDAR（カレンダー）本店
大阪市西区 GANGNAM
大阪市西区 イタリア料理 Sagano 大阪阿波座店
大阪市西区 ビリヤードグリーン２２
大阪市西区 エフユー
大阪市西区 JUICYS
大阪市西区 鷹仁 堀江店
大阪市西区 TEPPAN Da Ciucate
大阪市西区 スリィデリ
大阪市西区 福州小吃
大阪市西区 泳ぎふぐ専門店 ふぐ安
大阪市西区 前田庭
大阪市西区 麵屋・國丸。靭公園前店。
大阪市西区 鳥貴族 四ツ橋店
大阪市西区 LOUISE
大阪市西区 らーめん四恩 堀江
大阪市西区 jeudi cafe
大阪市西区 丸寿肥後橋店
大阪市西区 ケンタッキー イオンモール店
大阪市西区 Q&D TAPIOCA
大阪市西区 Champagne Bar Hanan
大阪市西区 徐園
大阪市西区 チャオ・サイゴン
大阪市西区 ポルタヌォーヴァ
大阪市西区 NUWARA KADE
大阪市西区 鶏乃物語土佐堀店
大阪市西区 こやぶの台所
大阪市西区 Numver405
大阪市西区 中も津屋西本町店
大阪市西区 AB'S食堂
大阪市西区 八百屋とごはんうらや 西本町店
大阪市西区 餃子の王将 大阪九条店
大阪市西区 インドネパールレストラン＆バー ヒマラヤン
大阪市西区 ソビノワ
大阪市西区 北南東礼西
大阪市西区 鮨すばる
大阪市西区 鶏家 陶山
大阪市西区 chiocciola
大阪市西区 CAFF BOBBIN
大阪市西区 輝妃
大阪市西区 農家厨房 肥後橋
大阪市西区 信州そば
大阪市西区 ボリィズコーヒー
大阪市西区 酒中花 空心
大阪市西区 ROYAL BIRIYANI & BAR INDIAN & NEPALI RESTARUNT
大阪市西区 M.Y labo 
大阪市西区 サバ６製麺所 靱公園前店
大阪市西区 インドレストランＢＩＮＤＵ イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 ＭＯＮＤＩＡＬ ＫＡＦＦＥＥ ３２８ ＳＴＡＮＤ ＧＵＴ ＷＯＬＦ
大阪市西区 康福
大阪市西区 松屋九条店
大阪市西区 iuen
大阪市西区 鶏ロック
大阪市西区 食堂さんさんじ
大阪市西区 麺乃庄つるまる京町堀店
大阪市西区 寿し 京町堀 佐藤
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大阪市西区 南堀江knave
大阪市西区 長崎ちゃんぽん リンガーハット イオン大阪ドーム前店
大阪市西区 神戸餃子酔房えんじゃ
大阪市西区 焼肉満腹リッチデリ
大阪市西区 吉野家 九条店
大阪市西区 Natural green cafe
大阪市西区 BAK堀江
大阪市西区 喫茶銅羅夢館
大阪市西区 九条トリコ
大阪市西区 鳥貴族 西本町店
大阪市西区 八百屋とごはん しみず
大阪市西区 ジャンボ酒場新町１丁目店
大阪市西区 中国菜SHIN-PEI
大阪市西区 HI!SandWich
大阪市西区 味蕾
大阪市西区 吉野家 阿波座店
大阪市西区 ひなた家
大阪市西区 小雀弥 堀江店
大阪市西区 あまみ
大阪市西区 SNOW LION
大阪市西区 にしの
大阪市西区 やこや九条店
大阪市西区 香港軽食
大阪市西区 心・八剣伝 阿波座店
大阪市西区 安土
大阪市西区 松屋肥後橋店
大阪市西区 コメダ珈琲四ツ橋新町店
大阪市西区 僕とイヌ
大阪市西区 味囍園
大阪市西区 Chinese Restaurant都来
大阪市西区 黒毛和牛 焼肉一 堀江店
大阪市西区 sista8
大阪市西区 心粋うどん いろは
大阪市西区 花錦戸
大阪市西区 BEEF×BAR Lamp
大阪市西区 牧草牛専門焼肉 Let it Beef 
大阪市西区 ABC
大阪市西区 THE MARK COFFEE
大阪市西区 ホテルリブマックス大阪ドーム前
大阪市西区 焼肉 らくはち
大阪市西区 BISTROアキラ
大阪市西区 Bar Beccan
大阪市西区 COCONO
大阪市西区 もりもり寿しイオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 板前焼肉一笑 靱本町
大阪市西区 蓮華-Renge-
大阪市西区 IVY Cafe&Bar 
大阪市西区 ABSINTHE WORMWOOD
大阪市西区 かごの屋大阪ドームシティ店
大阪市西区 ＤＥＬＩカド
大阪市西区 杏厨キッチン 新町店
大阪市西区 カフェ＆バーラキラビ
大阪市西区 だし屋凸凹
大阪市西区 ココバナナ
大阪市西区 MONDIAL KAFFEE 328
大阪市西区 GTO
大阪市西区 お好み焼き きみ
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大阪市西区 Grape & Vinyl Studio Slipstream
大阪市西区 立ち呑みもなか
大阪市西区 フリジェリオ
大阪市西区 酒場とらず 西本町店
大阪市西区 watering bar PADDLE
大阪市西区 広島風お好焼孔雀亭
大阪市西区 コメダ珈琲 大阪土佐堀店
大阪市西区 味処淀屋
大阪市西区 懐石宇津房
大阪市西区 CAFE REPIT
大阪市西区 Mix
大阪市西区 スナックA
大阪市西区 イルベッカフィーコ
大阪市西区 一風堂 堀江店
大阪市西区 花
大阪市西区 素人料理の店 こその
大阪市西区 cacacurry Re: NEAT NEAT
大阪市西区 台湾火鍋Bar華心
大阪市西区 ニンニクラーメン天洋九条店
大阪市西区 小林の酒場
大阪市西区 THE GARLIC NINNIKU-YA 北堀江
大阪市西区 テンシンランラン
大阪市西区 Mocktail&Bar grin
大阪市西区 博多華味鳥四ツ橋
大阪市西区 DEVI INDIAN&NEPALESE RESTAURANT
大阪市西区 天ぷら定食まきのイオンモール大阪ドームシティ
大阪市西区 四季料理 入兆
大阪市西区 カフェドクリエ 西本町店
大阪市西区 ステーキハウス上田
大阪市西区 うまいもんや心
大阪市西区 広島焼ながい
大阪市西区 なにわの台所いたち
大阪市西区 ＣＵＢＩＥＲＴＡ
大阪市西区 うえの
大阪市西区 新町都城
大阪市西区 紅紅肥後橋
大阪市西区 インドレストラン カァマデヌ
大阪市西区 アーセンティア迎賓館 大阪
大阪市西区 かぶら
大阪市西区 ジュークトゥエンティー
大阪市西区 たこ焼きバル徳次郎参号店
大阪市西区 かき小屋本舗 牡蠣舟
大阪市西区 鉄板焼 太縁
大阪市西区 Le petit K
大阪市西区 Difference
大阪市西区 エチョラ
大阪市西区 山茶花
大阪市西区 なか卯 京町堀店
大阪市西区 中国料理ラーメンきらく
大阪市西区 麺匠パスタバカ一代
大阪市西区 酒処 花れ
大阪市西区 丹波地鶏とビオワイン 六賢
大阪市西区 大和屋食堂
大阪市西区 せんと九条店
大阪市西区 ひとり焼肉一 阿波座店
大阪市西区 三豊麺～斬～西本町店
大阪市西区 炭火焼鳥 鳥ちょうちん
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大阪市西区 クリアヒーリングサロン
大阪市西区 京町堀 莉玖
大阪市西区 Terrasse ねギま
大阪市西区 3PEACES
大阪市西区 ラーメンつけ麺笑福 西本町店
大阪市西区 鶏そば 小箱
大阪市西区 朋
大阪市西区 立ち呑みミカタ
大阪市西区 鮨藤もと
大阪市西区 串の向こう側
大阪市西区 や台ずし九条町
大阪市西区 うまい麺には福来たる西大橋店
大阪市西区 ん
大阪市西区 天ぷら お立ち
大阪市西区 吉野家 肥後橋店
大阪市西区 靱本町がく
大阪市西区 BURGERLION-UTSUBO A GOGO-
大阪市西区 嬉農 むすび庵
大阪市西区 旬菜しゃぶ重
大阪市西区 peke pon maru
大阪市西区 肥後橋南蛮亭
大阪市西区 it.oven
大阪市西区 中華食堂チリレンゲ
大阪市西区 KAMIKAZE
大阪市西区 オピューム
大阪市西区 そば処つなぎ
大阪市西区 なか卯 南堀江店
大阪市西区 から揚げの天才ナインモール九条商店街店
大阪市西区 鐘鳥阿波座店
大阪市西区 岩崎キャフェテリア
大阪市西区 おらが蕎麦
大阪市西区 alala
大阪市西区 「TABLES Coffee Bakery & Diner」
大阪市西区 や台ずし九条ナインモール町
大阪市西区 おばんざいはっち
大阪市西区 ボリィズベイビーコーヒー
大阪市西区 たこぴん 靭公園前店
大阪市西区 白牡丹
大阪市西区 kamome
大阪市西区 餃子の王将 四ツ橋店
大阪市西区 大阪産料理空堀江本店
大阪市西区 美肴＆美酒 むらさき
大阪市西区 札幌スープカレーJACK
大阪市西区 スタンドBAR洋燈
大阪市西区 更科・権太呂
大阪市西区 金久右衛門 阿波座店
大阪市西区 堀江明治軒
大阪市西区 シボン
大阪市西区 しらさわ
大阪市西区 お惣菜と魚 くすの木
大阪市西区 3Beans
大阪市西区 昇六
大阪市西区 お好みたまちゃんviva！
大阪市西区 ビメンディ
大阪市西区 さくら
大阪市西区 焼肉R29
大阪市西区 ramen three
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大阪市西区 たまごっ亭イオンモール大阪ドームシティ店
大阪市西区 北堀江 鮨与志
大阪市西区 みどり
大阪市西区 焼きもんバール新町メリハリ
大阪市西区 そばよし庵信濃橋店
大阪市西区 やよい軒阿波座店
大阪市西区 家族亭
大阪市西区 ライスゾーンもろぐち亭
大阪市西区 和食 いし津
大阪市西区 魚蔵肥後橋店
大阪市西区 すき焼き九
大阪市西区 Cafe＆Bar Kaaaan 
大阪市港区 CROSS
大阪市港区 灯台
大阪市港区 ほっTOすれBar
大阪市港区 珉楽
大阪市港区 八剣伝 弁天町店
大阪市港区 海馬
大阪市港区 居酒屋おりん
大阪市港区 仲野酒店
大阪市港区 セブンスタァ
大阪市港区 Queens
大阪市港区 炭火焼肉 銅羅
大阪市港区 ちょっと居酒屋038
大阪市港区 木村賢酒店
大阪市港区 たこ焼き王国
大阪市港区 お好み焼き・カラアゲ 桂
大阪市港区 オリーブ
大阪市港区 さか口
大阪市港区 shiraz
大阪市港区 Bar AROMA
大阪市港区 味味
大阪市港区 串かつ 活 天保山マーケットプレース店
大阪市港区 ナイン
大阪市港区 活魚料理 さかえ
大阪市港区 キャンディ
大阪市港区 喫茶カラオケR
大阪市港区 寿司茶屋 すし活
大阪市港区 焼く鳥屋 大阪港 本店
大阪市港区 やきとり大吉大阪港店
大阪市港区 酒処はじめ
大阪市港区 天然温泉テルメ龍宮
大阪市港区 創作寿司ひかり
大阪市港区 飯田酒店
大阪市港区 ラーメン六郎亭
大阪市港区 first
大阪市港区 ゴン太
大阪市港区 Ange
大阪市港区 優雅
大阪市港区 どんどん居酒屋
大阪市港区 居酒屋ふるさと
大阪市港区 スナック夜汽車
大阪市港区 手打ちうどんかめや
大阪市港区 はな saka
大阪市港区 teppan bar mirco
大阪市港区 DREAM
大阪市港区 わいわい館カラオケみち
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大阪市港区 リモージュ
大阪市港区 ひろおか
大阪市港区 歌おう屋 藤
大阪市港区 スナックまこちゃん
大阪市港区 欧風料理ピエスモンテ
大阪市港区 木村酒店
大阪市港区 栄鮓
大阪市港区 串かつ いろは
大阪市港区 喫茶ヒロミ
大阪市港区 ティーカラオケ ちえ
大阪市港区 RainmakeR
大阪市港区 ラウンジ 相原
大阪市港区 やたがらす
大阪市港区 スナック のぶ
大阪市港区 ま
大阪市港区 木村屋酒店 立呑み木村屋
大阪市港区 中野家のサムギョプサル
大阪市港区 ワンモアチャンス
大阪市港区 北京料理豚々亭
大阪市港区 大輪
大阪市港区 こんかなFamily
大阪市港区 ぶんちゃん
大阪市港区 田村酒店
大阪市港区 居酒屋酔っちゃん
大阪市港区 ゆみちゃん
大阪市港区 給仕當田
大阪市港区 中華の王将
大阪市港区 夜明
大阪市港区 リーフ
大阪市港区 ひよこ
大阪市港区 立ち呑みBAL MAMAS and PAPAS
大阪市港区 べらみ
大阪市港区 木曽谷
大阪市港区 Hanabi
大阪市港区 SEASON
大阪市港区 正宗屋太田酒店
大阪市港区 やきとり南
大阪市港区 Peace
大阪市港区 とんテキべっちゃない
大阪市港区 居酒屋そら
大阪市港区 亜矢
大阪市港区 M
大阪市港区 串カツ なべやん
大阪市港区 Rose（ローズ）
大阪市港区 焼鳥おばんざい ゆうじ1972
大阪市港区 あぶり屋 まんま
大阪市港区 たこやきゆかり
大阪市港区 たこ焼き酒場中村屋
大阪市港区 居間蔵屋
大阪市港区 お食事処 はまゆう
大阪市港区 参番館
大阪市港区 なかよし家
大阪市港区 こばんざめ
大阪市港区 田田
大阪市港区 得正カレー
大阪市港区 こうせいラーメン
大阪市港区 松栄丸
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大阪市港区 だるまや食堂
大阪市港区 カラオケ優子
大阪市港区 COSME
大阪市港区 こんかなISLAND
大阪市港区 和イタリアンSAKABAいちえ
大阪市港区 サムギョプサルと鍋 y.s.s.
大阪市港区 庵
大阪市港区 林酒店
大阪市港区 石焼き鉄板焼き まるにまる
大阪市港区 NON NON
大阪市港区 喫茶クラ
大阪市港区 七人の盗賊
大阪市港区 m＆m
大阪市港区 喫茶北房
大阪市港区 横田酒店
大阪市港区 焼き鳥紀州
大阪市港区 スナックひまわり
大阪市港区 山本酒店
大阪市港区 吉田屋
大阪市港区 中華料理 獅子林
大阪市港区 玉藻寿司
大阪市港区 立呑み Saku39
大阪市港区 旬菜楽酒 昌家
大阪市港区 さわ
大阪市港区 BarBoogieWalk
大阪市港区 株式会社大沢本店
大阪市港区 カラオケ喫茶 静
大阪市港区 長崎飯店
大阪市港区 廣美
大阪市港区 ひろ
大阪市港区 焼鳥 南
大阪市港区 串焼き８８
大阪市港区 修
大阪市港区 My
大阪市港区 明石
大阪市港区 台湾キッチン
大阪市港区 たまり場
大阪市港区 はづき
大阪市港区 天光軒
大阪市港区 おこのみ焼 たっちゃん
大阪市港区 ひらた
大阪市港区 とり樹
大阪市港区 やきとり日吉
大阪市港区 中華料理泰県
大阪市港区 BB
大阪市港区 居酒屋とさや
大阪市港区 モスバーガー市岡みなと通り店
大阪市港区 Ｌｅｔｔｅｒ
大阪市港区 仔犬
大阪市港区 千両寿司
大阪市港区 ミツワ
大阪市港区 Bar.Urizun
大阪市港区 かりやま
大阪市港区 岩山海鮮
大阪市港区 池田屋珈琲 港店
大阪市港区 お好み焼き すえひろ
大阪市港区 七輪屋kitchen
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大阪市港区 レストラン美吉
大阪市港区 スナック のぶえ
大阪市港区 立呑しんちゃん
大阪市港区 楽膳きわき
大阪市港区 クリア
大阪市港区 スリーパボ
大阪市港区 美味彩菜 たんぽぽ大阪港店
大阪市港区 World Union
大阪市港区 ゆうなぎ庵栞
大阪市港区 萬集楼
大阪市港区 ホルモン屋
大阪市港区 やきとり大吉 弁天中央店
大阪市港区 1016,kitchen
大阪市港区 中国料理新揚州
大阪市港区 きん太
大阪市港区 すきやねんとん子
大阪市港区 季節料理かた岡
大阪市港区 やびく
大阪市港区 オンニー
大阪市港区 喫茶フレンド
大阪市港区 ADNAN
大阪市港区 Cafe Ivy
大阪市港区 BAR志まづ
大阪市港区 小料理 三拍子
大阪市港区 ソアラ
大阪市港区 スナック Ｔｕｍｉｋｉ
大阪市港区 富士屋酒店
大阪市港区 花あかり
大阪市港区 焼肉 たつ味
大阪市港区 穂のか
大阪市港区 BooFooWoo 
大阪市港区 めんめん亭
大阪市港区 スナックエール
大阪市港区 かるちぇらたん
大阪市港区 カラオケ居酒屋 万亜ー呂
大阪市港区 居酒屋 樹
大阪市港区 番屋天保山店
大阪市港区 中華風居酒屋 千客万来
大阪市港区 沖縄食堂
大阪市港区 鉄板酒場サッソク
大阪市港区 お好み焼きチエ
大阪市港区 Eboo
大阪市港区 韓国食堂とらじ
大阪市港区 港見世 濱
大阪市港区 立ち呑みバル 咲くら
大阪市港区 ペキンえん
大阪市港区 颯走駆
大阪市港区 とんかつ帰郷
大阪市港区 スリーターキー
大阪市港区 居酒屋串べぇ
大阪市港区 好きやねん青山
大阪市港区 朝の国
大阪市港区 笑談酒場たわけ
大阪市港区 Pizzeria E Trattoria Ciao
大阪市港区 丸得酒場 とくとく 弁天町波除店
大阪市港区 サイゼリヤ弁天町駅前
大阪市港区 波平 弁天町店
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大阪市港区 鳴門
大阪市港区 王道居酒屋 のりを 弁天町駅前店
大阪市港区 鳥貴族 弁天町店
大阪市港区 あづまや
大阪市港区 じゅうじゅう本舗 焼きんしゃい 弁天町店
大阪市港区 夕凪橋 多古安
大阪市港区 レストラン ソウル
大阪市港区 たんぽぽ弁天町店
大阪市港区 ISTANBUL TABLE
大阪市港区 すし半市岡店
大阪市港区 笠利三先
大阪市港区 かどや
大阪市港区 カレーハウスCoCo壱番屋 港区弁天町店
大阪市港区 ぶっきら BOWL
大阪市港区 やきとり大吉 南市岡店
大阪市港区 お好み焼 かとちゃん
大阪市港区 ゆぅ
大阪市港区 SPARROW
大阪市港区 中華そば 埜邑 弁天町店
大阪市港区 うを市
大阪市港区 励明園
大阪市港区 肉を喰らえワインを浴びろ FIOREKUCINA
大阪市港区 ロイヤルホスト朝潮橋店
大阪市港区 立ち呑み すずめ
大阪市港区 ガスト港弁天町店
大阪市港区 かみがき
大阪市港区 アートホテル大阪ベイタワー SKYBUFFET51
大阪市港区 アートホテル大阪ベイタワー BAR LOUNGE TWENTY
大阪市港区 吉鳥弁天町店
大阪市港区 とと海月 波除店
大阪市港区 鳥貴族天保山店
大阪市港区 なかむら
大阪市港区 なかもと
大阪市港区 楽食酒 伊勢屋
大阪市港区 ふる里
大阪市港区 アートホテル大阪ベイタワー 割烹みなと
大阪市港区 カラオケライブ 弁天町駅前店
大阪市港区 ビーハイブ
大阪市港区 ミスタードーナツみなと夕凪ショップ
大阪市港区 居酒屋 菜花野
大阪市港区 マザームーンカフェ天保山店
大阪市港区 黒毛和牛 焼肉一 市岡店
大阪市港区 かつ庵 天保山マーケットプレース店
大阪市港区 アートホテル大阪ベイタワー 鉄板焼RURI
大阪市港区 串まる 天保山マーケットプレース店
大阪市港区 芳家
大阪市港区 焼肉まえだ
大阪市港区 鶴橋風月 天保山店
大阪市港区 西村酒店
大阪市港区 とんかつ家
大阪市港区 ホリーズカフェ クロスシティ弁天町店
大阪市港区 和Bal Issei
大阪市港区 なにわの台所あすか
大阪市港区 大阪たこ焼き本舗昌也
大阪市港区 やまもと屋
大阪市港区 麺屋 鶏之助
大阪市港区 酒処まんてん
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大阪市港区 居心伝 天保山店
大阪市港区 越智
大阪市港区 難波八十島
大阪市港区 みどり
大阪市港区 鶏屋丸高
大阪市港区 らくらく亭
大阪市港区 レストラン地底旅行
大阪市港区 炭やん
大阪市港区 夫婦うどん 夕凪店
大阪市港区 日曜日
大阪市港区 はな家
大阪市港区 天神丸
大阪市港区 回転寿司新竹 ベイタワー店
大阪市港区 立呑み れいこ
大阪市港区 スナックアキ
大阪市港区 とと海月 市岡元町店
大阪市港区 焼肉の牛太 本陣 弁天町ベイタワー店
大阪市港区 弁天町番屋
大阪市港区 満マル 弁天町店
大阪市港区 喫茶HIRO
大阪市港区 お好み焼きもり家
大阪市港区 阿倍野屋
大阪市港区 スナックあんこ
大阪市港区 居酒屋いざ新
大阪市港区 Lee
大阪市港区 自家製麺杵屋 天保山マーケットプレイス
大阪市港区 葉糸商店
大阪市港区 No.
大阪市港区 焼肉玄家
大阪市港区 とんかつ弁当弁天
大阪市港区 NEPAL HOUSE
大阪市港区 居酒屋 あや
大阪市港区 吉野家 朝潮橋店
大阪市港区 LE GRAND BLEU
大阪市港区 げんき
大阪市港区 元祖 札幌や
大阪市港区 SHE,SIDE DINER
大阪市港区 信州そば処そじ坊
大阪市港区 喫茶リカ
大阪市港区 初音
大阪市港区 居酒屋 いのおか
大阪市港区 らーめん藤平市岡店
大阪市港区 鶴橋風月 弁天町店
大阪市港区 居酒屋さぁー
大阪市港区 一番星
大阪市港区 LA VIE 1923
大阪市港区 いっちゃん
大阪市港区 居酒屋ふじよし
大阪市港区 かぞく
大阪市港区 餃子の王将 弁天町市岡店
大阪市港区 Secret
大阪市港区 赤丸食堂
大阪市港区 ロマン
大阪市港区 OLDIES THEATER
大阪市港区 鮨蒼
大阪市港区 鉄板焼華
大阪市港区 805
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大阪市港区 ぢどり亭弁天町店
大阪市港区 トサカ商店
大阪市港区 活 鉄板焼き 森本
大阪市港区 辰已飯店
大阪市港区 ガールズナック８０６
大阪市港区 居酒屋とも
大阪市港区 じゅん
大阪市港区 居酒屋 源さん
大阪市港区 Clear
大阪市港区 Darts bar Ohana
大阪市港区 なか卯 みなと通店
大阪市港区 Theater Cafe信天翁
大阪市港区 AKARENGA STEAK HOUSE
大阪市港区 飲食業 居酒屋 竹園
大阪市港区 三先肉焼屋
大阪市港区 旨手羽家朝潮橋店
大阪市港区 旬彩食堂 いろんなん
大阪市港区 手打ち一筋うどんきんぼし
大阪市港区 honey bee
大阪市港区 The saloon bar
大阪市港区 空庭温泉 居酒屋 縄のれん
大阪市港区 MOON
大阪市港区 酒肴 隠れ家
大阪市港区 牛の福天保山マーケットプレース店
大阪市大正区 カラオケすなっくじゅん
大阪市大正区 春夏冬
大阪市大正区 スナック さくら
大阪市大正区 居酒屋とく鶴
大阪市大正区 イチバノチカラ
大阪市大正区 創作串揚げ一正
大阪市大正区 egg
大阪市大正区 好来軒
大阪市大正区 やきとり道場
大阪市大正区 帆っ
大阪市大正区 酒処まるに
大阪市大正区 サザンクロス
大阪市大正区 さとりん
大阪市大正区 ぴないさーら
大阪市大正区 KAKITSUBATA
大阪市大正区 玉tama
大阪市大正区 MOCO
大阪市大正区 居酒屋あやか
大阪市大正区 たこ焼き&鉄板焼居酒屋もぐら
大阪市大正区 まえ
大阪市大正区 和礼寿司
大阪市大正区 お食事処花花
大阪市大正区 Fine ファイン
大阪市大正区 FUN茶
大阪市大正区 CASUBAR
大阪市大正区 nonnon.
大阪市大正区 食家龍吉
大阪市大正区 串焼ぴよぴよ 泉尾店
大阪市大正区 ニューインドパレス
大阪市大正区 笑家
大阪市大正区 季彩
大阪市大正区 とみぃ
大阪市大正区 ワインと気まぐれ料理 うさぎ
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大阪市大正区 スナック天草
大阪市大正区 笑酔人 TUGBOAT TAISHO
大阪市大正区 居酒屋ゆき
大阪市大正区 みつこ
大阪市大正区 ニコヤ
大阪市大正区 ゆう
大阪市大正区 炭火やきとり大志
大阪市大正区 コートダジュール
大阪市大正区 現生一杯うちのごはん
大阪市大正区 沖縄料理なんくるないさ
大阪市大正区 コパ
大阪市大正区 喫茶石川
大阪市大正区 まるこう
大阪市大正区 鍛治屋商店
大阪市大正区 焼肉たつみ
大阪市大正区 味処やまもと
大阪市大正区 焼肉どたんこ
大阪市大正区 焼とり居酒屋吉鳥 大正駅前店
大阪市大正区 蛸ぎゃんぐ
大阪市大正区 エスツゥー
大阪市大正区 藤吉郎
大阪市大正区 花いち
大阪市大正区 スナック杏
大阪市大正区 アトリエスタ食堂
大阪市大正区 草鍋えんや
大阪市大正区 エロチカ
大阪市大正区 飲み食い処えびす
大阪市大正区 スナック花
大阪市大正区 千島 更科
大阪市大正区 スナック小姫
大阪市大正区 あーちゃん
大阪市大正区 EXNEST
大阪市大正区 ちょい呑みもへじ
大阪市大正区 NANAMI
大阪市大正区 お家ごはんひとみ
大阪市大正区 M A N I S H A
大阪市大正区 Bond
大阪市大正区 喜多八
大阪市大正区 赤字屋
大阪市大正区 きりん
大阪市大正区 ちるパパ
大阪市大正区 ゆうなみ酒場
大阪市大正区 池田屋
大阪市大正区 カラオケ喫茶さくら
大阪市大正区 お好み焼 伊吹
大阪市大正区 串かつＱ
大阪市大正区 ザ・沖縄
大阪市大正区 CHANCE
大阪市大正区 あす香
大阪市大正区 おこのみハウス MOMO
大阪市大正区 島添食堂
大阪市大正区 MIYABI
大阪市大正区 おがわ
大阪市大正区 呑み処多花
大阪市大正区 喫茶野杏
大阪市大正区 OKINAWA ITALIAN BAR しぃさぁー
大阪市大正区 ROOKIES CAFE
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大阪市大正区 串カツ立呑みKenKen（ケンケン）
大阪市大正区 サレガマ
大阪市大正区 のぞみ亭
大阪市大正区 ラウンジＥｖｅ
大阪市大正区 綾髙
大阪市大正区 スナックリーフ
大阪市大正区 炭焼茶屋やけぼっくい
大阪市大正区 炭火焼肉大正ぱっぷはうす
大阪市大正区 ゆいまーる
大阪市大正区 ツツジラウンジ
大阪市大正区 若竹
大阪市大正区 ＢａｒＧｒａｎ
大阪市大正区 オトト水産
大阪市大正区 石窯バール デコレ
大阪市大正区 アジアンスタンドキリークThai
大阪市大正区 Bar Magic
大阪市大正区 やんばる
大阪市大正区 紀之国屋酒店
大阪市大正区 優
大阪市大正区 Space
大阪市大正区 兆治
大阪市大正区 呑み処 福朧
大阪市大正区 千龍
大阪市大正区 更科 大正橋店
大阪市大正区 手作りダイニングJOJO
大阪市大正区 やきとり味よし
大阪市大正区 TOP
大阪市大正区 丹後屋酒店
大阪市大正区 れすとらん晃市
大阪市大正区 サーチライト
大阪市大正区 絆
大阪市大正区 お好み焼き・鉄板焼 きゃべつ
大阪市大正区 味力
大阪市大正区 和らび
大阪市大正区 タカブルカリー
大阪市大正区 海鮮居酒屋 はるか
大阪市大正区 居酒屋よっちゃん
大阪市大正区 ふくむら
大阪市大正区 まっちゃん
大阪市大正区 四季彩
大阪市大正区 スタンドたかちゃん
大阪市大正区 舞
大阪市大正区 カラオケ 京都
大阪市大正区 立ち呑み777大正
大阪市大正区 乃ノ家分店
大阪市大正区 立呑処きよしや
大阪市大正区 好麺たまらん
大阪市大正区 GOONIES
大阪市大正区 Shot Bar Flip-Flap
大阪市大正区 御食事処ひょうたん
大阪市大正区 大正いやんばかん
大阪市大正区 Anniversary
大阪市大正区 姉妹
大阪市大正区 スナックエミ
大阪市大正区 大正 お好み屋 ままま
大阪市大正区 居酒屋勇貴
大阪市大正区 はやぶさ
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大阪市大正区 ＭｉＲａｙ
大阪市大正区 居酒屋 ごん太の家
大阪市大正区 はな
大阪市大正区 由紀
大阪市大正区 The Twins
大阪市大正区 リカーズふしみ
大阪市大正区 CAFE 居酒屋 RURU
大阪市大正区 スナック殿
大阪市大正区 MONROE
大阪市大正区 スナック 万寿
大阪市大正区 恵み屋
大阪市大正区 池田屋
大阪市大正区 お好み焼き ミサ
大阪市大正区 美竹
大阪市大正区 古都
大阪市大正区 スナック の～てんき
大阪市大正区 おばんざい あんど
大阪市大正区 居酒屋てるちゃん
大阪市大正区 喫茶シティ
大阪市大正区 花水木
大阪市大正区 お好み焼きだんくだんく
大阪市大正区 Leo
大阪市大正区 和み家 彩宴
大阪市大正区 肉の神戸屋
大阪市大正区 ９回の表裏
大阪市大正区 こゆき
大阪市大正区 麗音
大阪市大正区 BamVino大正店
大阪市大正区 家庭料理まる
大阪市大正区 アゲイン
大阪市大正区 居酒屋 京
大阪市大正区 心
大阪市大正区 中華料理 丸吉
大阪市大正区 スナック プティ
大阪市大正区 スナック きり子
大阪市大正区 煮旬菜ろくろく
大阪市大正区 Donポチャ 大正店
大阪市大正区 咲蔵
大阪市大正区 ナンチャッ亭のエリー
大阪市大正区 和んでや
大阪市大正区 お好み焼きアン
大阪市大正区 Ｌｅｏｎ
大阪市大正区 唄あしび
大阪市大正区 居酒屋まるに
大阪市大正区 香港飯店
大阪市大正区 炙家 陶山
大阪市大正区 ホルモン おーちゃん
大阪市大正区 スナックBooZER
大阪市大正区 海鮮屋台ゆうだん丸
大阪市大正区 一品小鍋料理 玲
大阪市大正区 スナックニューちはる
大阪市大正区 立ち飲みいわき
大阪市大正区 大正焼肉 ＳＵＮナスビ！!
大阪市大正区 うるま御殿
大阪市大正区 Yatara spice
大阪市大正区 佐野酒店
大阪市大正区 明洞

67 / 751 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）

大阪市大正区 串焼ＧＡＯ
大阪市大正区 正起屋
大阪市大正区 そーすや
大阪市大正区 うすぱれ 豊年
大阪市大正区 シルバー
大阪市大正区 鉄板焼 頂
大阪市大正区 三和食堂
大阪市大正区 沖縄そばたえ
大阪市大正区 またきて屋
大阪市大正区 肉欲パープル
大阪市大正区 和
大阪市大正区 カラオケメモリー
大阪市大正区 JUKE BOX
大阪市大正区 スナックチャウ
大阪市大正区 コーヒーハウス舞
大阪市大正区 たこやき 鉄板焼 やーまん 京セラドーム前店
大阪市大正区 幸園
大阪市大正区 ば～るＫ２
大阪市大正区 白桃 お好み焼き店
大阪市大正区 居酒屋じゅん平
大阪市大正区 ティンカーベル
大阪市大正区 Bar BooZER
大阪市大正区 YoKoChinToKo大正
大阪市大正区 杢谷商店
大阪市大正区 釜山
大阪市大正区 だるまや酒蔵大正店
大阪市大正区 居酒屋 千成
大阪市大正区 あとりえ．．．ＹＵＲＩ
大阪市大正区 沖縄奄美居酒屋風唄
大阪市大正区 大川酒店
大阪市大正区 スナック ミカ
大阪市大正区 てんしんのきもち
大阪市大正区 居酒屋よしぃ
大阪市大正区 堅ちゃん家
大阪市大正区 咲場 紗穂音
大阪市大正区 すし処おお乃
大阪市大正区 ごんべえ
大阪市大正区 得正 大正店
大阪市大正区 立ち呑み やーまん 大正通り店
大阪市大正区 立呑み もっさん
大阪市大正区 立ち飲み処大慶
大阪市大正区 北京料理 龍
大阪市大正区 だるま
大阪市大正区 歌謡スタジオ・K2
大阪市大正区 Noodle＆Cafe なにわ新風
大阪市大正区 割烹 結城
大阪市大正区 鶏焼鳥タイムJR大正駅前店
大阪市大正区 串よし
大阪市大正区 もじょか
大阪市大正区 花京 大正店
大阪市大正区 ふる里
大阪市大正区 魚庭
大阪市大正区 居酒屋よあけ
大阪市大正区 やきやき酒場 ブン太
大阪市大正区 スナック君
大阪市大正区 居酒屋 一丁目
大阪市大正区 ヨークシャ
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大阪市大正区 カレーハウスCoCo壱番屋 大正区三軒家店
大阪市大正区 じゅりあ
大阪市大正区 居酒屋 鈴
大阪市大正区 カラオケ喫茶 心
大阪市大正区 鳥貴族 大正駅前店
大阪市大正区 畑八酒店
大阪市大正区 大吉
大阪市大正区 スナック ちろりん
大阪市大正区 luvwine大正
大阪市大正区 缶Kan Barスマレンジャー
大阪市大正区 カラオケ喫茶 さき
大阪市大正区 カラオケティファニー
大阪市大正区 さぶちゃん
大阪市大正区 チャイニーズキッチン 上海
大阪市大正区 さつき
大阪市大正区 明美
大阪市大正区 THE MARKET Sour Lab.
大阪市大正区 ミヤコ
大阪市大正区 串焼 ぴよぴよ
大阪市大正区 呑み処春ちゃん
大阪市大正区 カラオケ喫茶Jyuju
大阪市大正区 CHANCE vip room
大阪市大正区 焼肉やこや大正店
大阪市大正区 乃ノ家
大阪市大正区 玉名
大阪市大正区 たこの八っちゃん
大阪市大正区 いちゃりば
大阪市大正区 やきとん乃ノ家
大阪市大正区 もくもく
大阪市大正区 炉端乃ノ家
大阪市大正区 ワンカルビ大正店
大阪市大正区 焼肉食堂かど家大正駅前
大阪市大正区 やーまん 大正出前店
大阪市大正区 シーガルダイナータグボート大正店
大阪市大正区 ホルモン あきやす
大阪市大正区 ヘバラギ
大阪市大正区 Bar GOLD58
大阪市大正区 CHWEETS
大阪市大正区 餃子の王将 大正店
大阪市大正区 大阪王 大正店
大阪市大正区 カラオケ レインボー
大阪市大正区 肉匠 紋次郎 大正店
大阪市大正区 三徳庵大正店
大阪市大正区 回転寿司新竹 大正店
大阪市大正区 カラオケ喫茶フレンド
大阪市大正区 餃子の王将 泉尾店
大阪市大正区 すし半大正店
大阪市大正区 スカオケスナック 東尋坊
大阪市大正区 シビスやそ
大阪市大正区 奄美
大阪市大正区 カラオケ 喫茶 響
大阪市大正区 天の川
大阪市大正区 ぢどり亭大正駅前店
大阪市大正区 カラオケ喫茶 宮古
大阪市大正区 スシロー 大正店
大阪市大正区 モリノ
大阪市大正区 きてや大正駅前店
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大阪市大正区 お好み焼き 福美
大阪市大正区 お魚食堂かど家大正駅前店
大阪市大正区 STANDING BAR STAND
大阪市大正区 ONCE MORE
大阪市大正区 BAR LOOP
大阪市大正区 吉野家 大正店
大阪市大正区 BarMAUM
大阪市大正区 くじら
大阪市大正区 ダックス
大阪市大正区 刺しBA
大阪市大正区 立ち飲み大川
大阪市大正区 marimo
大阪市大正区 Cafe&bar living 
大阪市大正区 咲場 和み
大阪市大正区 楼船 さえ㐂
大阪市大正区 OKONOMIYAKI KIRIRI
大阪市大正区 きやすや
大阪市大正区 MONDIAL KAFFEE 328 TUGBOAT
大阪市大正区 釜山港
大阪市大正区 大正酒場 情熱ホルモン
大阪市大正区 春
大阪市大正区 愉快島
大阪市大正区 お好み焼 ひろ
大阪市大正区 baraka
大阪市大正区 ニューアポロ
大阪市大正区 くろしを
大阪市大正区 大正焼肉ホルモンK2+
大阪市大正区 32PARADOX
大阪市大正区 スナック 幸
大阪市大正区 こはち
大阪市大正区 三代目 鳥メロ大正駅前店
大阪市大正区 焼肉五苑 大正店
大阪市大正区 焼く鳥屋 大正店
大阪市大正区 さとう
大阪市大正区 フォレスト
大阪市大正区 立ち飲み ミッチィー
大阪市大正区 カラオケ酒場 水中花
大阪市大正区 レストランまりい
大阪市大正区 焼肉李
大阪市大正区 スナック マキ
大阪市大正区 ピアノフォルテ
大阪市大正区 バーミヤン大正千島店
大阪市大正区 TNT
大阪市大正区 POTALU
大阪市大正区 舞台付ラウンジ 碁点
大阪市大正区 酒処 四万十
大阪市大正区 居酒屋だるま
大阪市大正区 とろ安本店
大阪市大正区 たこ焼き 鉄板焼き やーまん 千島本店
大阪市大正区 そば処 さぬき路
大阪市大正区 ホルモンちから
大阪市大正区 中華屋りゅう
大阪市大正区 すなッくK
大阪市大正区 藤本酒店
大阪市大正区 乃
大阪市大正区 虎えもん
大阪市大正区 居酒屋 ゆるっと
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大阪市大正区 匯香居
大阪市大正区 寿司文
大阪市大正区 お食事処 よしや
大阪市大正区 立ち呑みのさのや
大阪市大正区 沖縄酒場きじむなーの森
大阪市大正区 まるしん食堂
大阪市大正区 大桝屋
大阪市大正区 ジョリーパスタ大正店
大阪市大正区 スナック ムーンライト
大阪市大正区 スナック凛
大阪市大正区 PIZZERIA DA DOTS・（DTタグボート大正店）
大阪市大正区 ホルモン大吾朗
大阪市大正区 ゆぽぽ
大阪市大正区 のみ処 KURA
大阪市大正区 Bless
大阪市大正区 中国料理 再来苑
大阪市大正区 ジャンボカラオケ広場大正駅前店
大阪市大正区 焼とり居酒屋 遊
大阪市大正区 好八
大阪市大正区 だるま寿司
大阪市大正区 倉庫酒場パーキング
大阪市大正区 やぐら寿し
大阪市大正区 めしや宮本むなし ＪＲ大正駅前店
大阪市大正区 こいさん
大阪市大正区 ZERO
大阪市大正区 鉄板焼 栄八
大阪市大正区 ホリディパールホテル
大阪市大正区 イマドキパーキング
大阪市大正区 K
大阪市大正区 居酒屋やまねこ
大阪市大正区 ダイニング邦
大阪市大正区 なか卯 大正千島店
大阪市大正区 じゅうじゅう本舗 焼きんしゃい 大正店
大阪市大正区 実生
大阪市大正区 ルビー
大阪市大正区 沖縄料理おもろ
大阪市大正区 ニンニクラーメン天洋 大正店
大阪市大正区 らーめんコーさん
大阪市天王寺区 銀座アスター
大阪市天王寺区 居酒屋醍醐味
大阪市天王寺区 ＰＡＬＭ ＴＲＥＥ ＴＡＢＬＥ
大阪市天王寺区 美韓
大阪市天王寺区 OSTERIA CAPRA
大阪市天王寺区 88yongkitchen
大阪市天王寺区 TEPPAN VIN
大阪市天王寺区 地鶏焼肉熔岩屋上本町店
大阪市天王寺区 焼肉ソソモン
大阪市天王寺区 北神ぎょうざ
大阪市天王寺区 ビリージーンカフェ
大阪市天王寺区 輪
大阪市天王寺区 焼鳥居酒屋 祭
大阪市天王寺区 スタジオ イオロス
大阪市天王寺区 ヨイヨイ亭
大阪市天王寺区 浪花阿吽亭
大阪市天王寺区 カフェレストラン夕陽ヶ丘
大阪市天王寺区 炭火焼とり にいたか
大阪市天王寺区 TRATTORIA ROCCIA
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大阪市天王寺区 居酒屋聚楽
大阪市天王寺区 麻雀亭天山閣
大阪市天王寺区 ヒロちゃん
大阪市天王寺区 豊満園
大阪市天王寺区 ｍｊ
大阪市天王寺区 楽園
大阪市天王寺区 CAFE CLAMBON
大阪市天王寺区 炭焼酒場たなか屋
大阪市天王寺区 やま本
大阪市天王寺区 ダイニング英
大阪市天王寺区 Traum
大阪市天王寺区 大人のたまりBAR フルカウント
大阪市天王寺区 酒井酒店 立ち呑み処酒井
大阪市天王寺区 酒処 食べ処 時
大阪市天王寺区 旬彩なかじま商店
大阪市天王寺区 グリルエール
大阪市天王寺区 さくら鮨
大阪市天王寺区 螢 中華居酒屋
大阪市天王寺区 焼き鳥祥祥
大阪市天王寺区 大鳳閣ハイハイタウン店
大阪市天王寺区 Ｃａｆｅ・カラオケ ベリー
大阪市天王寺区 居酒屋彩季
大阪市天王寺区 鍋屋あうん
大阪市天王寺区 やまがそば
大阪市天王寺区 居酒屋すいすい
大阪市天王寺区 創作ばる Mitsu-Bal
大阪市天王寺区 snack Kite
大阪市天王寺区 まゆりや
大阪市天王寺区 スタンダードブックストア
大阪市天王寺区 焼き肉あんにょん
大阪市天王寺区 LOUNGE Nana
大阪市天王寺区 喫茶 シェル
大阪市天王寺区 raming tea shop
大阪市天王寺区 焼肉味道
大阪市天王寺区 SMOKEY
大阪市天王寺区 パレット
大阪市天王寺区 未来
大阪市天王寺区 近江屋今津酒店
大阪市天王寺区 玉造お好み焼き ぶ武
大阪市天王寺区 鳥幸
大阪市天王寺区 カラオケ酒場WAO
大阪市天王寺区 桃谷温酒場
大阪市天王寺区 プラス1
大阪市天王寺区 ひまわり亭
大阪市天王寺区 麺喰いメン太ジスタ
大阪市天王寺区 種よし
大阪市天王寺区 季節料理 まこと
大阪市天王寺区 はんなり
大阪市天王寺区 米Lab百福
大阪市天王寺区 蓬莱飯店
大阪市天王寺区 上本町四つ葉カフェ
大阪市天王寺区 鶏屋 利
大阪市天王寺区 ENOTECA ALCHIMISTA
大阪市天王寺区 居食屋 古め喜
大阪市天王寺区 olio
大阪市天王寺区 源
大阪市天王寺区 じゅうじゅう亭
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大阪市天王寺区 焼き焼きおかもと
大阪市天王寺区 葡萄酒屋イータ
大阪市天王寺区 赤毛のネェネェ
大阪市天王寺区 韓國館
大阪市天王寺区 入船
大阪市天王寺区 焼肉つるや
大阪市天王寺区 はつせ
大阪市天王寺区 サバス
大阪市天王寺区 酒味泉ごえんや
大阪市天王寺区 きりん寺 桃谷駅前店
大阪市天王寺区 すし市
大阪市天王寺区 豚串焼 豚志
大阪市天王寺区 たこ焼き笑多
大阪市天王寺区 miette
大阪市天王寺区 鮮 てっちりなかむら
大阪市天王寺区 ふぐ政
大阪市天王寺区 凸
大阪市天王寺区 鳥ひろ
大阪市天王寺区 おでんおんせん
大阪市天王寺区 ネパ-ル創作料理店シュレスタ
大阪市天王寺区 ホルモン専門店 炭火焼肉 ゆきちゃん
大阪市天王寺区 炭火焼肉煌
大阪市天王寺区 H3 CAFE
大阪市天王寺区 インドカレー亭
大阪市天王寺区 元気茶房
大阪市天王寺区 ヨシゴラッソ
大阪市天王寺区 おばんざいバル マンマ
大阪市天王寺区 和風スナック たか
大阪市天王寺区 バーピーコート
大阪市天王寺区 SpaceMu
大阪市天王寺区 串焼き大門
大阪市天王寺区 ポンガラカレー天王寺MIO店
大阪市天王寺区 お好み焼 金のてこ
大阪市天王寺区 はじめ
大阪市天王寺区 立ち呑み 得一 谷9店
大阪市天王寺区 OZ家
大阪市天王寺区 cafe calin
大阪市天王寺区 スナックＧＥＭｉ
大阪市天王寺区 弄堂
大阪市天王寺区 ショットバーｇ
大阪市天王寺区 あさひ
大阪市天王寺区 桃屋
大阪市天王寺区 貝鮮浜焼らいち
大阪市天王寺区 サントリースナック ドル
大阪市天王寺区 ぢどり亭 寺田町店
大阪市天王寺区 バナナノキモチ
大阪市天王寺区 あそびーば
大阪市天王寺区 呑処 歌処 ふみ
大阪市天王寺区 ラウンジ ル カーサ（Lounge le Casa)
大阪市天王寺区 花咲み荼
大阪市天王寺区 あべのたこやきやまちゃん 天王寺北口店
大阪市天王寺区 しろねこ
大阪市天王寺区 旬菜とお酒まも梨
大阪市天王寺区 プンキッチン真田山
大阪市天王寺区 Pizzeria Cafe Koberta
大阪市天王寺区 Hoppo
大阪市天王寺区 おでん 山と
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大阪市天王寺区 さけさかなの店げんき
大阪市天王寺区 ひなの
大阪市天王寺区 with cafe bar k
大阪市天王寺区 キャトル
大阪市天王寺区 ラーメンフクロウ
大阪市天王寺区 アジアの料理とお酒chamcha
大阪市天王寺区 KANARIYA
大阪市天王寺区 日々是好日
大阪市天王寺区 道楽
大阪市天王寺区 MITSUBA
大阪市天王寺区 錢屋カフヱー
大阪市天王寺区 笑楽酒場とっしゃん
大阪市天王寺区 なかよし
大阪市天王寺区 葡萄の木
大阪市天王寺区 sommelier kitchen yuByum
大阪市天王寺区 白菊
大阪市天王寺区 Trinity
大阪市天王寺区 おねだり酒場マルフク
大阪市天王寺区 一政すし
大阪市天王寺区 けんちゃんラーメン
大阪市天王寺区 本町製麺所ゆ
大阪市天王寺区 SabuRo_
大阪市天王寺区 伸明丸
大阪市天王寺区 おばんざいバルb
大阪市天王寺区 Le Lion
大阪市天王寺区 cafe and bar playing Records Waltz
大阪市天王寺区 ラグーナ
大阪市天王寺区 まる家
大阪市天王寺区 お好み焼き  初幸
大阪市天王寺区 淀
大阪市天王寺区 立呑み処 寺田屋
大阪市天王寺区 WARAKU
大阪市天王寺区 ヒロマル
大阪市天王寺区 洋風居酒屋JINANBO
大阪市天王寺区 Brasserie Miel
大阪市天王寺区 restaurant bucheide
大阪市天王寺区 ラフィーネ
大阪市天王寺区 たまりばー
大阪市天王寺区 馬肉専門店春馬
大阪市天王寺区 かつよし
大阪市天王寺区 日本のお酒とユウヤ
大阪市天王寺区 SUGAR RAY
大阪市天王寺区 割烹やま
大阪市天王寺区 好き
大阪市天王寺区 K I S S E N
大阪市天王寺区 栞
大阪市天王寺区 居酒屋草太
大阪市天王寺区 そこそこ
大阪市天王寺区 料理とワイン 歩き
大阪市天王寺区 大衆食堂幸
大阪市天王寺区 ラグリュ
大阪市天王寺区 スムーズクリミナルカフェ
大阪市天王寺区 博多串焼き三代目まさや
大阪市天王寺区 かごみ
大阪市天王寺区 OSTERIASHIBAオステリアシバ
大阪市天王寺区 赤木酒店
大阪市天王寺区 たからや
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大阪市天王寺区 カラオケ 笑 (えがお)
大阪市天王寺区 十割そばきらく
大阪市天王寺区 お食事処やなぎ
大阪市天王寺区 大阪教育大学 学園ホール
大阪市天王寺区 焼肉空本店
大阪市天王寺区 ライラック
大阪市天王寺区 さぬきうどん きたじま
大阪市天王寺区 創作ローカーボダイニング凛
大阪市天王寺区 韓国居酒屋月
大阪市天王寺区 お好み焼きよっこ
大阪市天王寺区 kobakobar
大阪市天王寺区 お好み焼き鉄板焼き居酒屋みのる
大阪市天王寺区 みしま
大阪市天王寺区 惠三
大阪市天王寺区 喜多方食堂ハイハイタウン店
大阪市天王寺区 らーめん 風ちゃん
大阪市天王寺区 UNIVERSE
大阪市天王寺区 珠
大阪市天王寺区 INITIUM
大阪市天王寺区 晴好
大阪市天王寺区 SENMATSU（千松）
大阪市天王寺区 伊中同宴-KAZU
大阪市天王寺区 たけ八
大阪市天王寺区 焼肉かな
大阪市天王寺区 はちごう
大阪市天王寺区 上方レインボー
大阪市天王寺区 おでんバルTakehiro
大阪市天王寺区 庖山
大阪市天王寺区 ジョニーのからあげ 上本町店
大阪市天王寺区 麺FACTORY JAWS 2nd
大阪市天王寺区 餃子酒場やちゃぼう
大阪市天王寺区 飛鳥
大阪市天王寺区 丸正寿司
大阪市天王寺区 浪花焼肉 肉タレ屋
大阪市天王寺区 ３カラット
大阪市天王寺区 スタジオリンク真田山
大阪市天王寺区 ホイミカレーとアイカナバル
大阪市天王寺区 FINO Amo Tigre
大阪市天王寺区 楽菜わさびや
大阪市天王寺区 麺処 細屋
大阪市天王寺区 kitchen mama 椿
大阪市天王寺区 鍋っ子うどん
大阪市天王寺区 炭火屋やちゃぼう
大阪市天王寺区 みちよし
大阪市天王寺区 トロイカ＆リビエラ
大阪市天王寺区 マイウェイ
大阪市天王寺区 チャイナダイニングアルファ
大阪市天王寺区 すし割鮮天山
大阪市天王寺区 たこ焼き一休
大阪市天王寺区 グリルGate玉造店
大阪市天王寺区 狸狸家玉造駅前店
大阪市天王寺区 MOMO-DINING
大阪市天王寺区 沖縄料理ゆいまーる
大阪市天王寺区 カラオケ喫茶 クイーン
大阪市天王寺区 旬天 伸
大阪市天王寺区 庵
大阪市天王寺区 和創作心衛

75 / 751 ページ



市町村名 施設名称

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

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和4年9月9日公表分）

大阪市天王寺区 おさるのかごや
大阪市天王寺区 オアシスプラス
大阪市天王寺区 焼肉工房 炭炭亭
大阪市天王寺区 煩悩のかたまり
大阪市天王寺区 ステーキリバーベ 寺田町店
大阪市天王寺区 THE OLD BRIDGE
大阪市天王寺区 馳走庵 上本町店
大阪市天王寺区 手づくり料理味菜
大阪市天王寺区 日本酒バルコトノハ 
大阪市天王寺区 O'Reshuka
大阪市天王寺区 ミーツ
大阪市天王寺区 ニュー正富
大阪市天王寺区 甘辛屋
大阪市天王寺区 生ハム&イタリアンVINO
大阪市天王寺区 ありたや
大阪市天王寺区 愛花夢
大阪市天王寺区 アンジュ
大阪市天王寺区 鶏太郎上本町駅店
大阪市天王寺区 立ち呑み処嬉囲屋
大阪市天王寺区 MIHYANG SIKUDAN
大阪市天王寺区 淡路屋酒店
大阪市天王寺区 tempo
大阪市天王寺区 久六
大阪市天王寺区 XUXU Restaurant
大阪市天王寺区 豚骨黒カレーMECHA
大阪市天王寺区 bar blue
大阪市天王寺区 らーめん 英
大阪市天王寺区 ハノイフォー333
大阪市天王寺区 もんじゃ焼きもみじ
大阪市天王寺区 れんげラーメン
大阪市天王寺区 グリルロア
大阪市天王寺区 酒と揚げ天ぷらてんてん
大阪市天王寺区 スタンドはじめ
大阪市天王寺区 味処 蜜玉
大阪市天王寺区 みたらし小餅茶屋天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 なごみの寿
大阪市天王寺区 花さきじんの庵
大阪市天王寺区 まかないバー
大阪市天王寺区 エデン特急
大阪市天王寺区 鶏笑 上本町店
大阪市天王寺区 TinsHall
大阪市天王寺区 花
大阪市天王寺区 べこ吉 天王寺店
大阪市天王寺区 味弥屋
大阪市天王寺区 cafe  Buzz
大阪市天王寺区 サブウェイ上本町YUFURA店
大阪市天王寺区 菱屋
大阪市天王寺区 味里
大阪市天王寺区 び・ふぁいん
大阪市天王寺区 やきとり串カツ大黒
大阪市天王寺区 Craperie Felice&PAUSE
大阪市天王寺区 暴飲暴食 鶴橋酒場
大阪市天王寺区 ナマステマハラジャ
大阪市天王寺区 グリル浜
大阪市天王寺区 和伊彩亭ラ・ローザ
大阪市天王寺区 黄龍
大阪市天王寺区 smiley bar
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大阪市天王寺区 つるふく
大阪市天王寺区 幸カツ
大阪市天王寺区 モスバーガー上六店
大阪市天王寺区 trattoria da Kaici
大阪市天王寺区 カラオケジニー
大阪市天王寺区 お好み焼・鉄板焼 たぴおか食堂
大阪市天王寺区 和食酒屋 惇
大阪市天王寺区 炭焼き頂
大阪市天王寺区 CookDolphin
大阪市天王寺区 都スタンド
大阪市天王寺区 グリルこがね
大阪市天王寺区 麺や修
大阪市天王寺区 おおいた和牛焼肉金ちゃん鶴橋style
大阪市天王寺区 陣屋
大阪市天王寺区 たま鮨
大阪市天王寺区 グリル東洋軒
大阪市天王寺区 シェアダイニングSAKIGAKE
大阪市天王寺区 水泉
大阪市天王寺区 ＴＥＮＧＯＫＵ
大阪市天王寺区 神和牛新館
大阪市天王寺区 お立呑喰処前之園
大阪市天王寺区 BUCATINI
大阪市天王寺区 喫茶ちょっと
大阪市天王寺区 上本町酒場ハイハイボール
大阪市天王寺区 Reward Store
大阪市天王寺区 なんだや
大阪市天王寺区 得正 上本町店
大阪市天王寺区 めいげつABCランチ
大阪市天王寺区 遊楽旬菜直
大阪市天王寺区 Smore寺田町店
大阪市天王寺区 吉鳥 四天王寺店
大阪市天王寺区 STOWAWAY
大阪市天王寺区 和牛カポネ
大阪市天王寺区 キンカンハナレ
大阪市天王寺区 福島上等カレー
大阪市天王寺区 鍋vou家
大阪市天王寺区 ｂａｒ ＢＡＴＡ2
大阪市天王寺区 上等カレー×得正 鶴橋店
大阪市天王寺区 スナックＶ
大阪市天王寺区 和風ダイニングバーＢｅｅｒｉｎｇ Ｂｏｎ
大阪市天王寺区 会津屋 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 Jstyle Bar
大阪市天王寺区 美味ひでき
大阪市天王寺区 中国菜館海麟
大阪市天王寺区 dining&bar ROBIN
大阪市天王寺区 幽玄
大阪市天王寺区 天王寺 中屋
大阪市天王寺区 Click＆Clack
大阪市天王寺区 LIVE BAR OTO
大阪市天王寺区 ケンタッキーフライドチキンＪＲ玉造駅前店
大阪市天王寺区 肴家
大阪市天王寺区 むろまち
大阪市天王寺区 baila
大阪市天王寺区 フロコリール・ラルブル
大阪市天王寺区 大豆パン専門店ダイズインターナショナル併設カフェ
大阪市天王寺区 むら居
大阪市天王寺区 Bar Haze
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大阪市天王寺区 ベトナム料理 クアンコム11
大阪市天王寺区 上町酔処 雪の宿
大阪市天王寺区 nagomi-NATULURE玉造店
大阪市天王寺区 大和焼肉やまとく
大阪市天王寺区 レストラン 叶
大阪市天王寺区 味の集い寿
大阪市天王寺区 かいらし
大阪市天王寺区 DRAM HOUSE THE ROOT
大阪市天王寺区 STAND PUB
大阪市天王寺区 バール・ダイゴー
大阪市天王寺区 Cafe A September
大阪市天王寺区 カフェアンド酒場ソワン
大阪市天王寺区 八剣伝天王寺店
大阪市天王寺区 焼鳥 鉄板焼 TOMIYA
大阪市天王寺区 ドトールコーヒーショップ天王寺北口店
大阪市天王寺区 バトゥール大阪
大阪市天王寺区 上六産直市場
大阪市天王寺区 蔵元 豊祝 天王寺ＭＩＯ店
大阪市天王寺区 旬草弥ひろ
大阪市天王寺区 プチグリルマルヨシ
大阪市天王寺区 カレーハウスCoCo壱番屋 JR天王寺駅北口店
大阪市天王寺区 ハニトーカフェ天王寺店
大阪市天王寺区 パスタ・デ・パスタ 天王寺MIOプラザ館店
大阪市天王寺区 三豊麺 ハイハイタウン店
大阪市天王寺区 スターバックスコーヒーJR桃谷駅店
大阪市天王寺区 ハイハイ横丁
大阪市天王寺区 プロムナードカフェあべちか店
大阪市天王寺区 魚屋スタンド裏天王寺すしセンター
大阪市天王寺区 パセラリゾーツ天王寺店
大阪市天王寺区 BOONEYS
大阪市天王寺区 喫茶 フレンド
大阪市天王寺区 狸狸亭上六店
大阪市天王寺区 風の街玉造店
大阪市天王寺区 わらじや上本町店
大阪市天王寺区 和匠肉料理 松屋 天王寺ＭＩＯ店
大阪市天王寺区 ほてい寿司
大阪市天王寺区 鮨こいき
大阪市天王寺区 しゃぶかつ かつ㐂
大阪市天王寺区 裏天王寺店 大阪焼とん TAYUTAYU
大阪市天王寺区 焼肉ガッツ
大阪市天王寺区 元祖ラーメン たま屋
大阪市天王寺区 与太呂
大阪市天王寺区 スリーモンキーズカフェ天王寺店
大阪市天王寺区 韓国料理bibim'天王寺MIOプラザ館店
大阪市天王寺区 鉄板酒場 犇屋
大阪市天王寺区 kawara  ＣＡＦＥ＆ＤＩＮＩＮＧ 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 ワッシーズダイニングスープル
大阪市天王寺区 麺屋つばき 寺田町店
大阪市天王寺区 吾作どん 天王寺店
大阪市天王寺区 ゆずの小町 天王寺
大阪市天王寺区 吾作どん 天王寺公園前店
大阪市天王寺区 スターバックスコーヒー天王寺ミオ プラザ館店
大阪市天王寺区 祭太鼓 上本町店
大阪市天王寺区 炭火焼鳥 権兵衛 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 焼鳥 ボトルバード
大阪市天王寺区 極メロンパン
大阪市天王寺区 ガスト天王寺桃山店
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大阪市天王寺区 甘党まえだ天王寺MIO店
大阪市天王寺区 鶴
大阪市天王寺区 YAKINIKU BAR RICHOUEN
大阪市天王寺区 炭火焼肉 鶴橋 七輪
大阪市天王寺区 炭火焼肉 隆
大阪市天王寺区 中国料理 其蘭
大阪市天王寺区 ほてい寿司
大阪市天王寺区 麺家天王寺
大阪市天王寺区 とんかつとん匠上本町店
大阪市天王寺区 牛たん焼き仙台辺見天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 どうとんぼり神座 天王寺ＭＩＯプラザ店
大阪市天王寺区 都そば 天王寺店
大阪市天王寺区 ポムの樹 天王寺ＭＩＯプラザ館店
大阪市天王寺区 ロイヤルホスト上本町店
大阪市天王寺区 The Coffee Market 145
大阪市天王寺区 ミスタードーナツ上本町ショップ
大阪市天王寺区 九州 熱中屋 上本町 ハイハイタウン LIVE
大阪市天王寺区 びっくりドンキー 天王寺店
大阪市天王寺区 南海そば天王寺店
大阪市天王寺区 てんしばBBQテラス THE BBQ GARDEN in てんしばi:na
大阪市天王寺区 sushidokoro まんま
大阪市天王寺区 ゆかり天王寺ミオプラザ館店
大阪市天王寺区 クロッカス
大阪市天王寺区 焼肉吉田 本店
大阪市天王寺区 大阪とらふぐの会
大阪市天王寺区 サンマルクカフェ南海天王寺店
大阪市天王寺区 EXP ROOFTOP
大阪市天王寺区 焼肉吉田 新館
大阪市天王寺区 焼鳥と麦 カッシーワ
大阪市天王寺区 サロン卵と私近鉄上本町店
大阪市天王寺区 カフェ英國屋天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 串カツまる
大阪市天王寺区 お好み焼きもみじ
大阪市天王寺区 牛一 新館
大阪市天王寺区 上本町チエちゃん
大阪市天王寺区 粋花ＫＹＫてんのうじミオ店
大阪市天王寺区 古潭
大阪市天王寺区 平和
大阪市天王寺区 モスバーガーあべちか店
大阪市天王寺区 心斎橋ミツヤ アベノ店
大阪市天王寺区 luvwine裏天王寺
大阪市天王寺区 KoreanKitchen まだん鶴橋店
大阪市天王寺区 牛たん焼き仙台辺見阿倍野地下街店
大阪市天王寺区 やきにく萬野 本店
大阪市天王寺区 ポモドーロフレスカ
大阪市天王寺区 神戸元町ドリア 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 喫茶 ペイントハウス
大阪市天王寺区 紀州さかなや
大阪市天王寺区 じゃんぼ焼鳥 鳥貴族上本町店
大阪市天王寺区 鶏屋 いちごいちえ上本町
大阪市天王寺区 絆 KIZUNA
大阪市天王寺区 紅虎軒 天王寺ミオ
大阪市天王寺区 ツリーカフェ
大阪市天王寺区 地魚酒場 魚八商店 鶴橋店
大阪市天王寺区 ちょんまげ食堂ラーメン部
大阪市天王寺区 めいげつ 
大阪市天王寺区 焼肉食堂かど家鶴橋本店
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大阪市天王寺区 nana's green tea 天王寺ミオ店 
大阪市天王寺区 Ｈａｎａ Ｃａｆｅ１７
大阪市天王寺区 焼ふぐ夢鉄砲上本町本店
大阪市天王寺区 お食事処 すゑひろ
大阪市天王寺区 三松
大阪市天王寺区 赤のれん
大阪市天王寺区 天下一品 天王寺駅北口店
大阪市天王寺区 WINE SUMI vinvin 瓶備 上本町
大阪市天王寺区 赤のれん
大阪市天王寺区 すし清
大阪市天王寺区 SORAIRO KITCHEN IN TENSHIBA PARK
大阪市天王寺区 味の名門 ソウル 桃谷店
大阪市天王寺区 くら寿司上本町店
大阪市天王寺区 卵と私天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 源氏
大阪市天王寺区 海鮮屋台 新鮮組 上本町店
大阪市天王寺区 おサルのまさる
大阪市天王寺区 ひかり屋 天王寺ミオ
大阪市天王寺区 さち福や天王寺ミオプラザ館
大阪市天王寺区 おやじすし
大阪市天王寺区 得一
大阪市天王寺区 カフェ クレバー アベ地下店
大阪市天王寺区 ハゲ天
大阪市天王寺区 串まつ屋（鶴橋）
大阪市天王寺区 秋吉天王寺店
大阪市天王寺区 ぼてぢゅう 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 串かつ料理 活 阿倍野店
大阪市天王寺区 天麩羅 はな天 鶴橋店
大阪市天王寺区 KASUYA四天王寺店
大阪市天王寺区 亀屋マル八上本町店
大阪市天王寺区 すし丈
大阪市天王寺区 らーめん賛平
大阪市天王寺区 半田屋
大阪市天王寺区 蕎麦料理はやうち
大阪市天王寺区 膳や あべちか店
大阪市天王寺区 ww cafe＆Bar 
大阪市天王寺区 煮干しラーメン玉五郎 鶴橋店
大阪市天王寺区 大衆中華酒場若林 天王寺ＭＩＯ店
大阪市天王寺区 串まつ屋（上本町）
大阪市天王寺区 お好み焼狸狸亭
大阪市天王寺区 貴鶏屋
大阪市天王寺区 炉ばた焼 網兵衛
大阪市天王寺区 MARUFUJI CAFE 
大阪市天王寺区 麺家鶴橋
大阪市天王寺区 海鮮酒場おか長あべちか店
大阪市天王寺区 ドトールコーヒーショップ寺田町駅北口店
大阪市天王寺区 焼肉空テント館
大阪市天王寺区 喫茶 珈琲館於巣路
大阪市天王寺区 焼肉萬野 天王寺
大阪市天王寺区 洋麺屋五右衛門天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 SPOONS CAFE
大阪市天王寺区 鶴橋いちごいちえ
大阪市天王寺区 冨士屋 天王寺MIOプラザ館店
大阪市天王寺区 離れ
大阪市天王寺区 ぷれじでんと千房シェラトン都ホテル大阪店
大阪市天王寺区 菜乃庵
大阪市天王寺区 串の坊 天王寺ミオ店
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大阪市天王寺区 ペルコラ 天王寺店
大阪市天王寺区 ジャンボカラオケ広場 玉造駅前店
大阪市天王寺区 スイーツパラダイス 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 炉ばた焼 わすれ茶屋
大阪市天王寺区 柳屋
大阪市天王寺区 つうつう
大阪市天王寺区 麺家みちくさ
大阪市天王寺区 裏天王寺肉寿司
大阪市天王寺区 カレーハウスCoCo壱番屋 近鉄上本町駅前店
大阪市天王寺区 チャイニーズダイニング蘭亭
大阪市天王寺区 一軒め酒場 天王寺北口店
大阪市天王寺区 麺屋 和人
大阪市天王寺区 肉の鶴々亭
大阪市天王寺区 CHOJIRO上本町YUFURA店
大阪市天王寺区 志なのすけ上六店
大阪市天王寺区 じゃんぼ焼鳥 鳥貴族 天王寺北口店
大阪市天王寺区 こま源 天王寺
大阪市天王寺区 お好み焼 あじくらや
大阪市天王寺区 つけ麺雀 夕陽丘店
大阪市天王寺区 すし幸駅前店
大阪市天王寺区 Kitchen CEBOLLA 
大阪市天王寺区 ちょうちょ結び
大阪市天王寺区 炭火焼肉もん太
大阪市天王寺区 魚民
大阪市天王寺区 Bottega Simone
大阪市天王寺区 Chilling cafe
大阪市天王寺区 冨士屋 あべちか店
大阪市天王寺区 灘屋
大阪市天王寺区 天王寺百楽
大阪市天王寺区 立呑み処 ゆるり
大阪市天王寺区 焼肉力丸 上本町店
大阪市天王寺区 J.S. FOODIES天王寺ミオ
大阪市天王寺区 にんにくラーメン寺田町
大阪市天王寺区 ILMotto
大阪市天王寺区 food 李氏屋
大阪市天王寺区 そばよし上本町店
大阪市天王寺区 せんとらるぱーく
大阪市天王寺区 炭火焼鳥地酒創味
大阪市天王寺区 ちゃんぽんにんにくパワー寺田町店
大阪市天王寺区 カフェ チャオプレッソ
大阪市天王寺区 オアシス
大阪市天王寺区 炭焼 あきない
大阪市天王寺区 鉄馬94
大阪市天王寺区 出張山元珈琲店
大阪市天王寺区 鶴橋焼肉金太郎
大阪市天王寺区 ジャンボカラオケ広場 天王寺店
大阪市天王寺区 カフェプレスト天王寺
大阪市天王寺区 肉バルDENNER-ROIN
大阪市天王寺区 ミーアジヨイアプリモ
大阪市天王寺区 四六時中天王寺店
大阪市天王寺区 中華金柑
大阪市天王寺区 喜楽亭
大阪市天王寺区 鎌倉パスタ 上本町ＹＵＦＵＲＡ店
大阪市天王寺区 こがんこあべちか店
大阪市天王寺区 ピッツェリア トラットリア ミニョン
大阪市天王寺区 創作鉄板 菫
大阪市天王寺区 立ち飲みまもる
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大阪市天王寺区 海南亭
大阪市天王寺区 アフタヌーンティー・ティールーム
大阪市天王寺区 sushidokoroまんま はなれ
大阪市天王寺区 でめきん
大阪市天王寺区 丸福珈琲店 上本町YUFURA店
大阪市天王寺区 和酒和菜 みのり
大阪市天王寺区 スナック アマン
大阪市天王寺区 神和牛
大阪市天王寺区 活旬 大枡
大阪市天王寺区 ふらのキッチン
大阪市天王寺区 鮨 泉水
大阪市天王寺区 浪花すし
大阪市天王寺区 鰯屋カタクチ
大阪市天王寺区 心八剣伝JR桃谷駅前店
大阪市天王寺区 餃子の王将 寺田町店
大阪市天王寺区 松のや四天王寺前夕陽ケ丘店
大阪市天王寺区 美濃吉
大阪市天王寺区 らーめん伝伝
大阪市天王寺区 居酒屋 梨泰院イテウォン
大阪市天王寺区 豚菜家ちばりよー
大阪市天王寺区 コリアンキッチンシジャン
大阪市天王寺区 炭火焼鳥 土の子
大阪市天王寺区 中国料亭 杯杯天山閣
大阪市天王寺区 吉野家 上本町店
大阪市天王寺区 デリカフェ・キッチン天王寺
大阪市天王寺区 麺と肉だいつる
大阪市天王寺区 串八珍
大阪市天王寺区 ロッテリア天王寺駅北口店
大阪市天王寺区 中華レストラン 味一
大阪市天王寺区 鶴橋風月 本店
大阪市天王寺区 ラッフィナート
大阪市天王寺区 カフェチャオプレッソ＆クックハウス上本町駅店
大阪市天王寺区 大ちゃん
大阪市天王寺区 ゴンチャ 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 肉炉端ROBERT
大阪市天王寺区 甘党まえだあべちか店
大阪市天王寺区 BAQET 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 焼肉空支店
大阪市天王寺区 ジャンボカラオケ広場 上本町駅前店
大阪市天王寺区 うどん 穂の香
大阪市天王寺区 餃子の王将 玉造店
大阪市天王寺区 Kimochi Tea
大阪市天王寺区 すし幸本店
大阪市天王寺区 焼肉鶴橋 別邸
大阪市天王寺区 ROOM
大阪市天王寺区 大阪中華街早市
大阪市天王寺区 割烹居酒屋すし政
大阪市天王寺区 餃子の王将 天王寺堀越店
大阪市天王寺区 松屋鶴橋店
大阪市天王寺区 カラオケ喫茶ひまわり
大阪市天王寺区 お魚食堂かど家天王寺公園前店
大阪市天王寺区 樹恵理
大阪市天王寺区 すしはな上本町店
大阪市天王寺区 華みち
大阪市天王寺区 BIGWAVE
大阪市天王寺区 食道園 近鉄上本町店
大阪市天王寺区 沖縄料理グーニーズ
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大阪市天王寺区 Lingua World Cafe
大阪市天王寺区 和洋味かた
大阪市天王寺区 元祖熟成細麺香来 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 甘太郎 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 じゃんぼ総本店上本町１丁目店
大阪市天王寺区 焼肉鶴橋新館
大阪市天王寺区 牛たんと和牛焼き 青葉苑 天王寺ミオプラザ館店
大阪市天王寺区 TENBA
大阪市天王寺区 がんこ桃谷店 
大阪市天王寺区 にんにく肉うどんまし屋
大阪市天王寺区 ロッテリアＪＲ鶴橋駅ＦＳ店
大阪市天王寺区 料亭 天王殿
大阪市天王寺区 純ソウル料理明月館
大阪市天王寺区 吉野家 寺田町駅前店
大阪市天王寺区 餃子の王将 鶴橋駅前店
大阪市天王寺区 八角板
大阪市天王寺区 CAFESTAND OSAKA SWEETS PARADISE
大阪市天王寺区 なむ
大阪市天王寺区 MAGNUM Collection
大阪市天王寺区 赤目
大阪市天王寺区 焼肉 鶴橋
大阪市天王寺区 チャトパタ
大阪市天王寺区 ひげ
大阪市天王寺区 キャベ焼酒場
大阪市天王寺区 上六庵
大阪市天王寺区 ジーノ・キッチンバー
大阪市天王寺区 龍神丸 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 餃子の王将 天王寺店
大阪市天王寺区 彭家 タッカンマリ
大阪市天王寺区 Columbia8上本町店
大阪市天王寺区 麻婆麺専門店 麻仁 夕陽丘店
大阪市天王寺区 いしかわ
大阪市天王寺区 餃子の王将 上本町ハイハイタウン店
大阪市天王寺区 ニューツルマツ 上本町
大阪市天王寺区 鶴橋ホルモン本舗 本店
大阪市天王寺区 Ｊａｚｚ ｓｈｏｔ ＢＡＲ（ダイニングバー）街山荘
大阪市天王寺区 Pari Burgerパリバーガー
大阪市天王寺区 どんぶり専門店 丼丼亭
大阪市天王寺区 贔屓屋 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 松屋谷町九丁目店
大阪市天王寺区 韓国料理爛
大阪市天王寺区 立ち飲み処shinten 2
大阪市天王寺区 ねぎ美人亭
大阪市天王寺区 鶴橋三玄
大阪市天王寺区 STARLIVEU6
大阪市天王寺区 酔虎伝てんのじ村
大阪市天王寺区 石ヶ辻ゆいの
大阪市天王寺区 monochrome
大阪市天王寺区 毛利や
大阪市天王寺区 立ち呑み よね屋
大阪市天王寺区 ローマ軒大阪上本町店
大阪市天王寺区 すし富（龍）
大阪市天王寺区 サイゼリヤ上本町
大阪市天王寺区 居酒屋 酒の大丸
大阪市天王寺区 うをさ
大阪市天王寺区 赤白 天王寺ミオプラザ館店
大阪市天王寺区 タッカンマリ＆タットリタン コッキオ
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大阪市天王寺区 真呑菜
大阪市天王寺区 喜楽園
大阪市天王寺区 丸亀製麺上本町
大阪市天王寺区 居酒屋がんば
大阪市天王寺区 北海道
大阪市天王寺区 カルム カフェ カバリエ
大阪市天王寺区 久世福商店 天王寺MIO店
大阪市天王寺区 コリアンダイニング李朝園 上本町店
大阪市天王寺区 屋台居酒屋大阪満マル鶴橋駅前店
大阪市天王寺区 ジャズ スポット ポコ
大阪市天王寺区 寿し佳
大阪市天王寺区 Cajual kappou iida
大阪市天王寺区 アジアンバルglow
大阪市天王寺区 大邱家
大阪市天王寺区 ラウンジpakira
大阪市天王寺区 三宝庵 上本町ＹＵＦＵＲＡ店
大阪市天王寺区 りき六
大阪市天王寺区 お好み焼き 弐八
大阪市天王寺区 炭火肉酒場 肉まる
大阪市天王寺区 サーティワンアイスクリーム上本町店
大阪市天王寺区 季節料理 天田
大阪市天王寺区 上本町富喜
大阪市天王寺区 なか卯 桃谷駅前店
大阪市天王寺区 一龍
大阪市天王寺区 焼肉ホルモン但馬丸善大阪本店
大阪市天王寺区 らぁめんこらぼるた
大阪市天王寺区 日本ケンタッキー・フライド・チキン上本町店
大阪市天王寺区 京月 天王寺店
大阪市天王寺区 木曽路上本町店
大阪市天王寺区 クレープリーアルション ティーテーブルカフェ
大阪市天王寺区 玄三庵 天王寺ミオプラザ館店
大阪市天王寺区 すし処 八孝
大阪市天王寺区 まじめや 上本町店
大阪市天王寺区 江戸川
大阪市天王寺区 サブウェイ天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 ソイチャヤスタンド
大阪市天王寺区 しゃぶ菜 天王寺ミオ
大阪市天王寺区 すき家 上六店
大阪市天王寺区 レストランカステロ
大阪市天王寺区 フレッシュネスバーガー上本町店
大阪市天王寺区 うどんの前田
大阪市天王寺区 日本料理 寺田
大阪市天王寺区 上一 甘辛や
大阪市天王寺区 焼肉 喜久安
大阪市天王寺区 酒処つかさ
大阪市天王寺区 つきひ
大阪市天王寺区 鮨 まごのて
大阪市天王寺区 ふく流らーめん轍 寺田町総本家
大阪市天王寺区 スナックピープル
大阪市天王寺区 しもたや阿倍野
大阪市天王寺区 カフェ英國屋上本町近鉄Ｂ１店
大阪市天王寺区 や台ずし寺田町
大阪市天王寺区 和sai
大阪市天王寺区 クリエイター
大阪市天王寺区 アジヨシ別館
大阪市天王寺区 焼肉ホルモン ザ・まん 天王寺北口店
大阪市天王寺区 和が家
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大阪市天王寺区 アジヨシ総本店
大阪市天王寺区 ソラーレ・ドーノ
大阪市天王寺区 や台ずし玉造町
大阪市天王寺区 勝ち組本店
大阪市天王寺区 旬菜と海鮮 森田屋
大阪市天王寺区 喫茶シロイヌ
大阪市天王寺区 デジサット本店
大阪市天王寺区 デニーズ 天王寺店
大阪市天王寺区 小川亭とらちゃん上本町店
大阪市天王寺区 中華料理、ギョーザ工房 ユーミン
大阪市天王寺区 回転寿司海幸
大阪市天王寺区 そらやま
大阪市天王寺区 gulu×gulu 
大阪市天王寺区 すし萬近鉄上本町店１２階店
大阪市天王寺区 正宗屋
大阪市天王寺区 立ち飲み処shinten
大阪市天王寺区 焼肉 牛一 本店
大阪市天王寺区 焼肉萬野ホルモン舗
大阪市天王寺区 チーズとはちみつ天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 焼肉・韓国料理 蘭
大阪市天王寺区 やよい軒天王寺駅前店
大阪市天王寺区 ENTERTAIN麺T style JUNKSTORY M.ILabel
大阪市天王寺区 油そばだ 天王寺店
大阪市天王寺区 フードやまもと
大阪市天王寺区 外灘紅緑灯本館
大阪市天王寺区 うの花すし
大阪市天王寺区 鐵道館食堂
大阪市天王寺区 カスカード 天王寺ミオ店
大阪市天王寺区 鶴橋ホルモン本舗駅前店
大阪市天王寺区 カラオケ304 上本町店
大阪市天王寺区 とんかつＫＹＫアベノ地下街店
大阪市天王寺区 ペゴパヨ てんしば
大阪市天王寺区 ビッグエコー鶴橋駅前店
大阪市天王寺区 牛の福上本町店
大阪市浪速区 home bar&kitchen HANA
大阪市浪速区 駒吉-komakichi
大阪市浪速区 難波火鍋
大阪市浪速区 TAI THAI
大阪市浪速区 笑心
大阪市浪速区 日本橋UPs
大阪市浪速区 とんかつかっぽう車屋
大阪市浪速区 周黒鴨 大阪１号店
大阪市浪速区 スパゲッティタブキ
大阪市浪速区 バナイル
大阪市浪速区 cafe 9nine
大阪市浪速区 クチーナディタニグチ
大阪市浪速区 響
大阪市浪速区 とつぜんステーキ
大阪市浪速区 DAICOOK
大阪市浪速区 Ataraxia cafe
大阪市浪速区 ブルターニュ
大阪市浪速区 ナニゴトヤ
大阪市浪速区 赤シャツ
大阪市浪速区 香港
大阪市浪速区 CRISPY CHICKEN n' TOMATOなんば店
大阪市浪速区 吾妻
大阪市浪速区 お好み焼き鉄板焼瀬川
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大阪市浪速区 どろそば将 恵美須店
大阪市浪速区 スナックJUN
大阪市浪速区 グランドゥーカ なんば店
大阪市浪速区 NOMSON CURRY
大阪市浪速区 美遊
大阪市浪速区 一心茶房
大阪市浪速区 cafe jam
大阪市浪速区 tea time 886
大阪市浪速区 ココンチカフェ
大阪市浪速区 かすうどん恵美須屋
大阪市浪速区 鉄板居酒屋 へらちょんぺ
大阪市浪速区 T S U M I K I  C O F F E E  S A I W A I C H O
大阪市浪速区 難波Mele
大阪市浪速区 串かつ花道
大阪市浪速区 まつり家
大阪市浪速区 ビビンバー
大阪市浪速区 しおみ亭
大阪市浪速区 奈々
大阪市浪速区 K.CAFE
大阪市浪速区 ベビー
大阪市浪速区 居酒屋春香(支店)
大阪市浪速区 寿司居酒屋じゅん平
大阪市浪速区 すたんどBAR TAI THAI 
大阪市浪速区 ホリーズカフェ なんば店
大阪市浪速区 鴻運中華料理
大阪市浪速区 炭火焼鳥刻
大阪市浪速区 より処とかとか
大阪市浪速区 居酒屋春香
大阪市浪速区 難波酒場
大阪市浪速区 インド料理アシヤナ
大阪市浪速区 PEACE BAL
大阪市浪速区 酒飯ぽぽぽ
大阪市浪速区 ひかりや
大阪市浪速区 大阪新世界横丁 串カツ万福
大阪市浪速区 やわらぎ
大阪市浪速区 a slice of BEEF -ひときれの牛肉-
大阪市浪速区 焼肉屋29
大阪市浪速区 鶏笑新世界店
大阪市浪速区 カルマ カリー＆カフェ
大阪市浪速区 ベジタブルスタンドFukumasa
大阪市浪速区 しゃかりき４３２難波元町店
大阪市浪速区 炭火焼肉川上
大阪市浪速区 明洞
大阪市浪速区 酒呑ありお
大阪市浪速区 EXIA
大阪市浪速区 JUNGLE Namba
大阪市浪速区 楽しい屋
大阪市浪速区 cafe spat's
大阪市浪速区 大西葶 Trattoria Licchio's
大阪市浪速区 北川酒店
大阪市浪速区 ブチまぐろつね
大阪市浪速区 居酒屋春
大阪市浪速区 全包
大阪市浪速区 DEER CAFE&BAR
大阪市浪速区 アニプラカフェ工房
大阪市浪速区 スナックマーくん
大阪市浪速区 権兵衛
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大阪市浪速区 private bar Badger
大阪市浪速区 元町中華
大阪市浪速区 櫻の音
大阪市浪速区 BEARS
大阪市浪速区 スナック よい。そい
大阪市浪速区 ことねコーヒー
大阪市浪速区 エノキ屋酒店
大阪市浪速区 レストラン レ・シャンドオル
大阪市浪速区 BAR C-ONE
大阪市浪速区 総本家 更科
大阪市浪速区 焼肉一正
大阪市浪速区 はりま家
大阪市浪速区 cafe  bar S&K
大阪市浪速区 お魚とおばんざいなんばなか じゅにや
大阪市浪速区 八剣伝なんば西店
大阪市浪速区 那智
大阪市浪速区 おおきにコーヒー日本橋オタロード店
大阪市浪速区 たこ焼き得心日本橋店
大阪市浪速区 tabolacalda GioiaMia
大阪市浪速区 MAGIC HOUR
大阪市浪速区 福望軒
大阪市浪速区 立呑み 福政
大阪市浪速区 w@ve
大阪市浪速区 菫
大阪市浪速区 over the over
大阪市浪速区 リオンカフェ
大阪市浪速区 美味苑
大阪市浪速区 三十四代目圓蔵
大阪市浪速区 加寿屋なんば元町店
大阪市浪速区 幸町可真人
大阪市浪速区 熊地下
大阪市浪速区 猛禽類カフェraptorland Shovel
大阪市浪速区 悠
大阪市浪速区 釜揚饂飩詫間
大阪市浪速区 焼肉 信玄
大阪市浪速区 小味
大阪市浪速区 地酒と釜飯の店 森
大阪市浪速区 無限ラーメン
大阪市浪速区 らーめん砦大国町店
大阪市浪速区 なんばエイト
大阪市浪速区 蓉味
大阪市浪速区 ジオラマ103
大阪市浪速区 四海縁
大阪市浪速区 寿し正
大阪市浪速区 ピカスペース
大阪市浪速区 のみや大坪商店
大阪市浪速区 CORA  COFFEE
大阪市浪速区 重蔵
大阪市浪速区 なにわぶちかまし
大阪市浪速区 台湾カステラ米米ｃａｆｅ なんばパークス
大阪市浪速区 福馬
大阪市浪速区 ステーキ丼専門店のむら
大阪市浪速区 寿し寅
大阪市浪速区 INARI GLEAN
大阪市浪速区 alive&chouchou
大阪市浪速区 グッドナイト
大阪市浪速区 パミリア
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大阪市浪速区 ビノテカ パネンカ
大阪市浪速区 気まま亭
大阪市浪速区 中国料理天祥
大阪市浪速区 GALLERY
大阪市浪速区 Monkey＆Bullet
大阪市浪速区 LIVEBAR BEATLE（ライブバービートル）
大阪市浪速区 居酒屋きっちん
大阪市浪速区 珈琲専科フーケ
大阪市浪速区 たこ焼き鉄板焼花火
大阪市浪速区 焼き鳥一番 大国町店
大阪市浪速区 難波焼とりporc
大阪市浪速区 スナック正
大阪市浪速区 難波なかや
大阪市浪速区 手打ちうどん一休
大阪市浪速区 喫茶ニューワールド
大阪市浪速区 焼とん屋やまゆう
大阪市浪速区 麵屋こころ難波南店
大阪市浪速区 カメリーカラオケ
大阪市浪速区 たこ焼き酒場こておちゃん
大阪市浪速区 中華料理大福
大阪市浪速区 萬隆
大阪市浪速区 すし処賛志郎
大阪市浪速区 笑顔の居酒屋ごえん
大阪市浪速区 enjoy dinig time 紺屋
大阪市浪速区 KARAKUS
大阪市浪速区 カレー食堂マッハ
大阪市浪速区 bar sakenoma
大阪市浪速区 メイド喫茶 アイキス
大阪市浪速区 BAR has sun
大阪市浪速区 かなえ寿司
大阪市浪速区 スパイスカレーＡＭＭＹ 大阪難波店
大阪市浪速区 Felice凛酌
大阪市浪速区 居酒屋ハッピー
大阪市浪速区 岬
大阪市浪速区 淡路島バーガー 大阪難波店
大阪市浪速区 中華料理 一楽
大阪市浪速区 なにわ
大阪市浪速区 COCO CHIMAC
大阪市浪速区 Magic Cafe&Bar SHINSEKAI
大阪市浪速区 あっちち本舗 通天閣店
大阪市浪速区 Little Long Beach
大阪市浪速区 焼とり 夢鳥
大阪市浪速区 ポラリス
大阪市浪速区 夜喫茶といろ
大阪市浪速区 うなぎ釣り 大阪屋
大阪市浪速区 まるよし
大阪市浪速区 スナック俊
大阪市浪速区 ふらり
大阪市浪速区 カレー倶楽部ルウ 難波中店
大阪市浪速区 お好み焼 くいしん坊
大阪市浪速区 CCOちゃ
大阪市浪速区 大井
大阪市浪速区 サンスリー
大阪市浪速区 酒房半田屋
大阪市浪速区 新世界 す
大阪市浪速区 飛鳥
大阪市浪速区 underBar
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大阪市浪速区 SEYHAN KEBAB
大阪市浪速区 バナナの神様 大阪難波店
大阪市浪速区 cafe&bar黒猫堂
大阪市浪速区 P3
大阪市浪速区 Lavender
大阪市浪速区 祇園 北川半兵衛 なんば店
大阪市浪速区 居酒屋あい
大阪市浪速区 能登屋
大阪市浪速区 CAFE OLE luxe
大阪市浪速区 あっちち本舗 木津市場店
大阪市浪速区 カラオケ居酒屋やすらぎ
大阪市浪速区 亮一 中華料理
大阪市浪速区 なんやかんや
大阪市浪速区 串やき処 軒先
大阪市浪速区 久八
大阪市浪速区 Dragon coffee
大阪市浪速区 板前居酒屋ゆうや
大阪市浪速区 アン
大阪市浪速区 メイドカフェ リング オタロード店
大阪市浪速区 玉家
大阪市浪速区 クラムカフェ
大阪市浪速区 日本橋 一味禅
大阪市浪速区 つけ鴨うどん 鴨錦 恵美須店
大阪市浪速区 あんてぃー
大阪市浪速区 【屋号】Sulawesi Beans Japan【親しまれる通称】Bunga Cafe
大阪市浪速区 なにわ くじらぐも
大阪市浪速区 あね家
大阪市浪速区 甲州麺
大阪市浪速区 madrigal
大阪市浪速区 通天酒場
大阪市浪速区 炭火焼肉犇三昧桜川本店
大阪市浪速区 焼肉・ステーキ い志だ屋
大阪市浪速区 クリームキッチン新世界店
大阪市浪速区 居酒屋ちえ
大阪市浪速区 きのくに製麺所
大阪市浪速区 ぶりやチカチキン難波店
大阪市浪速区 ハンズハニーカフェ 本店
大阪市浪速区 食よし川
大阪市浪速区 グランブルー
大阪市浪速区 上等カレーBR  日本橋店
大阪市浪速区 創作Diningのぴ
大阪市浪速区 CANDY
大阪市浪速区 ちろり
大阪市浪速区 タージマハルエベレスト難波店
大阪市浪速区 スナック美吉
大阪市浪速区 JiuBAR Double Tree.
大阪市浪速区 そば切り治太夫
大阪市浪速区 RAJA
大阪市浪速区 酒楽 恒や
大阪市浪速区 ５５３
大阪市浪速区 浪速たこ丸
大阪市浪速区 居酒屋 華
大阪市浪速区 Kitchen Ohana
大阪市浪速区 らーめん屋なにわ食堂
大阪市浪速区 日本橋果物
大阪市浪速区 スタジアムカフェ
大阪市浪速区 北野屋

89 / 751 ページ



市町村名 施設名称

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

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和4年9月9日公表分）

大阪市浪速区 フランス料理店 草 月
大阪市浪速区 cafe de Porte
大阪市浪速区 GENSEN喜楽 浪速店
大阪市浪速区 中華菜館一番
大阪市浪速区 麺屋帆のる大阪なんば店
大阪市浪速区 上海味館
大阪市浪速区 立ち呑み 小春
大阪市浪速区 居酒屋 ふさちゃん
大阪市浪速区 居酒屋 ジュン
大阪市浪速区 まるき
大阪市浪速区 スナックゆめ
大阪市浪速区 炭火ゴロ焼 はちこ
大阪市浪速区 みなみそう
大阪市浪速区 Smile kitchen つぼちゃん
大阪市浪速区 Funtoco Bar Namba
大阪市浪速区 Cafe & Bar T,A,S,
大阪市浪速区 新世界串カツいっとく通天閣店
大阪市浪速区 ヨンウ家
大阪市浪速区 丸天
大阪市浪速区 やなぎ
大阪市浪速区 munchies
大阪市浪速区 ビストロ・ヴェー
大阪市浪速区 INDIAN RESTAURANT SHANKH 
大阪市浪速区 カラオケ喫茶 えんとも
大阪市浪速区 桜川ラーメン
大阪市浪速区 ふぐ料理 しらかわ
大阪市浪速区 エル
大阪市浪速区 フジモト
大阪市浪速区 海鮮丸
大阪市浪速区 がれきっさ猫鯖
大阪市浪速区 petit mer
大阪市浪速区 HACOPLUS
大阪市浪速区 ｍａｉｄｃａｆｅ ますかっと
大阪市浪速区 揚子江ラーメン
大阪市浪速区 喫茶 松竹
大阪市浪速区 蕎麦とラー油で幸なった。日本橋店
大阪市浪速区 カラオケ居酒屋 ひなた りゅうちゃん
大阪市浪速区 喫茶ジプシー
大阪市浪速区 居酒屋七福
大阪市浪速区 ハッチン
大阪市浪速区 ホテルソビアル なんば大国町
大阪市浪速区 あなぐま亭
大阪市浪速区 GOONIES
大阪市浪速区 居酒屋 なかよし 大国町店
大阪市浪速区 西成ビストロ-大国町本店-
大阪市浪速区 itori
大阪市浪速区 あべのたこやきやまちゃん なんばこめじるし店
大阪市浪速区 スナック 絆
大阪市浪速区 music bar S.O.Ra.
大阪市浪速区 フェアフィールドバイ・マリオット大阪難波 Alices  Table
大阪市浪速区 居酒屋越ちゃん
大阪市浪速区 家庭料理おばんざいたつの子
大阪市浪速区 QOO
大阪市浪速区 白楽天
大阪市浪速区 お料理 お惣菜 お酒 にしむら
大阪市浪速区 肉酒場火車
大阪市浪速区 勘田亀吉
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大阪市浪速区 たこ焼き居酒屋 千寿
大阪市浪速区 ホルモン宗矩
大阪市浪速区 ロックスター
大阪市浪速区 PRIVATEDININGKitchen
大阪市浪速区 Utena358
大阪市浪速区 近江そば
大阪市浪速区 廣田商店
大阪市浪速区 スナックなお
大阪市浪速区 なにわ新風
大阪市浪速区 THe RITA COFFEE
大阪市浪速区 台湾まぜそば、台湾らーめん、薫
大阪市浪速区 太平飯店
大阪市浪速区 麻辣江湖元町
大阪市浪速区 BAR Heidrun
大阪市浪速区 Studio&Caf’e Make
大阪市浪速区 チーアンレストラン
大阪市浪速区 DINGTEA日本橋店
大阪市浪速区 ＢＡＲくま
大阪市浪速区 鹿児島 勝
大阪市浪速区 大阪ナポリタン協会なんばシティ店
大阪市浪速区 まる
大阪市浪速区 花粉 ＦＩＲＳＴ
大阪市浪速区 ふらーっと カレー家
大阪市浪速区 屋台焼肉コブスター
大阪市浪速区 お好み焼き いっちゃん
大阪市浪速区 五右衛門
大阪市浪速区 TAISEI
大阪市浪速区 プコ家
大阪市浪速区 王将倶楽部
大阪市浪速区 Pokerestaurant&bar 粋豚
大阪市浪速区 堃記
大阪市浪速区 絶味鴨脖
大阪市浪速区 田中酒飯店
大阪市浪速区 ゴーストキッチン
大阪市浪速区 Cafe & Bar LUCIAN
大阪市浪速区 はんまだん
大阪市浪速区 味旬菜きらく
大阪市浪速区 手羽先の羽
大阪市浪速区 ありんこ屋
大阪市浪速区 kissshot
大阪市浪速区 さかふね
大阪市浪速区 にく笑木津市場店
大阪市浪速区 カプリス食堂
大阪市浪速区 焼肉ホルモン昭和
大阪市浪速区 麺に光を 別邸
大阪市浪速区 スナック 亜美
大阪市浪速区 大阪産料理空
大阪市浪速区 力餅
大阪市浪速区 ゴル麺。通天閣店
大阪市浪速区 BarGuild SIX
大阪市浪速区 スタンド ツマミグイ
大阪市浪速区 楽開薩
大阪市浪速区 あんばい
大阪市浪速区 Bar Bambi
大阪市浪速区 cafe' de Luna Park
大阪市浪速区 上等カレー 府立体育館前店
大阪市浪速区 Fields round Ryo

91 / 751 ページ



市町村名 施設名称

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

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和4年9月9日公表分）

大阪市浪速区 昆虫食堂 本店
大阪市浪速区 酒BAR 月ノあかり
大阪市浪速区 肉ホルモン てつ腕
大阪市浪速区 饗
大阪市浪速区 インディアンレストランPAYAL
大阪市浪速区 しげちゃんのからあげ
大阪市浪速区 日和ホテル大阪なんば駅前SAKURAラびより
大阪市浪速区 カレーショップ英登
大阪市浪速区 サウンドバード
大阪市浪速区 三豊麺 なんば日本橋店
大阪市浪速区 小春 ２号店
大阪市浪速区 だるま 本店
大阪市浪速区 焼肉はらけん
大阪市浪速区 串カツKITEYA
大阪市浪速区 吉鳥 大国町店
大阪市浪速区 焼肉ぜろはち
大阪市浪速区 エスカーレ
大阪市浪速区 ハンバーグステーキ 極味や なんば店
大阪市浪速区 ケンタッキーフライドチキン芦原橋店
大阪市浪速区 鳥貴族 ナンバ２号店
大阪市浪速区 隨縁亭
大阪市浪速区 肉処倉 なんばパークス店
大阪市浪速区 さんぽ道
大阪市浪速区 ２３Ｆ宴会第二厨房、２２Ｆ宴会場パントリー、２４Ｆ小会議室パントリー
大阪市浪速区 虎ノ王 つけ麺・ラー麺 桜川店
大阪市浪速区 Valkyrie
大阪市浪速区 藤原酒販．立呑処
大阪市浪速区 無鉄砲 大阪店
大阪市浪速区 犇屋
大阪市浪速区 ZION
大阪市浪速区 串カツげんてん
大阪市浪速区 大阪大勝軒 日本橋店
大阪市浪速区 FUN SPACE DINER
大阪市浪速区 Green Cafe
大阪市浪速区 三麗
大阪市浪速区 錦そば
大阪市浪速区 大阪や
大阪市浪速区 寿司処 みやもと
大阪市浪速区 丸藤
大阪市浪速区 やまと屋 ５号店
大阪市浪速区 餃子と唐揚げの酒場 難波のしんちゃん
大阪市浪速区 佳酒真楽 やまなか
大阪市浪速区 香港蒸蘢 なんばパークス
大阪市浪速区 Sis Mea Pars
大阪市浪速区 肉タレ屋なんばBAL店
大阪市浪速区 サイゼリヤなんばOCAT
大阪市浪速区 新世界串カツからさき
大阪市浪速区 シルクロード
大阪市浪速区 極みとんかつ かつ喜
大阪市浪速区 居酒屋 彩あい
大阪市浪速区 カラアゲヤ カミヤ
大阪市浪速区 丸一屋
大阪市浪速区 山内農場
大阪市浪速区 サイゼリヤ堺筋浪速警察署前
大阪市浪速区 ライブハウス湊町VOLCANO
大阪市浪速区 スナック無我
大阪市浪速区 大勝
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大阪市浪速区 忠右エ門
大阪市浪速区 EBISU
大阪市浪速区 LUUs BAO
大阪市浪速区 つるまる難波中
大阪市浪速区 虎ノ王 つけ麺・ラー麺 新世界店
大阪市浪速区 ２３Ｆ宴会第一厨房、２１Ｆ会議室用パントリーＡ・Ｂ
大阪市浪速区 やまと屋 本店
大阪市浪速区 エルマーズグリーンカフェ インザパーク
大阪市浪速区 スターバックスコーヒーなんばパークス店
大阪市浪速区 らーめん喜六
大阪市浪速区 炭火焼鳥 権兵衛 なんばパークス店
大阪市浪速区 美寿々
大阪市浪速区 カレーハウスCoCo壱番屋 浪速区大国町店
大阪市浪速区 大阪王将 恵美須町店
大阪市浪速区 カフェe-maid
大阪市浪速区 神戸
大阪市浪速区 とう祇
大阪市浪速区 鶴橋風月 スパワールド店
大阪市浪速区 有機茶寮
大阪市浪速区 貴鶏屋 桜川店
大阪市浪速区 新世界串カツいっとく本店
大阪市浪速区 居楽屋 白木屋
大阪市浪速区 御食事処にしかわ
大阪市浪速区 味の名門 ソウル
大阪市浪速区 佐兵衛
大阪市浪速区 築地食堂源ちゃんなんばパークス店
大阪市浪速区 ぜにや
大阪市浪速区 串かつ だるま 動物園前店
大阪市浪速区 やきとりの名門 秋吉 なんば店
大阪市浪速区 あ太郎。
大阪市浪速区 ＢａｒＧｒａｎ
大阪市浪速区 炭火焼 煙
大阪市浪速区 中華そば ふじい芦原橋本店
大阪市浪速区 Rainbow Bar
大阪市浪速区 ラーメン道楽
大阪市浪速区 ジャンボ釣船 つり吉
大阪市浪速区 勝太鼓
大阪市浪速区 海鮮屋台おくまん難波元町店
大阪市浪速区 外灘紅緑灯 上海食亭
大阪市浪速区 立ち寿司１号店
大阪市浪速区 スーパードライOCATモール街
大阪市浪速区 やまと屋 寿司１号店
大阪市浪速区 元祖とんかつカレーカツヤ
大阪市浪速区 くいもん＆BAR はんどじゃいぶ
大阪市浪速区 花邑
大阪市浪速区 845
大阪市浪速区 千成屋珈琲
大阪市浪速区 沖縄食堂ハイサイなんばこめじるし店
大阪市浪速区 １ポンドのステーキハンバーグタケル日本橋オタロード店
大阪市浪速区 嬉々わらまさ
大阪市浪速区 灘屋酒店直売所
大阪市浪速区 ピュアダイヤ
大阪市浪速区 しのぶ庵 なんばパークス店
大阪市浪速区 グッドスプーン なんばＣＩＴＹ店
大阪市浪速区 Bar Porori
大阪市浪速区 東京力めし大阪日本橋店
大阪市浪速区 吉鳥桜川店
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大阪市浪速区 今日しかない 難波店
大阪市浪速区 中国酒家 朝陽閣 難波
大阪市浪速区 ダイニングステ－ジ 佐海屋
大阪市浪速区 爬虫類ＣＡＦＥ ＲＯＣＫ ＳＴＡＲ
大阪市浪速区 難波ロバート
大阪市浪速区 天ぷら大吉 なんば店
大阪市浪速区 唐変木
大阪市浪速区 S・EBISU CAFE BAR
大阪市浪速区 きりん寺 大阪総本店
大阪市浪速区 大阪なんば 魂心家
大阪市浪速区 喫茶 鴉鷺
大阪市浪速区 のんでよしたべてよしうまいもん誠三朗
大阪市浪速区 揚男爵
大阪市浪速区 百十 なんばこめじるし店
大阪市浪速区 ラーメン男塾 日本橋店
大阪市浪速区 天下一品大国町駅前店
大阪市浪速区 まるや精肉店
大阪市浪速区 カフェバー 暁
大阪市浪速区 新世界おやじの串や
大阪市浪速区 味の大丸
大阪市浪速区 キリンシティプラスなんばＣＩＴＹ店
大阪市浪速区 風来坊 大国町店
大阪市浪速区 麺屋ガテンZ
大阪市浪速区 茶想 もりた園
大阪市浪速区 ニューダイトン
大阪市浪速区 めし亭酒房 佐海たちばな
大阪市浪速区 鶴橋風月 新世界店
大阪市浪速区 こなな なんばパークス店
大阪市浪速区 サモア
大阪市浪速区 初代 エビス
大阪市浪速区 喫茶 通天閣
大阪市浪速区 玉華園
大阪市浪速区 串かつじゃんじゃん新世界本店
大阪市浪速区 鶴亀家
大阪市浪速区 ハーブス なんばパークス店
大阪市浪速区 えびす 一升庵
大阪市浪速区 じゃんじゃん大西屋
大阪市浪速区 鶴橋風月 なんばＣＩＴＹ店
大阪市浪速区 桜川酒場 情熱ホルモン
大阪市浪速区 神戸元町ドリア なんばパークス店
大阪市浪速区 哲剣
大阪市浪速区 居酒屋なかよし
大阪市浪速区 炉端焼き いるり
大阪市浪速区 あげたち匠の細麺つるとんたん大国町店
大阪市浪速区 cafe neve
大阪市浪速区 煮干しらーめん玉五郎 難波店
大阪市浪速区 ガンボ＆オイスターバー なんばパークス店
大阪市浪速区 大漁丼家えびす家
大阪市浪速区 新世界元祖串かつ だるま 通天閣店
大阪市浪速区 粋花亭
大阪市浪速区 ごはんどき新世界店
大阪市浪速区 ロイヤルホスト桜川店
大阪市浪速区 当志郎
大阪市浪速区 恵美須町酒場 情熱ホルモン
大阪市浪速区 佐海屋 旭
大阪市浪速区 Anna Colors COFFEE
大阪市浪速区 スターバックスコーヒーJR難波駅前店
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大阪市浪速区 しゃぶ扇難波店
大阪市浪速区 ラーメン峰味
大阪市浪速区 大阪カオマンガイカフェ
大阪市浪速区 地鶏焼き＆たこ焼き居酒屋ここか
大阪市浪速区 家族亭 難波湊町店
大阪市浪速区 カレーショップ マドラス
大阪市浪速区 猫カフェ 猫音
大阪市浪速区 やまと屋 すし本店
大阪市浪速区 天下一品難波ウインズ前店
大阪市浪速区 ニチヨウビ
大阪市浪速区 鶏家六角鶏難波２号店
大阪市浪速区 ぢどり亭難波２号店
大阪市浪速区 ぎふや本家
大阪市浪速区 大衆酒場裏剣
大阪市浪速区 居酒屋まさちゃん
大阪市浪速区 モビーディックなんばパークス店
大阪市浪速区 道頓堀ＣＲＡＦＴＢＥＥＲ醸造所
大阪市浪速区 新世界串カツからさき 別館
大阪市浪速区 なんば南酒場 情熱ホルモン
大阪市浪速区 だるま ジャンジャン店
大阪市浪速区 焼肉舌ぴん
大阪市浪速区 あんばいなんばパークス店
大阪市浪速区 焼肉酒家じげん
大阪市浪速区 貴鶏屋 本店
大阪市浪速区 Lara Bottle
大阪市浪速区 美味卯
大阪市浪速区 野上屋
大阪市浪速区 萬福
大阪市浪速区 かごの屋大国町店
大阪市浪速区 鳴門寿司
大阪市浪速区 山笠
大阪市浪速区 吉野家 大国町店
大阪市浪速区 横Cafe
大阪市浪速区 スパゲッティーのパンチョ 大阪なんば店
大阪市浪速区 Ange:U
大阪市浪速区 BARTARO
大阪市浪速区 実演手打ちうどん杵屋
大阪市浪速区 八百屋とごはん うらや本店
大阪市浪速区 やまと屋 １号店
大阪市浪速区 居酒屋 縁
大阪市浪速区 お食事処 あずま亭
大阪市浪速区 ドイツビアハウスハンブルク
大阪市浪速区 大国鶴一
大阪市浪速区 大東北総本店
大阪市浪速区 くら寿司なんば元町店
大阪市浪速区 麺のカミの
大阪市浪速区 モンサンミッシェル大聖堂 ル・プティ・ジャルダン
大阪市浪速区 プードルピンク
大阪市浪速区 備前屋
大阪市浪速区 カレーハウスCoCo壱番屋浪速区日本橋五丁目店
大阪市浪速区 ドラゴン
大阪市浪速区 かどや
大阪市浪速区 天神麺
大阪市浪速区 cafe&bar BE MY BABY
大阪市浪速区 旬和席うおまん なんばパークス店
大阪市浪速区 二尺七輪 鳥玖
大阪市浪速区 POP iD Cafe
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大阪市浪速区 MAGIC APPLE
大阪市浪速区 新世界もつ鍋屋 本店
大阪市浪速区 花粉ネクスト
大阪市浪速区 花木酒店
大阪市浪速区 タピオカセンター&可愛いgallery
大阪市浪速区 翔月
大阪市浪速区 伏水酒蔵小路 別館
大阪市浪速区 炭焼ホルモン七福
大阪市浪速区 SABAR+なんばCITY店
大阪市浪速区 コリアンフードアンベオ
大阪市浪速区 浪１８６８
大阪市浪速区 やん！なんば本店
大阪市浪速区 船場カリーなんばＣＩＴＹ店
大阪市浪速区 台湾食堂
大阪市浪速区 大阪王将 大国町店
大阪市浪速区 そばや創庵
大阪市浪速区 大衆町中華 饉ト餫
大阪市浪速区 Milkcafe
大阪市浪速区 Pool Bar YOLO
大阪市浪速区 ファニーティアーズ
大阪市浪速区 カレーハウスCOCO壱番屋浪速区難波中一丁目店
大阪市浪速区 やまと屋 ２号店
大阪市浪速区 カラオケレインボー 難波なんさん通り店
大阪市浪速区 兎と薔薇。
大阪市浪速区 亜細亜物産
大阪市浪速区 日本橋PolluxTheater
大阪市浪速区 Blue Beans Cafe
大阪市浪速区 DEN・EN
大阪市浪速区 Bar ARCASA
大阪市浪速区 鳥貴族 桜川店
大阪市浪速区 回転寿司六鮮新世界店
大阪市浪速区 有機スポーツ酒場 八千代
大阪市浪速区 昭和ロマンス酒場難波中店
大阪市浪速区 和歌寿司
大阪市浪速区 博多かわ屋 南海なんば店
大阪市浪速区 カラオケスナックぶすのひーちゃん
大阪市浪速区 肉麵まるきゅう
大阪市浪速区 牛全
大阪市浪速区 あかつき
大阪市浪速区 レッドレッド
大阪市浪速区 松屋桜川店
大阪市浪速区 大かまど飯寅福なんばパークス店
大阪市浪速区 龍旗信
大阪市浪速区 お食事処 三久
大阪市浪速区 駄菓子Ｂａｒぺんぎん堂
大阪市浪速区 八重勝東店
大阪市浪速区 唐揚兄弟
大阪市浪速区 お好み焼き まるや
大阪市浪速区 Kroome Coffee
大阪市浪速区 浪速鶏排堂
大阪市浪速区 桜川焼そばセンター
大阪市浪速区 堂島グラッチェなんば店
大阪市浪速区 もず屋
大阪市浪速区 武漢熱干面 Juan
大阪市浪速区 たこ焼きたこの家
大阪市浪速区 Il Povero Diavolo
大阪市浪速区 餃子酒場 ぴたり なんば店
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大阪市浪速区 ランドーカフェ
大阪市浪速区 餃子の王将 新世界店
大阪市浪速区 まいど
大阪市浪速区 居酒屋 志純
大阪市浪速区 縁座 居酒屋
大阪市浪速区 さかな屋Roku鮮通天閣本店
大阪市浪速区 TOTHEHERBSなんばパークス
大阪市浪速区 SAN
大阪市浪速区 中央軒なんばCITY店
大阪市浪速区 俺のサキュバスちゃん
大阪市浪速区 とり一番本舗
大阪市浪速区 松屋通天閣店
大阪市浪速区 油そばきりん寺なんば駅前店
大阪市浪速区 魚串波食波食
大阪市浪速区 韓国料理bibim'なんばパークス店
大阪市浪速区 赤ちょうちん
大阪市浪速区 餃子の王将 難波西店
大阪市浪速区 鶴橋風月 OCAT店
大阪市浪速区 信州そば処そじ坊
大阪市浪速区 ジャンボカラオケ広場 なんさん通り店
大阪市浪速区 サンモリッツ
大阪市浪速区 ともゑ
大阪市浪速区 蛸CURA
大阪市浪速区 ピッツェリア・サンタ・アンジェロ
大阪市浪速区 chaque aout
大阪市浪速区 The CRAFT namba
大阪市浪速区 1998'酒場
大阪市浪速区 7days FRUITS CAFE
大阪市浪速区 and Co-
大阪市浪速区 めいどりーみん オタロード店
大阪市浪速区 あべのたこやきやまちゃん日本橋店
大阪市浪速区 めいどりーみん なんば店
大阪市浪速区 stay
大阪市浪速区 月のアムリタ
大阪市浪速区 松屋大国町店
大阪市浪速区 rumido
大阪市浪速区 福まる弁当
大阪市浪速区 ときすし なんばパークス店
大阪市浪速区 串かつおうじ 動物園前店
大阪市浪速区 居酒屋啓ちゃん
大阪市浪速区 やさい家めい なんばパークス
大阪市浪速区 FourS CaKe
大阪市浪速区 新世界もつ鍋屋 なんば店
大阪市浪速区 cafe&bar コネクトドール
大阪市浪速区 そばよし 元町 本店
大阪市浪速区 お好焼 鉄板焼 間
大阪市浪速区 中国料理福星楼
大阪市浪速区 通天閣の屋上貸切BBQテラス+キッチン【Chill out】
大阪市浪速区 横綱 新世界本店
大阪市浪速区 やまと屋 ３号店
大阪市浪速区 カフェベローチェ難波西口店
大阪市浪速区 なんばHatch
大阪市浪速区 新世界ルナストリート
大阪市浪速区 BURGER PRODUCTS
大阪市浪速区 Sweet Tease
大阪市浪速区 和ＮＡＧＯＭＩ
大阪市浪速区 居酒屋幸子
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大阪市浪速区 ふじやま
大阪市浪速区 アラアルバ
大阪市浪速区 狸狸亭なにわ元町店
大阪市浪速区 やよい軒難波元町店
大阪市浪速区 ダイニング・マミー
大阪市浪速区 新世界串カツいっとく 劇場前店
大阪市浪速区 湯源郷太平のゆなんば店
大阪市浪速区 焼肉まるよし
大阪市浪速区 だしが命の塩らーめんぎょぎょぎょ なんばパークス店
大阪市浪速区 串弁慶
大阪市浪速区 ソウル焼肉
大阪市浪速区 吉香園
大阪市浪速区 えびす食堂
大阪市浪速区 なにわの串かつ七福
大阪市浪速区 餃子の王将堺筋でんでんタウン店
大阪市浪速区 カフェアンドバー コネクト
大阪市浪速区 や台ずし大国町
大阪市浪速区 LoveCarat
大阪市浪速区 花も実も なんばパークス店
大阪市浪速区 ぎふや別邸
大阪市浪速区 薪焼ステーキ×イタリアンKicori
大阪市浪速区 日本橋南蛮亭
大阪市浪速区 難波肉劇場
大阪市浪速区 何以解憂
大阪市浪速区 新世界串かつ福笑家
大阪市浪速区 喫茶ドレミ
大阪市浪速区 芥川珈琲 僕のバインミー
大阪市浪速区 dapaidang105なんばこめじるし店
大阪市浪速区 鉄板焼きとワインと蕎麦つなぐ
大阪市浪速区 九州らーめん亀王 恵美須町店
大阪市浪速区 春日亭日本橋オタロード店
大阪市浪速区 吉野家 恵美須町店
大阪市浪速区 レオ・ピラーナ
大阪市浪速区 すき家 難波元町店
大阪市浪速区 Trattoria LOGIC OSAKA
大阪市浪速区 ポムの樹Gold なんばパークス店
大阪市浪速区 料亭錦
大阪市浪速区 スナック相良
大阪市浪速区 手羽先の羽 新世界店
大阪市浪速区 餃子の王将日本橋でんでんタウン店
大阪市浪速区 正油ラーメン専門店友愛亭
大阪市浪速区 浪花創作ダイニング 食いしん坊
大阪市浪速区 天地人２号店
大阪市浪速区 串カツ大将
大阪市浪速区 ＵＰＧＲＥＥＮ
大阪市浪速区 パクチーポクチー
大阪市浪速区 ＃７０２ cafe&diner
大阪市浪速区 Trattoria ALBERO
大阪市浪速区 らーめん鱗 難波店
大阪市浪速区 なか卯 桜川店
大阪市浪速区 なか卯 なんさん通店
大阪市浪速区 HOI NGO QUAN
大阪市浪速区 焼肉39ごりら
大阪市浪速区 ナム
大阪市浪速区 ばくだん焼き本舗 大阪店
大阪市浪速区 大分 からあげ わん 松屋町筋店
大阪市浪速区 マジックスパイス なにわ店

98 / 751 ページ



市町村名 施設名称

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

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和4年9月9日公表分）

大阪市浪速区 らてめぃど オタロード店
大阪市浪速区 元祖 343 鮨
大阪市浪速区 日本酒専門店 だいどこ やまなか
大阪市浪速区 蛸べえ
大阪市浪速区 餃子の王将大国町難波中店
大阪市浪速区 なか卯 恵美須店
大阪市浪速区 牛若丸
大阪市浪速区 串カツ・ホルモン専門店 朝日
大阪市浪速区 冷麺館 大国町店
大阪市浪速区 micoざくら
大阪市浪速区 くそオヤジ最後のひとふり なんば店
大阪市浪速区 カフェベローチェ難波なんさん通り店
大阪市浪速区 和ベト
大阪市浪速区 豪快立ち寿司
大阪市浪速区 からから苑
大阪市浪速区 横浜家系ラーメン 一新家 桜川店
大阪市浪速区 good eat
大阪市浪速区 イタリアントマトカフェjrOCAT店
大阪市浪速区 メイドカフェ リング
大阪市浪速区 うまや
大阪市浪速区 すき家 堺筋恵美須町店
大阪市浪速区 韓国料理ナジミキンパ
大阪市浪速区 焼肉力丸 なんば湊町店
大阪市浪速区 広東炒飯店 なんばパークス店
大阪市浪速区 一風堂なんば店
大阪市浪速区 loji
大阪市浪速区 ＯＳＴＥＲＩＡ ＳＵＤＯ
大阪市浪速区 たこやきバーmarusa
大阪市浪速区 神戸牛みやび 日本橋本店
大阪市浪速区 神戸牛あかぎ屋 日本橋FIVE店
大阪市浪速区 とんこつラーメン なんば金福
大阪市浪速区 吉野家 なんばＣＩＴＹ南館店
大阪市西淀川区 たこ家輝 出来島店
大阪市西淀川区 大阪ハラールレストラン
大阪市西淀川区 春ごころ
大阪市西淀川区 山海炉ばた 龍馬
大阪市西淀川区 ひまわり
大阪市西淀川区 喫茶蘭
大阪市西淀川区 すなっくひな
大阪市西淀川区 焼鳥かんぱ
大阪市西淀川区 おうちごはんとおでんの店125
大阪市西淀川区 ジャンジャン亭
大阪市西淀川区 キャンディ
大阪市西淀川区 さとんひろん
大阪市西淀川区 鉄板ダイニングぐっち
大阪市西淀川区 カフェレストラン ヴィラージュ
大阪市西淀川区 カラオケ居酒屋ゆい
大阪市西淀川区 たこ家輝 御幣島店
大阪市西淀川区 咲き
大阪市西淀川区 千舟
大阪市西淀川区 足跡
大阪市西淀川区 ふかがわ
大阪市西淀川区 てっちゃん
大阪市西淀川区 ナマステキッチン
大阪市西淀川区 Bar 蛸
大阪市西淀川区 居酒屋ゆう
大阪市西淀川区 お好み焼きボン
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大阪市西淀川区 居酒屋&BAR BOO
大阪市西淀川区 インドレストラン ジャムナ
大阪市西淀川区 SITARA RESTAURANT
大阪市西淀川区 たけちゃん
大阪市西淀川区 居酒屋呑み処大谷酒店
大阪市西淀川区 いさりび
大阪市西淀川区 居酒屋しゃしゃ丸
大阪市西淀川区 Ｒｅｃｌｕｂ
大阪市西淀川区 カラオケスタジオ カレンス
大阪市西淀川区 おるそ
大阪市西淀川区 大崎酒店
大阪市西淀川区 Orank
大阪市西淀川区 きらり
大阪市西淀川区 Camus
大阪市西淀川区 トト・サルヴァトーレ
大阪市西淀川区 カフェバーこり巣の木
大阪市西淀川区 カラオケエイト
大阪市西淀川区 ステージハウスチャコ
大阪市西淀川区 立ち呑み処じゃじゃ馬
大阪市西淀川区 nanairo
大阪市西淀川区 ShotBar GailyMoon
大阪市西淀川区 Mini Dining Indigo
大阪市西淀川区 焼肉もりと
大阪市西淀川区 和千代
大阪市西淀川区 日本酒バルいぶき
大阪市西淀川区 居酒屋ＳＯＮＳＯＮ
大阪市西淀川区 スナック 詩苑
大阪市西淀川区 廣島
大阪市西淀川区 中国料理かなめ
大阪市西淀川区 Bar Mozu
大阪市西淀川区 どん鐡
大阪市西淀川区 ｋｉｔｃｈｅｎＫ．ｍ．Ｒ
大阪市西淀川区 ricomocoroll
大阪市西淀川区 アンジュ
大阪市西淀川区 和風ダイニング椿
大阪市西淀川区 楽
大阪市西淀川区 カラオケハウス まーちゃん（姫島通り）
大阪市西淀川区 パスタ工房
大阪市西淀川区 酒処 演歌宿
大阪市西淀川区 炭火焼鳥きたや
大阪市西淀川区 ダブルベイ
大阪市西淀川区 DIPSON
大阪市西淀川区 和歌
大阪市西淀川区 たこ助
大阪市西淀川区 お好み焼華
大阪市西淀川区 三国志
大阪市西淀川区 まるよし
大阪市西淀川区 Ｋ１ ＶＩＥＴ ＭＡＲＴ
大阪市西淀川区 Restaurant maruhati
大阪市西淀川区 四季彩 和
大阪市西淀川区 Pardon
大阪市西淀川区 スナックバッカス
大阪市西淀川区 お好み焼 ちえの店
大阪市西淀川区 ねこ丸
大阪市西淀川区 ＢＡＲヒバチルーム
大阪市西淀川区 AANZ HALAL MARKET&CAFE
大阪市西淀川区 神十蕎麦
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