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大阪市北区 TETSU
大阪市北区 Petit Bar a Vin ISHIKAWA
大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 アマデウス
大阪市北区 三樹
大阪市北区 大阪新阪急ホテル 日本料理・天ぷら なにわ橘
大阪市北区 Thai Kitchen KAOMANGAI
大阪市北区 高乃屋
大阪市北区 ゆかり
大阪市北区 あん
大阪市北区 韓国料理bibimルクア大阪店
大阪市北区 想ひ結
大阪市北区 ドルフィンズ梅田店
大阪市北区 玄三庵 西梅田店
大阪市北区 星乃珈琲店阪急三番街店
大阪市北区 do with cafe
大阪市北区 テング酒場 曽根崎お初天神通り店
大阪市北区 まるまん寿司 天神橋5丁目店
大阪市北区 茶青花阪急三番街店
大阪市北区 Priv.Ayaka
大阪市北区 南森町 ロマンチック食堂
大阪市北区 ぬる燗 佐藤
大阪市北区 FRANK THE BAR
大阪市北区 らーめん つけそば 古今亭
大阪市北区 モスバーガー扇町関西テレビ前店
大阪市北区 海鮮屋台おくまんＤDハウス店
大阪市北区 牛しゃぶ知慕里
大阪市北区 焼肉冷麵ユッチャン。北新地店
大阪市北区 ちょぼ焼き
大阪市北区 PEQUENO
大阪市北区 膳や ホワイティ梅田店
大阪市北区 トラットリア アルポンピエーレ
大阪市北区 shot bar andre
大阪市北区 えきそば 阪神梅田本店
大阪市北区 TAJIRI梅田お初天神店
大阪市北区 サンマルクカフェ大阪天神橋店
大阪市北区 焼肉の和民梅田茶屋町店
大阪市北区 ギャング3（ギャングギャングギャング）
大阪市北区 磯丸水産天満駅前店
大阪市北区 のえる山咲
大阪市北区 大阪なだ万
大阪市北区 おいでやす通りにやってきた 宮田麺児
大阪市北区 あらん サウス店
大阪市北区 お好み焼ゆかり富国生命ビル店
大阪市北区 ピッコロ 阪急かっぱ横丁店
大阪市北区 司
大阪市北区 日本料理 春城
大阪市北区 串かつでんがな大阪駅前第3ビル2号店
大阪市北区 とり銀 梅田茶屋町本店
大阪市北区 お初天神裏参道 かき鐵
大阪市北区 クラフトビアハウスモルト
大阪市北区 オールディーズ
大阪市北区 さか卯
大阪市北区 鶴橋風月天神橋筋四番街店
大阪市北区 花様阪急梅田店
大阪市北区 kai 本店 醸す
大阪市北区 焼肉どうらく天神橋店
大阪市北区 香桃

301 / 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）

大阪市北区 びすとろ炭火焼一星
大阪市北区 中国名菜 銀座アスター
大阪市北区 心斎橋ミツヤ ホワイティ梅田店
大阪市北区 お好み焼・鉄板・串揚げ田なか
大阪市北区 マキシ亭3ビル店
大阪市北区 錦わらい 梅田茶屋町店
大阪市北区 焼肉酒家牛角 はなれ阪急東通り店
大阪市北区 SANTE
大阪市北区 彦寿司
大阪市北区 木曽路北新地店
大阪市北区 Pierrot de Pierrot Le Cafe
大阪市北区 ginmill Lanchy
大阪市北区 海鮮屋台おくまん茶屋町店
大阪市北区 雅しゅとうとう
大阪市北区 堂じま 上通り
大阪市北区 徳田酒店第三ビルB1店
大阪市北区 中之島ラブセントラル
大阪市北区 コックピット 遊友ー０
大阪市北区 笑卵 梅田店
大阪市北区 卵と私ホワイティうめだ店
大阪市北区 ミンガス
大阪市北区 かつくら梅田茶屋町店
大阪市北区 鉄板焼 季流
大阪市北区 鶏家たちばな
大阪市北区 ワイアードカフェ茶屋町店
大阪市北区 季節の鍋 縁
大阪市北区 CREPERIE Le Beurre Noisette
大阪市北区 新橋へそ南森町店
大阪市北区 ながもと
大阪市北区 天ぷらとワイン大塩 天五店
大阪市北区 Dartsshop R 梅田店
大阪市北区 ニュージャパンサウナ梅田店1F ビーチカウンター
大阪市北区 さぁや
大阪市北区 しまなみふれんちMurakami
大阪市北区 すし処おとわ 北新地本通店
大阪市北区 Drunk Bears NU茶屋町店
大阪市北区 プレミアムマルシェ アズールテラス
大阪市北区 徳田酒店第四ビルB2店
大阪市北区 でんがく季節料理おかじま
大阪市北区 やよい軒ユニゾ梅田店
大阪市北区 cherish
大阪市北区 播鳥 天満店
大阪市北区 Honmani chicken 
大阪市北区 クラフトビアマーケットルクア大阪店
大阪市北区 鳥貴族 天神橋店
大阪市北区 鮨しお津
大阪市北区 島唄ライブ琉球
大阪市北区 串処最上
大阪市北区 M Akiyama
大阪市北区 ホリーズカフェ 堂島アバンザ店
大阪市北区 パブ エトワール21
大阪市北区 八かく庵 マルビル店
大阪市北区 鶏三和Lucua大阪店
大阪市北区 さぬきうどん四國屋
大阪市北区 レオーネ
大阪市北区 すぱじろう梅田
大阪市北区 春駒支店
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大阪市北区 あかね
大阪市北区 炭焼きBar心
大阪市北区 ターリー屋 大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 秋吉梅田店
大阪市北区 トリッペリア モツーダ 大阪マルビル店
大阪市北区 麦とろ自然生物語
大阪市北区 サロンド森山
大阪市北区 日本料理かが万
大阪市北区 洋麺屋五右衛門大阪ステーションシティ店
大阪市北区 鐘鳥天八店
大阪市北区 カフェデューク
大阪市北区 shangri-la-cafe
大阪市北区 泉州かしみんやき はこ 北新地店
大阪市北区 ふぐ天神
大阪市北区 もっこすprimo
大阪市北区 一蘭 梅田芝田店
大阪市北区 ピ・グレコ
大阪市北区 ハーブス ディアモール大阪店
大阪市北区 麺紡木
大阪市北区 hanahana
大阪市北区 炭火ステーキレモン
大阪市北区 TRAD BAR ESPRIT ギャザ阪急
大阪市北区 ニュー松坂 梅田32番街店
大阪市北区 炉禅/まきんしゃい
大阪市北区 ホテルビナリオ梅田
大阪市北区 ベトナムノーイ１２３
大阪市北区 ガーデンカフェ
大阪市北区 ロンドン・ティールーム 堂島本店
大阪市北区 カレーの店ピヨ
大阪市北区 さわら＆ラ・カスエラ ロハ
大阪市北区 カフェテリア北野ガーデン
大阪市北区 チャイニーズビストロ茶屋町店
大阪市北区 鮨処音羽 北新地永楽店
大阪市北区 プリンスプリンス
大阪市北区 鳥二郎お初天神店
大阪市北区 湯浅港
大阪市北区 メンバーズ悦
大阪市北区 和牛の壺やまむら
大阪市北区 窯焼きステーキ福田
大阪市北区 ｌａ・ｂｅｌｌｅ ｃｏｃｏ
大阪市北区 料理酒房しょうち
大阪市北区 うち田
大阪市北区 魚瀬
大阪市北区 薩摩ごかもん 大阪梅田本店
大阪市北区 三田製麺所 梅田店
大阪市北区 四川料理御馥中之島ダイビル店
大阪市北区 トップサーティー
大阪市北区 バー・エーワン
大阪市北区 ダル食堂 堂島地下街
大阪市北区 鮨処 音羽
大阪市北区 エスタシオンカフェグラン
大阪市北区 新世界串カツいっとく 阪急三番街店
大阪市北区 クラブアモン
大阪市北区 ナレッジサロン
大阪市北区 家族亭 梅田茶屋町店
大阪市北区 CHEESE KITCHEN RACLER
大阪市北区 BBQ33
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大阪市北区 鉄板ステーキ ピュール
大阪市北区 お好み焼ゆかり
大阪市北区 M PRIME
大阪市北区 昔洋食みつけ亭 阪急三番街店
大阪市北区 メンバーズ矢倉
大阪市北区 お好み焼き きじ
大阪市北区 古潭
大阪市北区 おやさいガーデンTIERRA
大阪市北区 らーめん香澄 中崎町店
大阪市北区 先斗入ルヨドバシ梅田店
大阪市北区 ＫＩＥＦＥＬ 三番街店
大阪市北区 アルモニーアンブラッセ大阪 カフェ アロンジ
大阪市北区 星乃珈琲店天神橋筋六丁目店
大阪市北区 BAROQUE
大阪市北区 喫茶パボ
大阪市北区 インドレストラン アショカ
大阪市北区 OKOGE 東通り店
大阪市北区 煌
大阪市北区 さつま
大阪市北区 美味旬菜 宝塚ホテル
大阪市北区 圓石本店
大阪市北区 天丼専門店 丼丼亭梅田ホワィティ店
大阪市北区 九州らーめん亀王 阪急東通り店
大阪市北区 魚屋スタンドふじ子
大阪市北区 天ぷら米福 西梅田店
大阪市北区 La. Luna
大阪市北区 鍋・鉄板焼・暁
大阪市北区 ニューミュンヘン曽根崎店
大阪市北区 大阪竹葉亭
大阪市北区 串かつ料理 活 阪急グランドビル店
大阪市北区 釜たけ流うどん 梅田製麺所
大阪市北区 大阪ステーションシティ バール・デルソーレ
大阪市北区 侍パイレーツ
大阪市北区 徳田酒店御肉
大阪市北区 赤垣屋梅田店
大阪市北区 わら焼き部 梅新東店
大阪市北区 ザ・バー
大阪市北区 得正 西梅田店
大阪市北区 おばぁの味 てぃーあんだ扇町本店
大阪市北区 はつ瀬
大阪市北区 マザーリーフ ディアモールフィオレ店
大阪市北区 三田製麺所 天満駅前店
大阪市北区 亀多寿司別館
大阪市北区 アップロード
大阪市北区 達屋 路地裏店
大阪市北区 okitaya
大阪市北区 京都 麺屋たけ井 阪急梅田店
大阪市北区 えん座
大阪市北区 洋食 マルマン
大阪市北区 北新地 鮨 なか川
大阪市北区 すーぱー百番
大阪市北区 北極星 LINKS UMEDA店
大阪市北区 花殿 梅田茶屋町店
大阪市北区 イタリアンバル＆グリル センバキッチン 中津店
大阪市北区 大坂おでん焼きとん久
大阪市北区 cafe and bar SOL
大阪市北区 黒毛和牛肉匠 別邸
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大阪市北区 阪神梅田本店 スナックパーク いか焼き売場
大阪市北区 RistoranteRinascereDojima
大阪市北区 割鮮吉在門
大阪市北区 北新地藤彩（cherry pick lab）
大阪市北区 大衆酒場ペロリーナ
大阪市北区 MEAT&WINE WINEHALL GLAMOUR 中之島
大阪市北区 五番館
大阪市北区 日本料理 大阪浮橋 なにわ食彩 しずく
大阪市北区 伊々
大阪市北区 焼肉どうらくお初天神店
大阪市北区 中華料理 新京
大阪市北区 うおくら梅田店
大阪市北区 ソース料理とワインが楽しめるお店「赤白」コウハク
大阪市北区 パイナップル
大阪市北区 バリラックス ザ ガーデン梅田
大阪市北区 カッシーワE-ma梅田店
大阪市北区 Mercedes me Osaka DOWNSTAIRS COFFEE
大阪市北区 キリンケラーヤマト大阪駅前店
大阪市北区 トリュフ蕎麦わたなべ
大阪市北区 たかむら
大阪市北区 フォックス（FOX）
大阪市北区 洋麺屋五右衛門大阪駅店
大阪市北区 ラウンジラフテル
大阪市北区 天下一品 中津店
大阪市北区 鉄板焼 名門
大阪市北区 とんかつＫＹＫ阪急三番街店
大阪市北区 汐屋 本店
大阪市北区 エスカイヤクラブ駅前第３ビル店
大阪市北区 スプレンディード
大阪市北区 居酒屋 はちきん
大阪市北区 手品家梅田店
大阪市北区 梅田ワイン酒場バルミチェ
大阪市北区 なか匠
大阪市北区 ハーブス 阪急三番街店
大阪市北区 音羽別館
大阪市北区 居酒屋がたろ
大阪市北区 ロダン
大阪市北区 SABAR南森町店
大阪市北区 enthia
大阪市北区 CLUB Lotus
大阪市北区 TEAROOM KIKI
大阪市北区 Bardis
大阪市北区 カカオサンパカ
大阪市北区 ２９８梅田店
大阪市北区 バーサンボア
大阪市北区 祇園囃子ホワイティうめだ店
大阪市北区 磯丸水産梅田お初天神前店
大阪市北区 ビアパーラー ポゴ
大阪市北区 bar 氵
大阪市北区 花筐
大阪市北区 ラヴァーニャ
大阪市北区 CRAFTMAN UMAMI
大阪市北区 ろうす亭
大阪市北区 WINE SPACE CORK
大阪市北区 北新地はらみ別邸
大阪市北区 口福ノ美味イ鶏
大阪市北区 カンテグランデ中津本店
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大阪市北区 やっぱりステーキ 南森町駅前店
大阪市北区 天ぷら川原崎
大阪市北区 chouette 
大阪市北区 朝まで焼肉でっせ
大阪市北区 地魚屋台 とっつぁん 天六店
大阪市北区 大阪王将 天六店
大阪市北区 宮崎料理 万作
大阪市北区 寿司赤酢 望月
大阪市北区 松葉ルクア大阪店
大阪市北区 北新地 丸鶏屋
大阪市北区 肉彩一歩
大阪市北区 SUNTORY WHISKY HOUSE WWW.W & ボトルバー
大阪市北区 ドトールコーヒーショップ大阪駅前第１ビル店
大阪市北区 こななエキマルシェ大阪
大阪市北区 英国館倶楽部
大阪市北区 えん座北新地店
大阪市北区 しゃぶ扇HEPナビオ店
大阪市北区 串揚げ かな山
大阪市北区 Dining Bar JiNnO
大阪市北区 すし酒場さしす
大阪市北区 酎ハイ居酒屋 すけさん
大阪市北区 グラマラスガーデン
大阪市北区 華れん
大阪市北区 喫茶ビクター
大阪市北区 八功堂
大阪市北区 大衆イタリア食堂アレグロ
大阪市北区 トップスカフェ
大阪市北区 観光ビル大東洋
大阪市北区 ヴィドフランス梅田阪急
大阪市北区 アジアンバルフロッグス
大阪市北区 おおさかぐりる
大阪市北区 料亭悦
大阪市北区 マヅラ
大阪市北区 焼肉 蔵人
大阪市北区 さぬきうどん四国屋
大阪市北区 ザ・ダイニング カンパーニュ ワイン酒場
大阪市北区 ヴィドフランスディアモール大阪
大阪市北区 是しん
大阪市北区 サブウェイ 野菜ラボ グランフロント大阪店
大阪市北区 NY DELI STYLE
大阪市北区 馳走や純平
大阪市北区 立ち呑み庶民 大阪駅前第三ビル店
大阪市北区 割旬 葉隠
大阪市北区 Gracia
大阪市北区 やよい軒堂山店
大阪市北区 まるとく
大阪市北区 亀すし 本店
大阪市北区 宙
大阪市北区 お好み焼 Sakura
大阪市北区 喫茶グリーン
大阪市北区 雲仙
大阪市北区 スウィートバジル
大阪市北区 とり平 中店
大阪市北区 北新地はらみ 天満店
大阪市北区 スカイダイニング アブ
大阪市北区 焼肉・しゃぶしゃぶ たちばな
大阪市北区 宝来
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大阪市北区 由多嘉
大阪市北区 カラワン
大阪市北区 酒場やまと
大阪市北区 大阪一とり平本店
大阪市北区 梅田テラス/Bambina
大阪市北区 高級芋菓子しみず
大阪市北区 天下一品 東梅田店
大阪市北区 源兵衛天満本店
大阪市北区 播鳥 北新地本店
大阪市北区 曽根崎酒場 情熱ホルモン
大阪市北区 文 おかざき
大阪市北区 中国料理ロドス
大阪市北区 わだ家
大阪市北区 春駒本店
大阪市北区 ザ・エイジングハウス１７９５ 大阪マルビル店
大阪市北区 かつ丼吉兵衛 東梅田店
大阪市北区 明華園
大阪市北区 わらやき屋 大阪北新地
大阪市北区 北新地koutaro
大阪市北区 ＬｉＢＡＲＥ ホワイティうめだ店
大阪市北区 FarD ＨＥＰファイブ店
大阪市北区 カラオケスナック香
大阪市北区 九州の旬博多廊
大阪市北区 ビルボードボードライブ大阪
大阪市北区 ティールーム ドリヤード
大阪市北区 chano-ma 梅田
大阪市北区 カフェ ラ・ポーズ ルクア大阪店
大阪市北区 立ち呑み あずき色のマーカス
大阪市北区 DRACO
大阪市北区 老松町 RABbit
大阪市北区 Pur
大阪市北区 酒場おか長大阪駅前第３ビルB1店
大阪市北区 四川餃子バル ＰＡＯ２
大阪市北区 美食米門 梅田
大阪市北区 浪花ひとくち餃子 餃々天満店
大阪市北区 CIAO NATURE
大阪市北区 サントリーハウス 奈伊留
大阪市北区 茶屋町マリー
大阪市北区 海鮮屋台おくまん堂山店
大阪市北区 チャンチLINKS梅田店
大阪市北区 THE PASTA & GRILL'S
大阪市北区 大阪王将梅田太融寺店
大阪市北区 梅田ごだいご
大阪市北区 プチ山名
大阪市北区 松葉総本店
大阪市北区 にんにく屋五右衛門ＨＥＰファイブ店
大阪市北区 播鳥南森町北店
大阪市北区 旬の魚と季節のお料理 くすの木
大阪市北区 Bar Arlequin
大阪市北区 酒と魚とオトコマエ食堂
大阪市北区 焼肉酒家牛角 梅田阪急東通り店
大阪市北区 スーパードライ梅田
大阪市北区 大阪とらふぐの会 PREMIUM
大阪市北区 ぼてぢゅう 阪急サン広場店
大阪市北区 町家和食 京の町
大阪市北区 MISTY
大阪市北区 かんみこより
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大阪市北区 啐啄(SOTTAKU)
大阪市北区 焼栄
大阪市北区 鮓 なか尾
大阪市北区 サイゼリヤ大阪ガーデンシティ
大阪市北区 旬食美祭 恒雅
大阪市北区 肉太郎
大阪市北区 ソウル トゥ ソウル
大阪市北区 ブルーノＨＥＰナビオ
大阪市北区 クラブ山名
大阪市北区 台湾甜商店 梅田阪急三番街店
大阪市北区 魚匠 銀平 北新地店
大阪市北区 HUB梅田茶屋町店
大阪市北区 天下一品 西梅田店
大阪市北区 滝見小路 喝鈍
大阪市北区 珍竹林阪急東通り店
大阪市北区 三田製麺所 北新地店
大阪市北区 天下一品 北新地店
大阪市北区 都由 堂島店
大阪市北区 沁ゆうきにのま
大阪市北区 鉄板料理とシャンパーニュワインの楽しめるお店コウハク
大阪市北区 中之島吉祥庵
大阪市北区 一軒め酒場 お初天神店
大阪市北区 とがの屋
大阪市北区 Ｌｅ Ｃｈｉｅｎ
大阪市北区 ｗｈｉｔｅｂｉｒｄ ｃｏｆｆｅｅｓｔａｎｄ
大阪市北区 西洋館
大阪市北区 天ぷら海鮮五福 お初天神店
大阪市北区 御岳さん
大阪市北区 らーめん小菜 古潭
大阪市北区 鮨なか田 リーガロイヤルホテル店
大阪市北区 glad
大阪市北区 立ち呑み庶民 天満店
大阪市北区 Meat Market
大阪市北区 麺家大阪みどう
大阪市北区 焼肉弌
大阪市北区 串かつ料理 活 ナビオ阪急店
大阪市北区 新地やま本
大阪市北区 cafe太陽ノ塔 本店
大阪市北区 肉の天満屋
大阪市北区 なかい梅田店
大阪市北区 炉ばた焼 網衆
大阪市北区 起世本店
大阪市北区 料酒販店 禅
大阪市北区 とり焼肉 とり軍
大阪市北区 一蘭 梅田阪急東通り店
大阪市北区 TOM Curiosa
大阪市北区 BeeRUSH UMEDA
大阪市北区 吾一 堂山店
大阪市北区 うどん王 ホワイティ梅田店
大阪市北区 串かつ料理 活 阪急三番街店
大阪市北区 古潭老麺
大阪市北区 世界の山ちゃん 梅田東通り店
大阪市北区 PIZZA423
大阪市北区 CRAFT BEER BASE BUD
大阪市北区 たこ梅 北店
大阪市北区 薄利多賣半兵ヱ梅田店
大阪市北区 鉄板焼えん
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大阪市北区 てけてけお初天神店
大阪市北区 バー ジョーク
大阪市北区 diningIORI
大阪市北区 台湾まるごと食べ放題台湾夜市梅田店
大阪市北区 しんきょうパート１
大阪市北区 妻家房
大阪市北区 ヒロコーヒー 大丸梅田店
大阪市北区 梅よし
大阪市北区 炉ばた焼 馬籠
大阪市北区 オービカ モッツァレラバー 梅田店
大阪市北区 スラッカン
大阪市北区 SAI.teppan天神橋
大阪市北区 膳や musi-vege+ 阪急三番街店
大阪市北区 味の牛たん喜助 大阪うめきた店
大阪市北区 カンバッシー
大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 故宮
大阪市北区 Factory Cafe
大阪市北区 グローバルとんかつわたなべ
大阪市北区 GRACE
大阪市北区 正起屋 阪急三番街店
大阪市北区 近畿大学水産研究所
大阪市北区 かしわ屋将軍
大阪市北区 モスバーガー 大阪駅前第2ビル店
大阪市北区 にくや 萬野
大阪市北区 オーガスタクラブ 
大阪市北区 スイーツパラダイス 梅田店
大阪市北区 デリカフェ・キッチン大阪ｍｉｄｏ
大阪市北区 glycine
大阪市北区 つるとんたん琴しょう楼
大阪市北区 セレネ
大阪市北区 XEX WEST
大阪市北区 千扇
大阪市北区 福太郎梅田店
大阪市北区 包みハンバーグSEN
大阪市北区 たらふく堂山店
大阪市北区 京松蘭 南森町
大阪市北区 フレンチレストラン フルーヴ
大阪市北区 すし礫
大阪市北区 みつか坊主醸
大阪市北区 なかた
大阪市北区 Nogarazza
大阪市北区 キリンケラーヤマト曽根崎店
大阪市北区 和音
大阪市北区 鳥貴族中崎町店
大阪市北区 KANSAI DOUYAMA KUKOU
大阪市北区 ビアスタンドモルト
大阪市北区 たよし第二ビル店
大阪市北区 まきし亭本店
大阪市北区 キミエール
大阪市北区 但馬屋 梅田
大阪市北区 チキチキチキンお初天神店
大阪市北区 与太呂
大阪市北区 串カツ七福神 天満駅前店
大阪市北区 焼とんyaたゆたゆ 天満店
大阪市北区 鉄板ダイニング炫
大阪市北区 鉄板焼リオ
大阪市北区 地鶏専門おちば屋 中津店
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大阪市北区 C.Cats
大阪市北区 IBERICO-YA北新地店
大阪市北区 すし処おとわ 船大工店
大阪市北区 魚がし日本一 グランフロント大阪店
大阪市北区 阪急東通り 焼肉一丁
大阪市北区 アンシャンテ
大阪市北区 ピッコロ ホワイティ梅田店
大阪市北区 bond
大阪市北区 麺匠の心つくしつるとんたん
大阪市北区 阪神梅田本店 スナックパーク うまかラーメン売場
大阪市北区 杜乃家
大阪市北区 全席個室居酒屋 そざい庵 梅田・大阪駅店
大阪市北区 イタリアン居酒屋 ペンギンバー
大阪市北区 食堂ＰＬＵＧ
大阪市北区 ラ・スール
大阪市北区 大衆酒場 松屋
大阪市北区 カフェブー
大阪市北区 別館山名
大阪市北区 お好み焼 五郎っペ食堂
大阪市北区 常夜燈曽根崎店
大阪市北区 ジ・エイジングハウス１７９５
大阪市北区 緒乃
大阪市北区 横浜家系ラーメン 梅田家
大阪市北区 日本料理大坂ばさら
大阪市北区 ＮＡＴＵＲＡＬＩＡ ＵＭＥＤＡ
大阪市北区 ニューオークラ
大阪市北区 FOODS ＆ BEER アレグレ
大阪市北区 立ち呑み庶民 大阪駅前第ニビル店
大阪市北区 神戸あぶり牧場 本店
大阪市北区 ＬＯＴＵＳ
大阪市北区 ビッグエコー梅田北新地店
大阪市北区 洋麺屋五右衛門阪急３２番街店
大阪市北区 ふくのや
大阪市北区 令恩
大阪市北区 Venus
大阪市北区 HUB梅田東通り店
大阪市北区 上海食亭
大阪市北区 一軒め酒場 天満店
大阪市北区 水響亭
大阪市北区 秋吉曽根崎店
大阪市北区 新喜楽東店
大阪市北区 博多一幸舎
大阪市北区 鮨 廣見
大阪市北区 蛸之徹 マルビル店
大阪市北区 麺匠桂邸
大阪市北区 ウエダ商店
大阪市北区 虎龍 浪漫亭
大阪市北区 メゾンカイザー ルクア大阪店
大阪市北区 ぼろもち家
大阪市北区 ザ・ロビーラウンジ
大阪市北区 炭焼牛たん東山ルクア大阪店
大阪市北区 串揚げキッチンだん
大阪市北区 こなな 阪急三番街店
大阪市北区 BAR DE ONE
大阪市北区 麺や輝 中津店
大阪市北区 西洋茶館
大阪市北区 本町製麺所 天 ルクア大阪店
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大阪市北区 権太呂すし
大阪市北区 一石五鳥
大阪市北区 もつ福 梅田店
大阪市北区 浪花ろばた頂鯛 ルクア大阪店
大阪市北区 お好み焼ゆかり阪急東通り店
大阪市北区 カフェーサラtoアン
大阪市北区 島パスタMIKE
大阪市北区 家族亭 梅田ナビオ店
大阪市北区 ブーランジェリー ブルディガラ
大阪市北区 中之島なだ万
大阪市北区 浪速ひとくち餃子餃々 大阪駅前第三ビル店
大阪市北区 お好み焼 さくら
大阪市北区 博多もつ鍋やまや梅田店
大阪市北区 陳麻婆豆腐ルクアイーレ大阪店
大阪市北区 かりん
大阪市北区 屋台居酒屋大阪満マル天神橋３丁目店
大阪市北区 梅田酒場 情熱ホルモン
大阪市北区 川北商店
大阪市北区 陽雅
大阪市北区 SABAR阪急三番街店
大阪市北区 アンティコカフェアルアビス ディアモール大阪店
大阪市北区 カフェブレーク ホワイティ梅田店
大阪市北区 愉快酒場大阪駅前第一ビル店
大阪市北区 大阪の味らーめん 喜らく
大阪市北区 Living
大阪市北区 オイスタールーム 梅田ハービスエント店
大阪市北区 徳田酒店ホワイティ店
大阪市北区 たこ梅 分店
大阪市北区 ハッシュタグ
大阪市北区 浜焼ドラゴン大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 九分九厘 ざんまい屋
大阪市北区 地魚屋台とっつぁん 天三店
大阪市北区 和璃
大阪市北区 ニューサントリーファイブ
大阪市北区 立呑みビストロやまもと
大阪市北区 メキシコ酒場メヒカナリア
大阪市北区 らーめん おちゃらん屋
大阪市北区 マイアミ兎我野町店
大阪市北区 そば處とき
大阪市北区 nana's green tea HEP FIVE店
大阪市北区 瓦そばすずめ
大阪市北区 世界のワイン博物館グランフロント大阪
大阪市北区 にしむら珈琲梅田店
大阪市北区 ラウンジまり
大阪市北区 堂島プラスダイニング
大阪市北区 とんかつ小ばやし
大阪市北区 イタリア酒場エントラータ
大阪市北区 BAGEL&BAGEL ルクア大阪店
大阪市北区 キュッヒェ ニューミュンヘン店
大阪市北区 新世界串カツいっとく 大阪駅前第四ビル店
大阪市北区 懐食清水
大阪市北区 sfida
大阪市北区 MEMBERS MIWA
大阪市北区 家族亭 梅田阪急三番街店
大阪市北区 鯛之鯛 梅田店
大阪市北区 つる家 リーガロイヤルホテル店
大阪市北区 響 中之島フェスティバルプラザ店
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大阪市北区 堀内果実園グランフロント大阪店
大阪市北区 BURN SIDE ST CAFE
大阪市北区 マルモキッチン 阪急梅田店
大阪市北区 弦 ホワイティ店
大阪市北区 Az
大阪市北区 キリンケラーヤマト東梅田店
大阪市北区 牛若丸
大阪市北区 タリーズコーヒー梅田茶屋町MBS店
大阪市北区 バルコラメント
大阪市北区 かさね
大阪市北区 花旬庵 ＬＩＮＫＳ ＵＭＥＤＡ店
大阪市北区 牛たん焼き仙台辺見阪急３２番街店
大阪市北区 ベネフィット
大阪市北区 鉄板串酒場しん家
大阪市北区 タリーズコーヒー梅田NUChayamachi店
大阪市北区 石臼挽き10割蕎麦 HACHI
大阪市北区 中華ダイニング 奥川
大阪市北区 大一そば天満店
大阪市北区 天ぷらとワイン大塩 梅田店
大阪市北区 天一更科
大阪市北区 多英
大阪市北区 SNACKえんどう
大阪市北区 キューズクラブ 茶屋町店
大阪市北区 焼肉の牛太 本陣 ヨドバシ梅田店
大阪市北区 ぼてぢゅう 梅田店
大阪市北区 四季自然喰処たちばな ヒルトンプラザイースト本店
大阪市北区 但馬屋
大阪市北区 Bar,K
大阪市北区 燻製と焼き鳥心
大阪市北区 カドヤ食堂西梅田店
大阪市北区 賀城
大阪市北区 ちなみ
大阪市北区 海千山千 本店
大阪市北区 串揚げ 起世
大阪市北区 Mirage
大阪市北区 G's
大阪市北区 北新地 桃や
大阪市北区 ぼてぢゅう かっぱ横丁店
大阪市北区 HUB東梅田店
大阪市北区 騒豆花 ホワイティうめだ店
大阪市北区 萬作
大阪市北区 串揚げ 春夏秋冬
大阪市北区 鶏えん 大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 85stcoffee
大阪市北区 黒十ヤ／島たこやきMIKE
大阪市北区 カフェラ 大丸梅田店
大阪市北区 焼賣太樓 OAP店
大阪市北区 かしわ本舗とりいし 本店
大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 ブルーバー
大阪市北区 新世界串カツいっとく大阪駅前第三ビル店
大阪市北区 裏天満こばち屋
大阪市北区 北海道キタ酒場 梅田店
大阪市北区 北瑞苑
大阪市北区 サンマルコ阪急三番街店
大阪市北区 にしかわや
大阪市北区 冨々
大阪市北区 101食堂バル
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大阪市北区 活魚すし じねん お初天神店
大阪市北区 北新地 喜多郎寿し
大阪市北区 Absolute Colors
大阪市北区 ピッコロ ＪＲ大阪駅店
大阪市北区 サーモンベーネ 梅田店
大阪市北区 土佐料理司 阪急３２番街店
大阪市北区 祭太鼓 大阪駅前第2ビル店
大阪市北区 カフェ英國屋ノース
大阪市北区 個室ダイニング しずか
大阪市北区 Ramen Xone
大阪市北区 都そば 梅田芝田店
大阪市北区 サンマルコ大阪ステーションシティ店
大阪市北区 BEIGNET
大阪市北区 大衆酒場てんま
大阪市北区 割烹 秋やま
大阪市北区 ガンボ＆オイスターバー 梅田ＮＵ茶屋町店
大阪市北区 日本料理 桂
大阪市北区 吟味屋 天満本店
大阪市北区 彩葉
大阪市北区 鳥貴族 天神橋三丁目店
大阪市北区 美寿志
大阪市北区 色shiki
大阪市北区 天満西洋酒場ゴブトレス
大阪市北区 カフェインザパーク
大阪市北区 bar inspire
大阪市北区 SAKE DINING FUJI
大阪市北区 Peony
大阪市北区 大美
大阪市北区 ゆずの小町 梅田
大阪市北区 さんばん
大阪市北区 SHOTBAR ANDRE 曽根崎
大阪市北区 餃子のぱくぱく
大阪市北区 旬皿 あじ露
大阪市北区 ずんどう屋 梅田東通り店
大阪市北区 ザ プレミアム レジデンス ラグナヴェール OSAKA New York RESIDENCE
大阪市北区 あけくれ神田川
大阪市北区 しゃんしゃん
大阪市北区 AOI
大阪市北区 串の坊新梅田シティ店
大阪市北区 Musicpub2nd
大阪市北区 髭寿司
大阪市北区 STEAK MASADA
大阪市北区 クラブ桃
大阪市北区 FUKU
大阪市北区 大衆肉スタンドペロペロ
大阪市北区 インデアンカレー 阪神店
大阪市北区 帝国ホテル大阪 インペリアルクラブラウンジ（１階）
大阪市北区 パーミル食堂
大阪市北区 料理や八幡浜はなれ
大阪市北区 都そば 天満店
大阪市北区 ロッテリアディアモール大阪店
大阪市北区 ニユートーキヨービヤレストラン 第一生命ビル店
大阪市北区 和ダイニングゆめ咲小町
大阪市北区 S DINING
大阪市北区 Pluie dete
大阪市北区 焼肉 李苑
大阪市北区 玄品 北梅田
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大阪市北区 三九
大阪市北区 モリタ屋 ルクアイーレ店
大阪市北区 スナック ボビー
大阪市北区 大阪浪花家
大阪市北区 大和屋さんげん 大阪梅田店
大阪市北区 おばんざいバー笑
大阪市北区 てっぺん はなれ
大阪市北区 がんこ 曽根崎本店
大阪市北区 Nady
大阪市北区 KOREAN BISTRO SO 大丸梅田店
大阪市北区 やまごや
大阪市北区 喫茶司
大阪市北区 クリスタルエー
大阪市北区 焼肉どん２ 北新地店
大阪市北区 ぼて八
大阪市北区 日本料理うかむ瀬
大阪市北区 ラルゴ
大阪市北区 日本酒かんき
大阪市北区 しんぱち食堂 阪急梅田店
大阪市北区 れっくらん and Param
大阪市北区 orange burger county
大阪市北区 シナボン・シアトルズベストコーヒー ルクア大阪店
大阪市北区 ヴェルデキオスコブリーゼブリーゼ店
大阪市北区 アフタヌーンティー・ティールーム
大阪市北区 のぶ
大阪市北区 音鳴り森口
大阪市北区 Dining琴引
大阪市北区 BECOT
大阪市北区 敲敲
大阪市北区 ソレラ
大阪市北区 丼丼亭
大阪市北区 中房
大阪市北区 月うさぎ
大阪市北区 びんちょう焼き八炭
大阪市北区 贔屓屋 HEP通り店
大阪市北区 Bar 中村
大阪市北区 Jamoneria BELLOTA GYOKURO
大阪市北区 季節料理 川上
大阪市北区 すずらん
大阪市北区 FAMILIA
大阪市北区 居酒屋河
大阪市北区 酒房うおまん LINKS UMEDA店
大阪市北区 もぐら酒場 アジイチバ
大阪市北区 Cuisine d' Osaka Ryo
大阪市北区 仙台牛タンとお酒 もりの屋
大阪市北区 タベルナラキアーヴェ
大阪市北区 蛸や和
大阪市北区 てこ舞
大阪市北区 グリルMonster
大阪市北区 ンケリコ
大阪市北区 松屋中崎町店
大阪市北区 おさかな番長
大阪市北区 北サンボア洋酒店
大阪市北区 大衆酒場あげもんや兎我野店
大阪市北区 㐂与すし
大阪市北区 MICKEY HOUSE
大阪市北区 mimi
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大阪市北区 ぼてぢゅう HEPナビオ店
大阪市北区 つる家
大阪市北区 デリカフェ大阪Ｎｏｒｔｈ
大阪市北区 たこ竹
大阪市北区 鉄板創作串 てっぺん 天六店
大阪市北区 PESCA三番街店
大阪市北区 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ梅田茶屋町店
大阪市北区 甘太郎 阪急梅田店／ラパウザ 阪急梅田店
大阪市北区 九州うまか 梅田
大阪市北区 とりなべYAMATO
大阪市北区 屋台餃子
大阪市北区 アフタヌーンティー・ティールーム 梅田ホワイティ
大阪市北区 心の館清水
大阪市北区 どうとんぼり神座 阪急三番街店
大阪市北区 ザビエルハヤシ
大阪市北区 回転すし さかえ
大阪市北区 西家
大阪市北区 東京純豆腐 ＨＥＰナビオ店
大阪市北区 焼肉トラジ ルクア大阪店
大阪市北区 まぜそばmaren
大阪市北区 丸福珈琲店 阪急うめだ本店
大阪市北区 ＢＡＲ ステアー
大阪市北区 や満祢 北新地本通り店 甚五郎
大阪市北区 カフェ英國屋阪急３２番街店
大阪市北区 MIOR梅田 新梅田食堂街店
大阪市北区 串カツ七福神本店
大阪市北区 M’ｓ倶楽部
大阪市北区 匠 とり金
大阪市北区 ボードゲームバージーホリック
大阪市北区 榮華亭 梅田東通り店
大阪市北区 口笛
大阪市北区 ATTA Cafe
大阪市北区 維心
大阪市北区 湊一や 梅田店
大阪市北区 聚香園
大阪市北区 松のや堂島店
大阪市北区 サンマルクカフェ阪急かっぱ横丁店
大阪市北区 伊庵
大阪市北区 Bonheur ボヌール
大阪市北区 リゾートスタイルバーサントリーニ
大阪市北区 ずんどう屋 天神橋四丁目店
大阪市北区 ヒルトン大阪 大宴会場
大阪市北区 食事処へそ
大阪市北区 がんこ梅田本店
大阪市北区 お好み鉄板焼おもろみ
大阪市北区 クレイン
大阪市北区 SOHOLM CAFE グランフロント店
大阪市北区 仁坊
大阪市北区 ステーキファイブ南森町店
大阪市北区 マギー
大阪市北区 スターバックスコーヒー阪神梅田本店 地下2階店
大阪市北区 吉鳥大淀店
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場  阪急かっぱ横丁店
大阪市北区 CURURU北新地店
大阪市北区 えき亭
大阪市北区 豚匠亢谷利
大阪市北区 極楽 たこ望
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大阪市北区 焼き鳥 吉屋
大阪市北区 旬野菜とおばんざい たなごころ
大阪市北区 麻拉麺揚揚
大阪市北区 旬和席うおまん 西梅田本店
大阪市北区 コリアンキッチン シジャン
大阪市北区 串の坊阪急うめだ店
大阪市北区 チソーザンマイ 大丸梅田
大阪市北区 博多鶏ソバ華味鳥
大阪市北区 中たに
大阪市北区 ちからや天神橋４丁目店
大阪市北区 サテンヴェール
大阪市北区 鉄板焼鳥 ニワ
大阪市北区 はまじま
大阪市北区 江戸川阪急三番街店
大阪市北区 じゃんぼ総本店天満駅前店
大阪市北区 かしわやTORIAN
大阪市北区 正起屋 ホワイティ梅田店
大阪市北区 鶏っく 大阪駅前うめきた
大阪市北区 中央軒ドーチカ店
大阪市北区 ニュー黒崎
大阪市北区 魚がし日本一 梅田阪神店
大阪市北区 カバナ バー
大阪市北区 帝国ホテル大阪 ２２階厨房
大阪市北区 地魚料理ますだ
大阪市北区 CALME
大阪市北区 旨唐揚げと居酒メシ ミライザカ梅田お初天神通り店
大阪市北区 丸福珈琲店 ルクアイーレ店
大阪市北区 ChevalRouge
大阪市北区 中国料理 遙華
大阪市北区 三代目 鳥メロ梅田茶屋町店
大阪市北区 LUANA
大阪市北区 ＣＬＵＢ Ｓｔｅｌｌａ
大阪市北区 おにぎらず専門店 Rainbow
大阪市北区 牛たん炭焼利久 エキマルシェ大阪店
大阪市北区 Eggs 'n Things 梅田茶屋町店
大阪市北区 博多もつ鍋おおやまリンクスウメダ
大阪市北区 Bar Crew
大阪市北区 SBx2スポーツバーサルバンチョウ
大阪市北区 メンバーズあや乃
大阪市北区 YoKoChinToKo
大阪市北区 cafe&books bibliotheque
大阪市北区 くいもんどころ酒家 蕪家
大阪市北区 曽根崎松浦商店
大阪市北区 メンバーズりん
大阪市北区 寿司赤酢別邸
大阪市北区 でこ
大阪市北区 Club樹里
大阪市北区 北新地和牛割烹穐山
大阪市北区 ダンシングクラブ大阪
大阪市北区 音庭 オトノニワ
大阪市北区 蔵
大阪市北区 そばよしリンクスウメダ店
大阪市北区 ３・６・５酒場 梅田阪急東中通り店
大阪市北区 焼肉どん２ 東通り店
大阪市北区 Bistro Champagne
大阪市北区 ちちんぷいぷい
大阪市北区 麺やマルショウ梅田EST店
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大阪市北区 デリカフェエキスプレス大阪
大阪市北区 火鉢屋 ○酉
大阪市北区 1080（数字の後に角度の度の記号）
大阪市北区 グリル佐野惣
大阪市北区 有馬
大阪市北区 屋台の大ちゃん
大阪市北区 河童
大阪市北区 空
大阪市北区 24/7 cafe apartment umeda
大阪市北区 居酒屋ピンチ鶏
大阪市北区 ピッツェリアステラート
大阪市北区 ゴンチャディアモール大阪店
大阪市北区 呑み処．M.Yamasaki
大阪市北区 初瀬
大阪市北区 囲炉裏バーKP
大阪市北区 SHYウーロン
大阪市北区 松屋南森町駅前店
大阪市北区 Bar na nOg
大阪市北区 salon de moonlight 
大阪市北区 湖中
大阪市北区 お好み焼 千草
大阪市北区 好吃
大阪市北区 上川 南店
大阪市北区 肉卸 萬野屋 別邸
大阪市北区 焼鳥とり泉
大阪市北区 PIZZA SALVATORE CUOMO 梅田 ＆ The BAR
大阪市北区 ル・アンジェ
大阪市北区 旨味研究所 128
大阪市北区 餃子の王将 天四店
大阪市北区 アラン
大阪市北区 生尾
大阪市北区 梟あうる
大阪市北区 板前焼肉一牛 北新地店
大阪市北区 サンマルクカフェ阪急三番街店
大阪市北区 中国食府双龍居
大阪市北区 メインラウンジ
大阪市北区 星野デザートアート 梅田店
大阪市北区 きったんカレー
大阪市北区 中央軒マルビル店
大阪市北区 麺's room 神虎南森町店
大阪市北区 月海
大阪市北区 中の島食堂
大阪市北区 インド料理 シュリアルナ
大阪市北区 NOIR
大阪市北区 越乃蔵・BOSTONグリル
大阪市北区 お好みたまちゃんルクア大阪
大阪市北区 Ｌ
大阪市北区 中国料理 天祥
大阪市北区 心愛
大阪市北区 らーめん 愛きょう屋
大阪市北区 梅田北前 佐勘
大阪市北区 スナックこころ
大阪市北区 Seattle's Best Coffee 梅田ＤＴタワー店
大阪市北区 ホテルリブマックス梅田堂山
大阪市北区 OTOYAN
大阪市北区 ランゴロ
大阪市北区 天満ヤキソバ研究所
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大阪市北区 串かつ 凡
大阪市北区 すしざんまい匠北新地店
大阪市北区 中納言 大阪駅前第三ビル店
大阪市北区 タカラバコ カフェ
大阪市北区 かに道楽梅田店
大阪市北区 you2
大阪市北区 PIZZERIA ACCENTO
大阪市北区 こなれ 梅田
大阪市北区 立喰焼肉ごぶ 天六店
大阪市北区 かん菜
大阪市北区 串焼屋 うなちった
大阪市北区 すえひろ
大阪市北区 Ｍ&Ｍ
大阪市北区 すしやコトブキツカサ天満店
大阪市北区 jinny
大阪市北区 揚子江ラーメン阪急東通り店
大阪市北区 バー シーズン
大阪市北区 樹木
大阪市北区 新地 鮓 ゆうじろう
大阪市北区 #Ohana
大阪市北区 天神ポルポ
大阪市北区 酒処 ボチボチ
大阪市北区 in the base
大阪市北区 播鳥 西梅田店
大阪市北区 インド料理酒場 おしゃん亭
大阪市北区 葛宝 GEBAO
大阪市北区 シンガポール・シーフード・リパブリック
大阪市北区 coupy
大阪市北区 食道園 北新地店
大阪市北区 ワインショップ・エノテカ グランフロント大阪店 カフェ＆バー エノテカ・ミレ
大阪市北区 ＣｏＣｏ
大阪市北区 松屋梅田角田町店
大阪市北区 cafe&restaurant ゆとりの空間
大阪市北区 丸福珈琲店 ハービスPLAZA店
大阪市北区 Emotions
大阪市北区 EVEREST TANDOORI
大阪市北区 鳥貴族曽根崎センタービル店
大阪市北区 徳永
大阪市北区 cushion
大阪市北区 酒肴割烹しゅん
大阪市北区 千房ハービスＰＬＡＺＡ梅田支店
大阪市北区 くら寿司ビナリオ梅田店
大阪市北区 博多串焼きバッテンよかとぉ 天満店
大阪市北区 串の坊北新地東店
大阪市北区 Bar Aqua Ring
大阪市北区 ラ スカルペッタ
大阪市北区 風月
大阪市北区 炭焼きうなぎの魚伊 天五店
大阪市北区 がんこ寿司天満店
大阪市北区 メリー陽
大阪市北区 博多女
大阪市北区 ベジン
大阪市北区 patisserie23 
大阪市北区 藁蔵 梅田
大阪市北区 マルカツ ３ビル店
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場阪急東通本店
大阪市北区 THE CITY BAKERY BRASSERIE RUBIN グランフロント大阪
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大阪市北区 真っ赤ならーめんとまこ 大阪駅前第3ビル店
大阪市北区 麺や蓮と凜
大阪市北区 バルシェ梅田店
大阪市北区 cafe cocodoco
大阪市北区 Bon Soleil
大阪市北区 実演手打ちうどん杵屋
大阪市北区 PREMIUM播鳥
大阪市北区 富久佳グランフロント大阪店
大阪市北区 帝国ホテル大阪 ジャスミンガーデン（２３階）
大阪市北区 梨泰院
大阪市北区 Pierre 
大阪市北区 Apero 
大阪市北区 江戸前回転鮨紀州弥一
大阪市北区 くら寿司天六駅前店
大阪市北区 粋おかだ
大阪市北区 Jail
大阪市北区 新中国料理HARAKAWA
大阪市北区 Fitting Bar Daphne
大阪市北区 洋食堂 ゴメンネ JIRO
大阪市北区 ふかもと 博多串焼卸 ウマカーよかばい ホワイティ梅田店
大阪市北区 割烹Dining&bar神蔵
大阪市北区 ローズ
大阪市北区 珉珉 曽根崎店
大阪市北区 しのぶ庵 梅田店
大阪市北区 マンゴツリーキッチンカオマンガイ
大阪市北区 A
大阪市北区 松屋桜橋店
大阪市北区 北新地はらみ
大阪市北区 ホテルリブマックス梅田中津
大阪市北区 kurattini
大阪市北区 酒麹 びしを
大阪市北区 しげ家
大阪市北区 地鶏屋 逢 喜
大阪市北区 日本酒と和薬膳ソラマメ食堂
大阪市北区 炭火焼肉 一兆
大阪市北区 リーチバー
大阪市北区 家庭料理かりん
大阪市北区 立食焼肉一穂 第二ビル店
大阪市北区 小肥羊 大阪本店
大阪市北区 necessary北新地
大阪市北区 キャビン
大阪市北区 旬菜はな
大阪市北区 いずみカリー
大阪市北区 韓美膳
大阪市北区 天満食肉センター
大阪市北区 バル サワダ
大阪市北区 幸福飯店 堂山店
大阪市北区 ステーキとおやさいなおちゃん
大阪市北区 Ramo
大阪市北区 樹里カレー梅田エスト
大阪市北区 割烹まつもと
大阪市北区 cafe&bar ぐるぐる
大阪市北区 げん気
大阪市北区 DiPUNTO 桜橋店
大阪市北区 １ポンドのステーキハンバーグタケル天満店
大阪市北区 キャナル
大阪市北区 バーアルテア
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大阪市北区 旬味えがわ
大阪市北区 台湾料理 チャン食堂
大阪市北区 chano-ma 茶屋町
大阪市北区 BAR N's
大阪市北区 BAR ROSE Lounge
大阪市北区 新世界元祖串かつ だるま 北新地店
大阪市北区 彩食絢味 花谷山中
大阪市北区 たんぽぽ
大阪市北区 あつむら
大阪市北区 焼鳥 鳥々々
大阪市北区 とんかつ新宿さぼてん ルクア大阪店
大阪市北区 ヤキトリボーイシューマイガール
大阪市北区 ウェンディーズ・ファーストキッチン 梅田芝田町店
大阪市北区 三徳庵北区店
大阪市北区 北新地しゃぶ亭
大阪市北区 韓国旬彩料理 妻家房
大阪市北区 スナック トゥルー
大阪市北区 Lounge  里恵
大阪市北区 おやさいバルTIERRA
大阪市北区 チャイニーズカフェゆめや
大阪市北区 初代ちから
大阪市北区 Myuの館 in 印度料理
大阪市北区 よりみち
大阪市北区 スナック凛
大阪市北区 ベラボッカ 阪急梅田店
大阪市北区 鮨あずま
大阪市北区 aR.
大阪市北区 sol  saliente
大阪市北区 GARB MONAQUE
大阪市北区 ポンテリカ
大阪市北区 shizuka gohan
大阪市北区 肉匠 六感はなれ
大阪市北区 和牛焼肉泰山
大阪市北区 ホルモン肉五郎
大阪市北区 April
大阪市北区 香味味噌拉麺麺と人
大阪市北区 The Lords BAR
大阪市北区 北新地伊庵
大阪市北区 インドレストランダイニング ＢＩＮＤＵ 阪急グランドビル店
大阪市北区 オールデイダイニング リモネ
大阪市北区 バーヤマグチ
大阪市北区 千房梅新支店
大阪市北区 心水
大阪市北区 SanwaCoffeeWorks 天満本店
大阪市北区 レストコーナー史
大阪市北区 炭火やきとりソワカ
大阪市北区 煮干しラーメン玉五郎 大阪駅前第四ビル店
大阪市北区 都そば 新梅田店
大阪市北区 槇の屋
大阪市北区 餃子工房天平
大阪市北区 チーズケーキNOCOA
大阪市北区 角打ち料理百足家
大阪市北区 北前居酒屋 佐勘
大阪市北区 鉄板焼とよ田
大阪市北区 ビッグエコー西梅田店
大阪市北区 天婦羅ひらいし
大阪市北区 クレープリー・スタンド・シャンデレール
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大阪市北区 鮨処しばさき
大阪市北区 ボードゲームバーEndlles
大阪市北区 帝国ホテル大阪 オールドインペリアルバー（２階）
大阪市北区 御料理うえの
大阪市北区 Kitchen  House うたげ
大阪市北区 MAKIBI
大阪市北区 与力町ガーデン
大阪市北区 バルバッコア 梅田店
大阪市北区 墨国回転鶏食堂
大阪市北区 WIRED CAFE
大阪市北区 十限無
大阪市北区 スカちゃん立飲み
大阪市北区 いきなりステーキ 梅田堂山店
大阪市北区 吟 梅田
大阪市北区 バーウェイト
大阪市北区 ナオズプレイス
大阪市北区 BAR STRAIGHT
大阪市北区 cosco crepe 梅田店
大阪市北区 美酒嘉肴せん
大阪市北区 あべのたこ焼やまちゃんルクア店
大阪市北区 ＣＬＵＢ Ｖｅｓｕｖｉｏ
大阪市北区 club Shu-Shu
大阪市北区 MARY&HOTROCK 
大阪市北区 魚心本店
大阪市北区 スタンド タイガー★リリー
大阪市北区 鶴橋風月 阪急３２番街店
大阪市北区 おらが蕎麦天満KYビル
大阪市北区 北新地ショコラセレブ 会員制 チョコとワインの店
大阪市北区 新喜楽ヒルトンプラザ店
大阪市北区 bills大阪
大阪市北区 旬菜 かわなみ
大阪市北区 大阪屋
大阪市北区 しおつる
大阪市北区 さかづき
大阪市北区 梅の小町梅田店
大阪市北区 THE CITY BAKERY グランフロント大阪
大阪市北区 らくらく亭
大阪市北区 花らっきょう
大阪市北区 PumpkinRocks
大阪市北区 肴家いしはら
大阪市北区 堂島鮨清水
大阪市北区 けとばし屋チャンピオン天満店
大阪市北区 本格インド料理 ASHIRWAD
大阪市北区 デリカキッチンSano惣
大阪市北区 マイアミィ
大阪市北区 レストラン シャンボール
大阪市北区 GOUTグー
大阪市北区 cocotte
大阪市北区 お好み焼き きじ スカイビル店
大阪市北区 石狩漁場お初天神店
大阪市北区 GIFT北新地
大阪市北区 ストライク軒本店
大阪市北区 Ｂａｒ ｅｌ ｓｏｌ
大阪市北区 山吹
大阪市北区 味神田川
大阪市北区 鶴群
大阪市北区 贔屓屋 茶屋町店
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大阪市北区 和カフェ 茶茶堂島店
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場茶屋町店
大阪市北区 ラウンジ MAKI
大阪市北区 北新地乾杯
大阪市北区 アロハロア
大阪市北区 恂さい
大阪市北区 カドヤ食堂
大阪市北区 さだ家
大阪市北区 鳥貴族 北新地店
大阪市北区 ザバーエリクシールケイ
大阪市北区 松屋天神橋六丁目店
大阪市北区 イタハラファームキッチン
大阪市北区 カッシーワお初天神店
大阪市北区 Vermeer
大阪市北区 餃子の王将 大阪駅前第3ビル店
大阪市北区 お好み焼き はた坊
大阪市北区 GRACE1
大阪市北区 ラウンジメデリン
大阪市北区 曾根崎鉄板食堂はなたれ
大阪市北区 立呑やいしもん梅田店
大阪市北区 ザッツピザ豊崎
大阪市北区 北新地マグシェ
大阪市北区 北新地わか芽
大阪市北区 鮨処 金城
大阪市北区 Swee'ts
大阪市北区 吉野家 お初天神店
大阪市北区 MAX CAFE梅田EAST
大阪市北区 フェニクッスバード
大阪市北区 吉野家 ドージマ地下センター店
大阪市北区 都そば 中津店
大阪市北区 SHIBIRE-NOODLES蠟燭屋 大阪店
大阪市北区 KEROKERO
大阪市北区 Cafenne 
大阪市北区 maison
大阪市北区 帝国ホテル大阪 カフェクベール（２階）
大阪市北区 吹上庵北新地店
大阪市北区 okitaya東通り店
大阪市北区 山口カリー
大阪市北区 青冥大丸梅田店
大阪市北区 Wonder Party
大阪市北区 揚子江ラーメン名門
大阪市北区 OysterBar wharf
大阪市北区 かえる食堂
大阪市北区 そば打ち松林
大阪市北区 La Kanro
大阪市北区 焼肉じゃけぇ天六本店
大阪市北区 THE MUHCHIES BURGER WORKS
大阪市北区 BARＺ
大阪市北区 三田製麺所 ドーチカ店
大阪市北区 海鮮屋台 新鮮組 梅田店
大阪市北区 DIP RASNA 西天満店
大阪市北区 Restaurant Ｖarier
大阪市北区 あったか手料理心晴
大阪市北区 回転寿司日本一 ヨドバシ店
大阪市北区 アペンツェル
大阪市北区 清元
大阪市北区 中華ラーメン 平和
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大阪市北区 インターコンチネンタルホテル大阪 宴会場
大阪市北区 JTRRD cafe
大阪市北区 中之島 穂の河
大阪市北区 髙木鮮魚店
大阪市北区 やきにく番長 天満店
大阪市北区 うを佐
大阪市北区 EVEREST TANDOORI 1
大阪市北区 CarneSio WEST
大阪市北区 韓国バルハラペコ
大阪市北区 与志
大阪市北区 とんかつ さくら亭
大阪市北区 ひもの野郎ナビオ店
大阪市北区 鳥貴族 太融寺店
大阪市北区 天ぷらもり井
大阪市北区 榊
大阪市北区 CAFFE PIAZZA DEL POPOLO
大阪市北区 とんこつラーメンしぇからしか曽根崎店
大阪市北区 笑園
大阪市北区 天麩らそば切りなか川
大阪市北区 Bull
大阪市北区 珈琲の辞書第二章
大阪市北区 野乃鳥 梅味堂
大阪市北区 グリル＆ワイン クリームキッチン
大阪市北区 Bar Smoking Hideaway
大阪市北区 いろどり西梅田店
大阪市北区 うなぎ徳 大阪店
大阪市北区 Wine Bar Filer
大阪市北区 カッシーワ茶屋町店
大阪市北区 kimi（大阪の食堂 公）
大阪市北区 Sympathique
大阪市北区 ダイニングバー Kuu
大阪市北区 clochette.83
大阪市北区 北新地 てっぺん
大阪市北区 まどあかり
大阪市北区 カラオケステージ
大阪市北区 BISTRO tesoron UNA VACCO
大阪市北区 Shinsya
大阪市北区 帝国ホテル大阪 主厨房ホットセクション（３階）
大阪市北区 スターバックスコーヒーLUCUA 2階店
大阪市北区 うまうま北新地店
大阪市北区 Lapis Lazuli
大阪市北区 四川辣麺 阪急三番街店
大阪市北区 EVEREST TANDOORI 2
大阪市北区 都そば 天五店
大阪市北区 タレる 梅田
大阪市北区 ふくふく
大阪市北区 中華料理金明飯店 東梅田店
大阪市北区 宇奈とと梅田店
大阪市北区 BAR  S
大阪市北区 BARBluewood
大阪市北区 中華ばそ
大阪市北区 炉ばた茶屋 旅籠
大阪市北区 アクサングラーブ・ル・ソレイユ
大阪市北区 Bar SOURCE天満店
大阪市北区 たなごころ
大阪市北区 和食個室 北新地 暁
大阪市北区 酒場サダキチ
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大阪市北区 CHIKICHIKI 天満店
大阪市北区 北新地鳥羽
大阪市北区 酒場トペ
大阪市北区 ペルレ
大阪市北区 回転寿司がんこ エキマルシェ大阪店
大阪市北区 中津イタリアバールciccio
大阪市北区 がんこ阪急東通り店
大阪市北区 凪
大阪市北区 堂山食堂 大阪駅前第３ビルB１店
大阪市北区 串カツ専門店縁日
大阪市北区 バル八屋
大阪市北区 風林火山
大阪市北区 DOUX
大阪市北区 お好み焼ゆかり天三店
大阪市北区 一鶴 西梅田店
大阪市北区 北新地 起福
大阪市北区 道頓堀今井
大阪市北区 BarLoungeFLAME
大阪市北区 CeNtRo
大阪市北区 アウトバックステーキハウス梅田店
大阪市北区 ステーキロン
大阪市北区 Salon la Modern
大阪市北区 帝国ホテル大阪 主厨房コールドセクション（３階）
大阪市北区 串カツ酒場 天５店
大阪市北区 がばちょ
大阪市北区 和 蔦次郎
大阪市北区 光 中央軒
大阪市北区 花ｍａｒｕ
大阪市北区 KZ
大阪市北区 エノテカBARノイ
大阪市北区 都そば 梅田店
大阪市北区 スナック ゆう
大阪市北区 cafe&bar HANAKO
大阪市北区 富久佳 大阪富国生命ビル店
大阪市北区 炭火焼グリルカキヤス大丸梅田
大阪市北区 鳥仙 天六店
大阪市北区 焼肉力丸梅田お初天神本館
大阪市北区 ホームパーティー風チルコロ
大阪市北区 神戸ステーキＡ－１北新地店
大阪市北区 RALPH GRANT
大阪市北区 bar 凛
大阪市北区 鶏割烹ならや
大阪市北区 犇屋
大阪市北区 スナック カメレオン
大阪市北区 串カツとイタメシ処 金色バンビ
大阪市北区 琉球泡盛酒場とぅるるん
大阪市北区 立ち飲みじんべえ
大阪市北区 Shangri-La
大阪市北区 野歌
大阪市北区 喫茶軽食レインボー
大阪市北区 喫茶 ゼロワン
大阪市北区 遊空間Shinsui 2
大阪市北区 ホルモン串焼き丸高
大阪市北区 カレーハウスCOCO壱番屋梅田スカイビル店
大阪市北区 楓梅田店
大阪市北区 扇町酒場絆や
大阪市北区 贔屓屋 中之島ダイビル店
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大阪市北区 酒毎日
大阪市北区 感彩人
大阪市北区 げん家の天むす
大阪市北区 鉄板焼ステーキレストラン碧うめきた店
大阪市北区 焼鳥と焼野菜ぎんすけ 中津店
大阪市北区 アヴァロン
大阪市北区 めがね製作所カフェ藍丸
大阪市北区 チャティーひと坪
大阪市北区 うどん処福倉
大阪市北区 鳥貴族 お初天神店
大阪市北区 MEATRUSHヨドバシ梅田店
大阪市北区 創作鉄板mo-ri oap
大阪市北区 帝国ホテル大阪 嘉門
大阪市北区 ぱんぷきん９１
大阪市北区 ダルカン
大阪市北区 OSAKA na kitchen 阪急梅田駅3F改札内店
大阪市北区 Dragee
大阪市北区 松屋大阪本町店
大阪市北区 千房曽根崎支店
大阪市北区 bar りりぃ
大阪市北区 BAR BLACK
大阪市北区 挽肉家
大阪市北区 エンタメスペース What's Up?
大阪市北区 麺's room 神虎駅前ビル店
大阪市北区 古潭
大阪市北区 稲田酒店
大阪市北区 PESCA
大阪市北区 炭火焼きとりあいだ
大阪市北区 京懐石 美濃吉 竹茂楼 ホテル阪急インターナショナル店
大阪市北区 アムレート
大阪市北区 Island Field 
大阪市北区 サイゼリヤ大阪樋之口
大阪市北区 Bar sead
大阪市北区 &M
大阪市北区 喫茶グリルロイヤルエイト
大阪市北区 ＴｅｅＴａ
大阪市北区 スシロー お初天神通り店
大阪市北区 御料理 堀川
大阪市北区 美Ｒａｎ
大阪市北区 豚まに
大阪市北区 なにわ酒房
大阪市北区 ＬＩＢＲＯ ＶＥＲＤＥ
大阪市北区 魚心梅田店
大阪市北区 ロッテリア阪急梅田茶屋町口店
大阪市北区 虹
大阪市北区 ガスト天神橋筋六丁目店
大阪市北区 呑助
大阪市北区 酒や肴よしむら
大阪市北区 麺屋清兵衛
大阪市北区 酒場リベリー ニギる。
大阪市北区 吉野家 桜橋店
大阪市北区 snug room Mako
大阪市北区 OrangeFieldsTeaGarden
大阪市北区 ひよこ
大阪市北区 帝国ホテル大阪 4階厨房
大阪市北区 DEUX
大阪市北区 IR cafe
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大阪市北区 神戸餃子オレギョ ハービスプラザエント店
大阪市北区 FLIPPER'S 梅田エスト
大阪市北区 石鍋料理健
大阪市北区 楓
大阪市北区 豊後太郎
大阪市北区 TENDONあさひ
大阪市北区 メゾンタテルヨシノ
大阪市北区 カンティーナ・アルバロンガ
大阪市北区 ドトールコーヒーショップ梅田芝田店
大阪市北区 ななや
大阪市北区 鮨処 然
大阪市北区 シーグリル
大阪市北区 ｃａｆｅ ａｎｄ ｓｔａｎｄ ＥＬ ＳＯＬ
大阪市北区 牛寶
大阪市北区 サロン卵と私ルクア大阪店
大阪市北区 びんびや
大阪市北区 IZAKAYA TIERRA KAKUREGA
大阪市北区 とっつぁん 天満店
大阪市北区 プロントイルバール大阪駅
大阪市北区 瓢亭
大阪市北区 がんこ堂島アバンザ店
大阪市北区 麟家厨房
大阪市北区 寅屋 天満店
大阪市北区 會元楼
大阪市北区 日本料理 なかのしま
大阪市北区 Amusez-vous
大阪市北区 KAYA cafe
大阪市北区 ＦＥＳ
大阪市北区 diningbar couzen
大阪市北区 おだいどこじゅんちゃん
大阪市北区 Joyeux
大阪市北区 愛志蔵
大阪市北区 山西福祉記念会館 レストラン愛
大阪市北区 砂漠
大阪市北区 大幸庵 玄
大阪市北区 MUSICSALON UKIYO
大阪市北区 ナイトイン女女
大阪市北区 鴨と日本酒五角
大阪市北区 活きな男の酒処 くぼ田
大阪市北区 や満祢 本店 二葉ビル
大阪市北区 焼肉五六八
大阪市北区 鳥取酒場
大阪市北区 THE CITY BAKERY 茶屋町あるこ
大阪市北区 Salon du kuma3 北新地
大阪市北区 善道
大阪市北区 Take-RHY
大阪市北区 ルーヴ
大阪市北区 美々卯 ルクア店
大阪市北区 うな次郎
大阪市北区 ＣＬＵＢ Ｂｅｅ 北店
大阪市北区 スタンどどどンガメ
大阪市北区 HUB中之島フェスティバルプラザ店
大阪市北区 鮨美菜月
大阪市北区 Bbar Umeda
大阪市北区 エトワール
大阪市北区 燦
大阪市北区 博多BARU 中村屋

326 / 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）

大阪市北区 ルトゥール
大阪市北区 会員制ＷＩＴＣＬＵＢ冨樫
大阪市北区 餃子の王将 阪急東通店
大阪市北区 Zeela
大阪市北区 Mou
大阪市北区 有馬
大阪市北区 ROCK BAR DRINK OR DIE
大阪市北区 Funk Bar Zip
大阪市北区 居酒屋「諭吉」
大阪市北区 via giove quattro
大阪市北区 小料理Barあまの
大阪市北区 北極星
大阪市北区 Bar Avalon
大阪市北区 めん処 つるつる庵
大阪市北区 がんこ寿司阪急三番街店
大阪市北区 めはり屋文在ェ門
大阪市北区 ラ・ボーテ
大阪市北区 梨泰院
大阪市北区 信州そば処そじ坊
大阪市北区 Quiet Storm Cafe
大阪市北区 クレープリー・スタンド・シャンデレール ハービスＰＬＡＺＡ店
大阪市北区 浪花ろばた itadakitai
大阪市北区 永えん
大阪市北区 OｍｍＴｗｏ
大阪市北区 スーパージャンカラ茶屋町店
大阪市北区 帝国ホテル大阪 ５階厨房
大阪市北区 鶏乃家
大阪市北区 どんがめ 梅田
大阪市北区 China dining 迦羅求羅
大阪市北区 大同門 阪急三番街店
大阪市北区 らうんじ 夢乃
大阪市北区 NOKA 
大阪市北区 セラーバー
大阪市北区 北新地嘉水
大阪市北区 信州そば処そじ坊
大阪市北区 叙々苑 ルクア大阪店
大阪市北区 BAR FAIRY ー天満店ー
大阪市北区 ニクブンノイチ
大阪市北区 カラオケスタジオブギ
大阪市北区 イタリアン バール クラシコ
大阪市北区 餃子の王将 天六店
大阪市北区 手羽先唐揚 鳥料理 匠
大阪市北区 河内鴨料理 鴨匠
大阪市北区 ichigoichie
大阪市北区 クウエション
大阪市北区 REVE
大阪市北区 ステーキファイブと寿司六
大阪市北区 The Lobby BOOKSTORE&CAFE
大阪市北区 Grant
大阪市北区 焼酎バー くらくら
大阪市北区 恋愛酒場 メイ子
大阪市北区 MAX  CAFE梅田WEST
大阪市北区 五感割烹和井
大阪市北区 焼肉ライク 天満関テレ前店
大阪市北区 た藁や 天満
大阪市北区 えん寿
大阪市北区 ぐるり 天満店
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大阪市北区 梅田クラブクアトロ
大阪市北区 ALL DAY COFFEE
大阪市北区 うまい魚と炭火焼き 泰三屋
大阪市北区 バルチョップ
大阪市北区 牛田羊はなれ
大阪市北区 曽根崎ホルモンよう太
大阪市北区 Le Marrakech
大阪市北区 Barmoonwalk茶屋町
大阪市北区 きみや大阪本店
大阪市北区 新鮮ホルモン酒場 ごっつ 天満店
大阪市北区 ◎おでん×スタンド三徳六味
大阪市北区 スターダスト
大阪市北区 バケット ヨドバシ梅田店
大阪市北区 松のや大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 ふぁるふぁる
大阪市北区 鮨みや藤天満店
大阪市北区 舌鼓
大阪市北区 世界
大阪市北区 道楽うどん８号梅田店
大阪市北区 魚や市 はなれ
大阪市北区 がんこ炉端焼梅田店
大阪市北区 松のや梅田店
大阪市北区 やまねや生パスタ研究所
大阪市北区 きぐら
大阪市北区 Forest
大阪市北区 メンバーズ華
大阪市北区 箒星
大阪市北区 リンツ ショコラ ブティック アンド カフェ ルクア大阪店
大阪市北区 たんたら西野
大阪市北区 炭達磨
大阪市北区 鉄板焼・焼肉なにわ
大阪市北区 おらが蕎麦
大阪市北区 北新地こくらげ
大阪市北区 マンゴツリーカフェ大阪
大阪市北区 ビフテキ重 肉飯 ロマン亭
大阪市北区 HERMITS
大阪市北区 日本料理ほんだ
大阪市北区 Rock bar in Abyss
大阪市北区 野菜巻き串ともつ鍋 おくお天満店
大阪市北区 くそオヤジ最後のひとふり 天満店
大阪市北区 大阪第一ホテル 宴会場（６階）
大阪市北区 Italian Bar PIENO festa
大阪市北区 酒蔵呑
大阪市北区 妃
大阪市北区 堂山食堂ホワイティうめだ店
大阪市北区 吾味吾感
大阪市北区 Rakki organic
大阪市北区 mitsui murata
大阪市北区 榮華亭 天神橋本店
大阪市北区 雅もん
大阪市北区 うちのたまご
大阪市北区 Ｒｏｏｍ 多賀
大阪市北区 餃子の王将 南森町店
大阪市北区 キソジ
大阪市北区 騰寿し
大阪市北区 焼肉結局たれ
大阪市北区 松屋梅田神山町店
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大阪市北区 結鳥
大阪市北区 酒菜やいしもん対屋
大阪市北区 咲くら 阪急グランドビル店
大阪市北区 BeNe
大阪市北区 Manizer J.M
大阪市北区 IGNITE
大阪市北区 真
大阪市北区 割烹 いとう
大阪市北区 焼肉なか川
大阪市北区 北新地 うしのかみ
大阪市北区 炭火バル あじと 日本酒蔵
大阪市北区 いごっそー
大阪市北区 Etoile du Soir
大阪市北区 つるつる庵
大阪市北区 ラトリエドギニョールエマデロン
大阪市北区 羽果。
大阪市北区 鮨・酒・肴 杉玉お初天神
大阪市北区 さかなやのmaru寿司 ルクア店
大阪市北区 ＃おすすめにのりたい
大阪市北区 居酒屋うろ
大阪市北区 すし たま田
大阪市北区 BAR T.T
大阪市北区 伊勢海老鍋いろは 北新地店
大阪市北区 酒処 たけ家
大阪市北区 梨花食堂 天満本店
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場阪急東通3号店
大阪市北区 博多味処水たきいろは 北新地店
大阪市北区 都そば 新曽根崎店
大阪市北区 かに道楽北新地店
大阪市北区 BOTANI:CURRY梅田店
大阪市北区 マハラジャ
大阪市北区 Kimagure French黒猫北新地店
大阪市北区 居酒屋まだらや
大阪市北区 大阪新世界元祖串かつだるま ルクアイーレ店
大阪市北区 のんべえ寿司
大阪市北区 Beans
大阪市北区 エスカーレ
大阪市北区 三代目 鳥メロ梅田お初天神通り店
大阪市北区 TRIGGER 
大阪市北区 しゃぶ菜 阪急三番街
大阪市北区 ホリーズカフェ 大阪駅前第１ビル店
大阪市北区 キュイジーヌ福の舞
大阪市北区 炭火焼肉牛角 梅田お初天神店
大阪市北区 大阪串焼串イッカお初天神店
大阪市北区 スタンドまい
大阪市北区 味吉屋
大阪市北区 播磨屋 龍泉堂
大阪市北区 クワトロナポリ
大阪市北区 天六まんじ酒店
大阪市北区 熊ノ花レ
大阪市北区 松のや南森町店
大阪市北区 ラーメンつけ麵笑福 南森町店
大阪市北区 ニク サングルマン
大阪市北区 Voce
大阪市北区 PARFAIT&GELATO LARGO
大阪市北区 BarLounge1989
大阪市北区 ＫＩＥＦＥＬ ＣＯＦＦＥＥ 堂島店
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大阪市北区 enishi RELAX DINING
大阪市北区 １ポンドのステーキハンバーグタケル阪急三番街店
大阪市北区 うずまき伸介の巻
大阪市北区 博多串焼きバッテンよかとぉ 天満2号店 とほ三十歩
大阪市北区 ラルゴ
大阪市北区 THE COSMOPOLITAN GRILL BAR TERRACE
大阪市北区 Bar Lit
大阪市北区 trainーTRAIN
大阪市北区 V la l Bon Vent
大阪市北区 チキンチキン
大阪市北区 クリスピー・クリーム・ドーナツ ディアモール大阪店
大阪市北区 西天満桜会
大阪市北区 イタリアンキッチンSa
大阪市北区 きのえ
大阪市北区 mitoco
大阪市北区 居酒屋なんもり
大阪市北区 サテンヴェールCOVO
大阪市北区 リーガルバー
大阪市北区 ねぎ焼やまもと 梅田エスト店
大阪市北区 居酒屋けんぞう
大阪市北区 大広
大阪市北区 フェスティバルキッチン（北区 キッチン42）
大阪市北区 ふぐまる
大阪市北区 うえ木
大阪市北区 酒蔵鍋
大阪市北区 餃子の王将 大阪駅前第2ビル店
大阪市北区 吉野家 大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 イケメン倶楽部MixBarHERCULES
大阪市北区 Largo
大阪市北区 すしふく吉
大阪市北区 帝国ホテル大阪 大宴厨房（3階）
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場 北新地店
大阪市北区 揚子江ラーメン名門神山店
大阪市北区 天満 肉寿司
大阪市北区 うおしん酒場
大阪市北区 居酒屋 美尋
大阪市北区 魚舟 梅田
大阪市北区 酒肴人三昧人
大阪市北区 囲炉裏と釜飯しずる
大阪市北区 クラブ萌
大阪市北区 磯寿司北新地店
大阪市北区 割烹天五屋
大阪市北区 一芯 大阪店
大阪市北区 バンケット
大阪市北区 ALE HOUSE 加美屋
大阪市北区 屋形船大喜丸
大阪市北区 Bistro
大阪市北区 玄三庵 梅田est店
大阪市北区 メンバーズ グリーン
大阪市北区 鮨まつ井
大阪市北区 ラウンドワン梅田店
大阪市北区 あ・じゃり。
大阪市北区 焼肉いろり
大阪市北区 どん家
大阪市北区 果汁屋 Product by sakai 阪急梅田店
大阪市北区 The Public Stand阪急東通り店 
大阪市北区 吾一 肥後橋店
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大阪市北区 BAR LIBERTY UMEDA
大阪市北区 粉もん屋 とん平 梅田東店
大阪市北区 焼鳥みなみ
大阪市北区 だし茶漬け＋肉うどん えん ルクア大阪店
大阪市北区 隨縁亭
大阪市北区 キャトル・ラパン
大阪市北区 shot bar Lune
大阪市北区 北新地 松庵
大阪市北区 西天満麺乃家
大阪市北区 酒の大将
大阪市北区 かわ原
大阪市北区 サロン・ド・Ｍｉｙｕ
大阪市北区 黒毛和牛焼肉きっしゃん北新地店
大阪市北区 大衆酒場 大旦那 扇町店
大阪市北区 Bimbo Osaka
大阪市北区 Angie
大阪市北区 中国料理紫微星
大阪市北区 北新地七宝
大阪市北区 とんこつらぁ麺 CHABUTON LINKS UMEDA店
大阪市北区 caro wine lounge
大阪市北区 プチ メール
大阪市北区 カサバ
大阪市北区 カフェ・ド・クリエ阪急三番街店
大阪市北区 牛鍋JYOUYA
大阪市北区 35
大阪市北区 SINASOS RESTAURANT
大阪市北区 歩らり
大阪市北区 ザ・ベストテンPART1
大阪市北区 魚のトラットリア アレグロ
大阪市北区 Ｄｒｉｐ－Ｘ－Ｃａｆｅホテルヴィスキオ大阪店
大阪市北区 中華料理 大東洋
大阪市北区 おでん 濱屋
大阪市北区 CHAOS
大阪市北区 北新地ROOM
大阪市北区 ヒルトン大阪 川梅／傳火
大阪市北区 いし井Ｊｒ.
大阪市北区 焼鳥やまと
大阪市北区 らんらんるぅ
大阪市北区 薩摩ごかもん 梅田茶屋町本店
大阪市北区 タリーズコーヒーJRE梅田スクエアビル
大阪市北区 花兎
大阪市北区 桃田
大阪市北区 香港海鮮飲茶樓 梅田ブリーゼ店
大阪市北区 和心旬彩
大阪市北区 魚庭成松水産
大阪市北区 がってん 第2ビル店
大阪市北区 BARとらぴかる
大阪市北区 Standing Grill Wine 百 堂島川
大阪市北区 CHIKICHIKI中津店
大阪市北区 lasow
大阪市北区 天満橋 藤かわ
大阪市北区 吟遊家 KENZO
大阪市北区 個室と地肴北新地心屋
大阪市北区 天ぷらとワイン大塩 第三ビル店
大阪市北区 火鍋成都
大阪市北区 別邸 夛田葡萄酒店
大阪市北区 家庭料理華
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大阪市北区 ダイニングキッチン ＲＹＵ
大阪市北区 カレーライスComeOn
大阪市北区 coSEKI
大阪市北区 OKOGE お初天神店
大阪市北区 中国菜エスサワダ
大阪市北区 阿蘇溶岩石焼 といとい穴座
大阪市北区 丸福珈琲店 HEPナビオ店
大阪市北区 ビフテキのHibio スエヒロ天六店
大阪市北区 てけてけ阪急梅田店
大阪市北区 美舟
大阪市北区 和膳和酒油屋
大阪市北区 金沢まいもん寿司ルクア大阪店
大阪市北区 ひつまぶし名古屋備長 グランフロント大阪店
大阪市北区 BAR一真
大阪市北区 味奉行
大阪市北区 どおぞの
大阪市北区 丸亀製麺梅田
大阪市北区 club RUBY
大阪市北区 NCB会館
大阪市北区 ２４７
大阪市北区 マッコリ家
大阪市北区 KOBE STEAK Tsubasa 北新地店
大阪市北区 PUREHGO
大阪市北区 RICCIO
大阪市北区 よっしゃ
大阪市北区 FAR EAST BAZAAR エキマルシェ大阪店
大阪市北区 ラグナヴェールプレミア
大阪市北区 レモホル酒場 天四店
大阪市北区 高良
大阪市北区 串かつだるま ホワイティうめだ店
大阪市北区 UMEDAHOLIC HOTEL cafe&bar
大阪市北区 エクセレント幸子
大阪市北区 空海
大阪市北区 カフェバー１９６９
大阪市北区 中之島てっぱんさん。
大阪市北区 和み酒仁
大阪市北区 鶏っく ナビオ
大阪市北区 街の肉バルBuff南森町店
大阪市北区 サイゼリヤ梅田楽天地ビル
大阪市北区 居酒屋 ふ留井
大阪市北区 美食酒家ろくめい
大阪市北区 アマンテ
大阪市北区 中華料理 金明飯店 ２号店
大阪市北区 居酒屋 大阪屋
大阪市北区 ふくしま炉談
大阪市北区 博多串焼きバッテンよかとぉ 北新地店
大阪市北区 焼肉 紀楽
大阪市北区 なにわ料理有
大阪市北区 プロント
大阪市北区 アジヨシ梅田東通り店
大阪市北区 スターバックスコーヒー阪神梅田本店 ９階店
大阪市北区 あそびば けせらせら
大阪市北区 キャトルラパン北梅田
大阪市北区 牛かつもと村 ルクア店
大阪市北区 担担麺の掟を破る者
大阪市北区 大衆イタリアン屋台ブドウヤ
大阪市北区 タベルナキンタ
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大阪市北区 石田一龍 天満店
大阪市北区 食堂たのし
大阪市北区 プロカンジャンケジャン大阪
大阪市北区 POKEPOKE
大阪市北区 中菜Labo.朝陽
大阪市北区 韓国酒場てって
大阪市北区 ゆう食家 花いちばん
大阪市北区 芦屋天がゆルクア大阪店
大阪市北区 なか卯 梅田東店
大阪市北区 き・ら・ら・
大阪市北区 奄美島料理てぃだ
大阪市北区 昼酒場こみち
大阪市北区 大阪中華 サワダ飯店
大阪市北区 宮崎地鶏炭火焼 車 北新地店
大阪市北区 日本料理 湯木
大阪市北区 ゴンチャ梅田茶屋町店
大阪市北区 和食・酒 五條
大阪市北区 musi-vege+cafe ディアモール大阪店
大阪市北区 ニュージャパンサウナ梅田店2F ラウンジ
大阪市北区 手羽トロや 北新地店
大阪市北区 RESTAURANT LES SOUVENIRS
大阪市北区 Twin Bee
大阪市北区 玉子丸
大阪市北区 ドトールコーヒーショップ梅田シティ店
大阪市北区 グリル欧風軒
大阪市北区 BAR REHAB
大阪市北区 Oggi
大阪市北区 Angie2
大阪市北区 大阪堂島 とろ屋 阪急三番街店
大阪市北区 Ama-Lur アマルール
大阪市北区 Tavola  Carda Quinta
大阪市北区 磯丸水産大阪駅前第２ビル店
大阪市北区 Pizzeria&Bar LOGIC UMEDA店
大阪市北区 STRESSED 
大阪市北区 カレーハウスCoCo壱番屋北区太融寺店
大阪市北区 鉄板 厳島
大阪市北区 osoko
大阪市北区 TOLAH UMEDA
大阪市北区 ビリーブ
大阪市北区 日本料理ゆずな
大阪市北区 やよい軒扇町店
大阪市北区 得正梅田店
大阪市北区 松阪牛きし庵
大阪市北区 BAR72
大阪市北区 韹
大阪市北区 大衆酒場スタンドミルクホール
大阪市北区 BAR Flex
大阪市北区 居酒屋北野
大阪市北区 つる家 大丸梅田店
大阪市北区 セラ・アンフィニィ
大阪市北区 四六時中リンクス梅田店
大阪市北区 ホリーズカフェ 北新地店
大阪市北区 クリームキッチン天三店
大阪市北区 すき家 梅田東店
大阪市北区 洋食 QUATTRO ルクア大阪店
大阪市北区 鮓一竿
大阪市北区 Muu Muu Diner
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大阪市北区 紅紅 南森町店
大阪市北区 すりーるぷりゅす
大阪市北区 BAR  RYU
大阪市北区 Salone de Dalia
大阪市北区 大阪トンテキ
大阪市北区 カフェクレ－ル
大阪市北区 中華料理 金明飯店 本店
大阪市北区 にんぐ別邸
大阪市北区 英 はなぶさ
大阪市北区 みちびきカフェ
大阪市北区 西梅田禅園
大阪市北区 LinkBar金城
大阪市北区 吉野寿司
大阪市北区 カンティプール天五店
大阪市北区 あかとしろ
大阪市北区 ミスタードーナツホワイティうめだ店
大阪市北区 ばんこ
大阪市北区 サクラビルヂング
大阪市北区 たこ焼き居酒屋 となり屋
大阪市北区 ヤキニクギャング 梅田店
大阪市北区 ジョーズシャンハイニューヨーク グランフロント大阪店
大阪市北区 ニューナンバーワン
大阪市北区 しゃぶ壱
大阪市北区 タリーズコーヒー阪急三番街北館
大阪市北区 adee
大阪市北区 コアラ食堂
大阪市北区 ウェスティンホテル大阪 はなの
大阪市北区 ビッグエコー曽根崎お初天神通り店
大阪市北区 炉端焼き酒場 中々 堂島店
大阪市北区 キッチンジロー中之島フェスティバルプラザ店
大阪市北区 馳走とお酒讃岐うどん山地
大阪市北区 キミニスパイス 別誂エ
大阪市北区 七福神南森町
大阪市北区 十皿
大阪市北区 肉問屋 梅田本店
大阪市北区 ゴリゴリミートルーム
大阪市北区 昭和大衆ホルモン 梅田東通り店
大阪市北区 クックデリ御膳ルクア大阪店
大阪市北区 クラビ バイ チェディルアン
大阪市北区 Kitchen&Bar KC MUM
大阪市北区 DueFiori
大阪市北区 salonかなう
大阪市北区 ロイヤルホース
大阪市北区 みや
大阪市北区 宮崎地鶏炭火焼 車 梅田店
大阪市北区 和彩厨房KATURA
大阪市北区 立呑み処 七津屋
大阪市北区 お料理大嵓埜
大阪市北区 洋食と洋酒エイト８
大阪市北区 野々村
大阪市北区 鉄板野郎 裏参道店
大阪市北区 七つ星
大阪市北区 ザ・プレイモアジュニア
大阪市北区 大阪焼肉ミナミ 梅田店
大阪市北区 北クラブ
大阪市北区 魚匠銀平
大阪市北区 da pai dang 105
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大阪市北区 サロンドアマント
大阪市北区 しゃぶ菜 新梅田食堂街
大阪市北区 カレーハウスケーツー
大阪市北区 みわ屋阪急うめだ店
大阪市北区 ラウンジエスポワール
大阪市北区 寿司屋まつい
大阪市北区 豚しゃぶせいろ蒸し豚匠堂島邸
大阪市北区 鮨ろく
大阪市北区 喫茶サンシャイン
大阪市北区 大阪ビフテキ
大阪市北区 wanna manna
大阪市北区 神戸ベル 阪急三番街店
大阪市北区 エリックサウス グランフロント大阪店
大阪市北区 pit master VAMOS 梅田
大阪市北区 梅田なだ万茶寮
大阪市北区 あしびなー
大阪市北区 RShamp
大阪市北区 台湾料理 味仙 大阪マルビル店
大阪市北区 Aynique
大阪市北区 酒屋食堂スタンドましか
大阪市北区 リンガーハットプレミアム梅田店
大阪市北区 ヒルトン大阪 マイプレイス
大阪市北区 焼肉一杯
大阪市北区 ミドル
大阪市北区 パレス
大阪市北区 ワインショップ・エノテカ 大阪店
大阪市北区 炭火九郎座
大阪市北区 salon 1201
大阪市北区 喫茶店マリンカ
大阪市北区 大起水産 回転寿司 ホワイティ梅田店
大阪市北区 季膳房
大阪市北区 弓しげ
大阪市北区 アン（メンバー）
大阪市北区 ロカンダ・デラ・ルーナ
大阪市北区 ひもの野郎第４ビル店
大阪市北区 リストランテ コンフォーコ
大阪市北区 GOOD PROVISION
大阪市北区 日本料理八幸
大阪市北区 大來軒
大阪市北区 イビス大阪梅田 COOK PARK
大阪市北区 佳酒佳菜花はな
大阪市北区 板前焼肉一笑 梅田茶屋町
大阪市北区 メンバーズラウンジ スピア
大阪市北区 とりで 梅田店
大阪市北区 串イッカ梅田東通り店
大阪市北区 ポルケッタLINKS UMEDA
大阪市北区 中央軒ホワイティ梅田店
大阪市北区 海鮮酒場おか長大阪駅前第3ビルＢ２店
大阪市北区 梅田東通り肉寿司
大阪市北区 ウメダクダン
大阪市北区 本間
大阪市北区 七つ家
大阪市北区 つくもうどん天神橋店
大阪市北区 カフェ英國屋ホワイティ梅田店
大阪市北区 俺のフレンチ梅田
大阪市北区 ダ・ボッチャーノ梅田店
大阪市北区 心粋うどん いろは OAP店
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大阪市北区 七輪焼お魚くわえたどら猫
大阪市北区 焼肉万両 南森町店
大阪市北区 MADAMU KOSAKA
大阪市北区 与太呂 中之島店
大阪市北区 山寺和尚のお店 古髙
大阪市北区 marc
大阪市北区 ＰＲＯＮＴＯ ＩＬ ＢＡＲ 中之島フェスティバルプラザ店
大阪市北区 北新地隼人
大阪市北区 粉心
大阪市北区 Bar and Diner VIVAHAUS
大阪市北区 鼎泰豐 阪急うめだ本店
大阪市北区 天草の恵
大阪市北区 CLUB calm
大阪市北区 武福
大阪市北区 CLUB CHARITES
大阪市北区 スターバックスコーヒー梅田E-ma店
大阪市北区 ecumeエキューム
大阪市北区 割烹 大田川
大阪市北区 Partage
大阪市北区 BANDAグランフロント大阪店
大阪市北区 AP GRILL
大阪市北区 串かつ ひろ
大阪市北区 Cafe&Dining Valiente
大阪市北区 chambre2nd
大阪市北区 小西
大阪市北区 洋食喫茶ビンクス
大阪市北区 イタリアンキッチン ヴェルデカッサ
大阪市北区 香子
大阪市北区 CLEOPATRA
大阪市北区 榮華亭 お初天神店
大阪市北区 KICHIRI梅田
大阪市北区 TOWER RECORDS CAFE 梅田NU茶屋町店
大阪市北区 マリリン
大阪市北区 堂島グラッチェ本店
大阪市北区 天ぷらの山 梅田阪神店
大阪市北区 ハイボールバー梅田1923
大阪市北区 グリルらんぷ亭
大阪市北区 北新地みなも
大阪市北区 カラオケパブゴールド
大阪市北区 釜山
大阪市北区 きんやま 居食屋
大阪市北区 ジ・オープン
大阪市北区 餃子食堂マルケン 天七店
大阪市北区 ＧOLD
大阪市北区 千里しゃぶ亭天神橋店
大阪市北区 SHIROMARU-BASE梅田店
大阪市北区 鮨 林田
大阪市北区 丸亀製麺大阪駅前第4ビル
大阪市北区 ２９８梅田３号店
大阪市北区 non
大阪市北区 ルクアメルカパーラー
大阪市北区 個室 割烹焼肉 松永牧場 北新地店
大阪市北区 あいるー
大阪市北区 アトモス
大阪市北区 やぶそば
大阪市北区 again
大阪市北区 ゼウス&ヘラ
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大阪市北区 Bar  Hase Shun
大阪市北区 踊るうどん 梅田店
大阪市北区 ムジカジャポニカ
大阪市北区 ランジュヴァン
大阪市北区 やよい軒東天満店
大阪市北区 備後屋商店
大阪市北区 玄風館
大阪市北区 新伝兵衛
大阪市北区 新どおぞの
大阪市北区 CAFE&BAR9 NINE
大阪市北区 あぶりや阪急梅田店
大阪市北区 ラーゴ・ディ・チェーロ・パルコ
大阪市北区 ポムの樹 リンクス梅田店
大阪市北区 つけ麺処つぼや 梅田店
大阪市北区 博多ラーメンげんこつ 梅田店
大阪市北区 cafe太陽ノ塔GREENWEST
大阪市北区 板前焼肉一笑 北新地
大阪市北区 中国菜feve.
大阪市北区 北陸越前はれや別邸
大阪市北区 居酒屋もりもり
大阪市北区 挽肉倶楽部
大阪市北区 IL GHIOTTONE di piu
大阪市北区 ハワイアンパンケーキファクトリーLINKS UMEDA
大阪市北区 ＳＵＩＧＥＩ
大阪市北区 真菜や梅田茶屋町
大阪市北区 あかりスナック
大阪市北区 Bar Crew II
大阪市北区 バー ターゲット
大阪市北区 アマポーラ
大阪市北区 @BAR
大阪市北区 Aile cafe
大阪市北区 活魚専門隆勢丸
大阪市北区 和牛まつした上通り店
大阪市北区 青冥堂島店
大阪市北区 居酒屋 絆
大阪市北区 パローレ
大阪市北区 松屋
大阪市北区 club ZiZi
大阪市北区 チャンチダイビル本館本店
大阪市北区 ＫＯＵ
大阪市北区 スワンナプームタイオオサカ
大阪市北区 大阪焼小籠包 浪曼路
大阪市北区 French Tapas＆Wine le comptoir
大阪市北区 Room from @BAR
大阪市北区 夛田葡萄酒店
大阪市北区 元祖串しゃぶ専門店まつたけ
大阪市北区 麺屋・國丸。梅田店。
大阪市北区 傾奇御麺 天神橋本店
大阪市北区 Cafe Tokiona
大阪市北区 すし萬リーガロイヤルホテル店
大阪市北区 立呑みうめや梅田店
大阪市北区 いわむら
大阪市北区 帝国ホテル大阪 レ セゾン（２３階）
大阪市北区 薔薇
大阪市北区 北新地 ＳＵＭＩＹＡ
大阪市北区 週５ステーキ
大阪市北区 サーティワンアイスクリーム天満駅前店
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大阪市北区 ラクーン
大阪市北区 翌檜
大阪市北区 魚と釜飯 ウオマチ
大阪市北区 炭味家
大阪市北区 和牛まつした本通り店
大阪市北区 香住北よし
大阪市北区 やきとりばかや
大阪市北区 ｐｅｔｉｔ ｃｏｍｐｔｏｉｒ
大阪市北区 一六茶寮
大阪市北区 北新地サンボア
大阪市北区 Salon de S
大阪市北区 La Inattesa
大阪市北区 心八剣伝中津店
大阪市北区 京月梅田店
大阪市北区 日本ケンタッキー・フライド・チキン天満駅前店
大阪市北区 北新地epais
大阪市北区 エイト
大阪市北区 ベトナム酒場 ビアホイ
大阪市北区 casa tua satoh
大阪市北区 天満 みき屋
大阪市北区 羽根つき焼小籠包 鼎ｓルクア大阪店
大阪市北区 立呑中津3-17-5
大阪市北区 ホテルショコラNU茶屋町プラス店
大阪市北区 大阪東急ＲＥＩホテル
大阪市北区 鰻萬
大阪市北区 奈良 十三屋
大阪市北区 肉ビストロ熟ルクア１１００店
大阪市北区 MODEL KAMIYAMA
大阪市北区 ザ・ラボ・カフェラボ グランフロント大阪店
大阪市北区 AZU CURRY
大阪市北区 STEAK THE FIRST 北新地
大阪市北区 一風堂 梅田店
大阪市北区 MAKE My Cafe
大阪市北区 FEAST
大阪市北区 甘太郎／ラパウザ 梅田HEP通り店
大阪市北区 中崎パスタ店 山根屋
大阪市北区 じゃんぼ総本店曽根崎店
大阪市北区 ハーブス 大丸梅田店
大阪市北区 吉野家
大阪市北区 ひろ乃
大阪市北区 マサムネ
大阪市北区 老松鮨処よしか
大阪市北区 kushiage010
大阪市北区 マカベリー
大阪市北区 楽食倶楽部 裏小路牛肉店
大阪市北区 La pupilla
大阪市北区 串かつ料理 活 ホワイティうめだ店
大阪市北区 京料理・鰻 美濃吉
大阪市北区 Ace In The Hole
大阪市北区 串揚げもの旬Ｓ ＳＨＵＮＳ
大阪市北区 やぶそば
大阪市北区 タイ食堂アローイ
大阪市北区 鮨 いわもと
大阪市北区 ブラッスリーブー
大阪市北区 イタリア肉食堂 PERO 天満店
大阪市北区 おていちゃん
大阪市北区 韓国家庭料理アリラン２号店
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大阪市北区 田ごと
大阪市北区 おふくろ貝介
大阪市北区 割烹堂島
大阪市北区 とんかつ乃ぐち/ノグチデルヴィーノ
大阪市北区 アフタヌーンティー
大阪市北区 春穂
大阪市北区 肉ときどきレモンサワー梅田店
大阪市北区 crazy×CRAZY.
大阪市北区 お好み鉄板がるぼ
大阪市北区 cafe太陽ノ塔別館
大阪市北区 双月
大阪市北区 丸
大阪市北区 BAR&MAGIC くすめっと
大阪市北区 ＮＡＫＡＮＯＡＨＩＭＡ ＳＯＣＩＡＬ ＥＡＴ ＡＷＡＫＥ
大阪市北区 コリアンダイニング李朝園 ハービスPLAZA梅田店
大阪市北区 ローマ軒 阪急サン広場店
大阪市北区 どい亭HIKOBOSHI
大阪市北区 IRISH CURRY
大阪市北区 Unico西梅田
大阪市北区 Ｃｌｕｂ真
大阪市北区 club Lily
大阪市北区 italian tawaratsumida
大阪市北区 タリーズコーヒー阪急うめだ本店8階
大阪市北区 MIX BAR M 3
大阪市北区 食道園 阪神梅田店
大阪市北区 サンマルクカフェ大阪堂島店
大阪市北区 きたいち酒場
大阪市北区 Umakara Syokudo
大阪市北区 鮨やました
大阪市北区 中国家常菜 桃園
大阪市北区 セレンディピティ
大阪市北区 T h e 3 3 T e a＆B a r T e r r a c e
大阪市北区 MAISON ICHI PLUS
大阪市北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 大阪駅前第3ビル店
大阪市北区 BANCO
大阪市北区 SOM 大阪梅田店
大阪市北区 メンバーズ中井
大阪市北区 タリーズコーヒーＫＫＲホテル梅田
大阪市北区 本みやけ阪急三番街店
大阪市北区 大阪聘珍樓
大阪市北区 ＵＲＡＴＵＣＵＳＩ
大阪市北区 La Lanterna di Genova
大阪市北区 大分 からあげ わん テンテンステーキ天六店
大阪市北区 カルロ
大阪市北区 グリルキャピタル東洋亭 阪急うめだ店
大阪市北区 RESTAURE
大阪市北区 ポムドール
大阪市北区 ことわ
大阪市北区 割烹 ふじ久
大阪市北区 ウニール
大阪市北区 旬菜旬魚 淡
大阪市北区 PIANO
大阪市北区 レッドリバー
大阪市北区 Vin樹亭
大阪市北区 天ぷらまきの梅田
大阪市北区 COMMISSARY
大阪市北区 弘屋

339 / 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）

大阪市北区 ラーメンZIKON 而今 中ノ島フェスティバルプラザ店
大阪市北区 タリーズコーヒー＆TEA グランフロント大阪南館
大阪市北区 とんかつ喜多呂
大阪市北区 ラウンジ海
大阪市北区 HAIKU COFFEE ROASTERS
大阪市北区 大阪トンテキ天神橋筋店
大阪市北区 うたげどころうぉっしゅ
大阪市北区 梅田百番
大阪市北区 大安
大阪市北区 海老バルorb天満店
大阪市北区 Deza
大阪市北区 玉一 本店
大阪市北区 大鍋や
大阪市北区 カスカード 阪急三番街店
大阪市北区 嫣ENN
大阪市北区 中之島うおまん
大阪市北区 韓国家庭料理アリラン 
大阪市北区 Club regalo
大阪市北区 ONZORO.
大阪市北区 三喜
大阪市北区 シャンデリアテーブル
大阪市北区 りんご屋 西梅田店
大阪市北区 昭和丸
大阪市北区 善LABORATORY
大阪市北区 シェルブール
大阪市北区 大衆居酒屋 いこい
大阪市北区 NAKANOSHIMATERRACE＃ANDME
大阪市北区 カフェグランシェ大丸梅田店
大阪市北区 下桂茶屋 月波本店
大阪市北区 めっちゃAburuyan
大阪市北区 明洞Chicken.298
大阪市北区 寿司赤酢
大阪市北区 ビアブルグ
大阪市北区 ユーアンドアイ
大阪市北区 鉄板焼きとおばんざいのお店ぺっぷ
大阪市北区 グリル大宮 グランフロント大阪店
大阪市北区 ＦＯＬＫ＆ＦＯＬＫ
大阪市北区 ビストロ ド 自由亭
大阪市北区 鳥貴族 梅田DDハウス店
大阪市北区 旧桜宮公会堂
大阪市北区 ロッテリア京阪渡辺橋駅店
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場お初天神店
大阪市北区 寛龍上通り店
大阪市北区 福岡鮮魚卸直営店 ビストロ酒場ウオスケ
大阪市北区 つきみ
大阪市北区 韓国酒場コッキオ
大阪市北区 TAMANE
大阪市北区 三喜
大阪市北区 魚がし日本一 中之島フェスティバルプラザ店
大阪市北区 なかおか珈琲中之島店
大阪市北区 屋台居酒屋大阪 満マル東梅田店
大阪市北区 戸田
大阪市北区 博多華味鳥 ヒルトンプラザウエスト店
大阪市北区 徳間
大阪市北区 函館立喰い寿司函太郎 LINKS  UMEDA店
大阪市北区 淀屋
大阪市北区 寿司赤酢 肉の匠
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大阪市北区 ADENA
大阪市北区 bar Candle
大阪市北区 アフィリア・エゴイスト
大阪市北区 ＢＡＲ Ｂ．Ｍ．Ｔ
大阪市北区 宇和海料理 藝夢
大阪市北区 クラベリト
大阪市北区 はなまるうどん 天神橋筋三丁目店
大阪市北区 Chemin
大阪市北区 串カツ 中崎きりがね食堂 茶屋町店
大阪市北区 炉ばた 然家 新梅店
大阪市北区 中之島あんず亭
大阪市北区 鉄板や かんろ 天六店
大阪市北区 うどん棒
大阪市北区 なか卯 梅田太融寺店
大阪市北区 キッチン＆マーケット ルクア大阪店
大阪市北区 tanpopo
大阪市北区 串かつでんがな大阪駅前第3ビル1号店
大阪市北区 割烹くぼた
大阪市北区 タベルナエントラータ
大阪市北区 北新地すがはら
大阪市北区 つけ麺専門店 五常 LINKS UMEDA店
大阪市北区 焼肉やまや梅田店
大阪市北区 博多もつ鍋おおやま大阪駅店
大阪市北区 DSO09
大阪市北区 焼肉すき焼き純梅田本店
大阪市北区 CROSSY天六店
大阪市北区 堂山食堂
大阪市北区 graf studio
大阪市北区 member's Port
大阪市北区 glamorous
大阪市北区 Hakoniwa
大阪市北区 厳島
大阪市北区 らーめん2国お初天神店
大阪市北区 串かつでんがな大阪梅田本店
大阪市北区 北新地魚菜まさ志
大阪市北区 味季おでん 花わさび
大阪市北区 どでか寿司
大阪市北区 㐂鮨 くらま
大阪市北区 酒呑研究所 キタのみかん
大阪市北区 鶏匠井ぐち
大阪市北区 すき家 茶屋町店
大阪市北区 溢彩流香 餃子小厨
大阪市北区 スターバックスコーヒー梅田蔦屋書店
大阪市北区 京のかれーうどん味味香 WHITYうめだ店
大阪市北区 幸福飯店 ルクア大阪店
大阪市北区 タリーズコーヒーグランフロント大阪北館１Ｆ
大阪市北区 居酒屋１９６９
大阪市北区 Panyo北新地
大阪市北区 博多一幸舎エキマルシェ大阪店
大阪市北区 RUDYS CLUB DELICIOUS
大阪市北区 天神ライオン飯店
大阪市北区 Craft Burger co.
大阪市北区 KICHIRI茶屋町阪急駅前
大阪市北区 中国郷菜館 大陸風
大阪市北区 居酒屋ぎょっちゃん
大阪市北区 CLUB DIO
大阪市北区 とり料理まつもと
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大阪市北区 ローマ軒 大阪駅前第３ビル店
大阪市北区 浪花奴寿し
大阪市北区 レストランアラスカフェスティバルタワー
大阪市北区 KollaBo 梅田北新地店
大阪市北区 つる家
大阪市北区 台湾食堂
大阪市北区 サロンド坪井
大阪市北区 ローマ軒阪急三番街店
大阪市北区 ラ・ネージュ
大阪市北区 樅
大阪市北区 りんご
大阪市北区 イタリアンレストラン ベラ コスタ
大阪市北区 バール ジェラテリア ラッフィナート
大阪市北区 寿司赤酢 匠
大阪市北区 絆
大阪市北区 花彩
大阪市北区 NATURALFOODSBAR Karip
大阪市北区 碗
大阪市北区 肉喰ホルモン すすむ
大阪市北区 ごこん
大阪市北区 スターバックス コーヒー TSUTAYA 梅田 MeRISE店
大阪市北区 スタンドREDサイクロン
大阪市北区 アンガトー豊崎店
大阪市北区 バー天獄
大阪市北区 ベーカリーレストランサンマルク 大阪ステーションシティ店
大阪市北区 しゃぶしゃぶぐるまん
大阪市北区 マスピ
大阪市北区 中華 BAR LIBERTY
大阪市北区 レストラン ノワドココ
大阪市北区 ココスさざなみプラザ店
大阪市北区 心斎橋 にし家
大阪市北区 天ぷら市
大阪市北区 金明飯店 ３号店
大阪市北区 板前焼肉一笑 北新地 離宮
大阪市北区 dapaidang105阪急梅田三番街店
大阪市北区 錦 梅田店
大阪市北区 自由気MaMa
大阪市北区 魚や市 本店
大阪市北区 北の花彩
大阪市北区 ラーメン大戦争 梅田店
大阪市北区 小嘉津
大阪市北区 すき家 天神橋二丁目店
大阪市北区 タリーズコーヒー西梅田
大阪市北区 焼肉 飛牛
大阪市北区 北新地 五鉄
大阪市北区 YAKITORI EXPRESS
大阪市北区 焼肉万両 東天満店
大阪市北区 梅田 ふぐ乃介
大阪市北区 トラットリア ラッフィナート
大阪市北区 マッセナ
大阪市北区 一人でも焼肉 和牛の郷 梅田店
大阪市北区 壱岐の家
大阪市北区 BAR SECRET
大阪市北区 復刻西洋食堂 紅梅ダイナー
大阪市北区 サロン・ド オー
大阪市北区 LinkBar金城3
大阪市北区 空心
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大阪市北区 天祭
大阪市北区 白鳳
大阪市北区 石臼挽き二八そば そばしき ルクア大阪店
大阪市北区 ヒルトン大阪 セントラム グリル&ワイン
大阪市北区 大勝
大阪市北区 ヒルトン大阪 フォルク キッチン
大阪市北区 デンスケ
大阪市北区 pizzeria  scugnizzo
大阪市北区 TEA18 エキマルシェ大阪
大阪市北区 喜与丸
大阪市北区 家座香家 6年4組 梅田分校
大阪市北区 季節料理佳楽
大阪市北区 foryou
大阪市北区 7peace
大阪市北区 天麩羅とお蕎麦 三輪
大阪市北区 ワントンハウス
大阪市北区 オーストリッチクラフトレモンサワーバー
大阪市北区 ラウンジ桂
大阪市北区 ふるさと
大阪市北区 日々是好日
大阪市北区 屯舎
大阪市北区 ビッグエコー大阪梅田本店
大阪市北区 SLUSH
大阪市北区 さつま料理島国
大阪市北区 シェイクシャック
大阪市北区 知床漁場 天神橋
大阪市北区 チーズとＷＩＮＥホワイティうめだ店
大阪市北区 鶴橋風月 梅田お初天神通り店
大阪市北区 琥珀
大阪市北区 Dining Bar face
大阪市北区 ragout
大阪市北区 魚と炭火炉ばたのぎんすけ 中津店
大阪市北区 梅田・芝田１丁目まぐろや
大阪市北区 ＰＲＯＮＴＯ 梅田楽天地ビル店
大阪市北区 炭火焼き鳥 酉乃市
大阪市北区 MEMBERS` Bar Bun Bun
大阪市北区 居酒屋大ざわ
大阪市北区 鉄板串焼バル 鉄平
大阪市北区 串揚げ和や
大阪市北区 ワインバーミヤ
大阪市北区 鍋屋長久
大阪市北区 築地寿司清大丸梅田店
大阪市北区 ビアテリアプロント大阪堂島店
大阪市北区 魚匠すし割烹さかぐち
大阪市北区 蕎麦福一
大阪市北区 ジャンボカラオケ広場  阪急東通店
大阪市北区 うさぎちゃん
大阪市北区 四川料理御馥大阪マルビル本店
大阪市北区 MISIA
大阪市北区 ヒルトン大阪 小宴会場
大阪市北区 ef
大阪市北区 ビランチャ
大阪市北区 らーめん亀王堂島店
大阪市北区 やきにく萬野 ホワイティうめだ
大阪市北区 人家
大阪市北区 ＶＯＧＵＥ
大阪市北区 鍋家 だるま堂
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大阪市北区 世界一暇なラーメン屋
大阪市北区 cafe&bar spoon
大阪市北区 串カツ 北北新地
大阪市北区 和扇
大阪市北区 ひろかずや
大阪市北区 屯舎 立ち呑み
大阪市北区 福助
大阪市北区 ふらみんご 
大阪市北区 ピッツエリア イル ソーレ
大阪市北区 鶴橋風月 LINKS UMEDA店
大阪市北区 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋北区天満２丁目店
大阪市北区 茶屋町まぐろや
大阪市北区 豚々亭
大阪市北区 オーヨドアベニュー
大阪市北区 手羽先よっちゃん
大阪市北区 ClubRomeo&Juliet
大阪市北区 わすれな草
大阪市北区 亀八お初天神裏参道店
大阪市北区 楠木フサエおもや
大阪市北区 銀座天一
大阪市北区 板前焼肉一笑 中津
大阪市北区 春水堂 グランフロント大阪店
大阪市北区 ロール寿司 だぶるくぉてーしょん粋
大阪市北区 相席屋阪急東通り店
大阪市北区 酒座てんまみち
大阪市北区 玄三庵 阪神梅田店
大阪市北区 葉なと
大阪市北区 みんなのバル アジアン天国
大阪市北区 博多華味鳥 梅田店
大阪市北区 なんでんねん
大阪市北区 BAR WOODY KITASHINCHI
大阪市北区 ディーンアンドデルーカ大阪店
大阪市北区 焼賣太樓 桜橋店
大阪市北区 ダイニングしゅす
大阪市北区 ぷれじでんと千房北店
大阪市北区 １ポンドのステーキハンバーグタケル南森町店
大阪市北区 焼鳥バールtorico358
大阪市北区 鍛冶二丁 ナビオ
大阪市北区 お料理宮本
大阪市北区 鐘鳥南森町店
大阪市北区 永楽町スエヒロ本店
大阪市北区 吉野家 天神橋六丁目店
大阪市北区 クラブ合林Prelude
大阪市北区 焼肉力丸 梅田堂山店
大阪市北区 大阪トンテキ駅前第3ビル店
大阪市北区 Donostia
大阪市北区 CAFE＆BAR２０３
大阪市北区 十勝そば つざわ
大阪市北区 卓球バーパレット北新地店
大阪市北区 遊遊中之島フェスティバル店
大阪市北区 スカイダイニング＆バー ブルーバード
大阪市北区 一献三菜
大阪市北区 九志焼亭
大阪市北区 すし半天神橋店
大阪市北区 リュミエール大阪ＫＡＲＡＴＯ
大阪市北区 お初天神店焼とんyaたゆたゆ
大阪市北区 AGEHA
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大阪市北区 はり重グリル 阪神梅田店
大阪市北区 焼肉定食こいろり天満店
大阪市北区 海老バルorb裏参道店
大阪市北区 九志焼亭
大阪市北区 手打うどん香川
大阪市北区 End point
大阪市北区 楽蔵うたげ 梅田店
大阪市北区 BARRick
大阪市北区 浪花奴寿し天五店
大阪市北区 温野菜 梅田HEP通り店
大阪市北区 Lawry's The Prime Rib,Osaka
大阪市北区 クア・アイナ ルクア大阪
大阪市北区 Rojiura Curry SAMURAI.
大阪市北区 luvwine
大阪市北区 ラウンジいづみ
大阪市北区 TIMA
大阪市北区 華美
大阪市中央区 餃子王 道頓堀本店
大阪市中央区 らてめぃど 黒門店
大阪市中央区 BARうえし
大阪市中央区 サイゼリヤ大阪日本橋駅前
大阪市中央区 帰ってきた宮田麺児
大阪市中央区 四季彩炭美処ゆうや
大阪市中央区 thalatha
大阪市中央区 心斎橋禅園
大阪市中央区 北浜上海食苑
大阪市中央区 シダラタ
大阪市中央区 シダラタ
大阪市中央区 カフェ・アマンド
大阪市中央区 レストラン スリランカ
大阪市中央区 BARBonds
大阪市中央区 ダウンタウン
大阪市中央区 さくら
大阪市中央区 焼肉とオモニ料理 千日前 李休
大阪市中央区 For you
大阪市中央区 M&M
大阪市中央区 scot's Maggie
大阪市中央区 気分上々
大阪市中央区 メンバーズまり
大阪市中央区 蘭姫
大阪市中央区 cafe miel
大阪市中央区 鉄板焼き 真みや
大阪市中央区 佐知子
大阪市中央区 黒門すし酒場 花神総本店
大阪市中央区 Singing Bar diva
大阪市中央区 オーロラ
大阪市中央区 鄭記老成都串串
大阪市中央区 La sante
大阪市中央区 LONG DINH Restaurant 道頓堀
大阪市中央区 スナック弥生
大阪市中央区 G.BLUE
大阪市中央区 玄いし橋
大阪市中央区 OTIS
大阪市中央区 すし処 築地
大阪市中央区 金太郎
大阪市中央区 得正 新三休橋店
大阪市中央区 鉄板焼きとお酒 sAtori家
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大阪市中央区 洋食KITCHENかぐら
大阪市中央区 CAPANNA
大阪市中央区 ごはん屋ごはん
大阪市中央区 縁結
大阪市中央区 立ち呑み処 小粋
大阪市中央区 AZABU
大阪市中央区 BAR EROS
大阪市中央区 煌楽
大阪市中央区 KIYO'san
大阪市中央区 Booby's(ブービーズ)
大阪市中央区 かくれ庵まるいち
大阪市中央区 なにわの夢
大阪市中央区 ＣＵＲＵ２
大阪市中央区 旬鮮居酒屋 異彩
大阪市中央区 ショコラ
大阪市中央区 はじめ
大阪市中央区 かねよし旅館
大阪市中央区 炭焼食堂てぃーの店
大阪市中央区 小料理Sumire
大阪市中央区 輝らり
大阪市中央区 ローマ軒de肉食堂
大阪市中央区 POP BAR
大阪市中央区 VOCO
大阪市中央区 Room
大阪市中央区 東心斎橋やつづか
大阪市中央区 ＢａｒＬｅｏｎ
大阪市中央区 漁師のGORO
大阪市中央区 石ノ花
大阪市中央区 劉記螺蛳粉
大阪市中央区 酒彩 渡
大阪市中央区 Mamma Pa-pa! マンマパーパ
大阪市中央区 LILA（リラ）
大阪市中央区 鉄板焼きお好み焼き しんか
大阪市中央区 PARADISE KOREAN BAR
大阪市中央区 ぢどり家本町店
大阪市中央区 鉄板食房かぶんす
大阪市中央区 ８０８
大阪市中央区 かのや篠原
大阪市中央区 アトラクト
大阪市中央区 カラオケバーメンバーズ
大阪市中央区 Cafe&Bar Pier1
大阪市中央区 マダム麗子178
大阪市中央区 ファイナル
大阪市中央区 鉄板焼三笠屋
大阪市中央区 淀屋橋うおじ
大阪市中央区 bar mask
大阪市中央区 ゑびす堂
大阪市中央区 りょう士
大阪市中央区 和洋酒菜ひで
大阪市中央区 コモネ
大阪市中央区 Eight Clover
大阪市中央区 いか焼き パボ
大阪市中央区 ZeroBase
大阪市中央区 不二の茶（令和ボボ）
大阪市中央区 Lily
大阪市中央区 占いと喫茶 渚
大阪市中央区 AGUA MALA
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大阪市中央区 中華牛ホルモン専門店 牛X
大阪市中央区 アステリア
大阪市中央区 who am i
大阪市中央区 夢二
大阪市中央区 BAR NiCOLE
大阪市中央区 やきとりたけ
大阪市中央区 あそびBAR glamorous
大阪市中央区 菜々人
大阪市中央区 居酒屋＆カフェ門
大阪市中央区 あくび
大阪市中央区 七
大阪市中央区 エイト
大阪市中央区 まさかずの店
大阪市中央区 より道
大阪市中央区 ヴィーノマンマ ルーヴァ
大阪市中央区 お酒基地PECOLI
大阪市中央区 魚菜屋常峰
大阪市中央区 80's Bar FREAK
大阪市中央区 PINKKAWAII
大阪市中央区 Boulangerie  Lien        
大阪市中央区 魚肴しま田
大阪市中央区 Shot BAR ウイスキー研究所
大阪市中央区 絆
大阪市中央区 CLUB エンジェル
大阪市中央区 時解 eScape cafe
大阪市中央区 いい加減処 流々
大阪市中央区 BarFluke
大阪市中央区 炭火焼鳥わだち
大阪市中央区 喫茶ネイキッド
大阪市中央区 きり家
大阪市中央区 道頓堀 奴茶屋
大阪市中央区 俺のbar
大阪市中央区 ＢＥＬＬ
大阪市中央区 どうとんぼりぜん
大阪市中央区 146STATE
大阪市中央区 bitter  sweet    ビタースイート
大阪市中央区 麦酒や ポゴジロー
大阪市中央区 かきつばた
大阪市中央区 天満橋ササラ
大阪市中央区 The French Blue
大阪市中央区 味庵 やわらぎの郷
大阪市中央区 members 龍
大阪市中央区 柔ちゃん
大阪市中央区 Memory
大阪市中央区 Candle
大阪市中央区 ターリー屋 谷町２丁目店
大阪市中央区 KUDOS
大阪市中央区 手羽屋いっちょめ
大阪市中央区 バー ピンクフラミンゴ
大阪市中央区 High Jinks
大阪市中央区 逹八
大阪市中央区 酒処 貴
大阪市中央区 音音
大阪市中央区 焼鳥酒場大場や
大阪市中央区 Orcan club
大阪市中央区 エルズ・ルポ
大阪市中央区 旬菜魚 おかもと
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大阪市中央区 Ｌｉｇｈｔｈｅａｒｔｅｄ ＰＵＢ髙響
大阪市中央区 冷麺館松屋町店
大阪市中央区 ぶぶの家
大阪市中央区 紀州梅河
大阪市中央区 民芸喫茶 ロリ・ポリ
大阪市中央区 海鮮坊豆撈
大阪市中央区 majo
大阪市中央区 居酒屋いわな
大阪市中央区 地酒海鮮きときと
大阪市中央区 吉しや
大阪市中央区 唐渡ＫＡＲＡＴＯ
大阪市中央区 Laputa 
大阪市中央区 CAFE＆BAR O Fortuna
大阪市中央区 禁煙立呑みしば犬
大阪市中央区 からほりコモン
大阪市中央区 ロゼッタロゼッタ
大阪市中央区 DANK
大阪市中央区 酒仙
大阪市中央区 焼肉AG
大阪市中央区 ＭＥＭＢＥＲＳ Ｋａｒｉｎ
大阪市中央区 新歌丸寿司
大阪市中央区 エドモンダンテス
大阪市中央区 三豊麺心斎橋店
大阪市中央区 おかずバー 文月
大阪市中央区 カラオケスナックプサン
大阪市中央区 Ｃafe Le Port
大阪市中央区 ふたいろ
大阪市中央区 鮮 茶谷
大阪市中央区 ラム肉家muu
大阪市中央区 BAR和音
大阪市中央区 酒彩館 繁稲
大阪市中央区 どん呑
大阪市中央区 チャムズキッチン
大阪市中央区 居酒屋RAN
大阪市中央区 エスケイ・インターナショナル
大阪市中央区 イブロン
大阪市中央区 那由多
大阪市中央区 BEAT CAFE MIXX
大阪市中央区 オーマイチキン
大阪市中央区 萬が壱
大阪市中央区 アルモンデ
大阪市中央区 アラウンド ザ ワールド
大阪市中央区 えびす
大阪市中央区 硬貨酒Bar ぷ～２
大阪市中央区 居酒屋ふ
大阪市中央区 バー ナンバーワン
大阪市中央区 Dion
大阪市中央区 小鉢酒場たんと
大阪市中央区 一利木や
大阪市中央区 Livingまき
大阪市中央区 TAKA
大阪市中央区 お好み焼きしんちゃん
大阪市中央区 バーセブン
大阪市中央区 ラウンジフレジア
大阪市中央区 たみや
大阪市中央区 DION
大阪市中央区 STYLISH BAR VALET
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大阪市中央区 SnackBarMoo
大阪市中央区 DIDDLEY BOW
大阪市中央区 サカナスダンド ＵＥＳＡＫＩ
大阪市中央区 bar encount
大阪市中央区 WEBAR
大阪市中央区 ジャスト ア リトル ビット 東店
大阪市中央区 Cafe & Bar 朝堂院
大阪市中央区 魚串BAR
大阪市中央区 鶏プルスリー
大阪市中央区 ラウンジメイ
大阪市中央区 ぢどり亭谷六店
大阪市中央区 船場亭
大阪市中央区 你好
大阪市中央区 アトランティクス
大阪市中央区 BAR ISABELA
大阪市中央区 ｋｕｌｋｕｌ
大阪市中央区 BRAND
大阪市中央区 BAR Nonchalant
大阪市中央区 おてがる喫茶
大阪市中央区 Sky
大阪市中央区 柳小路
大阪市中央区 リバティーハウス
大阪市中央区 ドトールコーヒーショップ淀屋橋店
大阪市中央区 海舟
大阪市中央区 CALME
大阪市中央区 とんかつ大喜
大阪市中央区 中国東北料理 月縁春
大阪市中央区 てんぐ屋
大阪市中央区 居酒屋 鰤生
大阪市中央区 味楽創菜おかもと
大阪市中央区 Teradaya
大阪市中央区 Coffee&LiquorAseeK
大阪市中央区 豚汁酒場ぷりんけぷす
大阪市中央区 シャルマン
大阪市中央区 IZUTANI
大阪市中央区 ブートレッグ タバーン
大阪市中央区 Ｖｉｒｇｏ
大阪市中央区 Ｍember's  m
大阪市中央区 Cafe Yu
大阪市中央区 旬肴料理人裕
大阪市中央区 お惣菜barひろや
大阪市中央区 ぢどり亭堺筋本町店
大阪市中央区 あ、！！
大阪市中央区 天舞
大阪市中央区 酒菜・味彩ためきち
大阪市中央区 CLAN
大阪市中央区 かおり
大阪市中央区 備長炭焼 和食 さとり
大阪市中央区 和洋酒菜アシャール
大阪市中央区 カジュアル和ダイニングてんてん
大阪市中央区 Bar Lounge FAIRY -心斎橋店-
大阪市中央区 BAR DE ZERO
大阪市中央区 ダージリング紅茶サロン ヒマリキッチン
大阪市中央区 歌う魚
大阪市中央区 Cafe&Bar RocknRolla
大阪市中央区 Arrow
大阪市中央区 バー ビックフィッシュ
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大阪市中央区 一将丸
大阪市中央区 ＳＬＩＣＥＳ
大阪市中央区 一休
大阪市中央区 月尾島
大阪市中央区 居酒屋はい，がってん
大阪市中央区 NORTH HAMAR
大阪市中央区 TEMARIYA
大阪市中央区 アイン
大阪市中央区 ワイン食堂 Ｆａｎｔａｓｉｓｔａ
大阪市中央区 カトゥール
大阪市中央区 Darts bar Flame
大阪市中央区 Bar ky's
大阪市中央区 Ｐａｇｅｏｎｅ
大阪市中央区 夢幻マスカレード
大阪市中央区 洋風酒肆 手乱蛾
大阪市中央区 OKうちの家
大阪市中央区 BAR Liberta
大阪市中央区 BAR Z-two-
大阪市中央区 割烹はせ川
大阪市中央区 ごへい
大阪市中央区 ぶらり
大阪市中央区 BAR柴平
大阪市中央区 なんば 松潮屋
大阪市中央区 水晶
大阪市中央区 鮨 髙雄
大阪市中央区 カラオケスナックmee
大阪市中央区 鯛専門活魚料理 鯛夢
大阪市中央区 洋食厨房はいから亭
大阪市中央区 ｚｕｃｃａ ｖｉｐ
大阪市中央区 ねぎ焼きもえぎ
大阪市中央区 鉄板DiningSEEKS
大阪市中央区 和牛焼肉大志
大阪市中央区 オルジェンティーレ
大阪市中央区 炭焼肉酒場GOLAZO
大阪市中央区 Bar Cadboll House
大阪市中央区 十代橘
大阪市中央区 Eyeless
大阪市中央区 ハモンドルーム五郎の店
大阪市中央区 Bar  Bambi
大阪市中央区 RainbowKitchen
大阪市中央区 たこ焼き タコQ
大阪市中央区 いちい
大阪市中央区 HRR
大阪市中央区 cafe bar South Wind
大阪市中央区 スナック桃太朗
大阪市中央区 StudioFATE
大阪市中央区 ダイアデム
大阪市中央区 matsuda
大阪市中央区 元祖どないや アメリカ村店
大阪市中央区 天満橋玉華園
大阪市中央区 一文字
大阪市中央区 SMOKYBAR
大阪市中央区 Suica
大阪市中央区 BAR ONE１
大阪市中央区 時代屋
大阪市中央区 志en
大阪市中央区 味季和菜ほうれん草
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大阪市中央区 居酒屋和ねしあ
大阪市中央区 bar abacab
大阪市中央区 たこ焼十八番Ｓｏｎｓ－Ｄｏｔｏｎｂｏｒｉ
大阪市中央区 本町REDBAR
大阪市中央区 vogue
大阪市中央区 おの冨久
大阪市中央区 GIG・L
大阪市中央区 呑呑亭
大阪市中央区 久宝寺カフェ
大阪市中央区 バーイプソファクト千日前
大阪市中央区 あいだ
大阪市中央区 炭火焼鳥と鶏肴keshiki.
大阪市中央区 GOKE3
大阪市中央区 炭火焼鳥 一兆 東心斎橋店
大阪市中央区 ラミパス
大阪市中央区 お多福
大阪市中央区 旬彩 翔
大阪市中央区 Ａｎｊｏ
大阪市中央区 都会に生えたしいたけ
大阪市中央区 焼き鳥山正
大阪市中央区 ＮｉＣＥ
大阪市中央区 ケンゾーの家
大阪市中央区 Thai Kitchen 天満橋
大阪市中央区 夜な夜な夜な
大阪市中央区 cafe&bar TinyTrainee
大阪市中央区 BAR識
大阪市中央区 スタイリッシュグリルＴｙｕ
大阪市中央区 ARGUS
大阪市中央区 ラウドスピーカー
大阪市中央区 The Drunken Clam 
大阪市中央区 ZONOZONO
大阪市中央区 夢真
大阪市中央区 miembros CORAZON
大阪市中央区 サラン
大阪市中央区 割烹やながわ
大阪市中央区 フラミンゴカフェ
大阪市中央区 パブ カルバス
大阪市中央区 HERMITAGE
大阪市中央区 よるごはん居酒屋どどん
大阪市中央区 various
大阪市中央区 凸凹 DECOBOCO
大阪市中央区 BAR THREE
大阪市中央区 鳳凰楼
大阪市中央区 さかいえん弥
大阪市中央区 Empire Kitchen 
大阪市中央区 Cafe&bar MiMi 
大阪市中央区 益多肇
大阪市中央区 地鶏亭七福神
大阪市中央区 neiro （ネイロ）
大阪市中央区 tanktop
大阪市中央区 Babar 北浜本町店
大阪市中央区 インドネパールレストラン ジッグリ
大阪市中央区 スタンド
大阪市中央区 Over Seas
大阪市中央区 スナック 愛
大阪市中央区 Ｓｏｎａｒｅ
大阪市中央区 MirchMasalaBollyWood
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大阪市中央区 法善寺京子
大阪市中央区 飯家こばこ
大阪市中央区 中国料理大徳
大阪市中央区 ラバーズ
大阪市中央区 和demekin
大阪市中央区 ０度熟成ステーキ本店
大阪市中央区 bar soleil luna
大阪市中央区 BAR ACE
大阪市中央区 新勝太郎
大阪市中央区 Torattoria PePe トラットリア ペペ
大阪市中央区 Bar CAMPUS
大阪市中央区 ウリジプ
大阪市中央区 蔵 タンバリン
大阪市中央区 Bar壱番蔵
大阪市中央区 お好み焼p2
大阪市中央区 酒町ちゅうじろう
大阪市中央区 茶里茶里ChaLiChaLi
大阪市中央区 独活庵
大阪市中央区 HaRest
大阪市中央区 おふくろの味酒場つくし
大阪市中央区 スナックコネコ
大阪市中央区 牛吾
大阪市中央区 炭焼き・幸
大阪市中央区 味ごよみあし火
大阪市中央区 番屋
大阪市中央区 しあわのらーめんミウ
大阪市中央区 龍や
大阪市中央区 し奈川
大阪市中央区 鶴牛
大阪市中央区 韓国料理専門店 明洞
大阪市中央区 あたしんち
大阪市中央区 らら屋さん
大阪市中央区 BarZero堺筋本町店
大阪市中央区 Member's BAR Crimson Trap
大阪市中央区 カラオケスナックナンバーワン
大阪市中央区 寿し吉
大阪市中央区 崔の家
大阪市中央区 kitchen_shotchu
大阪市中央区 LADYGO
大阪市中央区 ジュテーム
大阪市中央区 アバッキオ
大阪市中央区 ダルバート食堂
大阪市中央区 カンティーナ
大阪市中央区 BAR NEXUS
大阪市中央区 分福茶釜
大阪市中央区 S.Senba マヨネーズ本舗
大阪市中央区 bar Secret Chamber
大阪市中央区 酒処 依屋
大阪市中央区 よってこ立ち呑みてくてく
大阪市中央区 ビストロカランコロン
大阪市中央区 天ぷら 多奈香
大阪市中央区 AKI
大阪市中央区 Toyoさんの台所
大阪市中央区 エンジョイ enjoy
大阪市中央区 Charites
大阪市中央区 のの屋
大阪市中央区 いろは
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大阪市中央区 璃柯
大阪市中央区 KARIN
大阪市中央区 鮨源兵衛
大阪市中央区 CELL
大阪市中央区 Luxurybar REDWOLF 
大阪市中央区 ザ・イカが
大阪市中央区 Kitchen HARU
大阪市中央区 天天見麺
大阪市中央区 幸梅
大阪市中央区 ティファニー
大阪市中央区 立ち呑み処ひさまつ
大阪市中央区 四合軒
大阪市中央区 BHATTI
大阪市中央区 ラウンジ宝來
大阪市中央区 クミン
大阪市中央区 cafe soleil カフェソレイユ
大阪市中央区 呼子
大阪市中央区 雫
大阪市中央区 Bar ulu
大阪市中央区 Phoe-be
大阪市中央区 舞台袖
大阪市中央区 カフェアンドバーPeg
大阪市中央区 賢心
大阪市中央区 居酒屋富士
大阪市中央区 ＲＥＰＬＡＹ
大阪市中央区 得正 平野町4丁目店
大阪市中央区 LINK
大阪市中央区 空堀にぎわい寿司
大阪市中央区 海家食堂
大阪市中央区 Lapistone
大阪市中央区 tsugaya
大阪市中央区 JOY
大阪市中央区 CREWbar
大阪市中央区 ビビアン・リー
大阪市中央区 Casual Bar Yes,no
大阪市中央区 デュエット
大阪市中央区 underground
大阪市中央区 BarWhiskey 東心斎橋
大阪市中央区 TROIS
大阪市中央区 ＣＯＬＯＮＹ ｂｙ ＥＱＩ
大阪市中央区 LUCE COLORE
大阪市中央区 カレー専門店ポッシュデリー
大阪市中央区 ジョイラック
大阪市中央区 Bar 身勝手
大阪市中央区 Ｐｉｎｏｔ Ｎｏｉｒ
大阪市中央区 LUNA
大阪市中央区 酒と肴よしまさ
大阪市中央区 SWAMP501
大阪市中央区 たまりば
大阪市中央区 703
大阪市中央区 salon
大阪市中央区 Restaurantつじ川
大阪市中央区 縁の道
大阪市中央区 たこ八
大阪市中央区 インド料理 ちゃちゅ
大阪市中央区 BilliardsCafe&Bar BRO
大阪市中央区 Members いまむら
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大阪市中央区 BAR夕方から深夜
大阪市中央区 SALMONBEAR
大阪市中央区 BarBon
大阪市中央区 VELOURS LAPIN
大阪市中央区 や台や
大阪市中央区 シャレード
大阪市中央区 粉味屋
大阪市中央区 Mole
大阪市中央区 すし処勝也
大阪市中央区 VEGA
大阪市中央区 UK
大阪市中央区 Wine Dining Quatre
大阪市中央区 TRIANGLE COFFEE
大阪市中央区 Darts bar PanPan
大阪市中央区 GOOD TIMES
大阪市中央区 花やしき
大阪市中央区 広東料理 林泉
大阪市中央区 あざ味
大阪市中央区 Ｔｈａｉ Ｂａｒ ５５５
大阪市中央区 virgola
大阪市中央区 COVOイタリアンと日本酒のお店
大阪市中央区 北極星 北浜店
大阪市中央区 buttocks
大阪市中央区 Gatto nero
大阪市中央区 グリル大悟
大阪市中央区 二代目憲-hirayama-
大阪市中央区 音iro
大阪市中央区 大松
大阪市中央区 BAR FALLOWES
大阪市中央区 法善寺 一喜
大阪市中央区 鉄板こてこて
大阪市中央区 kitchen 三日月
大阪市中央区 味鳥
大阪市中央区 燻製&旨いもん とっさん
大阪市中央区 喫茶蔵
大阪市中央区 舞洲
大阪市中央区 ｀OHANA
大阪市中央区 TEA&SOUP ROOM NAZ
大阪市中央区 鳥しん
大阪市中央区 よしだ
大阪市中央区 La Golosetta
大阪市中央区 木偶の坊
大阪市中央区 小沢Bar
大阪市中央区 イタリア料理アヴェルラ
大阪市中央区 雪之丞
大阪市中央区 味都 小田切
大阪市中央区 星のアントニオ
大阪市中央区 ドラゴンパンチ
大阪市中央区 華
大阪市中央区 お好み焼 みふ
大阪市中央区 CAFE HOUSE 濱川
大阪市中央区 フルハウス
大阪市中央区 Odette
大阪市中央区 みまさか
大阪市中央区 Cocktail&Dining auns
大阪市中央区 味宝楼
大阪市中央区 Bar.2
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大阪市中央区 ＰＥＧＡＳＵＳ
大阪市中央区 ENO cafe
大阪市中央区 洋食さかえや
大阪市中央区 LONG DINH Restaurant 御堂筋
大阪市中央区 中華料理ちゃおずさんじゅう
大阪市中央区 祇園金光
大阪市中央区 BallparkBar
大阪市中央区 CREA
大阪市中央区 T-ZONE
大阪市中央区 ブランニュー酒場 カツオとさくら 本町店
大阪市中央区 キラートマト
大阪市中央区 Shreepech 
大阪市中央区 obelisque(オベリスク)
大阪市中央区 すし忠
大阪市中央区 オールドカイロカフェ
大阪市中央区 天月
大阪市中央区 LUXURY ok
大阪市中央区 居酒屋 兵頭
大阪市中央区 健美宴
大阪市中央区 居酒屋彩場
大阪市中央区 Bar トレイシー
大阪市中央区 綾のおかんの店
大阪市中央区 BAR i.rush
大阪市中央区 ステーキハウスキューブ
大阪市中央区 春夏冬
大阪市中央区 JUN
大阪市中央区 雛
大阪市中央区 麺屋はなぶさ
大阪市中央区 BAR4GATS
大阪市中央区 White
大阪市中央区 幸子
大阪市中央区 MAIN BAR SPIRITS
大阪市中央区 ふくろう
大阪市中央区 鉄板焼 食彩きど
大阪市中央区 Hampi
大阪市中央区 小谷姐姐マーラータン
大阪市中央区 まつ本
大阪市中央区 colony
大阪市中央区 Bar269
大阪市中央区 イザカヤ本町八番出口
大阪市中央区 Sun de Moon
大阪市中央区 常の山
大阪市中央区 珈琲館 天満橋店
大阪市中央区 おにごっこ
大阪市中央区 Thai Kitchen KARAHORI
大阪市中央区 鶴丸
大阪市中央区 theババケン
大阪市中央区 La･Velite
大阪市中央区 CAOFF DISCOVERY
大阪市中央区 メンバーズ愛彩
大阪市中央区 Cafe Bar Opus
大阪市中央区 蛸焼依屋文左衛門
大阪市中央区 ジーエム
大阪市中央区 丸元
大阪市中央区 ＢＡＲ うーちゃん
大阪市中央区 満洋軒
大阪市中央区 玖玖飯庄
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大阪市中央区 ゆう亭
大阪市中央区 たこ家道頓堀くくるフレスト天満橋店
大阪市中央区 colors
大阪市中央区 barHighBridge
大阪市中央区 笑と婆deminee
大阪市中央区 ラーメン薩摩
大阪市中央区 Bar Zari
大阪市中央区 宇奈とと本町店
大阪市中央区 Oh！BAR Dose
大阪市中央区 Roamer
大阪市中央区 kic
大阪市中央区 台湾料理 永楽
大阪市中央区 吉祥
大阪市中央区 やきとり庭
大阪市中央区 スナック ぱー子
大阪市中央区 French Wine Bar UN
大阪市中央区 Espace MAKOTO
大阪市中央区 grain K
大阪市中央区 メンバーズリグレコ
大阪市中央区 宮崎地鶏 とりと
大阪市中央区 松楽
大阪市中央区 縁
大阪市中央区 ルーナ
大阪市中央区 ７e
大阪市中央区 （肴）日本酒処 力鯱
大阪市中央区 食酒処ふるさわ
大阪市中央区 81CLUB
大阪市中央区 member's正木
大阪市中央区 長堀橋WAXX
大阪市中央区 イタリア料理ロルマ
大阪市中央区 UZU
大阪市中央区 炭火焼肉 けむたい家
大阪市中央区 和と酒 めし処 和っぷる
大阪市中央区 ジュライ
大阪市中央区 サロンドゆり
大阪市中央区 琥珀
大阪市中央区 たれかつ丼のお店／食とお酒田がみ
大阪市中央区 とりっく
大阪市中央区 三輪車
大阪市中央区 キッチンＧump
大阪市中央区 旬惣菜あかり
大阪市中央区 Bar mahina
大阪市中央区 雅
大阪市中央区 和食おり
大阪市中央区 VARON
大阪市中央区 & nico
大阪市中央区 新ほてい
大阪市中央区 VANGUARD
大阪市中央区 わらじ-waraji-
大阪市中央区 チェリー
大阪市中央区 喜
大阪市中央区 居酒屋 えべっさん食堂
大阪市中央区 酒菜庵 立葵
大阪市中央区 グルメバーガーと世界のビールココペリ
大阪市中央区 TripStir
大阪市中央区 ボードゲームBARダイス
大阪市中央区 酒・肴・旬菜おかちゃん
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大阪市中央区 ダイニングバーツバメ
大阪市中央区 BEER BABA Plus
大阪市中央区 縁や
大阪市中央区 本町イタリアン俱楽部
大阪市中央区 末廣軒
大阪市中央区 輪らって呑んでほんでな
大阪市中央区 the9thvillage
大阪市中央区 もっちゃん
大阪市中央区 松本家2
大阪市中央区 すし季節料理鼓太郎
大阪市中央区 Bridge
大阪市中央区 WILLIAMS
大阪市中央区 mezon HANARE
大阪市中央区 創作串かつ笑味亭 北浜
大阪市中央区 ラウンジNOA
大阪市中央区 LUCIA
大阪市中央区 AhM
大阪市中央区 結音茶舗
大阪市中央区 東心斎橋ほおずき
大阪市中央区 ちゃ味道楽
大阪市中央区 炉端や炭寅
大阪市中央区 BAR CADBOLL
大阪市中央区 Bar.EveryOnes'House
大阪市中央区 かつおの遊び場
大阪市中央区 遊人里
大阪市中央区 さくら
大阪市中央区 でっち亭
大阪市中央区 中華料理 味宝楼
大阪市中央区 Ng
大阪市中央区 Yokosoかあさんのみせ
大阪市中央区 壱歩
大阪市中央区 もしも偶然あの夜に
大阪市中央区 スワン
大阪市中央区 ザ.バー富美屋
大阪市中央区 BAR TEPPEN
大阪市中央区 Ｅｌ Ｃａｎａｌｌａ
大阪市中央区 meng meng da
大阪市中央区 和酒と旬菜じじや
大阪市中央区 やすらぎ
大阪市中央区 オカメカフェ
大阪市中央区 太公望
大阪市中央区 MARS
大阪市中央区 おにぎり三昧ちゅん太郎
大阪市中央区 京ごはんふわっとふわっと
大阪市中央区 蓮
大阪市中央区 ユキ
大阪市中央区 和創五感 陸
大阪市中央区 プリエ
大阪市中央区 うろこ屋
大阪市中央区 酒彩ワタルver.
大阪市中央区 花水木
大阪市中央区 鰻谷あんじょお
大阪市中央区 寿司いろはや
大阪市中央区 La Oliva
大阪市中央区 ラウンジゆき
大阪市中央区 COFFEE BOX BAROQUE vol.2
大阪市中央区 BAR カリフラワー
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大阪市中央区 イマジンプラス
大阪市中央区 ケンズクラブドットジェーピー
大阪市中央区 順（ＪＵＮ）
大阪市中央区 セットインセカンド
大阪市中央区 わが家
大阪市中央区 鮨そういち
大阪市中央区 chielly
大阪市中央区 BAR.manyo manyo
大阪市中央区 まめだ五番館
大阪市中央区 家庭料理勘平
大阪市中央区 bar ens
大阪市中央区 焼肉福家
大阪市中央区 やきうし  はんじゅく
大阪市中央区 スナック灯台
大阪市中央区 くろぶた
大阪市中央区 かぎ屋
大阪市中央区 バー・サンクチュアリ
大阪市中央区 料理屋のだ
大阪市中央区 鳥欽
大阪市中央区 十代橘
大阪市中央区 さゆり
大阪市中央区 Ｖｉｖｏ
大阪市中央区 ＧＢ＆Ｍ
大阪市中央区 雅
大阪市中央区 呑み処やおたみ
大阪市中央区 四季彩粋
大阪市中央区 淀屋橋ゴルフ倶楽部
大阪市中央区 スタンドしまうま
大阪市中央区 ＣＲＹＳＴＡＬ ＨＥＡＤ ＳＨＩＳＨＡ ＢＡＲ
大阪市中央区 きたで温泉
大阪市中央区 菜根譚 律
大阪市中央区 マミーズきっちん
大阪市中央区 Joe
大阪市中央区 大阪本町ありがと屋
大阪市中央区 なんば よっちょれ庄屋はん
大阪市中央区 木渦
大阪市中央区 Mon Cheri
大阪市中央区 スリーチムニーズ
大阪市中央区 うまいもんや つくしHANARE
大阪市中央区 M
大阪市中央区 張亮麻辣烫
大阪市中央区 Bar ShiRyu
大阪市中央区 MirchMasala
大阪市中央区 居酒屋ワン
大阪市中央区 gokoustandbar
大阪市中央区 林翔
大阪市中央区 じゃむ男
大阪市中央区 デー
大阪市中央区 しじみラーメンShi43屋
大阪市中央区 メンバーズセシール
大阪市中央区 LOCK STOCK
大阪市中央区 BAR BUDDY
大阪市中央区 さらんばん
大阪市中央区 万葉
大阪市中央区 １４２９餃子
大阪市中央区 スペインバル谷町クジラ
大阪市中央区 香港華記茶餐廳大阪心斎橋支店
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大阪市中央区 雄
大阪市中央区 Fuluna
大阪市中央区 アムール
大阪市中央区 酒&喰いもんや倶楽部 味香
大阪市中央区 Alenciel 
大阪市中央区 Bar GON
大阪市中央区 Bar Amami
大阪市中央区 肉喰
大阪市中央区 club WONDER
大阪市中央区 おでん惣菜 如月
大阪市中央区 味処けん
大阪市中央区 源氏蕎麦
大阪市中央区 アミ  Ａｍｉｅ
大阪市中央区 お酒の美術館東心斎橋店
大阪市中央区 一隆
大阪市中央区 Zeal
大阪市中央区 といろ
大阪市中央区 ワインバーレスト
大阪市中央区 ル・ビストロ クードポール
大阪市中央区 Bazooka Channel
大阪市中央区 雅楽
大阪市中央区 スタンドのぶや
大阪市中央区 トレーゼ
大阪市中央区 Pasta! Pasta!! Pasta!!!  di Tanimachi6 まずはカルボナーラかボロネーゼ
大阪市中央区 味宝楼
大阪市中央区 エミ
大阪市中央区 淀屋橋まめだ
大阪市中央区 dripclassic
大阪市中央区 懐屋
大阪市中央区 shotbar Mitte
大阪市中央区 心斎橋麓鳴館
大阪市中央区 餃子とおばんざい三よ志
大阪市中央区 手打うどん梅衛門
大阪市中央区 旅館くら本
大阪市中央区 mi・yu・ki
大阪市中央区 ねぼけ堂
大阪市中央区 ＷＡＲＡＵ本町店
大阪市中央区 Walhalla
大阪市中央区 neve
大阪市中央区 ねこや
大阪市中央区 フレンズ
大阪市中央区 AS BAR
大阪市中央区 麺や信希
大阪市中央区 キャラバン
大阪市中央区 たこしげ
大阪市中央区 Snack Bee
大阪市中央区 本町串焼きてんてん
大阪市中央区 TPOINT
大阪市中央区 雪景
大阪市中央区 アララギ
大阪市中央区 オールウェイズ
大阪市中央区 串揚げ千尋
大阪市中央区 久幸
大阪市中央区 ステーキランチTimes
大阪市中央区 鶏炭火焼×居酒屋 一八
大阪市中央区 Ashida
大阪市中央区 ボンベイキッチン
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大阪市中央区 友花
大阪市中央区 チーズと野菜のバル べるまじお
大阪市中央区 ＹＡＰＯＮ
大阪市中央区 心斎橋よかろ
大阪市中央区 おやじの台所
大阪市中央区 ＢＡＲ りふれーむ
大阪市中央区 たこ焼きしらんがな
大阪市中央区 ShotBar Mozic
大阪市中央区 哀酔酒町ROUTE路地裏
大阪市中央区 道頓堀 青果酒店
大阪市中央区 北浜 銀じ
大阪市中央区 BeBe
大阪市中央区 まんなおし
大阪市中央区 千手
大阪市中央区 BaRGOLD
大阪市中央区 D+C.A.F.E
大阪市中央区 森田養生麻辣香鍋専門店
大阪市中央区 バールナティック
大阪市中央区 Bar Hobo
大阪市中央区 ハライソ
大阪市中央区 IDeYA
大阪市中央区 代官山天風心斎橋店
大阪市中央区 香
大阪市中央区 BAR PONY
大阪市中央区 おばんざいときしめん鯱しゃちほこ
大阪市中央区 LIVE IN kotetsu
大阪市中央区 Eldorado M
大阪市中央区 mu
大阪市中央区 ホットフラッシュ
大阪市中央区 JIN-LOW
大阪市中央区 バール 咲倉
大阪市中央区 Bijou
大阪市中央区 3S
大阪市中央区 ショットバーTheArgo/ARGUS
大阪市中央区 Mole & Hosoi Coffees
大阪市中央区 Cafe&Bar Reload
大阪市中央区 ルナージュ
大阪市中央区 酒楽 漁ゃ。
大阪市中央区 GEO.MIYABI
大阪市中央区 ゴールドチキンポチャ
大阪市中央区 storage
大阪市中央区 こなもん天国
大阪市中央区 豊八
大阪市中央区 油そばA
大阪市中央区 ノクターン
大阪市中央区 スナック梅村
大阪市中央区 ケータリング&弁当 レストランはやさか
大阪市中央区 ＦｉｓｈｅｒｍａｎｓＴＡＣＯＳ
大阪市中央区 ＹアンドＡ
大阪市中央区 CRUNK
大阪市中央区 レストランニューハマヤ北浜店
大阪市中央区 友茶YOUCHAタピオカミルクティー心斎橋店
大阪市中央区 かず伸
大阪市中央区 Mill Wood Plate Lunch
大阪市中央区 Rand
大阪市中央区 得正 平野町店
大阪市中央区 ばんざいにし屋
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大阪市中央区 なだ市
大阪市中央区 洋酒喫茶かんから
大阪市中央区 ＹＯＵ－ＭＩＮ
大阪市中央区 Bar New gate
大阪市中央区 moppen otomo
大阪市中央区 DiningbarBord
大阪市中央区 ダイニングバーHOKOYA
大阪市中央区 Numb
大阪市中央区 G-mona
大阪市中央区 絶カリー倶楽部
大阪市中央区 とりとワイン宇都宮
大阪市中央区 キーストン
大阪市中央区 Ｌｉｎｋ Ｌｉｎｋ
大阪市中央区 食酒楽 一歩
大阪市中央区 Snack S
大阪市中央区 近江屋心斎橋鰻谷
大阪市中央区 インドレストランFULBARI
大阪市中央区 Ｂａｒ Ｒｅｆｉｌｌ
大阪市中央区 和ごころ まる
大阪市中央区 中華料理華門
大阪市中央区 Luna patio
大阪市中央区 うずまき食堂
大阪市中央区 セリフォス
大阪市中央区 BistroBarMaTa
大阪市中央区 やまと
大阪市中央区 和食時々フレンチ貴
大阪市中央区 かつ丼吉兵衛なんば道具屋筋店
大阪市中央区 てんぷらシュワッチ
大阪市中央区 醍醐
大阪市中央区 上上簽
大阪市中央区 道頓太郎＆黒太郎
大阪市中央区 cafe&bar CROSSOVER
大阪市中央区 サブウェイなんばウォーク一番街店
大阪市中央区 居酒屋奴
大阪市中央区 Live＆Cafebar PLACEBO
大阪市中央区 あげたての味 天亭 なんばウォーク店
大阪市中央区 felice2000
大阪市中央区 SAKANAZA MAEDA
大阪市中央区 barW
大阪市中央区 天蓼山
大阪市中央区 バー山田
大阪市中央区 エレメントエル
大阪市中央区 麵屋丈六
大阪市中央区 il sospiro del Mare
大阪市中央区 居酒屋ケンちゃん
大阪市中央区 のと楽 東店
大阪市中央区 cavatappi
大阪市中央区 そのだや八万 
大阪市中央区 ホルモンラーメン白寿 東心斎橋店
大阪市中央区 カレー屋本舗カサデューク
大阪市中央区 ＢＡＲ ＦＡＭ
大阪市中央区 un rocher
大阪市中央区 ニュー雀トップ（新雀極天）難波・千日前店
大阪市中央区 Bar ST＆
大阪市中央区 オールドバーマツミヤ
大阪市中央区 ｍｏｋｕｍｏｋｕ
大阪市中央区 割烹とんぼ
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大阪市中央区 炭火やきとり 雅
大阪市中央区 風泉
大阪市中央区 Kitchenハシモト
大阪市中央区 堀井
大阪市中央区 バル サルー
大阪市中央区 來復
大阪市中央区 LEGO
大阪市中央区 吉祥吉 西心斎橋店
大阪市中央区 味彩
大阪市中央区 上江
大阪市中央区 spice32本町店101
大阪市中央区 ひなた
大阪市中央区 Nera
大阪市中央区 AIKANA BAR
大阪市中央区 あばらや
大阪市中央区 ChotBar瑠杏
大阪市中央区 お好み 吉田
大阪市中央区 Steak House よし田
大阪市中央区 Le Petit Mec心斎橋パルコ
大阪市中央区 魚市 心斎橋北店
大阪市中央区 バープラス
大阪市中央区 㐂笑
大阪市中央区 リトルノ
大阪市中央区 たまりbar
大阪市中央区 Bar RANK
大阪市中央区 喫茶ピットイン
大阪市中央区 こじま
大阪市中央区 B portland coffee roastery
大阪市中央区 角ハイボール酒場ダイジェスト
大阪市中央区 ROSETTA
大阪市中央区 「食と酒」居酒屋かるだん
大阪市中央区 からあげバルGotta
大阪市中央区 ツィンクル
大阪市中央区 ボンバーガールズ
大阪市中央区 鮨司すず芽
大阪市中央区 雲湖朕鎮
大阪市中央区 Bar Sum
大阪市中央区 ｃｏｃｏ・ルージュ
大阪市中央区 創作居酒屋 じげん
大阪市中央区 肴森
大阪市中央区 長とも
大阪市中央区 吉鳥 道頓堀店
大阪市中央区 イタリアンダイニング BARACCA
大阪市中央区 BARGROSS
大阪市中央区 Show Dou
大阪市中央区 PizzeriaEsposito
大阪市中央区 キューピーちゃんの隠れ家
大阪市中央区 Almost Famous
大阪市中央区 Bar CocoPalm
大阪市中央区 縁
大阪市中央区 snack&bar dots
大阪市中央区 Bar Arey'z
大阪市中央区 puramu
大阪市中央区 よねくら
大阪市中央区 Ｂｏｎｉｔａ
大阪市中央区 焼き鳥あきんとこ
大阪市中央区 プティ佳代
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大阪市中央区 BAR MUSTANG
大阪市中央区 おけや
大阪市中央区 歓山
大阪市中央区 夕顔樓弐
大阪市中央区 コスコクレープ森ノ宮店
大阪市中央区 OZbar
大阪市中央区 たつくら
大阪市中央区 DOLLAR
大阪市中央区 R
大阪市中央区 弐箱
大阪市中央区 福乃神からり
大阪市中央区 燻製工房 jammy
大阪市中央区 戦国キュイジーヌ
大阪市中央区 ミーナ
大阪市中央区 旬粋だいき
大阪市中央区 cocoron
大阪市中央区 ムニポチャなんば店
大阪市中央区 Tanoshi Japanese Tapas and Sake Bar
大阪市中央区 岩亭
大阪市中央区 忠見豚次郎
大阪市中央区 HANURu
大阪市中央区 メーメのイタめし家
大阪市中央区 Cafe & bar atrium
大阪市中央区 にしかわくん家
大阪市中央区 へっさか もっさか （HESACA-MOSACA）
大阪市中央区 Shot Bar ADELANTE
大阪市中央区 麺の鴨匠
大阪市中央区 天ガバー
大阪市中央区 Cohiba
大阪市中央区 スパイスと酒 妄想天国
大阪市中央区 スパゲッティハウス淀屋橋店
大阪市中央区 中華料理如月
大阪市中央区 都喜
大阪市中央区 家庭料理ひなの
大阪市中央区 おおさか料理淺井7階
大阪市中央区 Flyway
大阪市中央区 hoffma
大阪市中央区 カレー専門店 富士乃屋
大阪市中央区 心斎橋東焼とりporc
大阪市中央区 船場カリー北浜店
大阪市中央区 グランドサウナ心斎橋
大阪市中央区 ませんか
大阪市中央区 咲月
大阪市中央区 聚香園
大阪市中央区 バートレック
大阪市中央区 OWL
大阪市中央区 ｃａｆｅ婆娑羅うさぎ堂
大阪市中央区 月の兎
大阪市中央区 JAZZ LIVE BAR グラバー邸
大阪市中央区 麻雀クラブ 積木
大阪市中央区 晩酌処おとん
大阪市中央区 煮込家 ひょうろく
大阪市中央区 難波千日前ハラミノカミサマ
大阪市中央区 笑庵 
大阪市中央区 宿酔
大阪市中央区 コノムとラム
大阪市中央区 カナル
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大阪市中央区 どんちゃん
大阪市中央区 epi
大阪市中央区 れみ
大阪市中央区 食彩のぐち
大阪市中央区 チョロヤ
大阪市中央区 ヨウコの上海ワンタンとカラオケ
大阪市中央区 マンナオシニゴウテン
大阪市中央区 gift
大阪市中央区 浜久
大阪市中央区 伽羅
大阪市中央区 ニューベイブ
大阪市中央区 #ゲームバーCUBE
大阪市中央区 BarHills
大阪市中央区 Bar-KAYS
大阪市中央区 Dining bar RIANA
大阪市中央区 スナック新子
大阪市中央区 BARプカプカ
大阪市中央区 Lounge  With
大阪市中央区 ＢＡＭＢＯＯ
大阪市中央区 ココカラ フランス編
大阪市中央区 坊主Bar Watanuki
大阪市中央区 ＳＨＩＶＡＹ
大阪市中央区 TiAmo
大阪市中央区 ニドワゾォー
大阪市中央区 CINQUECENTO
大阪市中央区 Libera
大阪市中央区 魚感うえさき
大阪市中央区 バンバンザイ
大阪市中央区 れだん本店
大阪市中央区 餃子BAR心
大阪市中央区 しゃぶKAZZ
大阪市中央区 松江飯店
大阪市中央区 活ふぐ青柳
大阪市中央区 拉麺飯 八まる和
大阪市中央区 箸処 生尾
大阪市中央区 PG
大阪市中央区 とらやんけ
大阪市中央区 立ち呑みクック オッソオッセョ
大阪市中央区 BAR EDEN
大阪市中央区 ブラッセリー 楽楽座
大阪市中央区 WaterFront
大阪市中央区 とりの極
大阪市中央区 ちょってりあ
大阪市中央区 ＩＬ（イル）
大阪市中央区 自家製韓国家庭料理スマイル
大阪市中央区 スナック清水
大阪市中央区 ひま我り
大阪市中央区 スナック冬記
大阪市中央区 きっちんすなっくみっちゃん
大阪市中央区 jaksal chicken
大阪市中央区 和創 彩め
大阪市中央区 金輝
大阪市中央区 月の雫
大阪市中央区 クレープ＆カフェバーNANAIRO 2F
大阪市中央区 和ばーる えにし
大阪市中央区 ちょっぴん
大阪市中央区 TRAP BAR
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大阪市中央区 obobop
大阪市中央区 新 麦太呂
大阪市中央区 Hariken Kitchen
大阪市中央区 カフェバーSole de Mare
大阪市中央区 おでんと和み料理こすもす
大阪市中央区 寿司処海どう
大阪市中央区 洋食屋 ふじ家
大阪市中央区 スタンドあいだ
大阪市中央区 居酒屋みみずく25
大阪市中央区 Bar Baroque
大阪市中央区 すぎはら
大阪市中央区 スナックあっちゃん
大阪市中央区 笑バンク
大阪市中央区 愛のジョーク
大阪市中央区 ザ・ハース
大阪市中央区 立ち呑み毘
大阪市中央区 まつりや
大阪市中央区 キッチン えん
大阪市中央区 花町酒房なんば織家
大阪市中央区 よめむこカフェ
大阪市中央区 CasaBiatta delle Marchesine
大阪市中央区 line
大阪市中央区 ラウンジジェントル
大阪市中央区 そらねいろ
大阪市中央区 鳥琴
大阪市中央区 ラグビー部マーラー
大阪市中央区 JINKY.R
大阪市中央区 BAK 北浜
大阪市中央区 Salute
大阪市中央区 Player 
大阪市中央区 のと楽 西店
大阪市中央区 NaO
大阪市中央区 Ｂａｒ ＳＯＲＲＡ
大阪市中央区 イデアル ビストロ
大阪市中央区 喫茶カレン
大阪市中央区 らんぷ屋
大阪市中央区 まつぼっくり
大阪市中央区 TCGBar PERMISSIONs
大阪市中央区 鰻にしはら
大阪市中央区 フレンチバル caveau de CHASSAGNE
大阪市中央区 TA+26=たにろく
大阪市中央区 新明石
大阪市中央区 philippne lounge AQUARIUM
大阪市中央区 BarLotus
大阪市中央区 長城Bar ZERO
大阪市中央区 Day's
大阪市中央区 たけ家
大阪市中央区 カラオケBARとまと
大阪市中央区 三豊麺堺筋本町店
大阪市中央区 かくれあわび
大阪市中央区 イエローテール
大阪市中央区 Member's Paradise
大阪市中央区 ペーパームーン
大阪市中央区 すし居酒屋しんご
大阪市中央区 つぶあんこ.
大阪市中央区 スパイス料理ナッラマナム
大阪市中央区 千蔵
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大阪市中央区 GRAND
大阪市中央区 スナック ひまわり
大阪市中央区 立呑み処七津屋 パルコ心斎橋店
大阪市中央区 スナックユジン
大阪市中央区 Bar Novel
大阪市中央区 HANARE
大阪市中央区 KoreanDiningひょんじぇ
大阪市中央区 Bar Room
大阪市中央区 DON CONY
大阪市中央区 サンルージュPARTIII
大阪市中央区 Ciel
大阪市中央区 焼肉ドラゴ宗右衛門町店
大阪市中央区 ショットバー カムズ
大阪市中央区 cafe&bar Charge
大阪市中央区 さくや谷町
大阪市中央区 LONG DINH HOTPOT
大阪市中央区 STAND BB
大阪市中央区 志野商店しの
大阪市中央区 ヒトトナリ
大阪市中央区 今里新地 松寿し
大阪市中央区 うたげや
大阪市中央区 Cantera
大阪市中央区 天ぷら酒場 ワカフク
大阪市中央区 朱歌酒尊Sunny
大阪市中央区 バーサカズキ
大阪市中央区 味千拉麺OMM店
大阪市中央区 Beard shoot
大阪市中央区 Basketball Bar Penetrate
大阪市中央区 御食事処きんぐ
大阪市中央区 蓮の華
大阪市中央区 食彩酒房ごいちや
大阪市中央区 Salon Mstyle
大阪市中央区 金福来
大阪市中央区 ワインダイニング夢酒粋亭
大阪市中央区 メンバーズ舞
大阪市中央区 梁家
大阪市中央区 カンティーヌドゥデリス
大阪市中央区 れだん谷町店
大阪市中央区 BAR HITT
大阪市中央区 鉄板焼き つくし
大阪市中央区 糸
大阪市中央区 レモン
大阪市中央区 創作鉄板mo-ri
大阪市中央区 なんば赤狼
大阪市中央区 ビフテキ食堂ひろ喜
大阪市中央区 ガンガン
大阪市中央区 kitchen BAR 川人
大阪市中央区 Cinghial
大阪市中央区 いちばん
大阪市中央区 立ち飲み処こっちこいよ
大阪市中央区 ノーブレス
大阪市中央区 一味禅 道頓堀店
大阪市中央区 Bar four leaf clover
大阪市中央区 BONNE JOURNEE
大阪市中央区 CHEF'S LIBRARY
大阪市中央区 農人橋カミノザ
大阪市中央区 bar&room spin
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大阪市中央区 Pont-l'Abbe
大阪市中央区 奈美
大阪市中央区 オラタコスバー
大阪市中央区 おさかな処 男女川
大阪市中央区 La Vie en Rose
大阪市中央区 ray out
大阪市中央区 水谷
大阪市中央区 BARアオハル
大阪市中央区 花かるた
大阪市中央区 炉ばた焼 関
大阪市中央区 もこまほ
大阪市中央区 ベジブルキッチン
大阪市中央区 Bar LOSER
大阪市中央区 The Dolphins Bar
大阪市中央区 Bar Pano Pano
大阪市中央区 autostrada
大阪市中央区 蘇閣鮮茶SOGODTEA心斎橋店
大阪市中央区 凸助
大阪市中央区 初
大阪市中央区 中国料理一風亭
大阪市中央区 洋風居酒屋天しんLAN満
大阪市中央区 踊りだこ もりのみやキューズモールＢＡＳＥ店
大阪市中央区 たちより処め組
大阪市中央区 西むら
大阪市中央区 Aries
大阪市中央区 串カツ居酒屋風太
大阪市中央区 寿司 富久佳
大阪市中央区 Kirameki OSAKA
大阪市中央区 SeaL
大阪市中央区 キタハーマン
大阪市中央区 与太呂西店
大阪市中央区 釜戸ダイニング縁
大阪市中央区 Cafe LA
大阪市中央区 一等星拉麺帝
大阪市中央区 カフェプラッツ
大阪市中央区 BAR ROUTE
大阪市中央区 ROCKBAR GUITAR-RA
大阪市中央区 スタンド38
大阪市中央区 スナックラウンジDio
大阪市中央区 おうちごはんすなっく あろえ
大阪市中央区 ROOTIE TOOTIE
大阪市中央区 siegel
大阪市中央区 なんば紅鶴
大阪市中央区 アマン
大阪市中央区 メインバー川面
大阪市中央区 ｋ２ＣＬＵＢ
大阪市中央区 灯
大阪市中央区 松花
大阪市中央区 酒肴福半
大阪市中央区 PLATZ DAYS COFFEE プラッツデイズコーヒー
大阪市中央区 Bar  Bean's
大阪市中央区 寿司赤酢・心斎橋
大阪市中央区 炭火焼 鳥清
大阪市中央区 アート・クラブ
大阪市中央区 STAZIA
大阪市中央区 仔牛屋
大阪市中央区 スミヲ
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大阪市中央区 ＢＡＲ ＣＯＲＥ
大阪市中央区 クレイジュ
大阪市中央区 本町製麵所本店
大阪市中央区 GCurry
大阪市中央区 スタンド ふくろう
大阪市中央区 広島流お好み焼おはら
大阪市中央区 鉄板屋ゆずりは
大阪市中央区 割烹 里味
大阪市中央区 日本酒うなぎだに離れ
大阪市中央区 洋酒の店 路
大阪市中央区 鳥の道
大阪市中央区 喫茶軽食サワ
大阪市中央区 ホルモン処こころちゃん
大阪市中央区 karaokebar104
大阪市中央区 かわはち屋
大阪市中央区 西成二代目にしかわやアメリカ村店
大阪市中央区 らぱす北浜店
大阪市中央区 はなはな
大阪市中央区 割烹 吉野
大阪市中央区 COFFEE   BOX     BAROQUE
大阪市中央区 SuMiKa
大阪市中央区 健菜天 佳川
大阪市中央区 YAMANEKO
大阪市中央区 とり料理 みその
大阪市中央区 らきせぶ
大阪市中央区 COCO
大阪市中央区 炭火串焼き日向屋
大阪市中央区 スタンドうみねこはなれ
大阪市中央区 TAROー
大阪市中央区 BAR ENERGY
大阪市中央区 スナックしるびあ
大阪市中央区 北浜やっこ
大阪市中央区 佳芽
大阪市中央区 セルフィッシュ
大阪市中央区 ぼんチョビ
大阪市中央区 Ｓｕｒｆ Ａｃｅ
大阪市中央区 SOL
大阪市中央区 お好み焼場やっさん
大阪市中央区 BAR KAOCHAI music
大阪市中央区 有彩
大阪市中央区 福梅
大阪市中央区 BARキリ
大阪市中央区 自家製生パスタ専門店木本屋
大阪市中央区 おでんのうえだ
大阪市中央区 バーマジックスーパーラッキー
大阪市中央区 炭火鳥焼肉しちりんや堺筋本町店
大阪市中央区 焼肉鶴牛三津寺店
大阪市中央区 お好み焼・広島焼・㐂代
大阪市中央区 楽居
大阪市中央区 遊食家
大阪市中央区 bar brat
大阪市中央区 アプリーテ
大阪市中央区 飛翔
大阪市中央区 8
大阪市中央区 Peace
大阪市中央区 セカンドラボラトリ（2ND.LAB.）
大阪市中央区 保護ねこかふぇneu。
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大阪市中央区 麻辣江湖
大阪市中央区 いとはん
大阪市中央区 Mr.samosa
大阪市中央区 踊りだこ 法善寺店
大阪市中央区 Gg
大阪市中央区 沖縄居酒屋がちまやー
大阪市中央区 BAR LADYバッカス
大阪市中央区 ぎょうざのじんべえ
大阪市中央区 日本酒のとと右衛門
大阪市中央区 令庵
大阪市中央区 ホルモンバル 惑星みかん
大阪市中央区 REMOZA
大阪市中央区 ととや
大阪市中央区 アイリッシカリー＆パブ
大阪市中央区 Bar Oynai
大阪市中央区 大よし本店
大阪市中央区 喫茶リバー
大阪市中央区 お食事処 桂
大阪市中央区 鷹仁 本店
大阪市中央区 IRIS
大阪市中央区 HAKATAラーメンチカッパ
大阪市中央区 SUPER POSITIVE BAR
大阪市中央区 鮨 徳久利
大阪市中央区 YOK SOK SOUR STAND
大阪市中央区 Lazuli
大阪市中央区 オリエンタルシーシャラウンジアラジン
大阪市中央区 辣鍋坊
大阪市中央区 AXIA
大阪市中央区 Ｒ
大阪市中央区 Le 日本食堂
大阪市中央区 都の樹
大阪市中央区 和牛もつ鍋どんまい
大阪市中央区 HI BAR
大阪市中央区 ガーデンバール＆コーヒージャパン
大阪市中央区 ながら
大阪市中央区 さち
大阪市中央区 あさりとしじみちゃん
大阪市中央区 あずまママのできたてキッチン
大阪市中央区 ひもの野郎東心斎橋店
大阪市中央区 Bar&Dinner U2S
大阪市中央区 イタリア食堂Q.T.8+
大阪市中央区 Ｇ・Ｂｌｕｅ
大阪市中央区 スナック由香
大阪市中央区 standarena
大阪市中央区 やき亭ぼーの
大阪市中央区 鉄板カフェ ひとと
大阪市中央区 宵待草
大阪市中央区 USHINABE森ノ宮店
大阪市中央区 Euca
大阪市中央区 倶楽部チェルシー
大阪市中央区 道しるべ
大阪市中央区 Dining&Music Live Bar ヒア・カムズ・ザ・サン
大阪市中央区 カフェＢＡＲ Gやん
大阪市中央区 ジャンセン
大阪市中央区 アメリカ村スネークカフェ
大阪市中央区 tamutamucafe
大阪市中央区 和
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大阪市中央区 CharMagic
大阪市中央区 ピエールロッティ
大阪市中央区 BAR LAE
大阪市中央区 きんぱ
大阪市中央区 Cafe&BAR TOBIRA
大阪市中央区 そば処 晋
大阪市中央区 バー猫娘
大阪市中央区 ダイニング酒場とまり木
大阪市中央区 彩さいHANARE
大阪市中央区 ワイン食堂 テレマカシー
大阪市中央区 レストラン乃呂
大阪市中央区 39
大阪市中央区 とつぼ
大阪市中央区 なむ屋
大阪市中央区 あけぼの亭
大阪市中央区 BARチュチュブランカ
大阪市中央区 自家製ミートソースpotto南船場店
大阪市中央区 BAR AKI
大阪市中央区 炭火焼鳥Birds'Bar
大阪市中央区 居酒屋 しん
大阪市中央区 i4hara
大阪市中央区 笑日志
大阪市中央区 フルール
大阪市中央区 Familiar
大阪市中央区 ジュエル
大阪市中央区 BAR CLUTCH
大阪市中央区 あやや
大阪市中央区 踊りだこ 心斎橋ＰＡＲＣＯ店
大阪市中央区 サンジェルマン
大阪市中央区 花みょうが
大阪市中央区 With（ウィズ）
大阪市中央区 カントリーハウス
大阪市中央区 CAFE&BAR ACTOR
大阪市中央区 ことう
大阪市中央区 バルブトン88
大阪市中央区 MOON SHINE
大阪市中央区 炭火焼き 三平
大阪市中央区 舞夏
大阪市中央区 bar きのこや文庫
大阪市中央区 雑魚坐
大阪市中央区 Space Station
大阪市中央区 LA･LUNA
大阪市中央区 日本料理 阿蘇
大阪市中央区 カラオケスナック ドンブラコ
大阪市中央区 黒門 京
大阪市中央区 NOONE
大阪市中央区 ZAISANラウンジ
大阪市中央区 らーめん久遠
大阪市中央区 T-CREW
大阪市中央区 Cocktail Lab カクラボ
大阪市中央区 炭火焼鳥とおり
大阪市中央区 味ごよみ宗田
大阪市中央区 GOLF LINE
大阪市中央区 酒楽屋おがわ
大阪市中央区 遊食旬菜えしあ
大阪市中央区 HOMIE SECOND
大阪市中央区 肴菜家たわわ
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大阪市中央区 スナック 生
大阪市中央区 こてつ家
大阪市中央区 Lea ful
大阪市中央区 船場 大吉
大阪市中央区 D2 MUSIC BAR
大阪市中央区 SHUNSAIKA  NAKA
大阪市中央区 らかんか
大阪市中央区 BA3
大阪市中央区 Hebe erryeke
大阪市中央区 フルバリ堺筋本町
大阪市中央区 冷麺館 谷町店
大阪市中央区 S.L.Y宗右衛門町店
大阪市中央区 タオリ
大阪市中央区 Republique
大阪市中央区 ニュー上海
大阪市中央区 第六感
大阪市中央区 鳥美人
大阪市中央区 Feel
大阪市中央区 焼鳥秀人
大阪市中央区 味千拉麺船場店
大阪市中央区 白銀亭 イトゥビル店
大阪市中央区 ブラッスリールアルジャン
大阪市中央区 焼肉食堂かど家裏なんば店
大阪市中央区 Jazza
大阪市中央区 酒膳皿あきんど
大阪市中央区 きりん寺裏なんば店
大阪市中央区 cafe&barARASICK
大阪市中央区 Libra（リブラ）
大阪市中央区 船場カリー 瓦町店
大阪市中央区 7+1中華物産
大阪市中央区 仙豆
大阪市中央区 大㐂
大阪市中央区 福の花
大阪市中央区 神戸牛焼肉大長今東心斎橋店
大阪市中央区 蛇の目
大阪市中央区 京丹波 黒門市場店
大阪市中央区 LaVerite
大阪市中央区 海鮮丼専門店 楓 スタンド
大阪市中央区 まるさや本店
大阪市中央区 フレンド
大阪市中央区 パネーナ
大阪市中央区 ショットBAR ハリウッドシカゴ
大阪市中央区 ワインバーCharla
大阪市中央区 居酒屋あーちゃん
大阪市中央区 g
大阪市中央区 Steak樹里
大阪市中央区 バルドスターズ
大阪市中央区 オレンチ
大阪市中央区 ヒーリングカフェfairy
大阪市中央区 IP CITY HOTEL Osaka ファミリア
大阪市中央区 ラベンダー
大阪市中央区 一心一味法善寺茂
大阪市中央区 お出汁とお酒 かなん
大阪市中央区 cafeとか C-moon
大阪市中央区 ＳＴＡＲ ＣＯＭＭＡＮＤ
大阪市中央区 スナックまち子
大阪市中央区 Condo
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大阪市中央区 SweetCamel 三角公園前店
大阪市中央区 ShotBar B.B.B
大阪市中央区 Club Seasons
大阪市中央区 BAR Courage
大阪市中央区 和楽
大阪市中央区 孫悟空
大阪市中央区 Rocker's Espresso&Co
大阪市中央区 ridet
大阪市中央区 炭焼kitchen だいだい
大阪市中央区 AMAZON-天尊-
大阪市中央区 RE SOCO
大阪市中央区 MaRia
大阪市中央区 FIELDER'S CHOICE
大阪市中央区 き多や 本町三休橋店
大阪市中央区 珈琲柘榴
大阪市中央区 心斎橋酒場 叶えや
大阪市中央区 アメ村ワイン食堂ＶＡＣＡ
大阪市中央区 いんぱくと
大阪市中央区 尾道ラーメン
大阪市中央区 しゃらのき
大阪市中央区 BAR PRIMO
大阪市中央区 Volver the bar 
大阪市中央区 北海道十勝豚丼 喜福
大阪市中央区 miss rose
大阪市中央区 月
大阪市中央区 カラオ ソウル
大阪市中央区 Bar Zipangu 
大阪市中央区 ダイニングバーWOOD
大阪市中央区 串八珍OMM店
大阪市中央区 BAR Harry up
大阪市中央区 THE LIVELY KITCHEN
大阪市中央区 ガフーリオ
大阪市中央区 toyou
大阪市中央区 ライヴ喫茶亀
大阪市中央区 BARぶっち牧場
大阪市中央区 Babar 本店
大阪市中央区 岸上
大阪市中央区 鮮魚と郷土料理の店たつと
大阪市中央区 煮炊きすずなり
大阪市中央区 缶詰と私
大阪市中央区 美月
大阪市中央区 BANGKOKU BAR-&RESTAURAN
大阪市中央区 ポッピン
大阪市中央区 Pangea
大阪市中央区 Untitled
大阪市中央区 maruku
大阪市中央区 茶々
大阪市中央区 エミ
大阪市中央区 創作和食居酒屋 彩祭
大阪市中央区 RASA BOJUN
大阪市中央区 taqueria la fonda
大阪市中央区 The Australian Public House
大阪市中央区 居酒屋ぐっどいなふ
大阪市中央区 ＬＡＤＹ ＢＩＲＤ
大阪市中央区 スナック三木
大阪市中央区 すし処和屋
大阪市中央区 ののか
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大阪市中央区 福満屋
大阪市中央区 旬菜・賀雅
大阪市中央区 かね正酒店
大阪市中央区 CAT TAIL
大阪市中央区 James dream
大阪市中央区 クックハウスベーカリーバル南海なんば駅店
大阪市中央区 聖良
大阪市中央区 チング屋
大阪市中央区 なおみん家
大阪市中央区 お好み焼き好きやねん
大阪市中央区 stagekaraokeBARONION
大阪市中央区 日本橋藤久
大阪市中央区 焼鳥屋和座わざ
大阪市中央区 TRAPQUEEN
大阪市中央区 Bar B-TRIP
大阪市中央区 おでん処おずや
大阪市中央区 にと
大阪市中央区 そば月山
大阪市中央区 Bar Lucia
大阪市中央区 スナック だるま
大阪市中央区 BAR Cozy
大阪市中央区 お食事処せつ
大阪市中央区 みにしゃぶひょうたん
大阪市中央区 炭屋こばこ
大阪市中央区 ちゃんまっ
大阪市中央区 すし処 利八
大阪市中央区 SUB
大阪市中央区 立ち飲み 大阪イチマルマルマル
大阪市中央区 からほり天ぷらめし から天
大阪市中央区 ルイジアナカフェ
大阪市中央区 LITTLE BEAR TEA SHOP
大阪市中央区 BARたこやろう
大阪市中央区 大阪マルカレー
大阪市中央区 たまごかけごはん えっぐつりー
大阪市中央区 ちえ
大阪市中央区 瓦町仔鹿
大阪市中央区 Bar T.B.L
大阪市中央区 四六
大阪市中央区 まるさやイースト
大阪市中央区 和食旬菜 滝
大阪市中央区 SCAR
大阪市中央区 美家古すし
大阪市中央区 蕎麦切り晴
大阪市中央区 ピザバルフルハウス
大阪市中央区 ツギハギ堂
大阪市中央区 黒門 三よ志
大阪市中央区 旬彩 かどかぜ
大阪市中央区 nadeshiko
大阪市中央区 串かつ八の八
大阪市中央区 きんぐだむ
大阪市中央区 SAKAMACHI五時まえ
大阪市中央区 蒼彩
大阪市中央区 living
大阪市中央区 Meat Room
大阪市中央区 酒菜 穂
大阪市中央区 Variety Bar Foolish 
大阪市中央区 楊銘宇黄燜鶏米飯
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大阪市中央区 bar pancherina
大阪市中央区 ｂｕｂｕ
大阪市中央区 ALUHARA
大阪市中央区 カツサンドパーラー ロマン亭 パナンテ天満橋店
大阪市中央区 輪囲輪囲酒場「熱心」本店
大阪市中央区 BAR1988
大阪市中央区 lalala
大阪市中央区 なか井
大阪市中央区 ロレンス
大阪市中央区 TREOTTOトレオット
大阪市中央区 一三三
大阪市中央区 ＳＡＬＯＯＮ高嶋
大阪市中央区 ナイトオール  R i n
大阪市中央区 ステーキハウス 信ーｓｈｉｎー
大阪市中央区 入留鹿
大阪市中央区 JUICE
大阪市中央区 よかろ
大阪市中央区 得正北浜店
大阪市中央区 吟酒海楽 和
大阪市中央区 人生夢路徳麺
大阪市中央区 おふくろ
大阪市中央区 かなでの部屋
大阪市中央区 路地裏のサルヴァ通る
大阪市中央区 船場カリー東心斎橋店
大阪市中央区 旬菜美酒 一華
大阪市中央区 酒房みやい
大阪市中央区 味酒かむなび
大阪市中央区 スタンド三日月
大阪市中央区 そばけん
大阪市中央区 honeysuckle rose
大阪市中央区 CAFE OLE
大阪市中央区 ラミマロン
大阪市中央区 K-pop Barイテウォン
大阪市中央区 DREAM
大阪市中央区 天ぷら酒場 天ぷらＹ アメリカ村店
大阪市中央区 海鮮居酒屋魚漁
大阪市中央区 萊萊
大阪市中央区 ドゥエ・イタリアン谷町店
大阪市中央区 珉龍 長堀店
大阪市中央区 ANIMA
大阪市中央区 鉄板彩菜やまぐち
大阪市中央区 珍竹林なんば店
大阪市中央区 ぴょん吉
大阪市中央区 SEIDAKO
大阪市中央区 BAR ふたごや
大阪市中央区 感と間
大阪市中央区 なかい天満橋
大阪市中央区 こりん
大阪市中央区 ＢＡＲゆうきん家
大阪市中央区 duabar
大阪市中央区 スリーズ・ブー
大阪市中央区 DartsBarA.P.B
大阪市中央区 snack &BAR Selene
大阪市中央区 楽呑み処ALMON
大阪市中央区 オンマソン
大阪市中央区 Bar243
大阪市中央区 RED SNAPPER
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大阪市中央区 Bar AIR
大阪市中央区 salon de 萌
大阪市中央区 ふぐ料理 ふぐてつ
大阪市中央区 BAR-GLAD
大阪市中央区 居酒屋ポジポジ
大阪市中央区 bar lounge palette
大阪市中央区 グラスゴウ食堂
大阪市中央区 はるみ家
大阪市中央区 珈琲＆麦酒 佛蘭弗
大阪市中央区 ＪＥＴ ＤＩＮＥＲ
大阪市中央区 STANDARD OSAKA
大阪市中央区 ジョーク
大阪市中央区 CLUB ONYX
大阪市中央区 おばんざいBAR 糸
大阪市中央区 Law Less
大阪市中央区 あじ菜（味菜）
大阪市中央区 なかよし
大阪市中央区 BAR  FUN
大阪市中央区 Bar seven
大阪市中央区 びざん
大阪市中央区 レックス
大阪市中央区 HIGHLAND'S
大阪市中央区 ゆきうざぎ
大阪市中央区 mini鳥舞台
大阪市中央区 MATRYOSHKA
大阪市中央区 四季の味 いま井
大阪市中央区 nAve
大阪市中央区 snack咲
大阪市中央区 Re:
大阪市中央区 立ち呑み食堂きたよし
大阪市中央区 マドラスカレー千日前店
大阪市中央区 カンパニオ
大阪市中央区 オリーブ
大阪市中央区 Dining bar Canvas
大阪市中央区 海umi
大阪市中央区 ピアジェ
大阪市中央区 海鮮居酒屋いっぷく
大阪市中央区 与太呂
大阪市中央区 THE LIVELY BAR
大阪市中央区 低糖質食専門店ローカーボキッチン然～zen～西心斎橋店
大阪市中央区 changtoko
大阪市中央区 猫ばＢａｒ
大阪市中央区 Private garden bar Green Spot
大阪市中央区 鮮魚・米粉天ぷら あ乃ね
大阪市中央区 スナックちゃめワン
大阪市中央区 DiningcafeDAN
大阪市中央区 天ぷら小料理白
大阪市中央区 ワイン食堂アレコレ
大阪市中央区 心斎橋いまり
大阪市中央区 Beer Hop
大阪市中央区 Bar ヤマスタ
大阪市中央区 豚串焼 がじゅまる
大阪市中央区 ダンケ心斎橋
大阪市中央区 Rosy
大阪市中央区 ウイスキー専門店 相葉
大阪市中央区 味和
大阪市中央区 かるぼなぁど

375 / 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）

大阪市中央区 看板のないもつ鍋屋
大阪市中央区 BAR LEGALISS
大阪市中央区 Japanese Craft Whisky Bar Common
大阪市中央区 立呑またた灯
大阪市中央区 麺乃庄 つるまる饂飩 備後町店
大阪市中央区 Da'fronte
大阪市中央区 Succubus
大阪市中央区 旬天
大阪市中央区 やきとん煮込み串仙人
大阪市中央区 萱果茶
大阪市中央区 CochonRose 
大阪市中央区 中津川
大阪市中央区 来鈴亭
大阪市中央区 炭火焼居酒屋まる大手前店
大阪市中央区 BAR Frees
大阪市中央区 BLUE MARLIN
大阪市中央区 酒菜家 とく
大阪市中央区 杉谷商店
大阪市中央区 PASSION DAINING BAR
大阪市中央区 Bar ISTA
大阪市中央区 天麩羅安藤
大阪市中央区 ＭＡＩＮＡ'ｓ ＫＡＩＮＡＮ
大阪市中央区 晩酎食堂葵
大阪市中央区 Knopp
大阪市中央区 尾道文化ラーメン十八番
大阪市中央区 パバンキ
大阪市中央区 鮨一
大阪市中央区 串焼き律
大阪市中央区 そば彩菜 凛
大阪市中央区 スナック ゆうこ
大阪市中央区 Oriental Bondage Bar 黄金
大阪市中央区 立呑みわいわい
大阪市中央区 itis(イッツ）
大阪市中央区 カラオケスペースITO-YAN
大阪市中央区 愛ちゃん
大阪市中央区 palettecat 
大阪市中央区 黒門まぐろのエン時 心斎橋店
大阪市中央区 焼とりはま田
大阪市中央区 串かつ関
大阪市中央区 BARMm
大阪市中央区 MABUHAY ANNEX
大阪市中央区 カウント２.９９
大阪市中央区 BAR Cansto9999
大阪市中央区 Ivy
大阪市中央区 居酒屋歓喜
大阪市中央区 おかんの店
大阪市中央区 みらく
大阪市中央区 和ぎ
大阪市中央区 ＮＡＴＵＲＡＬＩＡ ＳＥＭＢＡ
大阪市中央区 きまま酒店
大阪市中央区 サカバー
大阪市中央区 立呑中華堂ＰＥＩ
大阪市中央区 ふわとろオムライス アルル
大阪市中央区 GAMLASTAN
大阪市中央区 モモノキ
大阪市中央区 hajime
大阪市中央区 moca
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大阪市中央区 富美
大阪市中央区 percee
大阪市中央区 麗 GOLD BAR
大阪市中央区 桃酔
大阪市中央区 DARTS BAR Famous
大阪市中央区 てじや
大阪市中央区 砂浜ダイニングバーシェイプビーチ心斎橋店
大阪市中央区 お好み焼きdiningみつお
大阪市中央区 一期一笑
大阪市中央区 おかめ
大阪市中央区 グリーンアース
大阪市中央区 Bar PLAY
大阪市中央区 旬菜 楽
大阪市中央区 中華料理 蘭州牛肉拉麺
大阪市中央区 USAGITEI
大阪市中央区 仲右衛門
大阪市中央区 Bar JACK
大阪市中央区 ラブワインなんば店
大阪市中央区 立ち寿司ホルモン新鮮や
大阪市中央区 orange
大阪市中央区 吟
大阪市中央区 ワイン小料理ilpicolit
大阪市中央区 さっちゃん
大阪市中央区 Tomo
大阪市中央区 YUMTEA泱茶 日本橋店
大阪市中央区 Yup!Nop!
大阪市中央区 旬菜いそ崎
大阪市中央区 IL Suono di Emilia
大阪市中央区 鉄板バルMUGI
大阪市中央区 メンバーズ ノム
大阪市中央区 Sakurai
大阪市中央区 あみ源
大阪市中央区 Live bar N
大阪市中央区 陣
大阪市中央区 ORARA
大阪市中央区 天草
大阪市中央区 XoXo Melinda
大阪市中央区 ベジステーション
大阪市中央区 山海 あみ
大阪市中央区 Y-seven VIP
大阪市中央区 Bar MK
大阪市中央区 Axis Dining Bar
大阪市中央区 百薫香辛食堂
大阪市中央区 鮨けやき
大阪市中央区 Rei-s
大阪市中央区 華の閣
大阪市中央区 旬料理 アミダーばば
大阪市中央区 ＢＡＭＥＮ
大阪市中央区 近藤慎之介笑店
大阪市中央区 Ｍ．ｉ．Ｊ．
大阪市中央区 カラオケスナック 真子
大阪市中央区 Free Style BAR ATONSU
大阪市中央区 ミティラーインドレストラン
大阪市中央区 酒処新阜
大阪市中央区 福来亭
大阪市中央区 龍華軒
大阪市中央区 炭焼 やす田
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大阪市中央区 居酒屋おだし
大阪市中央区 串の
大阪市中央区 懐石本多
大阪市中央区 Allie
大阪市中央区 山中製麺所
大阪市中央区 小瀋陽
大阪市中央区 o n t h e B e a c h
大阪市中央区 煌
大阪市中央区 １ ＢＲＩＤＧＥ ノットイコール ｃｏｎｎｅｃｔ
大阪市中央区 ベイブ
大阪市中央区 ラウンジ ルーチェ
大阪市中央区 炭火焼鳥わがや
大阪市中央区 てっぱん紅白
大阪市中央区 ご飯屋がっちゃん
大阪市中央区 Buttonぼたん
大阪市中央区 炭焼鳥miya
大阪市中央区 サラスバティ
大阪市中央区 ABENO HUB
大阪市中央区 Member's101
大阪市中央区 BAR Up Beat
大阪市中央区 肉料理専門バル VOLER
大阪市中央区 マイクマン
大阪市中央区 古民家Diningからほり製作所
大阪市中央区 HAKU
大阪市中央区 BAR TRAIL
大阪市中央区 フィメール・フィメール・メール
大阪市中央区 リアン
大阪市中央区 ペリーのいくら丼
大阪市中央区 ラウンジ儂來
大阪市中央区 ちか
大阪市中央区 PANnoHAKO
大阪市中央区 CDCBOX
大阪市中央区 レストランバー薪
大阪市中央区 蛸のつぼ 南船場店
大阪市中央区 TEA&BEER PUB 大谷
大阪市中央区 GOLD BAR
大阪市中央区 馳走庵 北久宝寺店
大阪市中央区 げんばぁ
大阪市中央区 sumiggs
大阪市中央区 CIMA
大阪市中央区 串料理 KOHAKU
大阪市中央区 Cafe Bar Copito
大阪市中央区 スタンドうみねこ
大阪市中央区 天晴れ
大阪市中央区 きっちん ぽてさら
大阪市中央区 BAR AVALON
大阪市中央区 おかんカレー coccinelle
大阪市中央区 アノラック
大阪市中央区 Maybee
大阪市中央区 THE・COURT
大阪市中央区 酒味航房 弘漁丸
大阪市中央区 Jun
大阪市中央区 PIZZA FORNO CAFE もりのみやキューズモール店
大阪市中央区 らーめんあじどの
大阪市中央区 中華ダイニングバルぱんだ
大阪市中央区 ＢＡＲ ＰＥＰＰＥＲ
大阪市中央区 沖縄料理ソーキ家
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大阪市中央区 マボカリ
大阪市中央区 鶏蔵
大阪市中央区 Bar Growing
大阪市中央区 ANIS
大阪市中央区 翁
大阪市中央区 BAR Buzz
大阪市中央区 天ぷら悦
大阪市中央区 NE.
大阪市中央区 旬菜手打そば  だいちゃん
大阪市中央区 miee bakery
大阪市中央区 浜風２ゴー
大阪市中央区 メンバーズ大和
大阪市中央区 EPOCH
大阪市中央区 ｍｕｓｉｃ ａｖｅ．
大阪市中央区 IROHARAK イロハラク
大阪市中央区 mammys kitchen FULL
大阪市中央区 Bar PolePole
大阪市中央区 ピンクノトビラ
大阪市中央区 鷹仁 南船場店
大阪市中央区 あら磯
大阪市中央区 炭火屋ほり江
大阪市中央区 季節料理みかさ
大阪市中央区 View
大阪市中央区 Bar Gnarly Days
大阪市中央区 和みのカフェ一蓮
大阪市中央区 肴や酒笑てん
大阪市中央区 スナック たのし美
大阪市中央区 お肉と野菜の店 Hajime
大阪市中央区 立ち飲み居酒屋ドラム缶谷町四丁目店
大阪市中央区 Bar Perorin
大阪市中央区 stylish BAR CLEVER
大阪市中央区 kithcen bar Clutch  鴨とお野菜のお店Clutch
大阪市中央区 OM
大阪市中央区 角力古市
大阪市中央区 向津具 がん祐
大阪市中央区 INITIE
大阪市中央区 Bar make it
大阪市中央区 Ｂａｒｅ．ｉ．
大阪市中央区 努祥
大阪市中央区 けんちゃん
大阪市中央区 Conteur
大阪市中央区 居酒屋えま
大阪市中央区 請来
大阪市中央区 Bar Allie
大阪市中央区 ダイアモンドロックスBAR
大阪市中央区 baruloco
大阪市中央区 いっぷう
大阪市中央区 Y-seven Bar
大阪市中央区 結Theknot
大阪市中央区 KIRIP TRUMAN
大阪市中央区 旬彩和食万や
大阪市中央区 銀河
大阪市中央区 イタリアンバル vino
大阪市中央区 COFFEE TASTER HAMAYA 大丸心斎橋店
大阪市中央区 甚八
大阪市中央区 星カフェSPICA
大阪市中央区 モン・レーヴ
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大阪市中央区 AFROBAR
大阪市中央区 キィハンター
大阪市中央区 亀吉
大阪市中央区 Days
大阪市中央区 TERANOMA
大阪市中央区 チルドレン
大阪市中央区 和泉屋バー
大阪市中央区 虎徹
大阪市中央区 BAR VV
大阪市中央区 松崎屋 天満橋店
大阪市中央区 ふ美芳
大阪市中央区 BAR HOUSE
大阪市中央区 なんば鶏皮鶏飯はなれ
大阪市中央区 カフェシュール
大阪市中央区 タソガレコーヒースタンド
大阪市中央区 手打ちうどん 晋作
大阪市中央区 PoPPo
大阪市中央区 お好み焼き千草
大阪市中央区 洋酒はせ
大阪市中央区 とらふぐ城
大阪市中央区 Lee's Bar
大阪市中央区 JUST A LITTLE bit
大阪市中央区 蘭
大阪市中央区 寿司居酒屋たなか
大阪市中央区 のめのめ
大阪市中央区 みな都
大阪市中央区 スタンド呑竜
大阪市中央区 TSURUGI難波店
大阪市中央区 葉隠
大阪市中央区 まさん
大阪市中央区 Ants'coffee company
大阪市中央区 マンティコア
大阪市中央区 ２丁目のとまと
大阪市中央区 薩摩
大阪市中央区 ゴンチャ ekimoなんば店
大阪市中央区 MKRミカリ
大阪市中央区 スナックアチャコ
大阪市中央区 馳走庵 本町店
大阪市中央区 Ｍｅｍｂｅｒｓ藤井
大阪市中央区 くいもん屋いっとく
大阪市中央区 牛串きらく
大阪市中央区 おか輪
大阪市中央区 タヴァーンドイ
大阪市中央区 ぐりこ
大阪市中央区 風の杜 道頓堀
大阪市中央区 利き酒家
大阪市中央区 馳走庵 内本町店
大阪市中央区 串くわ焼 けー坊
大阪市中央区 鴉
大阪市中央区 スーパースター
大阪市中央区 スタンドプチ
大阪市中央区 魚と野菜つじ田
大阪市中央区 しるくろーど
大阪市中央区 member's rupo
大阪市中央区 スナック華
大阪市中央区 醤油らーめんピース本町店
大阪市中央区 オレ流居酒屋 角ちゃん
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大阪市中央区 CLUB AURA
大阪市中央区 ナイトスポットエミ
大阪市中央区 BAR K.S
大阪市中央区 BAR LOUNGE M
大阪市中央区 Bar Yn
大阪市中央区 地酒 最 SAI 座裏店
大阪市中央区 南菜や
大阪市中央区 酒膳 弥生
大阪市中央区 カノン
大阪市中央区 ロルマアッティーヴァ
大阪市中央区 薬膳BARPotion Station
大阪市中央区 CLUB SHEEP
大阪市中央区 SNACK はる菜
大阪市中央区 定食堂金剛石
大阪市中央区 街の灯り
大阪市中央区 うお熊
大阪市中央区 Only bar
大阪市中央区 DAN DAN CAFE BAR
大阪市中央区 うえだや
大阪市中央区 ロジック
大阪市中央区 ナミヘイスタンド
大阪市中央区 ＣＨＩ－ＭＥＫ
大阪市中央区 イタメシヤフジ
大阪市中央区 スナックあいあい
大阪市中央区 美加佐
大阪市中央区 ラーメンスタンドMENBOX
大阪市中央区 前SUN dining
大阪市中央区 古里庵
大阪市中央区 懐楽料理おかん
大阪市中央区 bar 天空喫茶
大阪市中央区 Yurry
大阪市中央区 BIS
大阪市中央区 ヨリドリミドリ
大阪市中央区 Cube
大阪市中央区 立ち飲み処小町
大阪市中央区 うさぎごや
大阪市中央区 TSURU
大阪市中央区 麒麟堂
大阪市中央区 田八
大阪市中央区 UMIYA HAWAIIAN
大阪市中央区 肉yaステーキ
大阪市中央区 HEYZCAFE
大阪市中央区 くじゃくくらぶ
大阪市中央区 space
大阪市中央区 club MERCURY
大阪市中央区 炭火焼鳥鶏co
大阪市中央区 fun wave
大阪市中央区 BAR YUUKI
大阪市中央区 cabarna
大阪市中央区 鱗組
大阪市中央区 手羽先よっちゃん
大阪市中央区 シェモワ
大阪市中央区 彩りや
大阪市中央区 焼肉龍
大阪市中央区 華
大阪市中央区 最 本町店
大阪市中央区 STEREO NOVEL
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大阪市中央区 ねぎや
大阪市中央区 うどんおでん髙はし
大阪市中央区 モナコ
大阪市中央区 廣長
大阪市中央区 ワイン酒屋Mista
大阪市中央区 Halal Kobe Beef Nagomi 
大阪市中央区 gep
大阪市中央区 Bakery&Cafe Ferdinand OSAKA-JO-TERRACE
大阪市中央区 ease bar
大阪市中央区 ブラコン
大阪市中央区 Live bar Teasin'
大阪市中央区 funwrite kitchen
大阪市中央区 酒楽座山三（ミナミ山三）
大阪市中央区 黒門さかえすし
大阪市中央区 ケニアの王様
大阪市中央区 H.A.C
大阪市中央区 OLD ROOKIES
大阪市中央区 夢ごこち
大阪市中央区 BarBuu.
大阪市中央区 ケセラセラ
大阪市中央区 花
大阪市中央区 菜菜
大阪市中央区 NaNaやまなか
大阪市中央区 道頓不堀
大阪市中央区 CoCo
大阪市中央区 Bar Soeur
大阪市中央区 スパイスカリーて
大阪市中央区 里奈
大阪市中央区 BAR G.I.N
大阪市中央区 Cafe Bar BOX
大阪市中央区 OSHI ni MUCHU
大阪市中央区 モスバーガー谷町二丁目店
大阪市中央区 STAR☆LIGHT
大阪市中央区 立ち呑みのす
大阪市中央区 CARLO
大阪市中央区 上等カレー内本町店
大阪市中央区 知留久 法善寺店
大阪市中央区 炭火焼鳥なかお
大阪市中央区 日本橋楽洛亭
大阪市中央区 Six6
大阪市中央区 DONPARACULO
大阪市中央区 そば処みやび
大阪市中央区 ザ・メロディ(The MELODY)
大阪市中央区 SIETE
大阪市中央区 Mr.Shinの店
大阪市中央区 こころ
大阪市中央区 ジェリーダイア
大阪市中央区 メンバーズPure
大阪市中央区 食堂まるや 心斎橋店
大阪市中央区 明日花
大阪市中央区 FREEDOM
大阪市中央区 BAR OSAKA TULIP
大阪市中央区 大名酒蔵
大阪市中央区 Cadre d'or
大阪市中央区 待合 夕顔
大阪市中央区 まほろば
大阪市中央区 とうりえん
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大阪市中央区 ハンバム
大阪市中央区 キッチンカフェ蘭
大阪市中央区 居酒屋よりみち
大阪市中央区 カフェブルグ
大阪市中央区 酒堂 庶
大阪市中央区 Bar COWCOW
大阪市中央区 味楽にしの
大阪市中央区 ワインと日本酒時々シェリー
大阪市中央区 barGato
大阪市中央区 Lounge808
大阪市中央区 佐之家淀屋橋店
大阪市中央区 還暦恵子
大阪市中央区 MaiThaiThaiBar
大阪市中央区 道頓堀一休
大阪市中央区 SIGN OF THE FOOD
大阪市中央区 船越酒店渉
大阪市中央区 over macaron 大阪心斎橋店
大阪市中央区 KOBEキッチンMUGUNI
大阪市中央区 多氣
大阪市中央区 麺匠桂邸
大阪市中央区 CLOUD-NINE
大阪市中央区 Bar Near
大阪市中央区 海家食堂谷町店
大阪市中央区 和bar Valine
大阪市中央区 ちょっと呑みえんな
大阪市中央区 幸平
大阪市中央区 Ｄａｎ家Ｒ
大阪市中央区 バーブレス北浜
大阪市中央区 金正
大阪市中央区 食彩酒房きみや
大阪市中央区 BAR GO
大阪市中央区 近江榮
大阪市中央区 VINTNER
大阪市中央区 島内小館
大阪市中央区 とんかつ大将
大阪市中央区 スーク
大阪市中央区 GAMEBAR LOTUS
大阪市中央区 BENJAMIN
大阪市中央区 華談華
大阪市中央区 LONG DINH Restaurant 難波
大阪市中央区 楽呑ラボ
大阪市中央区 立呑処ひなたちゃん
大阪市中央区 ビストロブルーキッチン＆ボトルズ
大阪市中央区 酒 幸文
大阪市中央区 Halal Wagyu Naritaya
大阪市中央区 うちん家
大阪市中央区 Wstation
大阪市中央区 麺やろくろく
大阪市中央区 豚とん拍子
大阪市中央区 お好み焼きさくら
大阪市中央区 卓球バーパレット 心斎橋店
大阪市中央区 キクソテイックバー
大阪市中央区 お豆
大阪市中央区 JJsBar
大阪市中央区 イタリアダイニング ダーク
大阪市中央区 とりすけ
大阪市中央区 BAR NEST
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大阪市中央区 行世
大阪市中央区 ちゃ味船場
大阪市中央区 幸や
大阪市中央区 Chair
大阪市中央区 酒場deダバダ
大阪市中央区 アガッタ！
大阪市中央区 ＧＯＬＤＥＮ ＭＩＮＡＭＩ
大阪市中央区 クレープ＆カフェバーNANAIRO 1F
大阪市中央区 セルフでスリム
大阪市中央区 Spice houseカリーノアトリエ
大阪市中央区 スナック千葉
大阪市中央区 CERENDIB
大阪市中央区 CAN
大阪市中央区 旬彩ゆうや
大阪市中央区 慧
大阪市中央区 ふじわら
大阪市中央区 No9
大阪市中央区 Fire Cafe
大阪市中央区 賀
大阪市中央区 道頓堀 丸一屋
大阪市中央区 ヴィネリアヴィアヴィーノ
大阪市中央区 こころ
大阪市中央区 旬味地酒あつあつ
大阪市中央区 麺に光を
大阪市中央区 北浜Junk
大阪市中央区 chibi
大阪市中央区 マハナ
大阪市中央区 焼肉大八
大阪市中央区 カラオケわいＣＨＥ
大阪市中央区 未来
大阪市中央区 CAFE itutu
大阪市中央区 ひざくりげ
大阪市中央区 Lounge Polaris
大阪市中央区 大名酒蔵中店
大阪市中央区 おかん食堂
大阪市中央区 MADHU MAHAL
大阪市中央区 たよし北浜店
大阪市中央区 178ん処
大阪市中央区 笑楽館
大阪市中央区 陽向
大阪市中央区 ステレオ
大阪市中央区 釜めし御嵩
大阪市中央区 バー・ジェームス
大阪市中央区 大阪 もつ鍋 PLay
大阪市中央区 焼肉上戸
大阪市中央区 Members凛
大阪市中央区 ABITACOLO
大阪市中央区 ラウンジピノス
大阪市中央区 BAR  Nagao
大阪市中央区 おばんざいB
大阪市中央区 クラブ妖精
大阪市中央区 DrinkBar Supprted by KIRIN
大阪市中央区 Members cloud 
大阪市中央区 TO-RU BAR
大阪市中央区 INDEX,,X nanba
大阪市中央区 shishacafe &bar SSS 3階・4階
大阪市中央区 スリープ
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大阪市中央区 Chianti
大阪市中央区 Sweety
大阪市中央区 カナール
大阪市中央区 和肉食堂WWW
大阪市中央区 相合餅
大阪市中央区 桑の実
大阪市中央区 BAR Zoo
大阪市中央区 BAR BF
大阪市中央区 とり匠
大阪市中央区 LONG DINH Restaurant 宗右衛門町
大阪市中央区 ＢＡＲ Ｐｒｅｇｏ
大阪市中央区 おこしやす
大阪市中央区 浜焼炉端料理 八九
大阪市中央区 居酒屋ひさ
大阪市中央区 Bar Moriya
大阪市中央区 Bar Karhu
大阪市中央区 時代屋
大阪市中央区 シェルハウス
大阪市中央区 green bar 心斎橋店
大阪市中央区 めぞん水吟姚
大阪市中央区 cafe and bar Parfait
大阪市中央区 桧之川
大阪市中央区 shishacafe &bar SSS 2階
大阪市中央区 fairy.
大阪市中央区 高麗橋桜花
大阪市中央区 Bar PLANT
大阪市中央区 BISTRO
大阪市中央区 居酒屋ろくだん
大阪市中央区 釜山マート
大阪市中央区 スタンドアタリ 中華そば当たり 点心クラブ当たり
大阪市中央区 ザ.セラーズ南店
大阪市中央区 PIZZERIA MORITA
大阪市中央区 hoisamu China TAKE
大阪市中央区 hiyori
大阪市中央区 TOMO'S  BAR
大阪市中央区 酒音
大阪市中央区 焼バル オーチョ
大阪市中央区 サブウェイOBPツイン２１店
大阪市中央区 スナックclear
大阪市中央区 CANDY
大阪市中央区 Tandoor レストBar Ashida
大阪市中央区 焼心
大阪市中央区 LIVE&BAR真心場
大阪市中央区 柾木
大阪市中央区 Cafe Re:set
大阪市中央区 cafe LOOPY  18号
大阪市中央区 LOGUE BAR
大阪市中央区 焼肉処 哲進
大阪市中央区 洋風酒場Seventy
大阪市中央区 ぽっぷ
大阪市中央区 NCCI
大阪市中央区 Bar Lowse
大阪市中央区 大衆酒場いろは
大阪市中央区 シーシャアンドカフェシフル
大阪市中央区 DUDE
大阪市中央区 Beer dining マヤジカ
大阪市中央区 DiningCafe&SportsBarLOKAHI 
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大阪市中央区 今日喜楽
大阪市中央区 韓国すきやきレインボー
大阪市中央区 kimono bar musee
大阪市中央区 Amusement Bar Dragon
大阪市中央区 BAR浪漫地区
大阪市中央区 競Bar
大阪市中央区 多花美
大阪市中央区 煮込み屋マルショウ
大阪市中央区 法善寺しきみ
大阪市中央区 ＢＡＭＢＯＯ
大阪市中央区 家庭料理たかせ
大阪市中央区 CLUB BREEZE
大阪市中央区 SOUTHBANK 
大阪市中央区 ダイニングキッチンペペロンチーノ
大阪市中央区 なにわたこ焼きあま福
大阪市中央区 料理屋 貴瀬
大阪市中央区 F
大阪市中央区 The Sound Garden Cafe and Bar
大阪市中央区 小麦と生きる道
大阪市中央区 HARiPariwar
大阪市中央区 Lefuge
大阪市中央区 お好み焼き・鉄板焼き 蓮
大阪市中央区 プラスアルファ
大阪市中央区 蛸のつぼ 本町店
大阪市中央区 Armorica
大阪市中央区 Ｌｅｔｅ
大阪市中央区 スタンド佐藤
大阪市中央区 甑
大阪市中央区 Bar PEARL
大阪市中央区 ＃G8
大阪市中央区 Bar Solt
大阪市中央区 Tip sea
大阪市中央区 snack明
大阪市中央区 家庭料理 顔
大阪市中央区 しゃぶ屋じろちゃん
大阪市中央区 ぎやまん亭
大阪市中央区 ぎょうざ処だいきち
大阪市中央区 ラ・ヴェリテ
大阪市中央区 Live Bar SPOT
大阪市中央区 クックハウスなんばウォークＥＡＳＴ店
大阪市中央区 せき戸
大阪市中央区 小料理 北富士
大阪市中央区 gendai kappou momo
大阪市中央区 小林酒場
大阪市中央区 K2
大阪市中央区 カフェ・アールおばんめし
大阪市中央区 鷹山亭 天満橋店
大阪市中央区 たこ焼き あほや谷九店
大阪市中央区 リトルカフェ
大阪市中央区 蛸家 本店
大阪市中央区 ルードッグ酒場
大阪市中央区 ＫａｌｉＹｕｇａ
大阪市中央区 西玉水
大阪市中央区 天地あまっちChineseDining
大阪市中央区 しあわせのとり
大阪市中央区 トレボン 早味一鮮
大阪市中央区 づけづけ
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大阪市中央区 BLUEDIAMOND
大阪市中央区 おばんざいスナック菜の香
大阪市中央区 蛸家 よこ店
大阪市中央区 ぶどう酒舗shinagawa
大阪市中央区 Ｊｕｐｉｔｅｒ
大阪市中央区 どんたく
大阪市中央区 づけづけ
大阪市中央区 今時人
大阪市中央区 青い林檎
大阪市中央区 BigTwinDiner PANHEAD GROOVE
大阪市中央区 隠 鳥魚
大阪市中央区 遊華夢
大阪市中央区 ラデエス
大阪市中央区 BAR LOOP
大阪市中央区 Bar喫酒箱
大阪市中央区 ヨコボリ
大阪市中央区 焼鳥 かつらぎ
大阪市中央区 casual dining ibiza
大阪市中央区 居酒屋ブギィ
大阪市中央区 スナックまるまる
大阪市中央区 ラマン
大阪市中央区 First Stop
大阪市中央区 LPキッチン
大阪市中央区 居酒屋 できるや
大阪市中央区 GO.FAN.YA
大阪市中央区 KOBAKO
大阪市中央区 あっちゃんのからあげ屋日本橋黒門店
大阪市中央区 DEKU'S BAR
大阪市中央区 日本酒処   やま吟
大阪市中央区 れいわ
大阪市中央区 BOOP
大阪市中央区 食堂もぐら
大阪市中央区 Bar MacArthur
大阪市中央区 レーベ
大阪市中央区 かじや町加寸'吉
大阪市中央区 手羽先番長東心斎橋店
大阪市中央区 ニューコンコルド
大阪市中央区 スナックひとみ
大阪市中央区 うたまろnoばぁー
大阪市中央区 ユーミー
大阪市中央区 as
大阪市中央区 どら鴨
大阪市中央区 ぶどうの木
大阪市中央区 LUPO
大阪市中央区 地獄
大阪市中央区 酒菜屋なないろ
大阪市中央区 焼肉 遙
大阪市中央区 新浅草
大阪市中央区 jaksal chicken
大阪市中央区 日本橋Bucks
大阪市中央区 酒処呑喜屋
大阪市中央区 livehouseSTARBOX
大阪市中央区 Grandfchina
大阪市中央区 みっくちゅ
大阪市中央区 Harrow's カフェ
大阪市中央区 TORI FOOD by トリ風土研究所
大阪市中央区 モダンスパイス虹の仏
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大阪市中央区 カボチャ
大阪市中央区 TWO FACE
大阪市中央区 四川料理真味
大阪市中央区 めん坊
大阪市中央区 庵治亭
大阪市中央区 瑳こう
大阪市中央区 禅
大阪市中央区 Sauge
大阪市中央区 QUi Feu Qui
大阪市中央区 VamosBar
大阪市中央区 食彩茶屋渡邉
大阪市中央区 ANY'S BURGER
大阪市中央区 エンゼル
大阪市中央区 天地人 千日前店
大阪市中央区 得得うどん谷町店
大阪市中央区 Bar Lit
大阪市中央区 Y-3 BAR 宗右衛門店
大阪市中央区 ゴチソウMARCHE
大阪市中央区 ROCOKI
大阪市中央区 やきとりざん座
大阪市中央区 マボカリ空堀店
大阪市中央区 YeClo
大阪市中央区 やまなか製麺所
大阪市中央区 Duex
大阪市中央区 IL BAFFO
大阪市中央区 らいぱち
大阪市中央区 Bar One
大阪市中央区 ホージャー
大阪市中央区 Goddees of Battle Athena
大阪市中央区 ムンストラ
大阪市中央区 マルトメ・ザ・ジューサリー パフェテリア 心斎橋パルコ店
大阪市中央区 LichT 
大阪市中央区 Ａ－ｍａｊｉｄｅ
大阪市中央区 龍堂
大阪市中央区 CHAKRA
大阪市中央区 Bar6six
大阪市中央区 white～
大阪市中央区 らーめんまる
大阪市中央区 カラオケBar椿
大阪市中央区 創作天ぷら ぷらりん
大阪市中央区 おきなわ銀座 万が一
大阪市中央区 BREAK
大阪市中央区 創作居酒屋428
大阪市中央区 サンロード
大阪市中央区 トルコ文化協会
大阪市中央区 COOL
大阪市中央区 元祖アイスドッグ
大阪市中央区 Haraly
大阪市中央区 The Co Bar
大阪市中央区 焼肉まるしま心斎橋店
大阪市中央区 周記蘭州牛肉面
大阪市中央区 ドッグテイル
大阪市中央区 やきとり 庭
大阪市中央区 ちんとんしゃん
大阪市中央区 Ｊａｍｐａ
大阪市中央区 つじもとパスタ店
大阪市中央区 Bar＆Cafe サーキット
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大阪市中央区 Bros. Bar
大阪市中央区 囲茂庵
大阪市中央区 就美１
大阪市中央区 串かつ専門店こい串
大阪市中央区 lollapalooza
大阪市中央区 焼肉天乃
大阪市中央区 Maybe...13
大阪市中央区 Bar.
大阪市中央区 食事処 萩
大阪市中央区 シャルマン
大阪市中央区 スリーミックス
大阪市中央区 照屋
大阪市中央区 Bar CDO
大阪市中央区 mr.kanso hommachi446 
大阪市中央区 YUKO paradise BAR
大阪市中央区 たこ家
大阪市中央区 佐芳
大阪市中央区 ミナミオールスターズ
大阪市中央区 カフェ・ド・クロワッサン
大阪市中央区 ドリームカフェ
大阪市中央区 ほろ酔い酒barマーミンチ
大阪市中央区 Avanti
大阪市中央区 浜の香
大阪市中央区 YES
大阪市中央区 肉ざんまい
大阪市中央区 十種家
大阪市中央区 masa家
大阪市中央区 立呑家ノンベーズ
大阪市中央区 本場四川料理聚食縁
大阪市中央区 飲食処 月光
大阪市中央区 若照佳
大阪市中央区 居酒屋凛
大阪市中央区 CAFE TALES
大阪市中央区 スナック ダイヤ
大阪市中央区 おばんざいバー ひまつぶし
大阪市中央区 VIVA
大阪市中央区 WAX69
大阪市中央区 上町ラヂヲ
大阪市中央区 鷹山亭 本町店
大阪市中央区 Bar Eau-de-Vie
大阪市中央区 スタンド酒場またたびや
大阪市中央区 炭焼地鶏 鳥健
大阪市中央区 ＯｌｉＯｌｉ
大阪市中央区 imonandess
大阪市中央区 和のご馳走銀しゃり鮨
大阪市中央区 串かつ吉国
大阪市中央区 スナック三千院
大阪市中央区 なつみ
大阪市中央区 居酒屋 永吉
大阪市中央区 bar charme
大阪市中央区 BOZ
大阪市中央区 Bar Skye
大阪市中央区 末廣家
大阪市中央区 Bar Lounge 10carat
大阪市中央区 Bar Rush
大阪市中央区 イタリア酒場 Regalリゴレット
大阪市中央区 ガンマＧＴＰ
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大阪市中央区 アチャコ
大阪市中央区 スナックDD
大阪市中央区 BigTwinDiner SHOVEL
大阪市中央区 和風カフェ はらいそ PARAISO
大阪市中央区 RETRO BAR レト
大阪市中央区 焼肉大阪ぱんが
大阪市中央区 くいもん家K s
大阪市中央区 しょこららぼSS
大阪市中央区 秘密基地ぱんどら
大阪市中央区 シャノワール
大阪市中央区 CLUB 妃
大阪市中央区 キッチントゥレンタ
大阪市中央区 アイン
大阪市中央区 良ぃ所
大阪市中央区 鮨銀
大阪市中央区 glue
大阪市中央区 Cafe＆Beer
大阪市中央区 碧
大阪市中央区 shot bar LEGEND
大阪市中央区 WONDERMENT
大阪市中央区 Bar Loco
大阪市中央区 スナック ニューカレン
大阪市中央区 老地方
大阪市中央区 百福
大阪市中央区 酒と肴 未山
大阪市中央区 お好み焼き 鉄板焼き 福助
大阪市中央区 チデロ
大阪市中央区 真心料理きらら
大阪市中央区 スタンド居酒屋アチャコ
大阪市中央区 楓
大阪市中央区 ロシナンテ
大阪市中央区 BAR RARITY
大阪市中央区 ECHOCHAMBAR
大阪市中央区 焼肉萬牛
大阪市中央区 BAR ABABA
大阪市中央区 TwILIS
大阪市中央区 インドネパールレストラン ヒマラヤン
大阪市中央区 キッサ&レストラン花紋
大阪市中央区 M.N.YCafe
大阪市中央区 楽飲処とねっこ
大阪市中央区 CONTORT
大阪市中央区 STAND 2nd
大阪市中央区 桔梗
大阪市中央区 スタート
大阪市中央区 らぐう
大阪市中央区 神生
大阪市中央区 eN
大阪市中央区 CHILLOUTOOHYEAH
大阪市中央区 ピンクのとなり
大阪市中央区 Win'2
大阪市中央区 雅頌
大阪市中央区 保護猫カフェ猫の恵庭
大阪市中央区 BAR TEN
大阪市中央区 BAR UNO
大阪市中央区 南船場Nat's食堂
大阪市中央区 しる芳
大阪市中央区 炭火焼きと創作料理やっさん
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大阪市中央区 海鮮居酒屋じゅんた
大阪市中央区 やき鳥 長尾
大阪市中央区 華うさぎ
大阪市中央区 おでんの楽
大阪市中央区 旬菜まさか
大阪市中央区 大衆食堂ヒザコシ
大阪市中央区 百日花
大阪市中央区 ばんざいBAR楽がき
大阪市中央区 bar apeace
大阪市中央区 OMG CHICKEN
大阪市中央区 Avocados Mexican Cafe 
大阪市中央区 Coolabah
大阪市中央区 バー・シアター Ludo
大阪市中央区 Member's YUKI
大阪市中央区 餃子屋弐ノ弐宗右衛門町店
大阪市中央区 JELLYJELLYCAFE大阪心斎橋店
大阪市中央区 シーズカフェ
大阪市中央区 スタンド ソバ サンカク
大阪市中央区 土鍋麻婆浜やん
大阪市中央区 酒味の蔵
大阪市中央区 本町ケンボローぎようざ屋
大阪市中央区 BARHerMes
大阪市中央区 マジックバーIDEAL
大阪市中央区 肉SENしゃぶしゃぶ
大阪市中央区 NIINA
大阪市中央区 会津屋 なんばウォーク店
大阪市中央区 みまた
大阪市中央区 燈門
大阪市中央区 酒カネダ
大阪市中央区 a canto
大阪市中央区 中国料理華味亭
大阪市中央区 上々
大阪市中央区 community bar go_en
大阪市中央区 我竜
大阪市中央区 SMALL LIGHT
大阪市中央区 楼ｓ
大阪市中央区 BAR SALON BLINK
大阪市中央区 MUSE BOX
大阪市中央区 KOKOCHI
大阪市中央区 和酒とつまみ 金木犀
大阪市中央区 BAR GLAMISS
大阪市中央区 メンバーズK
大阪市中央区 ONE'S BAR IRORI
大阪市中央区 Onfleek
大阪市中央区 ハチマル
大阪市中央区 鶏あんざい
大阪市中央区 vouzo
大阪市中央区 櫻家伽哩本舗
大阪市中央区 TOMMY
大阪市中央区 Cafe＆BarKENWEST
大阪市中央区 COLZA
大阪市中央区 アップルジャム
大阪市中央区 ventuno
大阪市中央区 レインボー
大阪市中央区 180円あれば楽しめる酒場
大阪市中央区 神戸牛拉麺915
大阪市中央区 スナック与太ばなし
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大阪市中央区 さるのこしかけ
大阪市中央区 中央軒心斎橋店
大阪市中央区 Atio
大阪市中央区 鮨 天寿
大阪市中央区 遊びなぁたみんち
大阪市中央区 ようしょくしょく
大阪市中央区 肉屋金星 本町店
大阪市中央区 高津楽洛亭
大阪市中央区 すぎまち
大阪市中央区 よふかしのみせ
大阪市中央区 寿司barえびやん
大阪市中央区 REA ＋
大阪市中央区 日名田
大阪市中央区 にこみ㐂むら
大阪市中央区 Cafe＆Bar HOPE
大阪市中央区 スナックラウンジ朱里宮
大阪市中央区 お好み焼き門
大阪市中央区 食事小屋はむ86
大阪市中央区 本格焼酎酒場一歩
大阪市中央区 大乃家
大阪市中央区 アートバーOVER
大阪市中央区 KUMINSOUL 
大阪市中央区 プロテインBARフォース by  Highness
大阪市中央区 花櫓南
大阪市中央区 Laff
大阪市中央区 アロアロ
大阪市中央区 アカデミーカフェ
大阪市中央区 真鯛らーめんまるき
大阪市中央区 上等カレー・安土町店
大阪市中央区 李家風餃子房
大阪市中央区 小紫
大阪市中央区 カレー&バー マイティ・ルゥ
大阪市中央区 艶家麻辣拌
大阪市中央区 俺たちの漁師小屋
大阪市中央区 ラウンジアデン
大阪市中央区 Baris
大阪市中央区 PAPA VANIA
大阪市中央区 IBIS
大阪市中央区 わが蔵
大阪市中央区 炭火焼き鳥青山商店
大阪市中央区 BAR SUIKYO
大阪市中央区 Bar Listel
大阪市中央区 Pocket Piccadilly Circus
大阪市中央区 上等カレーＢＲ・堺筋本町店
大阪市中央区 たべどころ ノース
大阪市中央区 和レ和レ和
大阪市中央区 MIXバーウマタロウ
大阪市中央区 新夜
大阪市中央区 mill pour
大阪市中央区 炭焼巧房とり乃
大阪市中央区 K.C
大阪市中央区 バーナニワ・クラシック
大阪市中央区 ユーラシア料理福縁
大阪市中央区 PZZERIA LEON
大阪市中央区 来夢来人
大阪市中央区 Dining&Bar akala
大阪市中央区 Dawn
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大阪市中央区 坂町カフェハイカラ
大阪市中央区 中も津屋北浜店
大阪市中央区 CULTI EARL HOTEL
大阪市中央区 Bar768Production
大阪市中央区 Sound In
大阪市中央区 食堂RUTA
大阪市中央区 Cafe&Tearoom The Bottle Oven
大阪市中央区 FAAS
大阪市中央区 Le・lien（ル・リアン）
大阪市中央区 口八町 なんば2号店
大阪市中央区 今ちゃん
大阪市中央区 BONES
大阪市中央区 旬彩旬肴時々すし寿丸
大阪市中央区 得正博労町店
大阪市中央区 ナミヘイスタンド 南船場
大阪市中央区 メンバーズいい女
大阪市中央区 ボードゲームバーPeeGee
大阪市中央区 おいで
大阪市中央区 Dori Dori
大阪市中央区 愛宕屋 谷町
大阪市中央区 あっとほーむばー ぼくるーむ
大阪市中央区 鶏。トリマル
大阪市中央区 天ぷら ぶん金
大阪市中央区 蘭棚
大阪市中央区 酒肴manbou
大阪市中央区 周（amane)
大阪市中央区 ブタリアパオロ
大阪市中央区 スナック蘭
大阪市中央区 かてい料理居酒屋まつ井
大阪市中央区 欧来食堂 TANAKA
大阪市中央区 カレーハウスCoCo壱番屋 難波千日前店
大阪市中央区 RINO
大阪市中央区 名もなき魚屋
大阪市中央区 マジックバートライアンフ！
大阪市中央区 焼肉屋 大牧場 淀屋橋店
大阪市中央区 PUBエルドラド
大阪市中央区 玉子たこ焼きひよこ
大阪市中央区 La Chicca
大阪市中央区 bar涙のイタリアンツイスト
大阪市中央区 １４１６
大阪市中央区 穴
大阪市中央区 The Beach
大阪市中央区 なにわ劇場
大阪市中央区 BAR &-So-On.
大阪市中央区 Magic Bar  Lantern
大阪市中央区 Le couer
大阪市中央区 日本酒＆ワインtoi
大阪市中央区 barFLAT
大阪市中央区 CafeBarEVOL
大阪市中央区 ばんしゃく屋ち
大阪市中央区 TwentyThree
大阪市中央区 艶家
大阪市中央区 poco.a.poco
大阪市中央区 黒毛和焼肉処一（いち）
大阪市中央区 オーガニックビストロLOISEAUBLEU
大阪市中央区 北浜くくり
大阪市中央区 DINING&SHOTBAR ESTATE

393 / 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）

大阪市中央区 SHRIMPSHRIMP PART2
大阪市中央区 日本酒オアシス
大阪市中央区 ピザ＆ドリンクSHOT BARらいふ
大阪市中央区 あゆの家
大阪市中央区 牛吟てつろく
大阪市中央区 やぐら海乃山
大阪市中央区 居酒屋千日前えん
大阪市中央区 誠cuisine
大阪市中央区 ASOBIBAR SecretGarden
大阪市中央区 ジッキン
大阪市中央区 お好み焼鉄板焼 白鳥
大阪市中央区 鳶BAR
大阪市中央区 セピア
大阪市中央区 スナック てんぐ
大阪市中央区 酒場食堂BEN
大阪市中央区 大連の味
大阪市中央区 アンチエイジングカフェage
大阪市中央区 I.G
大阪市中央区 SUKHASANAPOZZUOLI
大阪市中央区 ジオラマ COLOR 難波店
大阪市中央区 タラキッチン 北浜店
大阪市中央区 ちょっとＢＡＲ ＳｕＮ
大阪市中央区 いなり家こんこん
大阪市中央区 京さか亭
大阪市中央区 NOAM
大阪市中央区 at home bar 陸
大阪市中央区 bird's
大阪市中央区 たから亭
大阪市中央区 にほん酒や 一路
大阪市中央区 １９８９ASOBIBAR
大阪市中央区 寧
大阪市中央区 ＭｉＶｉｄａ
大阪市中央区 AmPm大阪店
大阪市中央区 Ａバール
大阪市中央区 ラビアンローズ
大阪市中央区 居酒屋 おおくぼ
大阪市中央区 得正 農人橋店
大阪市中央区 中国料理大成閣
大阪市中央区 ビーハイブホステル大阪
大阪市中央区 中国食堂２６１
大阪市中央区 サワディカー
大阪市中央区 マウンテンカレー
大阪市中央区 Eppppic 
大阪市中央区 もんじゃ麦長堀橋店
大阪市中央区 カレーハウスインディー 松屋町南店
大阪市中央区 バカス 淀家
大阪市中央区 MONTE SOL
大阪市中央区 エルスール
大阪市中央区 ショコラッタ
大阪市中央区 承
大阪市中央区 Bright Moon
大阪市中央区 スナックいずみ
大阪市中央区 旬菜和かつき
大阪市中央区 本町倶楽部
大阪市中央区 天乃江
大阪市中央区 ぼたん
大阪市中央区 BEGIN

394 / 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）

大阪市中央区 海鮮酒場ぱたぱた
大阪市中央区 エウレカ
大阪市中央区 トラウマ
大阪市中央区 GENESIS
大阪市中央区 お好み焼き・鉄板 バール ちえ
大阪市中央区 Bar jida
大阪市中央区 はまぐり酒場 笑師
大阪市中央区 Matilda
大阪市中央区 お多福
大阪市中央区 Shisha cafe&bar VENOM
大阪市中央区 メンバーズ 森山
大阪市中央区 EL RINCON LATINO
大阪市中央区 Mizu no Oto
大阪市中央区 高麗橋はらはち
大阪市中央区 魚日和
大阪市中央区 とみ多
大阪市中央区 夜パフェ専門店パフェテリアパル心斎橋
大阪市中央区 ガネーシュm
大阪市中央区 かこも北浜
大阪市中央区 BLUE BOOKS cafe 大阪
大阪市中央区 華門
大阪市中央区 Set
大阪市中央区 AMボルゾー
大阪市中央区 バーポルコロッソ
大阪市中央区 Corner Shop
大阪市中央区 七里香
大阪市中央区 山代
大阪市中央区 旬膳甜酒 創庵
大阪市中央区 Kibi's Kitchen 
大阪市中央区 ラヴァンス
大阪市中央区 家の味
大阪市中央区 ＴＯＹ ＳＴＯＲＡＧＥ
大阪市中央区 月ふたつ
大阪市中央区 BOOZE
大阪市中央区 もぐもぐ
大阪市中央区 東心斎橋 宙
大阪市中央区 鮨処 八三郎
大阪市中央区 Ｈｏｍｅ
大阪市中央区 ジョニーのからあげ 松屋町
大阪市中央区 鶏や梅の湯
大阪市中央区 リプレイ
大阪市中央区 BAR MAYA
大阪市中央区 横堀船場
大阪市中央区 Italian Kitchen Legare
大阪市中央区 利左エ門 天平閣
大阪市中央区 Cafe&bar Rey'z
大阪市中央区 カレーハウスインディー
大阪市中央区 イタリアンバルニッコリ
大阪市中央区 Barmoonwalk心斎橋長堀
大阪市中央区 七於實
大阪市中央区 かなん
大阪市中央区 ELMERS GREEN コーヒーカウンター
大阪市中央区 Likoa
大阪市中央区 鴨ノ炭治郎
大阪市中央区 煮干しらーめん 玉五郎 黒門店
大阪市中央区 Obanzai Kitchen COLZA Hommachibashi
大阪市中央区 trattoria noi
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大阪市中央区 BAR JAZZ
大阪市中央区 こつぼ
大阪市中央区 洋酒処浜
大阪市中央区 粋な料理 ひろと
大阪市中央区 cafe&bar旅人の家
大阪市中央区 庵菜
大阪市中央区 Kitchen Cafe Bar K's Bullseye
大阪市中央区 Ｂｅｅ
大阪市中央区 居酒屋かくれんぼ
大阪市中央区 島町WINE STAND
大阪市中央区 季節の肴とお酒 たいのたい
大阪市中央区 地獄２４
大阪市中央区 BISTORO YOSHINO
大阪市中央区 BAR KANKICHI
大阪市中央区 太陽の村
大阪市中央区 La・オルゴール
大阪市中央区 街かど屋長堀店
大阪市中央区 BAR Orbit
大阪市中央区 串あげあんこ
大阪市中央区 Angel
大阪市中央区 Glanz Cafe
大阪市中央区 茶湾
大阪市中央区 Piccadilly Circus
大阪市中央区 北浜丁子
大阪市中央区 ＣＡＦＥ ＢＡＲ ＰＥＡＣＨ
大阪市中央区 たく庵
大阪市中央区 THE PIE SHOP
大阪市中央区 和洋・酒菜 居酒屋ふるや
大阪市中央区 スナックかず也
大阪市中央区 casual bar anDon
大阪市中央区 ALCOHOL SPOT ガガガ
大阪市中央区 LADY BEETLE 
大阪市中央区 旬菜彩蔵
大阪市中央区 花道
大阪市中央区 韓table
大阪市中央区 餃子の勝男 なんば店
大阪市中央区 bloom
大阪市中央区 ホテルザグランデ心斎橋
大阪市中央区 梟Z
大阪市中央区 焼き鳥Diningハマー
大阪市中央区 BarChill
大阪市中央区 BARロージーNEO
大阪市中央区 食彩と縁 小森
大阪市中央区 re-born りぼん
大阪市中央区 bistrofil
大阪市中央区 adatto
大阪市中央区 もつマニア
大阪市中央区 喫茶エウロパ
大阪市中央区 Amusement bar GB
大阪市中央区 ニューコクサイ
大阪市中央区 バルバラ
大阪市中央区 友局児音楽バー
大阪市中央区 まえだ家
大阪市中央区 美味しいお酒と肴や ten
大阪市中央区 BarWisteria
大阪市中央区 くう 心斎橋本店
大阪市中央区 北海道海鮮にほんいち 本町店
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大阪市中央区 Etnic Bar tam
大阪市中央区 オーシャン ブルー
大阪市中央区 居酒屋 十兵衛
大阪市中央区 おぐら天満橋店
大阪市中央区 Bar Rubato
大阪市中央区 串かつ あそう
大阪市中央区 呑み処キヨミ
大阪市中央区 MUSTANGスナック
大阪市中央区 なかじま
大阪市中央区 韓辛デリ淀屋橋店
大阪市中央区 Bar GOG
大阪市中央区 和鮮酒庵やなぎ
大阪市中央区 和魂
大阪市中央区 スタンド原宿
大阪市中央区 幸福餃子館
大阪市中央区 RISTORANTE SPELLO
大阪市中央区 餃子そして焼味 巣王
大阪市中央区 モクシー大阪本町
大阪市中央区 HOMIE secretbase
大阪市中央区 花・華
大阪市中央区 リズール
大阪市中央区 AMBER 
大阪市中央区 貝出汁中華そばカワチリバー
大阪市中央区 M１
大阪市中央区 ふじ井
大阪市中央区 若さ美 カラダに優しいごはん家
大阪市中央区 BISTRO OLIVE
大阪市中央区 食や鶴喜
大阪市中央区 串揚げ専門店健串
大阪市中央区 魚味処たけや
大阪市中央区 Coo
大阪市中央区 たちばな
大阪市中央区 シンバ
大阪市中央区 la terza casa Calma
大阪市中央区 シルクロード LEZZET
大阪市中央区 麺とかき氷ドギャン
大阪市中央区 Bar16384
大阪市中央区 BAR DOGRA MAGRA
大阪市中央区 BUNNY'S
大阪市中央区 ル・くぷる
大阪市中央区 ばるぼらCAFE
大阪市中央区 海の幸 りき
大阪市中央区 天包
大阪市中央区 レストランリール
大阪市中央区 梅乃宿 温酒場
大阪市中央区 BAR999
大阪市中央区 アウール
大阪市中央区 QUEENS
大阪市中央区 酒肴紀乃
大阪市中央区 菓匠よしふじ
大阪市中央区 かっちゃん ｐａｒｋ
大阪市中央区 ヨツバカリー 谷町店
大阪市中央区 ピュア
大阪市中央区 ショーレストラン兎と薔薇。
大阪市中央区 サーティワンアイスクリームなんばウォーク店
大阪市中央区 だんだん
大阪市中央区 Tiara Roman
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大阪市中央区 GOTTO酒場備後町店
大阪市中央区 おばんざいダイニングさつま
大阪市中央区 香元
大阪市中央区 おぐら
大阪市中央区 燃えろドラゴン
大阪市中央区 MWG
大阪市中央区 中央軒千日前店
大阪市中央区 ザめしや２４千日前店
大阪市中央区 焼肉大衆酒場 真肉焼屋 谷６店
大阪市中央区 ごちそうダイニング 風のほうき
大阪市中央区 BAR secret box
大阪市中央区 ハーティネス上町カフェ
大阪市中央区 ＥＩＧＨＴ ＳＴＡＲ
大阪市中央区 べにくらげ
大阪市中央区 一品料理 はまゆう
大阪市中央区 bar Nuts
大阪市中央区 GURUGURU
大阪市中央区 食事処 愛
大阪市中央区 生そば 衣笠
大阪市中央区 ヨツバカリー 本町店
大阪市中央区 utage
大阪市中央区 パイルダー・オン
大阪市中央区 神戸ステーキＡ－１大阪南店
大阪市中央区 Bar LilyGem
大阪市中央区 ふく壱
大阪市中央区 HanaHana
大阪市中央区 Hana
大阪市中央区 dan dan noodles
大阪市中央区 COTOHA
大阪市中央区 ふく流らーめん轍アメリカ村店
大阪市中央区 AREA
大阪市中央区 hidemaiひでまい
大阪市中央区 Rady7
大阪市中央区 七輪焼鳥バル Funky Junk Full Chicken 裏難波店
大阪市中央区 スターバックスコーヒー淀屋橋odona店
大阪市中央区 寿司処きっ粋
大阪市中央区 海月
大阪市中央区 クラブアルカディア
大阪市中央区 羅漢本店
大阪市中央区 オンザスクエア
大阪市中央区 お好み焼き伍栄門
大阪市中央区 風の街ルージュ天満橋店
大阪市中央区 白木屋
大阪市中央区 とんぼ 離れ
大阪市中央区 メンバーズ 宮崎
大阪市中央区 カレーショップ ダール
大阪市中央区 はてな
大阪市中央区 玄米カフェ実身美 心斎橋店
大阪市中央区 魚萬
大阪市中央区 大和屋本店
大阪市中央区 wapiti
大阪市中央区 スターバックスコーヒーなんば南海通店
大阪市中央区 ビッグエコー千日前アムザ店
大阪市中央区 南海パーラー
大阪市中央区 中華酒場 黒門 ー轍ー
大阪市中央区 ハーモニー
大阪市中央区 ブライトンベル御堂筋店
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大阪市中央区 たく丸
大阪市中央区 焼肉 仁
大阪市中央区 海鮮イタリアン トラットリア バンビーノ 虎目横丁店
大阪市中央区 九州干物市場わだち
大阪市中央区 すし工房すし吉
大阪市中央区 C.A.
大阪市中央区 スターバックスコーヒー大阪城公園店
大阪市中央区 喜楽園
大阪市中央区 五郎寿し心斎橋店
大阪市中央区 日本料理レストランyashiro
大阪市中央区 fun
大阪市中央区 烈火 パナンテ京阪天満橋店
大阪市中央区 焼肉 虎龍
大阪市中央区 Barマスダ
大阪市中央区 JANUS
大阪市中央区 季菜夢せと
大阪市中央区 プレイオフ
大阪市中央区 ポケモンセンターオーサカD X＆ポケモンカフェ
大阪市中央区 ぎん庵
大阪市中央区 ル・クロ・ド・マリアージュ
大阪市中央区 あかちょうちん
大阪市中央区 焼肉牛のひげ
大阪市中央区 プロムナードカフェクリスタ長堀店
大阪市中央区 餃子と唐揚げの酒場。しんちゃん アメ村店
大阪市中央区 ポムの樹カフェ ナンバなんなん店
大阪市中央区 アルカサール
大阪市中央区 ジャンボカラオケ広場 宗右衛門町店
大阪市中央区 ビッグエコー淀屋橋駅前店
大阪市中央区 HAMACHI
大阪市中央区 台灣食堂南船場本店
大阪市中央区 ザ セントレジスバー
大阪市中央区 まんねん心斎橋店
大阪市中央区 京月 天満橋店
大阪市中央区 at home bar 海
大阪市中央区 目利きの銀次
大阪市中央区 ドトールコーヒーショップ本町店
大阪市中央区 居酒屋 天秤棒
大阪市中央区 スナック、vit
大阪市中央区 なかなか
大阪市中央区 炭火焼とり えんや 難波３号店
大阪市中央区 PERCH
大阪市中央区 寿司馳走魚谷
大阪市中央区 Bar moonwalk難波千日前店
大阪市中央区 Grand rocher
大阪市中央区 出雲そばマルト
大阪市中央区 だしまる
大阪市中央区 BAR821本町店
大阪市中央区 蘭
大阪市中央区 法善寺横丁やき然
大阪市中央区 肉匠牛虎 堺筋本町店
大阪市中央区 南地 末廣鮓
大阪市中央区 北浜にくや
大阪市中央区 オーパスワン
大阪市中央区 古都家
大阪市中央区 ヨネヤ
大阪市中央区 NCK STOCK 淀屋橋odona店
大阪市中央区 薩摩牛の蔵 本町店
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大阪市中央区 Bar&Restaurant L&L
大阪市中央区 フレンドシップ
大阪市中央区 Atout 心斎橋
大阪市中央区 ルフール・ルアン
大阪市中央区 UNICORN
大阪市中央区 すし割烹神代
大阪市中央区 RIVE GAUCHE
大阪市中央区 フランス料理レストランカランドリエ
大阪市中央区 センバ商店
大阪市中央区 本町肉倶楽部 たんべえ
大阪市中央区 谷町 一味禅
大阪市中央区 香港楼
大阪市中央区 メンバーズen
大阪市中央区 中華料理 もりらく
大阪市中央区 鳥貴族 千日前２号店
大阪市中央区 エスカイヤクラブ難波店
大阪市中央区 梅蘭
大阪市中央区 Strawberry Mania
大阪市中央区 炭火焼鳥真骨鳥 虎目横丁店
大阪市中央区 しゃぶしゃぶnewKOBEなんばウォーク店
大阪市中央区 ガスト堺筋本町店
大阪市中央区 文蔵 天満橋店
大阪市中央区 九州八豊やせうまだんご汁
大阪市中央区 せんば自由軒
大阪市中央区 鑫福火鍋城
大阪市中央区 太庵 
大阪市中央区 中華料理 白鳳
大阪市中央区 BAR黄金の風
大阪市中央区 タリーズコーヒーKAIYODO 大丸心斎橋店
大阪市中央区 牛たん炭火焼吉次 心斎橋
大阪市中央区 インデアンカレー 長堀店
大阪市中央区 餃子食堂マルケン 天満橋店
大阪市中央区 焼鳥がっぽ
大阪市中央区 スターバックスコーヒーなんばウォーク店
大阪市中央区 炭火焼食堂 膠
大阪市中央区 北浜土山人
大阪市中央区 但馬屋 蔓萬
大阪市中央区 チェルピーナ邸
大阪市中央区 スターバックスコーヒーなんばスカイオ 3階店
大阪市中央区 スターバックスコーヒー御堂筋本町東芝ビル店
大阪市中央区 出雲そば炭火やきとりとびた
大阪市中央区 YELLOW APE CRAFT
大阪市中央区 心斎橋 松屋 パルコ店
大阪市中央区 VICTORIA
大阪市中央区 Cherry
大阪市中央区 龍多風亜
大阪市中央区 nomulabo
大阪市中央区 心斎橋のおあしす
大阪市中央区 旬彩 kiaji
大阪市中央区 隨縁亭
大阪市中央区 チェリーナ邸
大阪市中央区 七津屋
大阪市中央区 スターバックスコーヒー北心斎橋店
大阪市中央区 サイゼリヤ心斎橋GATE
大阪市中央区 麺どころ 泰輔
大阪市中央区 ホルモン三ちゃん
大阪市中央区 居楽屋 白木屋
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