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藤井寺市 カンティーナ
藤井寺市 掌
藤井寺市 らー麵籐平 藤井寺ソリヤ店
藤井寺市 たけよし
藤井寺市 EL.Camino
藤井寺市 なごみ
藤井寺市 美㐂寿司
藤井寺市 スガキヤ イオン藤井寺SC 店
藤井寺市 辛口伽麗レテテ
藤井寺市 そばうどん 山ふじ
藤井寺市 異食彩々まことや
藤井寺市 沖商店 笑華
藤井寺市 カレーRix
藤井寺市 居酒屋 わ
藤井寺市 ちょいわるバー M&M
藤井寺市 Hollys＆Coffee イオン藤井寺店
藤井寺市 居酒屋とんぺい
藤井寺市 炭火焼鳥 鳥鳥
藤井寺市 珈琲屋TERRA
藤井寺市 居酒屋春日
藤井寺市 private Members Bar R指定
藤井寺市 フォー ク ソイ
藤井寺市 カラオケスナックたんぽぽ
藤井寺市 ブルーローズ
藤井寺市 カラオケスナック能登
藤井寺市 麺屋一刃
藤井寺市 呑み処奈月
藤井寺市 ふくろう
藤井寺市 ブルースカイ・ちゃらんぽらん
藤井寺市 呑み処麿
藤井寺市 Ciger Bar レチューサ
藤井寺市 幸来
藤井寺市 スナック花
藤井寺市 カラオケGaku
藤井寺市 INDIAN RESTAURANT&BAR TARA
藤井寺市 居酒屋いがや 藤井寺駅前店
藤井寺市 串カツまいど
藤井寺市 なんぽこ
藤井寺市 バール・マンマ・マンマ
藤井寺市 soul
藤井寺市 気まぐれ道中 ちょる
藤井寺市 Boo
藤井寺市 スナックACE
藤井寺市 龍魚湾
藤井寺市 カラオケステージプラスワン
藤井寺市 ガレージ Ｔ．Ｋ
藤井寺市 Dining Bar SHiN
藤井寺市 いろり茶屋
藤井寺市 ふぁいぶてん
藤井寺市 居酒屋まんてん丸
藤井寺市 家庭料理 節
藤井寺市 おでん家庭料理やなせ
藤井寺市 サーティワンアイスクリームイオン藤井寺SC店
藤井寺市 Snooker
藤井寺市 Escondite
藤井寺市 立呑み処はっぴー
藤井寺市 MAMY＇S HOUSE
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藤井寺市 スナック眠れる森
藤井寺市 くつろぎダイニングサクラ
藤井寺市 Doble
藤井寺市 松屋Ｓ肉キッチン イオン藤井寺店
藤井寺市 カルビの王様 藤井寺店
藤井寺市 味喰笑 ちゃんこ場
藤井寺市 和匠肉料理 松屋 藤井寺店
藤井寺市 御縁屋
藤井寺市 外環藤井寺酒場 情熱ホルモン
藤井寺市 ふぁみりー
藤井寺市 家庭料理 まち子
藤井寺市 とんかつ かつ喜
藤井寺市 鳥貴族 藤井寺店
藤井寺市 かぼちゃ倶楽部
藤井寺市 上高地あずさ珈琲藤井寺店
藤井寺市 いも膳 藤井寺店
藤井寺市 カレーハウスCoCo壱番屋藤井寺外環状線店
藤井寺市 カラオケ 蒼空
藤井寺市 ガスト藤井寺店
藤井寺市 KASUYA藤井寺店
藤井寺市 冨久楼
藤井寺市 a.happy
藤井寺市 中華料理蘭月
藤井寺市 モスバーガー近鉄藤井寺店
藤井寺市 コメダ珈琲店 藤井寺駅前店
藤井寺市 御忍び炉端一心
藤井寺市 肉料理さかもと藤井寺店
藤井寺市 花満円藤井寺店
藤井寺市 バリヤス酒場
藤井寺市 炉端焼き酒場一心 藤井寺店
藤井寺市 ご縁ya
藤井寺市 串揚げ居酒屋 せきちゃん
藤井寺市 ふじ清
藤井寺市 たかがき
藤井寺市 希望軒 藤井寺店
藤井寺市 リアン
藤井寺市 焼鳥幽霊
藤井寺市 家庭料理 いつくしみ
藤井寺市 カラオケレインボー 藤井寺店
藤井寺市 くら寿司藤井寺店
藤井寺市 喜多郎
藤井寺市 カラオケスナックこもも
藤井寺市 ビッグエコー藤井寺店
藤井寺市 おばんざい喫酒髑髏
藤井寺市 木曽路藤井寺店
藤井寺市 パブ・ハウス・マリーン
藤井寺市 蓮
藤井寺市 Fairy Earth
藤井寺市 ジャンボカラオケ広場藤井寺駅前店
藤井寺市 ずんどう屋 藤井寺店
藤井寺市 居酒屋黒兵衛
藤井寺市 Amuse
藤井寺市 居酒屋やんちゃの郷
藤井寺市 餃子屋本舗
藤井寺市 スシロー藤井寺店
藤井寺市 ジパング
藤井寺市 じゃんぼ総本店藤井寺駅前店

702 / 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）

藤井寺市 じゅう兵衛
藤井寺市 Nowhere Hajinosato
藤井寺市 居酒屋合歓
藤井寺市 料亭梅廼家
藤井寺市 和み処すみれ庵
藤井寺市 コナズ珈琲藤井寺
藤井寺市 焼き鳥 吉屋
藤井寺市 や台ずし藤井寺駅前町
藤井寺市 吉野家 １７０号線藤井寺店
藤井寺市 うどん・そば処 重市
藤井寺市 串カツくらちゃん
藤井寺市 ラウンジまんま
藤井寺市 はびきのうどん
藤井寺市 地鶏&和牛 咲
藤井寺市 あっちゃんのからあげ屋藤井寺駅前店
藤井寺市 五味八珍藤井寺店
藤井寺市 中国料理 大鳳
藤井寺市 お食事処平六
藤井寺市 多酒多菜あぐら
藤井寺市 ニューとり藤
藤井寺市 リンガーハットイオン藤井寺ショッピングセンター店
藤井寺市 Enne
藤井寺市 お好み焼き 鉄板焼き 六ニ助
藤井寺市 ＭＯＮＺＥＮの台所
藤井寺市 大阪屋台居酒屋 満マル 藤井寺店
藤井寺市 歌声空間純
藤井寺市 居酒屋つじ坊
藤井寺市 菊屋
藤井寺市 にちべー
藤井寺市 はなまるうどん イオン藤井寺店
藤井寺市 肉寿司酒場有
藤井寺市 海鮮酒家奈美
藤井寺市 半すし
藤井寺市 赤身焼肉にくよし
東大阪市 真梨庵
東大阪市 居酒屋 将軍
東大阪市 カラオケうたげ
東大阪市 CAFE swag.
東大阪市 とんがらし
東大阪市 お食事処 華
東大阪市 阪バルORARI
東大阪市 お好み焼き ちゃこ
東大阪市 Ｓｕｓｈｉ Ｄｉｎｉｎｇ 澄家
東大阪市 スナックRose
東大阪市 居酒屋まさる
東大阪市 麵 つむぎ 八戸ノ里店
東大阪市 長瀬すし富
東大阪市 弾き語りLive Bar MK2
東大阪市 鷄焼商店一歩
東大阪市 キャロルハウス
東大阪市 cafe&bar田んぼ
東大阪市 ROCKER'S DINER
東大阪市 ぽよ
東大阪市 すげ～屋
東大阪市 EMOI
東大阪市 粉物居酒屋Ｂａｇｕｓ
東大阪市 そうね
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東大阪市 居酒屋わらい
東大阪市 中華料理 天宝
東大阪市 アジアンレストランPAOPAO
東大阪市 ＫＧSURF&SHOT
東大阪市 中佐食堂
東大阪市 Bar Around
東大阪市 Bar S-studio
東大阪市 松鶴 koreandining
東大阪市 はな
東大阪市 スナックだぁりん
東大阪市 季節一品料理 大
東大阪市 奴寿司
東大阪市 パラダイス
東大阪市 あぱっち
東大阪市 とよ居酒屋
東大阪市 スナック サムナイト
東大阪市 Spice
東大阪市 カラオケスタジオ歌楽
東大阪市 中華食堂 山形屋
東大阪市 支那そば 灯が花 幸奴
東大阪市 ドンキング
東大阪市 御用
東大阪市 旬膳八起
東大阪市 国産牛内臓専門店一燈屋
東大阪市 サッポロラーメン 文
東大阪市 焼肉の元 花園駅前店
東大阪市 snack Petit Pas
東大阪市 スナック佳代
東大阪市 LOOP
東大阪市 合華縁台湾料理
東大阪市 カラオケ・スナック旬花
東大阪市 あや田
東大阪市 大衆酒場 三鶴
東大阪市 沖縄料理垣花家
東大阪市 たこテン
東大阪市 悠々亭
東大阪市 うまいもんくらぶ ゆたか亭
東大阪市 大寿庵
東大阪市 満月家
東大阪市 バーリバプール
東大阪市 Barジルナンデス
東大阪市 kitchen辻村
東大阪市 麺屋とも吉
東大阪市 割烹一景
東大阪市 お酒と歌と家庭料理の店 スナック ぴっといん
東大阪市 炉ばた ゆたか
東大阪市 Basic
東大阪市 FILL INN
東大阪市 お多福
東大阪市 &GOD
東大阪市 梅ヶ丘
東大阪市 焼肉 元 若江岩田店
東大阪市 キッチンバーセロー
東大阪市 カレーハウスCoCo壱番屋近鉄布施駅前店
東大阪市 KITAYOSHI布施店
東大阪市 ぎょうざ屋 天
東大阪市 BAR MATILDA
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東大阪市 一喜
東大阪市 DEEP
東大阪市 キャラメル
東大阪市 手打ちうどん駅前
東大阪市 スナック 加代
東大阪市 喫茶すわん
東大阪市 吽
東大阪市 ごはん処 哲っちゃん 吉田店
東大阪市 すき焼き壱番 もりやま
東大阪市 カラオケ花門
東大阪市 アルバトロス
東大阪市 こなもん処花鳥
東大阪市 ちび蔵
東大阪市 新喜多
東大阪市 恵
東大阪市 淡路島バーガー布施高井田店
東大阪市 喫茶サクセス
東大阪市 大むら寿司
東大阪市 お食事処とんとん
東大阪市 㐂六
東大阪市 屋台風吞み処武ちゃん
東大阪市 うどん千代
東大阪市 居酒屋わいわい亭
東大阪市 ぼてぢゅう
東大阪市 まるちゅう
東大阪市 オブジェ
東大阪市 テッチャン鍋 肉料理 よし治
東大阪市 伸のよこ
東大阪市 炭と鶏と蕎麦 もすけ
東大阪市 鶏白湯そばうちだ
東大阪市 BAR BONHEULE'A
東大阪市 Bochi Bochi
東大阪市 ゆたか
東大阪市 お多福
東大阪市 FUN茶
東大阪市 NINE
東大阪市 つたの屋
東大阪市 フローレンス奈々
東大阪市 お食事居酒屋ばらえ亭
東大阪市 BARNo.9
東大阪市 Cafe Connext You
東大阪市 杉心
東大阪市 みっちゃん
東大阪市 居酒屋 しき
東大阪市 喫茶すいーと
東大阪市 鵬聚縁 台湾料理
東大阪市 満マル 八戸ノ里店
東大阪市 たこ焼き酒場神楽
東大阪市 食堂喫茶PECOSLOPE
東大阪市 キッチンハウス
東大阪市 得得東大阪菱屋店
東大阪市 ホルモン徳いち布施店
東大阪市 居酒屋克
東大阪市 K-CHICKEN
東大阪市 THE LIZARD
東大阪市 輝HIKARU
東大阪市 居酒屋大将
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東大阪市 麵屋 清正
東大阪市 フードバーてぃーの
東大阪市 スナック 千
東大阪市 toujours
東大阪市 お好み焼き 焼きそば ひろまつ
東大阪市 芋づる
東大阪市 中華料理三平
東大阪市 喫茶パル
東大阪市 ごはん家三六
東大阪市 レストランリバティ
東大阪市 秘密食堂
東大阪市 青と白
東大阪市 ika-ika
東大阪市 スナックラブ
東大阪市 要晋
東大阪市 韓国料理 豚兄
東大阪市 旨いもん屋suisui
東大阪市 安土
東大阪市 日の出食堂
東大阪市 喫茶 薔薇
東大阪市 Shirazakura
東大阪市 スナックミロ
東大阪市 OneorEight
東大阪市 エビス
東大阪市 桂
東大阪市 KOTOBUKI
東大阪市 お好みきよ
東大阪市 j'adore ージャドールー
東大阪市 どて焼 やまと
東大阪市 昌
東大阪市 スナックるんるん
東大阪市 うな武
東大阪市 千の笑い
東大阪市 マーガレット
東大阪市 iiEN coffee
東大阪市 手打ちうどん 八るき
東大阪市 コーヒー＆レストラン ころく
東大阪市 ばあぐてい
東大阪市 あじっこハウス
東大阪市 すことん
東大阪市 炭焼居酒家もんじゅろう
東大阪市 あじわいきっちん
東大阪市 天芸こもれ美
東大阪市 京 能登路
東大阪市 Cafe自家用電気～カフェジカ東大阪本店～
東大阪市 Naturalcafe&barMONA
東大阪市 井筒屋うどん
東大阪市 両国
東大阪市 鳥長
東大阪市 有萬
東大阪市 道
東大阪市 まるき
東大阪市 酒処はっぴー
東大阪市 おいやん
東大阪市 居酒屋くっちゃろ
東大阪市 カラオケ喫茶＆スナックしのぶ
東大阪市 Music Bar WING
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東大阪市 お好み焼 やまもと
東大阪市 蛸レンジャー高井田店
東大阪市 スナック都
東大阪市 なにわチキン 東鴻池町店
東大阪市 純愛うどんなでしこ
東大阪市 三平のぶお
東大阪市 炭火焼鳥野武士
東大阪市 篝火
東大阪市 Butchi  BAR
東大阪市 四季彩酒 至
東大阪市 おはな
東大阪市 銀寿司
東大阪市 陽だまり
東大阪市 希楽
東大阪市 カラオケライブ 河内小阪店
東大阪市 たらい
東大阪市 油
東大阪市 ほがらか本店
東大阪市 真心亭
東大阪市 紅まる新石切店
東大阪市 BAR el camino
東大阪市 ROOKIE
東大阪市 カラオケスタジオ歌夢
東大阪市 香媚スナック
東大阪市 七福神高井田店
東大阪市 串かつ一
東大阪市 白い家
東大阪市 中華料理 龍虎
東大阪市 立呑処ひろや
東大阪市 あかれもん
東大阪市 スナックR
東大阪市 カラオケ ロマン
東大阪市 居酒屋 酒笑、
東大阪市 Enelu
東大阪市 中華料理まいど
東大阪市 とんかつとん丸
東大阪市 珉珉鴻池店
東大阪市 大阪王将 布施店
東大阪市 JUNO
東大阪市 BARあい
東大阪市 らどん小椋
東大阪市 カラオケスナックひまわり
東大阪市 スナック Around
東大阪市 やきとり大吉 大蓮東店
東大阪市 カラオケ喫茶オリーブ
東大阪市 涼 SUZU
東大阪市 卵らん亭
東大阪市 きやす屋
東大阪市 ステラ
東大阪市 まるちゅう
東大阪市 日本料理 山ぶき
東大阪市 グーdining
東大阪市 花味亭
東大阪市 お好み焼 ペペ
東大阪市 立ち呑 粋酔
東大阪市 WHATEVER
東大阪市 桜家
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東大阪市 マーガレット
東大阪市 まりぃ菜
東大阪市 Asian cafe
東大阪市 shot barPARCO
東大阪市 蛸焼坊主
東大阪市 川雅家
東大阪市 貴里ノ介
東大阪市 田jyu東大阪店
東大阪市 なかい
東大阪市 居酒屋かんぱい
東大阪市 あーと
東大阪市 ニューギャル
東大阪市 Belle
東大阪市 カラオケスナックHtoTヒット
東大阪市 ルージュ
東大阪市 白いタイヤキ布施店
東大阪市 ダーツバーソレイユ
東大阪市 居酒屋てっぴん
東大阪市 焼鳥居酒屋 輝竜
東大阪市 御厨飯店
東大阪市 元祖ジャンボたこ焼石田商店
東大阪市 楓林軒
東大阪市 居酒屋 村一番
東大阪市 BERINDA
東大阪市 ジャンボハイボール酒場鴻池新田店
東大阪市 JUICY GOSSIP
東大阪市 錦水湯
東大阪市 スナック台北莉莉
東大阪市 ＢｒｏｔｈｅＲ
東大阪市 大阪かぐら
東大阪市 中華料理東秀楽
東大阪市 立ち呑み処 うえやま
東大阪市 Happy
東大阪市 たちのみ家
東大阪市 イタリア食堂ルマーカ
東大阪市 利兵衛すし
東大阪市 カラオケ喫茶 こもれ美
東大阪市 お好み鉄板焼ぱる
東大阪市 喫茶時計台
東大阪市 やぶれかぶれ
東大阪市 中華酒家あとむ
東大阪市 びぐ
東大阪市 お野菜料理ふれんちん
東大阪市 花ふうせん
東大阪市 音色
東大阪市 赤ちょうちん
東大阪市 CHINA進
東大阪市 VOLAGE 
東大阪市 焼肉酒場けんし
東大阪市 夢屋鳥衛門
東大阪市 BAR縁
東大阪市 ドルフィン
東大阪市 メンバーズTAKAKO
東大阪市 サントス
東大阪市 富久
東大阪市 焼鳥 仁
東大阪市 とりまる
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東大阪市 たま川
東大阪市 居酒屋 大将
東大阪市 フェイク
東大阪市 蛸金
東大阪市 ギャン
東大阪市 カーニバルチキン瓢箪山店
東大阪市 インド料理 LUMBINI（ルンビニ）
東大阪市 いむの村 いむちゃん
東大阪市 ベト食
東大阪市 スナック由紀
東大阪市 Green field
東大阪市 居酒屋どんちゃん
東大阪市 よって家
東大阪市 やざえもん
東大阪市 ラウンジ キララ
東大阪市 カラオケ喫茶、スナック小若江
東大阪市 BAR jasmine
東大阪市 喫茶 富士
東大阪市 肉匠甚
東大阪市 SHIGE
東大阪市 居酒屋 三幸
東大阪市 居酒屋ゆり
東大阪市 お好み焼き 鉄ぱん 徒生
東大阪市 カラオケスナック倖
東大阪市 カラオケステージ絆
東大阪市 串っぱち
東大阪市 居酒屋育
東大阪市 LOOP.vg
東大阪市 ステージシャンティ
東大阪市 天満屋（てんまや）
東大阪市 UNDER GROUND home's bar
東大阪市 焼鳥とりひげ
東大阪市 らーめん豚郎東花園店
東大阪市 ＪＥＭ
東大阪市 YAYOMI
東大阪市 ラウンジ瑠樹
東大阪市 焼肉・しゃぶしゃぶ十駕
東大阪市 喫茶 お好み ポッキー
東大阪市 ふらっと
東大阪市 麺屋和人河内小阪店
東大阪市 串揚げ処法善寺別家
東大阪市 龍鳳
東大阪市 ダイニングバーガーゴ
東大阪市 ミンミン瓢箪山店
東大阪市 鳥炭火焼あいだ
東大阪市 さぬき志度
東大阪市 小料理 花万
東大阪市 チング
東大阪市 満作
東大阪市 きくや
東大阪市 手打ちうどん松屋
東大阪市 まごころ喫茶ペリカンの家
東大阪市 たこ秀
東大阪市 酒豪
東大阪市 スナック スウィート テン
東大阪市 酒房はしもと
東大阪市 串揚げ ふじ川
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東大阪市 お酒処はな
東大阪市 CLUB GENERAL
東大阪市 地鶏炭火焼 かしわや
東大阪市 新喜八
東大阪市 たこ焼き縁
東大阪市 喫茶スナック 我路
東大阪市 寿司酒肴笑福
東大阪市 たまりば
東大阪市 お好み焼鉄板焼 あすなろ
東大阪市 snack みき
東大阪市 Darts&ShotBarT.O.P
東大阪市 カラオケスナックゆうこ
東大阪市 ペコちゃん
東大阪市 貴賓楼
東大阪市 食楽酒家あんとん
東大阪市 中華料理鶴宴
東大阪市 キッチンAi
東大阪市 かき小屋鳥羽水産
東大阪市 ケーキの店ラッコ工房
東大阪市 カラオケ喫茶めるきゅーる
東大阪市 お好み焼 サボテン
東大阪市 鉄板居酒屋 笑屋
東大阪市 吾郎寿し
東大阪市 集い
東大阪市 クレッセント
東大阪市 あ・うん
東大阪市 ＳＮＡＣＫ Ｒｉｄｅ
東大阪市 お好み焼 なかたに
東大阪市 香楽
東大阪市 珈琲専門店 ムッシュ
東大阪市 響
東大阪市 黒毛和牛焼肉 庚
東大阪市 東鮓
東大阪市 たこえもん新石切店
東大阪市 居酒屋ゆるめ
東大阪市 旬彩料理 民美八
東大阪市 味工房たもつ
東大阪市 和玄武
東大阪市 炭焼地鶏 あぶり家
東大阪市 スナックMajuran
東大阪市 ビリヤード&ダーツ忘我
東大阪市 居酒屋さくら
東大阪市 お好み焼き春美
東大阪市 とくら
東大阪市 ベトナム料理フォーロック
東大阪市 お好み焼 マルショウ
東大阪市 BARはる風
東大阪市 めん処こむぎ
東大阪市 南大門
東大阪市 スナック さち
東大阪市 居酒屋 舷花
東大阪市 掛け茶屋太郎
東大阪市 FEESIS CAFE
東大阪市 やきとり居酒屋ふく家
東大阪市 お好み焼みき
東大阪市 こむぎ
東大阪市 焼肉と喫茶室 瀬羅
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東大阪市 しょうちゃん
東大阪市 おせろ
東大阪市 馬鈴薯
東大阪市 手打ちそば屋 庵
東大阪市 居酒屋柚月
東大阪市 あじむ
東大阪市 助六
東大阪市 炉ばたみち
東大阪市 ころく寿司
東大阪市 もも一
東大阪市 炭火串焼きほんだ
東大阪市 翠竹軒
東大阪市 屋台
東大阪市 Crenshaw
東大阪市 まこと酒店
東大阪市 マエノリ亭
東大阪市 家庭料理 ちとせ
東大阪市 龍鳳洞 石切
東大阪市 たこ一
東大阪市 ながさわ
東大阪市 スナック誉
東大阪市 焼鳥.海鮮居酒屋 よってや
東大阪市 鉄板焼お好み焼きの店 TEN
東大阪市 ＆latte
東大阪市 中華料理 龍(ロンロン)
東大阪市 カラオケ蘭
東大阪市 ラブリー
東大阪市 炭火焼肉あきら
東大阪市 スナック千代
東大阪市 炭屋
東大阪市 Solsoil
東大阪市 大衆酒蔵梅の木
東大阪市 ジャルダンデラン
東大阪市 RESORT
東大阪市 麺や清流
東大阪市 居酒屋村祭り
東大阪市 ひがし
東大阪市 松廣寿司
東大阪市 さとみ
東大阪市 まごころ料理はっさく
東大阪市 スナックWA
東大阪市 スワン
東大阪市 東明飯店
東大阪市 創作串かつ専門店 串仙
東大阪市 ちょいのみ
東大阪市 本場のさぬきうどん徹麺
東大阪市 シャンクレール
東大阪市 まねき
東大阪市 居酒屋き楽や
東大阪市 すなっく艶
東大阪市 創作天ぷら一
東大阪市 七福
東大阪市 おぼこ飯店
東大阪市 炭火焼鳥梅ちゃん
東大阪市 pass
東大阪市 和風居酒屋爆天
東大阪市 honey
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東大阪市 Food&Bar527
東大阪市 ふじ屋酒店
東大阪市 酒処 みち
東大阪市 うお庄
東大阪市 姫路屋
東大阪市 なごみ
東大阪市 インド料理ＪＡＹ 東大阪店
東大阪市 べらぼう寿司
東大阪市 喫茶 アヤ
東大阪市 Bar38
東大阪市 ぢどり亭布施店
東大阪市 のん-non-
東大阪市 歌い処 和
東大阪市 かつらぎ食堂
東大阪市 大新寿司
東大阪市 まーじゃん ピース
東大阪市 アンジュ
東大阪市 むさし
東大阪市 ＯＷＬ
東大阪市 スナック憩い
東大阪市 和創菜ダイニング 深海
東大阪市 みちくさ
東大阪市 カラオケ百花
東大阪市 お好み焼きはせどん
東大阪市 浜焼太郎 瓢箪山店
東大阪市 ＣｉｎｑＰａｉｎ
東大阪市 七味
東大阪市 ひつじ
東大阪市 カラオケ喫茶木蓮
東大阪市 街角らーめん
東大阪市 お好み焼き 彩葉
東大阪市 焼肉&鍋まっちゃん
東大阪市 一力
東大阪市 おでん酒庵飛鳥
東大阪市 竹じゅう
東大阪市 チング
東大阪市 大衆酒場 みよちゃん
東大阪市 うたって家
東大阪市 Ｌｏｕｎｇｅ二星
東大阪市 Calla
東大阪市 カフェテリア
東大阪市 みゆき珈琲
東大阪市 布施酒場 かい
東大阪市 だるま
東大阪市 オーシャン
東大阪市 扇すし
東大阪市 セピア
東大阪市 赤ふくちぁん
東大阪市 チキンハート
東大阪市 喫茶珈琲人
東大阪市 オステリア・カルマ
東大阪市 カラオケ シャ・ラ・ラ
東大阪市 輝柳庵
東大阪市 stand bar 西野
東大阪市 サーティワンアイスクリーム東大阪六万寺ロードサイド店
東大阪市 ファミリア
東大阪市 炭火焼肉 南大門市場
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東大阪市 オオフジ
東大阪市 キンパファクトリー
東大阪市 やきとり千代
東大阪市 お好み焼き まつばら
東大阪市 居酒屋 太一
東大阪市 串カツ風来坊
東大阪市 ナイス
東大阪市 居酒屋みまつ
東大阪市 カラオケ＆スナックどんどん
東大阪市 食楽よしや
東大阪市 American diner bamboo
東大阪市 きむら寿し
東大阪市 居酒屋ちるどれん
東大阪市 和風ダイニングはん蔵
東大阪市 馴染み
東大阪市 コリアン海鮮ばる
東大阪市 炭火焼 丸万
東大阪市 炭火焼肉岩倉
東大阪市 又平食堂
東大阪市 ベストカップル
東大阪市 福寿
東大阪市 米春
東大阪市 手打ちうどん 一心
東大阪市 カラオケスタジオ遊心
東大阪市 Ｗhity
東大阪市 そば芯
東大阪市 炭火焼鳥炭人
東大阪市 モンキー×モンキーズ
東大阪市 酒処食処さか井
東大阪市 欧炉知
東大阪市 粉もん屋八 河内小阪駅店
東大阪市 麺屋こころ長瀬店
東大阪市 粋酔
東大阪市 中華 ポパイ
東大阪市 中華蕎麦福はら
東大阪市 カラオケ純
東大阪市 桃太郎
東大阪市 金盃屋
東大阪市 やきとり大
東大阪市 一龍
東大阪市 ムッシュ
東大阪市 立呑酒場まほろば
東大阪市 Green Smoothie ×  Bar
東大阪市 奴寿司長田店
東大阪市 極汁美麺umami 
東大阪市 焼肉の元
東大阪市 大八寿司
東大阪市 カラオケスタジオ 瀞
東大阪市 マンマミーア
東大阪市 BAR FUNHOUSE26 
東大阪市 ホルモン焼肉まる湧
東大阪市 お好み焼き駅前
東大阪市 すなっく四万十
東大阪市 大富士
東大阪市 大優飯店
東大阪市 長田ワインバル904
東大阪市 まるひさ
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東大阪市 樹
東大阪市 お好み焼 マコちゃん
東大阪市 スナック くま子
東大阪市 てっぱん処・ん
東大阪市 インド&ネパール料理Sima
東大阪市 今福Style
東大阪市 DAKARA堂
東大阪市 串揚げいのうえ
東大阪市 こすず
東大阪市 うどん・そば処やちよ
東大阪市 お好み焼ねぼっ
東大阪市 潮
東大阪市 福島.上等カレー高井田店
東大阪市 大衆ホルモン焼肉 順
東大阪市 お食事処ひらた
東大阪市 REVER
東大阪市 SPiNS
東大阪市 縁にち
東大阪市 カラオケ喫茶 愛歌
東大阪市 お好み焼池戸
東大阪市 SOZAIBARトンボ
東大阪市 喫茶スナックポピー
東大阪市 居酒屋ふるさと
東大阪市 韓国カフェyuki
東大阪市 赤とんぼ
東大阪市 居酒屋縁
東大阪市 スナック都
東大阪市 ACE
東大阪市 ホルモン焼 慶ちゃん
東大阪市 ラウンジアラジン
東大阪市 Agit
東大阪市 スナックよりこ
東大阪市 美よし野
東大阪市 旬彩料理 澤家
東大阪市 インド料理 スリヤマハル
東大阪市 Wink
東大阪市 カラオケスナックさっかん
東大阪市 てまり
東大阪市 京ちゃん
東大阪市 ぴっぴ八
東大阪市 カレー屋 ポンポン
東大阪市 キャプテン
東大阪市 ＤＹカンパニー
東大阪市 蔵太
東大阪市 ビストロプルミエ
東大阪市 浪花そば
東大阪市 泉屋商店
東大阪市 天竜ラーメン
東大阪市 カルネ
東大阪市 串あげ 菱屋
東大阪市 みちぐさ
東大阪市 丸幸水産 イオン鴻池店
東大阪市 カラオケ リフレ
東大阪市 おでん福松
東大阪市 スナック和歌
東大阪市 ダーツショップ忘我
東大阪市 I cocci
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東大阪市 鉄板酒処わ
東大阪市 すなっくひるね
東大阪市 かずりんてい
東大阪市 立呑 結翔
東大阪市 ベトナム食品店 AN KHANG
東大阪市 ストーン
東大阪市 CAFE BULL
東大阪市 東華園
東大阪市 CAFE&BAR ROYALPORT
東大阪市 さっちゃん
東大阪市 猫カフェ楽天
東大阪市 萬や
東大阪市 インド料理GANGA ji
東大阪市 加茂
東大阪市 喫茶ター坊
東大阪市 海一
東大阪市 居酒屋だいせん
東大阪市 たこえもん 東花園店
東大阪市 喫茶アンコール
東大阪市 輝吉
東大阪市 Lazuli
東大阪市 喫茶BB
東大阪市 焼肉あさひ
東大阪市 飲食業 スナック ふみ
東大阪市 天下鳥ます 近大長瀬駅前店
東大阪市 Alive
東大阪市 海鮮丼 朱屋
東大阪市 力餅
東大阪市 珈琲邸
東大阪市 沖縄家庭料理 琉華
東大阪市 ちゅうか屋恵楽
東大阪市 中国飯店 昇龍
東大阪市 すなっくDON
東大阪市 割ぽういちかわ
東大阪市 おこのみぜろ
東大阪市 HERDｓ
東大阪市 元祖なにわの味かすうどんせいちゃん
東大阪市 スナック希
東大阪市 居酒屋 ぶどう組
東大阪市 カラオケきくはち
東大阪市 スナック 初
東大阪市 KiKi HOUSE
東大阪市 大源
東大阪市 Prim Rose
東大阪市 ギャランドゥ
東大阪市 千稲
東大阪市 カルダン
東大阪市 いとや
東大阪市 居酒屋 まさやん
東大阪市 UNDER GROUND GARDEN
東大阪市 手打うどん 多久和
東大阪市 遊食処 円満
東大阪市 布施バル オルモ
東大阪市 温もり
東大阪市 k.ハーモニー
東大阪市 さとるちゃん
東大阪市 壱番坊
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東大阪市 73'sBAR
東大阪市 はっちぽっち
東大阪市 力吉
東大阪市 まみ
東大阪市 お食事処 大八
東大阪市 居酒屋こもちゃん
東大阪市 町屋イタリアン食堂ぶるたぁにゅ
東大阪市 居酒屋まねき
東大阪市 いこい
東大阪市 カラオケスナック・ちび太
東大阪市 えーす
東大阪市 美食家三四五
東大阪市 ほろ酔い処 和
東大阪市 じゅうじゅう亭
東大阪市 加納縁
東大阪市 まあじゃん宝島
東大阪市 かす屋東大阪荒本店
東大阪市 ONI GYM BAR
東大阪市 しび辛晴れ屋
東大阪市 スナック優
東大阪市 あっとらんだむ亭
東大阪市 にぎり寿司 生吉
東大阪市 居酒屋 春夏冬
東大阪市 イザカヤラク
東大阪市 A-Z
東大阪市 大龍飯店
東大阪市 武蔵
東大阪市 ふくちゃん
東大阪市 お好み焼 鉄板焼 しんむら
東大阪市 CHAPTER COFFEE
東大阪市 めんばーずPaire
東大阪市 源平
東大阪市 末広
東大阪市 ハンバーグ＆トンテキ グリレッタ 布施店
東大阪市 松五郎
東大阪市 昇ラーメン
東大阪市 アメリカ村甲賀流
東大阪市 喫茶SAGA
東大阪市 太平寺銀寿司
東大阪市 まる福
東大阪市 福聚軒
東大阪市 チャイニーズダイニング リーシャン
東大阪市 うをひろ
東大阪市 ちどり亭
東大阪市 華蓮
東大阪市 キッチンニトロ
東大阪市 Petisserieマドレーヌ
東大阪市 炭焼鶏家 吉冨
東大阪市 和香菜
東大阪市 カラオケハウス728
東大阪市 焼肉 樹々
東大阪市 串かつ伸
東大阪市 シャノワール東大阪店
東大阪市 いさみ寿司
東大阪市 Le GAMiN
東大阪市 インド・ネパール料理  PRAGATI
東大阪市 Lounge Piele
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東大阪市 和心侍
東大阪市 居酒屋やなぎ
東大阪市 居酒屋ベンチ
東大阪市 カトレア
東大阪市 にゃんこ
東大阪市 カラオケスナック 酔姐美
東大阪市 ラーメン司
東大阪市 弁慶
東大阪市 Alice
東大阪市 ショウ君パパのドッグカフェ
東大阪市 一竜
東大阪市 カラオケハウス美和
東大阪市 季節一品料理佐藤
東大阪市 わらしべ
東大阪市 三坪酒場せら
東大阪市 しょうや
東大阪市 鶴や
東大阪市 ミツヤ鮨
東大阪市 山都飯店
東大阪市 粉もん屋八 弥刀駅前店
東大阪市 HAMBURGCENTER
東大阪市 じゃんぼ総本店河内小阪駅前店
東大阪市 MYU,ｚBAR
東大阪市 Amusement Cafe＆Bar GP
東大阪市 ホーユー和
東大阪市 CAFE＆SPORTS＆BAR aaR
東大阪市 つくも
東大阪市 キララ
東大阪市 COCO
東大阪市 鈴屋
東大阪市 RAYS LITTLE DINER
東大阪市 焼鳥 こうちゃん
東大阪市 居酒屋 Sugar Salt
東大阪市 お好み焼 とことん
東大阪市 ジュリアン
東大阪市 liber
東大阪市 スナック鈴蘭
東大阪市 はるおん家
東大阪市 shot bar PolePole
東大阪市 居酒屋縁
東大阪市 カラオケゆう
東大阪市 ひょうたん
東大阪市 Sound Lounge OMARA
東大阪市 きっちん くるん
東大阪市 酒場 安仁屋
東大阪市 ソワール
東大阪市 米屋のおにぎり屋
東大阪市 磯
東大阪市 ピノキオ
東大阪市 Diamond Star
東大阪市 ＤＥＡＲ
東大阪市 Mystique
東大阪市 焼鳥居酒屋鶴ちゃん
東大阪市 讃岐うどん豊力
東大阪市 シャノワール花園店
東大阪市 カフェアンブロジア
東大阪市 モスバーガー外環石切店
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東大阪市 エミー
東大阪市 居酒屋 丹波屋
東大阪市 そらいろ
東大阪市 炭火串焼き登鶏
東大阪市 波平 小阪店
東大阪市 焼肉参
東大阪市 sai
東大阪市 カラオケ喫茶 ひろ
東大阪市 土佐旬菜 万次郎
東大阪市 茂六
東大阪市 MEAT KITCHEN 298
東大阪市 韓料理 李
東大阪市 炉ばた漁火
東大阪市 餃子の王将 瓢箪山駅前店
東大阪市 ホテルセイリュウ和食創作ダイニング極
東大阪市 ひょうたん食堂
東大阪市 徳次郎
東大阪市 カラオケminami
東大阪市 たこ焼きべっぴん
東大阪市 炭焼屋ニノ道
東大阪市 ちゃんこ奄美
東大阪市 栄鮨
東大阪市 たこ焼き・明石焼きぴぃ
東大阪市 ONE cafe
東大阪市 布施獅子丸
東大阪市 スナック グン
東大阪市 BLACK TIGER 布施店
東大阪市 笑子
東大阪市 大衆酒場ミカ
東大阪市 ふぐタカ
東大阪市 インド・ネパール料理＆バー NEW MOTIMAHAL
東大阪市 ちょい呑み なな
東大阪市 Coccolo 
東大阪市 Taon
東大阪市 立呑み処 なごみ
東大阪市 たこえもん善根寺店
東大阪市 笑太郎
東大阪市 福寿司
東大阪市 ハニー
東大阪市 お食事処居酒屋 ぐるまん亭
東大阪市 プレール 池田屋珈琲
東大阪市 すいせん
東大阪市 廚
東大阪市 カラオケ喫茶 チャーミ
東大阪市 太助
東大阪市 加納酒場 情熱ホルモン
東大阪市 コトリ 和食と自家焙煎珈琲
東大阪市 ミサちゃんとこ
東大阪市 まちライブラリーカフェ（ピッツァフォルノカフェ）東大阪市文化創造館1F店
東大阪市 大阪王将近畿大学前店
東大阪市 鯛ラーメン銀次ぷるっと
東大阪市 海鮮居酒屋ちあき
東大阪市 和食処 奥野
東大阪市 好屋
東大阪市 花みず木
東大阪市 チョイスフード
東大阪市 駅前飯店
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東大阪市 イカ焼きゆみちゃん
東大阪市 カラオケ喫茶 宴
東大阪市 池田屋珈琲
東大阪市 MUSIC BAR STAND BY ME
東大阪市 雅に楽しいまーちゃん
東大阪市 旬菜喜いち
東大阪市 居酒屋 蛍
東大阪市 大阪王将 瓢箪山店
東大阪市 キッズスポットビル二階 スナックL エル
東大阪市 まつばすし
東大阪市 得一布施店
東大阪市 NEW MOTI MAHAL
東大阪市 Tbar
東大阪市 Cher
東大阪市 馬と酒布施の社交場時代おくれ
東大阪市 DINING BAR  AJITO
東大阪市 夜汽車
東大阪市 喫茶レンガ
東大阪市 焼肉かまちゃん
東大阪市 太昌園
東大阪市 Kana
東大阪市 焼鳥庄ちゃん
東大阪市 やたがらす 鴻池店
東大阪市 BLACK..
東大阪市 KENTBAR
東大阪市 浜焼太郎鴻池新田店
東大阪市 居酒屋けさら
東大阪市 餃子専門舗三國志瓢箪山店
東大阪市 あじくら
東大阪市 正記刀削麺
東大阪市 K&R
東大阪市 INDO MY CURRY HOUSE
東大阪市 まんてん
東大阪市 スナック青山
東大阪市 ＣＨＥＧＯ
東大阪市 鳳凰
東大阪市 一石二鳥
東大阪市 焼肉ことぶき屋
東大阪市 カラオケ喫茶かおり
東大阪市 Acttwo
東大阪市 ぱらっぱぱーこ
東大阪市 NAMASTE BINDU
東大阪市 丸幸水産布施店
東大阪市 みつこ
東大阪市 ダイニングキッチンバーアジト
東大阪市 ふじまる
東大阪市 焼き鳥専門店むらかみ
東大阪市 創作串焼き えんや
東大阪市 炭火焼とり あだち
東大阪市 タンドリ屋
東大阪市 居酒屋食堂タッキー
東大阪市 中華そば さるぱぱ
東大阪市 吾三路 うどん
東大阪市 樂家
東大阪市 あずみ
東大阪市 goo
東大阪市 BAR G-place
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東大阪市 布施倶楽部
東大阪市 カラオケ スマイル
東大阪市 ぽろとこたん
東大阪市 風の湯新石切店 お食事処鶴亀 新石切店
東大阪市 カラオケつかさ
東大阪市 花ラグオムライス
東大阪市 クロス
東大阪市 居酒 ほんだ
東大阪市 瓢箪山焙煎所
東大阪市 Paradis
東大阪市 花蝶
東大阪市 花林
東大阪市 もつ鍋家はじめ
東大阪市 カラオケ喫茶寿美
東大阪市 よし
東大阪市 いま岡
東大阪市 angeアンジュ
東大阪市 串かつ串吟
東大阪市 銀寿し
東大阪市 ごはん屋いけさん
東大阪市 居酒屋 マーキ
東大阪市 炭火焼鳥笑っしょい
東大阪市 AQUA
東大阪市 春夏冬
東大阪市 洋食やまかわ
東大阪市 ＣＨＥＧＯ
東大阪市 おばんざい絆
東大阪市 喫茶カップアイ
東大阪市 こなもん処 匠
東大阪市 レモン ハート
東大阪市 レクラン
東大阪市 あみーご
東大阪市 kitchen SAWASAWA
東大阪市 まんぷくてい
東大阪市 焼く鳥 入義
東大阪市 粟寿司
東大阪市 カラオケ有里
東大阪市 大和屋
東大阪市 おたる亭
東大阪市 グラーノ
東大阪市 喫茶サンセットイン
東大阪市 喫茶街路樹
東大阪市 スナック 遊＆You
東大阪市 カラオケ 花
東大阪市 阿僧祇
東大阪市 井戸ばた会議ひろ
東大阪市 シエル プリンセス
東大阪市 ぽっぽ
東大阪市 居酒屋かんぱい
東大阪市 qoo
東大阪市 すなっく かなちゃん
東大阪市 プトゥプトゥ
東大阪市 寿司 魚将
東大阪市 王記 手作り料理
東大阪市 一信
東大阪市 INDIAN RESTAURANT INDRADIP
東大阪市 居酒屋平蔵
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東大阪市 友PAL
東大阪市 INDIAN NEPALI RESTAURANT CURRY HOUSE
東大阪市 スナックアルル
東大阪市 ささや
東大阪市 カラオケ舞
東大阪市 じゃんぼ総本店小若江２丁目店
東大阪市 居酒屋 赤ふじ
東大阪市 ジョンポール
東大阪市 鉄板焼き 一品料理 ぷらむ
東大阪市 カラオケAOYAMA
東大阪市 登龍門
東大阪市 石田酒店 立のみ
東大阪市 Craftbeer Tavern
東大阪市 １８平米
東大阪市 焼き牛屋 安来や
東大阪市 カラオケ喫茶リッチモンド
東大阪市 焼肉・新鮮ホルモン 肉丸
東大阪市 食道園
東大阪市 季節一品料理鶴
東大阪市 居酒屋紫縁
東大阪市 藤家
東大阪市 GP
東大阪市 CasaMia
東大阪市 カファ カルディ
東大阪市 時代屋
東大阪市 スナック＆Bar An's
東大阪市 鶏玄布施店
東大阪市 BLACK
東大阪市 Emblem
東大阪市 カラオケ ヒロ
東大阪市 ほていや
東大阪市 力丸
東大阪市 喫茶 モア
東大阪市 Mount Fuji
東大阪市 Bar Nova
東大阪市 備鳥
東大阪市 Luana 
東大阪市 鮨処ひがみ
東大阪市 ヒザキ酒店
東大阪市 太田おこのみ焼店
東大阪市 カラオケ喫茶 陽だまり
東大阪市 お好み焼きこっこ
東大阪市 たこ焼きバル FLOW
東大阪市 中華料理 広来園
東大阪市 ぐるめ旬菜居酒屋てっちん
東大阪市 ダイニング楽家
東大阪市 焼肉丼 テンテン
東大阪市 楽、
東大阪市 お好み焼 まいちゃん
東大阪市 豚珍館
東大阪市 chill day
東大阪市 Cafe Selva
東大阪市 ピタくん台湾タピオカミルクティー近大前店
東大阪市 とんかつひろ喜
東大阪市 カフェレスト サンフラワー
東大阪市 教道家
東大阪市 bloom
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東大阪市 鹿児島屋ムッチャン
東大阪市 珈琲丸
東大阪市 酒菓家NAKAGAWAみ
東大阪市 みけ猫
東大阪市 ジャンボカラオケ広場 鴻池新田店
東大阪市 上等カレー布施店
東大阪市 スナック博多
東大阪市 カラオケ喫茶さつき
東大阪市 油そば れん寺
東大阪市 居酒屋村尾
東大阪市 ONE
東大阪市 大阪グランドホテル
東大阪市 コーヒーハウスさや
東大阪市 カラオケスタジオ７０５ウグイスの森
東大阪市 石庵布施店
東大阪市 食彩料理さかゑ
東大阪市 HOWS
東大阪市 駄菓子BARネバーラン堂
東大阪市 居酒屋中丸
東大阪市 不真面目な宇宙人
東大阪市 喫茶 るーじゅ
東大阪市 cafe＆gallery K2
東大阪市 お好み焼 司
東大阪市 鐵板処金太郎
東大阪市 everyDay goodDay
東大阪市 八方
東大阪市 クロム
東大阪市 wine&food buca 布施店
東大阪市 吉四六
東大阪市 関東煮みやもと
東大阪市 韓流食彩 瑞英
東大阪市 くっちーな ももか
東大阪市 お食事処 あじさい
東大阪市 荒鮮景 東大阪店
東大阪市 居酒屋 小春
東大阪市 歌輪
東大阪市 居酒屋 ほう吉
東大阪市 K
東大阪市 buca 小阪店
東大阪市 焼き鳥大吉新深江店
東大阪市 つるべ
東大阪市 おかぽん
東大阪市 カラオケいろは
東大阪市 ラウンジぷれじーる
東大阪市 アンクルトム
東大阪市 ザッツピザ
東大阪市 檸檬の木
東大阪市 街かど屋若江南店
東大阪市 料亭若葉
東大阪市 ザめしや荒本店
東大阪市 日の出食堂おきばり屋
東大阪市 Daisy
東大阪市 焼肉杉
東大阪市 ちゃきちゃき
東大阪市 SeriCumセリシン
東大阪市 花園食堂
東大阪市 三鳥
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東大阪市 楓
東大阪市 福寿司
東大阪市 BULLS KITCHEN
東大阪市 Casa Blanca
東大阪市 かん八
東大阪市 グランピングファーム
東大阪市 ボールズ
東大阪市 KoreanDinigおいそ
東大阪市 ザめしや高井田店
東大阪市 Swing
東大阪市 酒処 かりん
東大阪市 ラウンジＡＫＩ
東大阪市 サーティワンアイスクリーム布施店
東大阪市 街かど屋近大前店
東大阪市 A-kukan
東大阪市 ホルモン焼肉 吉
東大阪市 すみれ
東大阪市 喫茶 れすと
東大阪市 くしはち
東大阪市 琥珀-KOHAKU-近大前店
東大阪市 やすらぎ
東大阪市 麺八
東大阪市 小酒歌BAR ミキティ
東大阪市 サッポロラーメン
東大阪市 エンゼルまこ||
東大阪市 縁
東大阪市 笑美食堂
東大阪市 アポロ
東大阪市 麺屋縁
東大阪市 CASUAL BAR K
東大阪市 ホルちゃん 
東大阪市 Delhi Kitchen&Bar
東大阪市 Regina
東大阪市 カラオケハウスライムライト
東大阪市 紀郷
東大阪市 ヤキニク食堂ジューシー
東大阪市 夢乃
東大阪市 シャム
東大阪市 Ｒakiant
東大阪市 朝昼晩
東大阪市 くいしん坊
東大阪市 大盛寿司
東大阪市 お好み焼き 志のぶ
東大阪市 まぐろ
東大阪市 焼き鳥 桃次郎
東大阪市 とみすけ
東大阪市 パラダイス
東大阪市 焼肉酒場310
東大阪市 お食事処ミツ
東大阪市 細見商店
東大阪市 きずりカレー
東大阪市 立呑八番布施店
東大阪市 炭焼酒場翔
東大阪市 得正×上等カレー 若江岩田店
東大阪市 創作料理一喜
東大阪市 炭火焼肉河内屋 枚岡店
東大阪市 スナック 春蘭
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東大阪市 カラオケスナック Chance
東大阪市 一蓮家 八戸ノ里店
東大阪市 ショットバー 大関屋
東大阪市 カレーハウスCoCo壱番屋東大阪長田店
東大阪市 ガスト東大阪小阪店
東大阪市 りょっそん
東大阪市 ロイヤルホスト菱江店
東大阪市 今日亭東大阪店
東大阪市 和食かふぇ幸
東大阪市 浜焼太郎 布施店
東大阪市 一歩堂外環東大阪店
東大阪市 ひばりちゃん
東大阪市 お料理とお酒たまる
東大阪市 お食事処さいとう
東大阪市 天下一品長田店
東大阪市 家庭料理 べにや
東大阪市 ほっこり
東大阪市 力餅食堂 鴻池店
東大阪市 さん天高井田店
東大阪市 楽しい酒と味の店中津江
東大阪市 あげもん屋MAX
東大阪市 ＫＡＳＵＹＡ布施店
東大阪市 カレーハウスCoCo壱番屋 東大阪中野店
東大阪市 居楽屋 白木屋
東大阪市 ONE PIECE
東大阪市 お好み焼 偶 吉田駅前店
東大阪市 居楽屋 白木屋
東大阪市 スターバックスコーヒー近鉄東大阪店
東大阪市 和食さとフレスポ長田店
東大阪市 じとっこ組合大阪布施店
東大阪市 お好み焼き でめきん
東大阪市 肉料理の八段
東大阪市 きらく
東大阪市 テーブルオーダーバイキング 焼肉 王道 花園店
東大阪市 一蓮家 布施店
東大阪市 旬菜さか田
東大阪市 さん天外環善根寺店
東大阪市 イタリアンカフェベーム
東大阪市 喫茶 軽食 とき
東大阪市 がらっぱち家
東大阪市 荒本酒場 情熱ホルモン
東大阪市 串カツ浪漫亭
東大阪市 19時のGohoubi
東大阪市 ラン
東大阪市 和食さと加納店
東大阪市 黄色い絵本
東大阪市 kara cafe
東大阪市 海鮮れすとらん魚輝水産 岸田堂店
東大阪市 焼肉１１２９ 高井田店
東大阪市 恵比寿家玉串店
東大阪市 ラーメンあっぱれ
東大阪市 ラーメンまこと屋 近大前店
東大阪市 Irie
東大阪市 らーめん工房えびそば屋 東大阪吉田店
東大阪市 サイゼリヤイオンタウン小阪
東大阪市 海鮮れすとらん魚輝水産 東鴻池店
東大阪市 炭火焼肉河内屋 高井田店
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東大阪市 和食さと吉田駅前店
東大阪市 居楽屋 白木屋
東大阪市 蘭
東大阪市 居酒屋千加
東大阪市 カラオケスタジオ とも
東大阪市 風歩亭
東大阪市 海席与志乃
東大阪市 ガスト布施店
東大阪市 沖縄料理 屋比久家
東大阪市 和食さと岸田堂店
東大阪市 Happiness Reptiles
東大阪市 みすず
東大阪市 Restaurant cinq
東大阪市 かつや西堤店
東大阪市 お好み焼き鉄板焼き居酒屋次男坊
東大阪市 寿し清水
東大阪市 つけ麺いろは
東大阪市 河内の呑みどころ鶴姫 中華居酒屋鶴姫
東大阪市 居酒屋 和樂
東大阪市 ラーメン魁力屋 岸田堂店
東大阪市 焼肉 一山
東大阪市 焼肉慶昌苑
東大阪市 美嘉屋 食堂
東大阪市 炭火焼肉河内屋 総本店
東大阪市 炭火やき鳥かちがらす 八戸ノ里店
東大阪市 食水苑
東大阪市 レストランピアジョリー
東大阪市 びっくりドンキー 東大阪店
東大阪市 のらや石切店
東大阪市 シンプル
東大阪市 元禄寿司本店
東大阪市 から好し東大阪瓜生堂店
東大阪市 ジャンボカラオケ広場 八戸ノ里駅前店
東大阪市 かごの屋花園ラグビー場北店
東大阪市 ブロンコビリー東大阪菱江店
東大阪市 ゆすらうめ
東大阪市 しゃぶ葉東大阪瓜生堂店
東大阪市 スナック トシ
東大阪市 すし半布施店
東大阪市 どさん子大将 長田西店
東大阪市 くし若まる 高井田店
東大阪市 アジヨシ弥刀店
東大阪市 居酒屋 香寿味
東大阪市 ガスト近大前店
東大阪市 サイゼリヤ東大阪若江南
東大阪市 鯛幸堂
東大阪市 ラーメン横綱東大阪店
東大阪市 ダイニング＆カフェCOCOIRO外環東大阪店
東大阪市 かつや東大阪瓢箪山店
東大阪市 餃子専門店 味力亭 森河内
東大阪市 居酒屋きて家小川
東大阪市 なにわ健康ランド湯～トピア
東大阪市 ホテルセイリュウ斑鳩の間
東大阪市 おやじすし一喜
東大阪市 山内農場
東大阪市 あるとれたんと
東大阪市 鳥貴族八戸ノ里店
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東大阪市 カラオケ喫茶 ぶんちゃん
東大阪市 どげん家
東大阪市 スナック南
東大阪市 蟹虎
東大阪市 じゅうじゅうカルビ八戸ノ里駅前店
東大阪市 ぢょいふる
東大阪市 河童ラーメン本舗 東大阪店
東大阪市 やよい軒布施店
東大阪市 天下一品布施店
東大阪市 牛庵 長田店
東大阪市 大阪王将 八戸ノ里店
東大阪市 うどん天国 （布施店）
東大阪市 焼肉えん
東大阪市 春夏秋冬料理 山ぎし
東大阪市 花まつり
東大阪市 NHAT NAM
東大阪市 焼き鳥 吉鳥 吉田駅前店
東大阪市 PAUHANA 小阪店
東大阪市 博多ラーメンげんこつ フレスポ東大阪店
東大阪市 大吉 俊徳道店
東大阪市 鳥貴族長瀬駅前店
東大阪市 楽、小阪店
東大阪市 カラオケ 秋桜
東大阪市 すいすいアランビック
東大阪市 モスバーガーニトリモール東大阪店
東大阪市 焼肉きんぐ東大阪瓢箪山店
東大阪市 酔ったろう
東大阪市 ワンカルビ西堤店
東大阪市 コメダ珈琲店東大阪吉田店
東大阪市 珈琲所 コメダ珈琲店 東大阪渋川店
東大阪市 洋麺屋五右衛門東大阪店
東大阪市 シャロン阪奈店
東大阪市 ジャンボカラオケ広場  布施駅前2 号店 店
東大阪市 ニュー松坂布施店
東大阪市 スシロー東大阪みくりや店
東大阪市 鳥貴族 放出店
東大阪市 淡路屋
東大阪市 屋台 みんなの基地
東大阪市 炭火焼肉牧場サカエ屋
東大阪市 香の川製麺 鴻池店
東大阪市 瓢亭
東大阪市 ステーキリバーベ 布施店
東大阪市 珈琲屋 サードプレイス
東大阪市 艪便村
東大阪市 カラオケライブ 徳庵駅前店
東大阪市 にぎり寿し福笹
東大阪市 牛でん東大阪店
東大阪市 駒すし
東大阪市 栄飯店
東大阪市 焼肉李朝園 布施店
東大阪市 鐘鳥布施店
東大阪市 やきにく田邊
東大阪市 居酒屋 ばちや 近大前店
東大阪市 たまごのちから
東大阪市 かごの屋菱屋西店
東大阪市 来来亭御厨店
東大阪市 お好み焼きてらまえ
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東大阪市 大阪ふくちあん吉田店
東大阪市 大阪ふくちぁんラーメン八戸ノ里店
東大阪市 すし富
東大阪市 たぬき
東大阪市 すっぽん料理 なかみち
東大阪市 中華料理 宝宝
東大阪市 うたの駅 つくし
東大阪市 割烹 大喜多
東大阪市 一徳
東大阪市 カラオケライブ 東大阪店
東大阪市 びっくりドンキー岸田堂店
東大阪市 風雲亭
東大阪市 香の川製麺 瓢箪山店
東大阪市 さんきゅう水産 若江岩田店
東大阪市 博多ラーメンげんこつ 高井田店
東大阪市 にぎり長次郎東大阪菱屋店
東大阪市 スシロー 久宝寺店
東大阪市 熟成焼肉いちばん 東大阪川田店
東大阪市 板前焼肉 時じ
東大阪市 夢を語れ大阪
東大阪市 上高地あずさ珈琲東大阪小阪店
東大阪市 酒処 とりい
東大阪市 ヴィドフランス布施
東大阪市 旬彩さかなと酒匠海隠れ家
東大阪市 屋台居酒屋大阪満マル布施店
東大阪市 蕎割鮮 井もと
東大阪市 魚べい東大阪店
東大阪市 吉鳥高井田駅前店
東大阪市 大阪王将荒本店
東大阪市 ステーキリバーベ 瓢箪山店
東大阪市 九州らーめん亀王 布施店
東大阪市 カラオケライブ 南上小阪店
東大阪市 ヴィドフランス瓢箪山
東大阪市 三都屋食堂
東大阪市 目利きの銀次
東大阪市 かつや東大阪中央大通店
東大阪市 鳥貴族 鴻池新田店
東大阪市 味彩旬香 菜ばな
東大阪市 ミスタードーナツ新石切ショップ
東大阪市 遊食屋 わらべえ
東大阪市 焼肉千博本店
東大阪市 にぎり長次郎イオンタウン東大阪店
東大阪市 丸源ラーメン 東大阪みくりや店
東大阪市 おふくろの味「いなか」
東大阪市 モスバーガー八戸ノ里店
東大阪市 珈琲所 コメダ珈琲店 ライフ八戸ノ里店
東大阪市 BAR 蜂蜜
東大阪市 馳走亭
東大阪市 小阪楽てん 北店
東大阪市 あづまや
東大阪市 ふくちあんラーメン布施渋川町店
東大阪市 松屋長瀬店
東大阪市 吉野家 鴻池新田店
東大阪市 ステージ８０８
東大阪市 お弁当物語 イオンタウン小阪店
東大阪市 リンガーハット東大阪西堤店
東大阪市 おでん龍さん
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東大阪市 レガーロ
東大阪市 風葉
東大阪市 ライアン
東大阪市 楽
東大阪市 7COLORS
東大阪市 次郎吉
東大阪市 鶏飛人 河内永和店
東大阪市 ロマン
東大阪市 焼肉ハウス喜楽園
東大阪市 純純中国物産中華百味食堂
東大阪市 ゆずの小町 布施
東大阪市 PISOLA岸田堂店
東大阪市 風月布施あかつき通り本店
東大阪市 ホルちゃん
東大阪市 BURGER PRODUCTS 若江南店
東大阪市 八
東大阪市 pandora
東大阪市 焼肉さとう
東大阪市 焱
東大阪市 CAFE&DINING calma
東大阪市 南アフリカワイン専門店 みたまり酒店 ワイン部
東大阪市 マサキング
東大阪市 ひろ
東大阪市 カラオケスナックミモザ
東大阪市 カラオケ あかり
東大阪市 Aunjyu
東大阪市 吉野家 中央環状線東大阪巨摩橋店
東大阪市 鯛吉
東大阪市 アクア
東大阪市 韓国料理 まる
東大阪市 クレープPEPE
東大阪市 食べ処 げん
東大阪市 彩りsoba九兵衛瓢箪山店
東大阪市 霧島
東大阪市 立呑 おおにし
東大阪市 居酒屋 幸
東大阪市 焼とり居酒屋 吉鳥
東大阪市 餃子の王将 八戸ノ里店
東大阪市 ベビーカステラ ぱくっと
東大阪市 大丸屋
東大阪市 饂飩屋
東大阪市 ぢどり亭長瀬店
東大阪市 くら寿司若江店
東大阪市 Peach man
東大阪市 和風スナックよれよれ
東大阪市 都そば 布施店
東大阪市 さくら
東大阪市 香川
東大阪市 BEORC
東大阪市 鯛はな
東大阪市 居酒屋 まる人
東大阪市 Campus life+more
東大阪市 ラウンジエス
東大阪市 魔女
東大阪市 焼肉千博てっぺん
東大阪市 鳥貴族新石切店
東大阪市 炭火焼けんけん
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東大阪市 お喋り居酒屋居心伝 長田店
東大阪市 ラウンジダンデライオン
東大阪市 じゃんぼ総本店 若江岩田店
東大阪市 月下美人
東大阪市 おお喰らいふくすけ
東大阪市 ホテルセイリュウ創作中国料理ダイニング極
東大阪市 よしひろ
東大阪市 ラウンジ美鈴
東大阪市 お弁当物語イオンタウン東大阪店
東大阪市 ちょい飲み Camp
東大阪市 都そば 長瀬店
東大阪市 湯あそびひろば ぽんぽこ温泉
東大阪市 吉野家 ３０８号線吉田店
東大阪市 スナック ティファニー
東大阪市 EIGHT2 
東大阪市 喫茶プシケ
東大阪市 お好み鉄板焼櫻
東大阪市 SAI GON BAKERY
東大阪市 鳥貴族小阪店
東大阪市 布施フロント
東大阪市 居酒屋 あいちゃん
東大阪市 唄い処 みなみ風
東大阪市 レスポアール
東大阪市 MountFuji
東大阪市 カラオケkiss
東大阪市 松屋近大前店
東大阪市 宝
東大阪市 ちょい呑みみCafe Aoiro
東大阪市 Cafe イタリアントマト
東大阪市 SAKABA DE KOSAKA
東大阪市 Pasepase
東大阪市 和創キッチンはるや
東大阪市 やのすし
東大阪市 松のや瓢箪山店
東大阪市 ダイニング居酒屋ウッドビレッジ
東大阪市 会員制BAR ひげ坊主
東大阪市 じゃんぼ総本店 瓢箪山店
東大阪市 焼き鳥 おおしろ
東大阪市 BAR SMILE
東大阪市 喫茶 エル
東大阪市 花紀
東大阪市 兆治布施店
東大阪市 食味園
東大阪市 焼肉ぴっころ
東大阪市 ヒーリングカフェplug point
東大阪市 和食さと布施長堂店
東大阪市 カラオケBanBan東大阪若江店
東大阪市 餃子の王将 若江岩田店
東大阪市 パイプライン
東大阪市 吉野家 河内小阪駅前店
東大阪市 太公望 ZEN
東大阪市 餃子の王将 箕輪口店
東大阪市 吉野家 布施駅前店
東大阪市 磯吹風
東大阪市 スナックどんぐりころころ
東大阪市 メゾン・ド・ギターラ
東大阪市 テーブルオーダーバイキング 焼肉 王道 布施店
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東大阪市 NT-MART
東大阪市 焼酎BAR りばーてぃ
東大阪市 焼肉 南大門キッチン
東大阪市 カラオケ・居酒屋 純
東大阪市 松屋布施店
東大阪市 とんと
東大阪市 ヤッコ食堂
東大阪市 Joker
東大阪市 ソウル食堂
東大阪市 鳥貴族瓢箪山店
東大阪市 焼肉問屋もりやま
東大阪市 Sky Lounge 22
東大阪市 くら寿司岸田堂店
東大阪市 Rubino 
東大阪市 ASIAN KITCHEN CURRY HOUSE
東大阪市 餃子の王将 河内花園駅前店
東大阪市 スナックゆか
東大阪市 ビクトリアコーヒー
東大阪市 大八
東大阪市 洋食キッチン基
東大阪市 ガスト東大阪額田店
東大阪市 Happiness
東大阪市 都そば 第二布施店
東大阪市 不二家レストラン東大阪店
東大阪市 鉄板 Shaun
東大阪市 カラオケ喫茶レガート
東大阪市 ガスト荒本駅前店
東大阪市 喫茶 アイリス Ｍｏｒｅ
東大阪市 喫茶スナックかせん
東大阪市 エンジェルトランペット
東大阪市 まぁぶる
東大阪市 松屋東大阪川田店
東大阪市 旬味人いくちゃん
東大阪市 餃子の王将 鴻池新田店
東大阪市 焼肉 畠中
東大阪市 神並
東大阪市 カラオケしみず(玉の井)
東大阪市 松のや小阪店
東大阪市 カラオケ喫茶ロマン
東大阪市 沖縄居酒屋 オナガ家
東大阪市 Akiko 倶楽部 シェリー
東大阪市 鳥貴族 荒本店
東大阪市 スナック 愛ni恋
東大阪市 Cozy Lien
東大阪市 てっちゃんうどん
東大阪市 カラオケK-1
東大阪市 いざかやちなつ
東大阪市 とんかつ道場 高井田店
東大阪市 風林火山 石切店
東大阪市 炭火焼肉 南大門
東大阪市 かに道楽東大阪店
東大阪市 喜多朗
東大阪市 清屋
東大阪市 スシロー東大阪花園店
東大阪市 花まる亭
東大阪市 ビッグボーイ八戸の里店
東大阪市 竹すずめ
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東大阪市 DILKHUS
東大阪市 居酒屋 我家
東大阪市 レストランキングスポート
東大阪市 め組
東大阪市 JOINT
東大阪市 荒川商店
東大阪市 二星らーめん ららら
東大阪市 こんぴらや
東大阪市 居酒屋 旅籠
東大阪市 西光園 高井田店
東大阪市 僕らのキラメキ
東大阪市 伽羅沙
東大阪市 吉野家 八戸ノ里店
東大阪市 リカーズ ふくやま 福山酒店 立呑み部
東大阪市 やきとり居酒屋 どぼ～ず
東大阪市 岩本商店
東大阪市 G・1
東大阪市 一
東大阪市 麺霞
東大阪市 総本家生そば伊吹
東大阪市 魚々麺園
東大阪市 CKHAOS
東大阪市 美和寿司
東大阪市 エルジョ
東大阪市 焼肉抜群
東大阪市 カフェレスト トータス
東大阪市 焼鳥戎
東大阪市 居酒屋星
東大阪市 七輪焼肉安安布施店
東大阪市 おむすびCafe Panino-ni
東大阪市 サイゼリヤフレスポ長田
東大阪市 餃子の王将 久宝寺店
東大阪市 カレーハウスぼくとあの娘
東大阪市 くら寿司横小路店
東大阪市 万福食堂
東大阪市 ラブリー
東大阪市 ひいらぎ
東大阪市 アメリカンダイナースター
東大阪市 カフェ・レストラン・居酒屋 ヒサゴ
東大阪市 居酒屋屋台
東大阪市 Peace
東大阪市 松屋瓢箪山駅前店
東大阪市 中華珍龍
東大阪市 ガジマル
東大阪市 鉄板鍋哲っちゃん
東大阪市 森樹
東大阪市 鳴門屋 よかいち
東大阪市 松屋若江岩田店
東大阪市 焼肉ソウル
東大阪市 みゆん家
東大阪市 勲中華そば
東大阪市 ちょっと居酒屋 ぜろ
東大阪市 お食事処 飲み処 まゆ
東大阪市 スナックバス江本店
東大阪市 花園スペインバルHEIZO
東大阪市 特製唐揚げ専門店 唐揚げ大の丸
東大阪市 ラウンジフラッシュ
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東大阪市 餃子の王将 外環横小路店
東大阪市 呑処 松本
東大阪市 スナックふたり
東大阪市 宴会場孔舎衙平蔵
東大阪市 ム・レーヴ
東大阪市 入舟寿司
東大阪市 レストラン ビアンカ
東大阪市 beerrestaurant凛
東大阪市 まちライブラリーカフェ(ピッツァフォルノカフェ)東大阪市文化創造館2階店
東大阪市 夢道
東大阪市 自家製麺杵屋
東大阪市 enBARアベニュー
東大阪市 餃子の王将 布施店
東大阪市 喫茶パンドラ
東大阪市 MA-SA-美.
東大阪市 丸福
東大阪市 くら寿司角田店
東大阪市 吉野家 １７０号線東大阪布市店
東大阪市 村人 てる
東大阪市 カラオケふらっとｂ
東大阪市 よっちゃんカレー
東大阪市 お好み焼き マサミ
東大阪市 五十鈴川
東大阪市 餃子の王将 中環巨摩橋店
東大阪市 薩摩ッ子ラーメン石切店
東大阪市 ムーンジュエリー
東大阪市 DAHLIA
東大阪市 居酒屋 かっぱ
東大阪市 くら寿司高井田店
東大阪市 立ち呑み まさ
東大阪市 逢恋好
東大阪市 居酒屋 さんじのおやつ
東大阪市 炭火焼きとり とりふじ
東大阪市 ロイヤルホスト八戸の里店
東大阪市 チキチン
東大阪市 餃子の王将 長瀬店
東大阪市 焼肉万来園
東大阪市 立ち呑み なに和
東大阪市 ROBATAえべっさん大黒天店
東大阪市 肉の森田屋 花薗店 焼肉もりた
東大阪市 居酒屋からし
東大阪市 PM9
東大阪市 鳥貴族 長田店
東大阪市 デザート王国 ニトリモール東大阪
東大阪市 島八
東大阪市 スナック華
東大阪市 彩り
東大阪市 居酒屋 酒楽蔵
東大阪市 バラの木
東大阪市 壽家
東大阪市 天下第一ラーメン
東大阪市 唐揚げのＤoN
東大阪市 豚まんふーちゃん
東大阪市 AnBaR
東大阪市 Bar Cracra
東大阪市 ＣｏＣｏ＇ｓ ｃａｆｅ
東大阪市 ます味
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東大阪市 和食さと若江店
東大阪市 ゆるりと菜村さ来新石切駅前
東大阪市 白馬童子 高井田店
東大阪市 中国料理祥瑞楼U・コミュニティホテル店
東大阪市 ちろりん村
東大阪市 ネクタル
東大阪市 呑み処 てつ
東大阪市 吉鳥 長田店
東大阪市 キャッツ・アイ
東大阪市 カラオケ喫茶アリス
東大阪市 坊也哲
東大阪市 高級割烹海老蔵
東大阪市 中国料理磯園
東大阪市 ピーカーブー
東大阪市 Funny
東大阪市 味工房まんま別館
東大阪市 魚輝水産 高井田店
東大阪市 yard
東大阪市 ICE
東大阪市 スナック留美
東大阪市 飲茶・一品料理 じゅじゅやん
東大阪市 スナックあみん
東大阪市 ジョリーパスタ横小路店
東大阪市 呑み処 かずちゃん
東大阪市 カフェ二上
東大阪市 風月風の街八戸ノ里店
東大阪市 BAR cadeau de S
東大阪市 カフェテリア
東大阪市 島田酒店
東大阪市 大阪屋台居酒屋 満マル 瓢箪山店
東大阪市 和創楽家神楽
東大阪市 あげもん馳走 春菜
東大阪市 串焼三玄布施店
東大阪市 Fleur
東大阪市 日本ケンタッキー・フライド・チキン長田中央大通店
東大阪市 すし政とみ
東大阪市 や台ずし河内花園町
東大阪市 犇き
東大阪市 BEE
東大阪市 大阪王将 石切店
東大阪市 焼肉・韓流鉄板鍋 すずらん
東大阪市 Lounge Piele
東大阪市 冩楽
東大阪市 もりや水産 布施店
東大阪市 極楽湯 東大阪
東大阪市 うまいもの処 ゆめぜん
東大阪市 トンちゃん
東大阪市 有貴
東大阪市 のみごはん ちょこっと
東大阪市 無法松花園
東大阪市 ホルモンこじまる
東大阪市 麺屋7.5Hz若江岩田店
東大阪市 #1 uk cafe
東大阪市 KICHIRI布施駅前
東大阪市 鶏飛人 瓢箪山店
東大阪市 串バー コニシ
東大阪市 丸亀製麺東大阪
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東大阪市 琉球居酒屋 シ～サ～
東大阪市 くうくう倶楽部
東大阪市 油そば専門店歌志軒御厨栄町店
東大阪市 カラオケ Lui
東大阪市 cafe7mm
東大阪市 尾道中華そばとうやん
東大阪市 スナック夢
東大阪市 バナカラモンキーズ
東大阪市 カラオケ１１・１１（東大阪店）
東大阪市 逸品酒場〇～えん～
東大阪市 ふくチャン
東大阪市 KASUYA東大阪川田店
東大阪市 天下一品瓢箪山店
東大阪市 cafe&bar No-Tumn
東大阪市 うまいもんわうまい
東大阪市 海鮮回転さんきゅう 石切店
東大阪市 アルヘイム鴻池店
東大阪市 ジョリーパスタ今米店
東大阪市 鳥貴族 東花園店
東大阪市 焼肉居酒屋だるま軒布施店
東大阪市 くいもの屋わん瓢箪山店
東大阪市 焼肉富久園
東大阪市 日本ケンタッキー・フライド・チキン中央環状巨摩橋店
東大阪市 居酒屋ダイニングごくう荒本店
東大阪市 はなまるうどん 東大阪三池橋店
東大阪市 小さな幸せ
東大阪市 大正軒 大阪店
東大阪市 花月寿し
東大阪市 立ち呑みばんぶう
東大阪市 みや古食堂
東大阪市 ナインテンス
東大阪市 じゃんぼ總本店 大蓮東店
東大阪市 カラオケ 涼子
東大阪市 若竹の味 とこちゃん
東大阪市 もんじゃ焼きお好み焼きみやもと
東大阪市 カラオケBanBan東大阪店
東大阪市 スナック 伸
東大阪市 ロッジ
東大阪市 すきま
東大阪市 みつぼし
東大阪市 来来亭 玉串店
東大阪市 はなまるうどん 東大阪御厨店
東大阪市 BAR X
東大阪市 フラミンゴカフェ
東大阪市 炉ばた村祭り
東大阪市 和牛処 助春
東大阪市 スナックジャイ子
東大阪市 どさん子大将
東大阪市 ミュージックサロンYOSHI
東大阪市 CafeRob 東大阪店
東大阪市 カレン
東大阪市 居酒屋小町
東大阪市 茶女家
東大阪市 dining居酒屋りあん
東大阪市 NBサウンド 長瀬店
東大阪市 喫茶・カラオケ オアシス
東大阪市 LION
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東大阪市 雅水産
東大阪市 MAGCAFE 
東大阪市 びっくりドンキー高井田
東大阪市 お好み焼 えくぼ
東大阪市 鳥貴族 布施西店
東大阪市 BAR まだキメてない
東大阪市 不器用に生きた軌跡の果てに
東大阪市 ジョリーパスタ東大阪店
東大阪市 太公望ほっぺち
東大阪市 レストランシェノワ
東大阪市 塊肉石窯焼 肉ズキッチンきたうち長田店
東大阪市 丸亀製麺若江東
東大阪市 手打麺処美和
東大阪市 THREE FIVE
東大阪市 なか卯 八戸ノ里店
東大阪市 やよい軒小阪店
東大阪市 COLOR
東大阪市 はなまるうどん ニトリモール東大阪店
東大阪市 蕎麦とラー油で幸なった。東大阪店
東大阪市 寿しまつもと
東大阪市 心 八剣伝 東花園駅前店
東大阪市 ROBATAえべっさん
東大阪市 ラーメン定食 きたうら
東大阪市 ジェイジェイ
東大阪市 ちゃが家
東大阪市 night in fine
東大阪市 モスバーガー布施店
東大阪市 キラメキノトリ東大阪花園店
東大阪市 HANA
東大阪市 立呑み金田酒店小阪店
東大阪市 焼肉工房けん
東大阪市 きりん寺 近大前店
東大阪市 もりや水産 小阪店
東大阪市 くいもの屋わん鴻池新田駅前店
東大阪市 九分の1 長田店
東大阪市 ミスタードーナツ小阪ショップ
東大阪市 なか卯 東大阪吉田店
東大阪市 ミスタードーナツフレスポ長田ショップ
東大阪市 吉野家 中央環状線久宝寺店
東大阪市 オルゴール
東大阪市 ユーバス高井田店
東大阪市 スナック two8.
東大阪市 徹平
東大阪市 居酒屋なっかん
東大阪市 チャイニーズスタイル ほうみん
東大阪市 Mus in 705
東大阪市 居酒屋 ちゃちゃちゃ
東大阪市 夜喫茶アルカ
東大阪市 西光園岸田堂店
東大阪市 大阪ふくちぁんラーメン 横枕店
東大阪市 いづみや
東大阪市 扇
東大阪市 麺屋蝉
東大阪市 宝園
東大阪市 カフカ
東大阪市 大阪王将高井田店
東大阪市 Neige
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東大阪市 木曽路東大阪店
東大阪市 やよい軒長田店
東大阪市 西光園布施店
東大阪市 ブロンコビリー東大阪岸田堂店
泉南市 BAR S
泉南市 居食処なまけもの
泉南市 夢工房吟選
泉南市 なぶ羅
泉南市 ピアス
泉南市 ブルートパーズ
泉南市 セレクション
泉南市 ロマン館
泉南市 そば善
泉南市 ごはんとお酒 わらかど
泉南市 祐綺
泉南市 カラオケるみ
泉南市 カロッセロ
泉南市 やきとり くらべェー
泉南市 田舎料理 富美
泉南市 季節料理 千そう
泉南市 旬の居酒屋飛郎
泉南市 喫茶シラン
泉南市 じゅん湖
泉南市 strikes
泉南市 小町
泉南市 たこ焼き酒場 蛸市
泉南市 酒処やぐら
泉南市 まつや食堂
泉南市 カラオケ喫茶ボンボン
泉南市 大桝
泉南市 純喫茶亜矢
泉南市 カラオケ喫茶花
泉南市 居酒屋ほろ酔
泉南市 カラオケバーhome
泉南市 星來
泉南市 コーヒーハウス21 麻雀チャンス
泉南市 イタリアンレストラン ヌーノ
泉南市 相撲茶屋ちゃんこ鍋昇龍
泉南市 sunbeat
泉南市 旬彩Diningこころ
泉南市 FUYOEN りんくう公園店
泉南市 居酒屋涼
泉南市 カラオケさゆり
泉南市 おかん料理 宮志
泉南市 カサブランカ
泉南市 おうちカフェ あさすみ
泉南市 カラオケ都
泉南市 SAPANA
泉南市 鉄板 玉兎
泉南市 うどん・そばダイニング たにと
泉南市 カラオケBarM
泉南市 寿司しん谷
泉南市 ごはんや ｙｏｔｔａｒｏ よったろ
泉南市 カラオケ喫茶 美和
泉南市 いきなりステーキイオンモールりんくう泉南店
泉南市 FMK PHIL SARI-SARI STORE
泉南市 カラオケスタジオ メロディ
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泉南市 たこ焼き酒場 金ちゃん
泉南市 花月
泉南市 肉料理 あじ
泉南市 活魚料理鍋物まつり
泉南市 居酒屋まさ
泉南市 hutte Baobab
泉南市 はま
泉南市 魚庄
泉南市 アラカルトPINO
泉南市 静焼肉店
泉南市 炉ばた焼 たつみ
泉南市 東京餃子軒 りんくう泉南店
泉南市 スターバックスコーヒー泉南りんくう公園店
泉南市 居酒屋まる忠
泉南市 もりもり寿しイオンモールりんくう泉南店
泉南市 炙り牛たん万 りんくう泉南店
泉南市 カプリチョーザ イオン泉南店
泉南市 L.grow＋
泉南市 越後叶家
泉南市 廻鮮鮨喜十郎
泉南市 黒長兵衛 イオンモールりんくう泉南
泉南市 ALL GOOD BURGER
泉南市 クレープリーメロディ
泉南市 カラオケわんず
泉南市 雲龍一包軒 イオンモールりんくう泉南
泉南市 焼肉 仁家 泉南店
泉南市 四六時中泉南店
泉南市 とんかつ むら瀬 イオンモールりんくう泉南店
泉南市 サンマルクカフェイオンモールりんくう泉南店
泉南市 カラオケスタジオ 唄サロン カフェ Asuka
泉南市 カレーハウスCoCo壱番屋 泉南男里店
泉南市 たこ焼き屋 じょお 泉南店
泉南市 とんかつ かつ喜 泉南新家店
泉南市 くら寿司泉南店
泉南市 太極船
泉南市 縁の花
泉南市 ほてい
泉南市 焼肉牛泉
泉南市 築地銀だこイオンモールりんくう泉南店
泉南市 バケットイオンりんくう泉南店
泉南市 炭焼やきとり鳥久
泉南市 COッCO
泉南市 ホテルショコラ りんくう泉南店
泉南市 居食酒屋 赤ちょうちん
泉南市 カラオケラピス
泉南市 岡田浦漁業協同組合 マルシェ
泉南市 とんかつ専門 あげとん
泉南市 岡田浦漁業協同組合 水産加工部門
泉南市 ローストビーフ星 イオンりんくう泉南
泉南市 ちゃんぽん亭総本家 イオンモールりんくう泉南店
泉南市 SORA RINKU
泉南市 中国料理 克
泉南市 泉州おかんの味 お食事処 ごんたくれ
泉南市 浜寿し
泉南市 サーティワンアイスクリームイオンモールりんくう泉南店
泉南市 マクドナルド２６号泉南店
泉南市 ボン・ヴィラージュ泉南店
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泉南市 コメダ珈琲店 イオンモールりんくう泉南店
泉南市 居食処さかもと
泉南市 スナックピンクベル（泉南）
泉南市 お好み焼 きはち
泉南市 Minimini Skate and dining
泉南市 ラ オハナ イオンモールりんくう泉南店
泉南市 希望軒 泉南店
泉南市 鳥さく イオンモール泉南店
泉南市 WARAIYA 泉南ロングパーク店
泉南市 土佐わら焼き 龍神丸りんくう店
泉南市 観音山フルーツパーラーイオンモールりんくう泉南店
泉南市 しゃぶ菜 イオンりんくう泉南
泉南市 割烹 魚政 北野店
泉南市 デンバープレミアム イオンモールりんくう泉南店
泉南市 パステルイタリアーナイオンモールりんくう泉南店
泉南市 岡田浦キッチンスタジアム
泉南市 ケンタッキーフライドチキン イオンモール りんくう泉南店
泉南市 bake icoi
泉南市 美鈴
泉南市 コーヒーハウス ガナール
四條畷市 うなぎ処暁
四條畷市 Be-1
四條畷市 串揚げキッチンタケチヨ
四條畷市 Anera酒場
四條畷市 カラオケ喫茶 カーム
四條畷市 ANG
四條畷市 和心洋彩 たつ家
四條畷市 旬菜 おいでませ
四條畷市 居酒屋なごみ家
四條畷市 あんちゃん
四條畷市 炭火居酒屋仁々
四條畷市 カラオケ喫茶 人生に乾杯
四條畷市 龍力
四條畷市 soul kitchen
四條畷市 魚匠海人
四條畷市 ないとぱぶ主
四條畷市 CafeGoodDays
四條畷市 Snackkei
四條畷市 喫茶地中海
四條畷市 カラオケ喫茶 歌姫
四條畷市 手打ちうどん和食くるまや
四條畷市 鉄板・居酒屋味さい
四條畷市 清流庵
四條畷市 八千代寿司
四條畷市 活麺富蔵
四條畷市 くまから
四條畷市 たわら
四條畷市 居酒屋 はつみ
四條畷市 Blue Bee
四條畷市 Lily chouchou
四條畷市 串カツぼたん
四條畷市 カラオケ喫茶あそぼ
四條畷市 KITCHEN CAFE foo
四條畷市 和彩工房てん
四條畷市 福すし 楠公店
四條畷市 サーティワンアイスクリームイオンモール四條畷店
四條畷市 地鶏の店山どり
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四條畷市 塩梅ダイナー忍ヶ丘店
四條畷市 カラオケ喫茶 惠
四條畷市 アヌラジャ
四條畷市 鉄板BARプロテアのたまご
四條畷市 八千代
四條畷市 ちきん亭
四條畷市 別館 くるまや
四條畷市 居酒屋ダイニング龍雲
四條畷市 ファミリーラウンジせつ
四條畷市 創作バルザッキー
四條畷市 スナック蓮
四條畷市 北京飯店
四條畷市 ＰＡＲＡＤＩＳＥ ＣＡＦＥ
四條畷市 カラオケスタジオM
四條畷市 パシュパティ
四條畷市 居酒屋 呑幸
四條畷市 創寀酒家旬香
四條畷市 千草
四條畷市 din
四條畷市 楽生
四條畷市 ぼてじゃこ
四條畷市 自然食品と食堂の店 お食事処 一輝
四條畷市 仏蘭西屋
四條畷市 ミスタードーナツ イオンモール四條畷ショップ
四條畷市 炭火串焼刻屋
四條畷市 京花
四條畷市 カラオケ広場パルコ
四條畷市 空とぶからあげ本店
四條畷市 炭火焼鳥縁
四條畷市 粉物Dinningまいどや
四條畷市 あぐ楽
四條畷市 さんちゃん
四條畷市 おかじ家
四條畷市 旬楽 なかお
四條畷市 グランブルー
四條畷市 お好み焼き山ちゃん
四條畷市 たこ将軍
四條畷市 備前
四條畷市 ジャックインザドーナツ イオンモール四条畷店
四條畷市 カレーハウスCoCo壱番屋 四條畷外環状線店
四條畷市 スターバックスコーヒーイオンモール四條畷店
四條畷市 ぶっかけふるいち イオンモール四條畷店
四條畷市 和食さと四条畷東店
四條畷市 清修庵
四條畷市 クレープリーカフェシュクレ イオン四條畷
四條畷市 来来軒 四条畷店
四條畷市 金久右衛門 イオンモール四條畷店
四條畷市 日の出定食店
四條畷市 Juju イオンモール四条畷店
四條畷市 とんかつ かつ喜 四條畷店
四條畷市 炭焼仙台牛タンあかり イオンモール四條畷店
四條畷市 焼肉カルビ亭
四條畷市 鳥貴族 四條畷店
四條畷市 どうとんぼり神座 イオンモール四条畷店
四條畷市 わらい食堂 イオンモール四條畷店
四條畷市 天下一品四条畷店
四條畷市 八剣伝忍ヶ丘店

739 / 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）

四條畷市 バーTT
四條畷市 風の街 四條畷店
四條畷市 サイゼリヤイオンモール四條畷
四條畷市 ブレッドガーデン イオンモール四條畷店
四條畷市 紅虎餃子房 イオンモール四條畷
四條畷市 イオンモール四條畷３階フードコート内北海素材
四條畷市 熟成焼肉いちばん 四条畷店
四條畷市 薩摩ッ子ラーメン忍ケ丘店
四條畷市 Komugi
四條畷市 松屋・松のや忍ケ丘駅前店
四條畷市 和飲家
四條畷市 ミルキッシモイオンモール四條畷
四條畷市 楠港水産
四條畷市 プレシャスビュッフェ イオン四條畷
四條畷市 餃子の王将 上田原店
四條畷市 いきなりステーキ イオンモール四條畷店
四條畷市 築地銀だこイオンモール四條畷店
四條畷市 海の穂まれ四條畷店
四條畷市 ビストロリポッソ
四條畷市 akala
四條畷市 佐賀マルサ
四條畷市 和食中華ダイニング千行
四條畷市 スナック7
四條畷市 楽笑
四條畷市 スナックピーチ
四條畷市 かつや四條畷店
四條畷市 かつ辰 イオンモール四條畷店
四條畷市 一品料理 花寿
四條畷市 カフェ&バーmint
四條畷市 Cafe&Bar9
四條畷市 じゃんぼ総本店忍ケ丘店
四條畷市 餃子の王将 四條畷駅前店
四條畷市 お好み恵美
四條畷市 お好み焼きとんちゃん
四條畷市 カラオケ ありがとう
四條畷市 和食焼肉牛紋・鶏専門店鶏月
四條畷市 豚屋とん一イオンモール四條畷
四條畷市 鎌倉パスタ イオンモール四條畷店
四條畷市 磯のがってん寿司四条畷店
四條畷市 麺次
四條畷市 蕎麦あずま
四條畷市 大和 極 小楠公店
四條畷市 サロン卵と私イオンモール四條畷店
四條畷市 ビッグボーイ四条畷店
四條畷市 力餅食堂
四條畷市 パルメナーラ イオンモール四條畷店
交野市 焼き鳥大鳥 藤が尾店
交野市 和酒の店 雫
交野市 丸助寿し
交野市 鉄板焼きよっちゃん
交野市 カラオケ喫茶二番星
交野市 花鶴
交野市 焼き鳥大吉交野店
交野市 野武士
交野市 ダイニング Miku
交野市 中華料理大元
交野市 居酒屋 はんじょう
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交野市 さつま屋食堂
交野市 八金亭
交野市 いごっそう
交野市 宝寿司
交野市 cafe&bar sucre
交野市 ラウンジ章
交野市 酉壱
交野市 赤とんぼ
交野市 はれらに食堂
交野市 串焼大倉
交野市 やきとり居酒屋 鳥藤
交野市 はるみな
交野市 粉もん屋八 河内磐船駅前店
交野市 焼き鳥 大鳥
交野市 あじさい
交野市 星の森
交野市 ミスタードーナツフレンドタウン交野ショップ
交野市 福すし
交野市 三日月
交野市 インドネパール料理  ISHWAR
交野市 呑んで歌って癒しの店すみれ
交野市 魚三
交野市 芦田酒店 酒楽一献
交野市 たこ焼き＆立ち呑み処 くぅ
交野市 餃子専門舗 三國志 交野店
交野市 気楽中華TENTEN
交野市 たこ焼き イクノ
交野市 初代てっぺん屋
交野市 珈琲蔵
交野市 BAR Boon
交野市 美香飯店
交野市 スナック山うち
交野市 気まぐれどうぶつの森喫茶
交野市 おたやん
交野市 お好み焼 サムさん
交野市 牛銀さすけ交野駅前店
交野市 昆虫食堂 イズミヤ交野店
交野市 カリーノ愛
交野市 ママズキッチン8
交野市 焼肉牛兵衛
交野市 カラオケ喫茶 マリ
交野市 ガスト交野店
交野市 夢庵交野倉治店
交野市 potto×タニタカフェ フレンドタウン交野店
交野市 和食さと交野星田店
交野市 海鮮酒場おどりや交野店
交野市 炭火焼鳥 モクモク
交野市 炭火焼肉久太郎交野店
交野市 にぎり長次郎京阪交野タウン店
交野市 馳どり屋 河内磐船店
交野市 鳥貴族 交野店
交野市 金比羅製麺交野私部店
交野市 食菜酒房 ひろ
交野市 かつ辰 交野店
交野市 カレーハウスCoCo壱番屋 交野私部店
交野市 家族亭
交野市 弁慶 交野駅前店
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交野市 なごみ酒場みぃん家
交野市 カラオケレインボー交野店
交野市 スナックばってん
交野市 つつしたらぼ
交野市 八剣伝 JR河内磐船駅前店
交野市 ブラッセリーぱすてる亭
交野市 カラオケ喫茶母恵夢
交野市 くら寿司交野店
交野市 すし家の繁
交野市 どんぶり太郎磐船店
交野市 本日のおすすめ 交野店
交野市 すし秀
交野市 海鮮七輪焼まんさく
交野市 なか卯 交野店
交野市 大阪王将交野駅前店
交野市 焼肉 宝殿
交野市 カフェ＆レストラン ジュリア
交野市 風の街 交野店
交野市 らーめん浪越
交野市 ラベンダー
交野市 リカーショップウェイ 立ち飲ウェイ
大阪狭山市 ドルチェ
大阪狭山市 チャイニーズレストラン コタン
大阪狭山市 焼肉大門
大阪狭山市 カラオケ喫茶パール
大阪狭山市 創彩食堂ICHIKA
大阪狭山市 華恋
大阪狭山市 ミスタードーナツＲ３１０さやま店
大阪狭山市 かわち
大阪狭山市 のみ処くい処琴彩狭山店
大阪狭山市 うどん屋のえる。
大阪狭山市 Giuda Ballerino!
大阪狭山市 懐石 和艸庵
大阪狭山市 カラオケ波
大阪狭山市 ピヨピヨ
大阪狭山市 ミュージックスタジオ１．２．３
大阪狭山市 中華料理 清流
大阪狭山市 パルネット狭山店 Book&coffee
大阪狭山市 和食居酒屋おか田家
大阪狭山市 大吉金剛南店
大阪狭山市 懐石料理加賀
大阪狭山市 炭火焼鳥ときわや
大阪狭山市 カラオケ酒場 y.s
大阪狭山市 スナックモグラ
大阪狭山市 大吉 大野台店
大阪狭山市 ワインバー Grand Vin
大阪狭山市 金剛串八珍
大阪狭山市 割烹 遠藤
大阪狭山市 Bar JIN
大阪狭山市 金剛酒場フリースタイル
大阪狭山市 ＭＡＨＡ ＬＡＸＭＩ
大阪狭山市 gufo(グウフォ)
大阪狭山市 カラオケ喫茶寿々
大阪狭山市 うどん天国
大阪狭山市 ハスノハナ
大阪狭山市 イル・ディスティーノ
大阪狭山市 モダン和食かみや
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大阪狭山市 standbar Nest
大阪狭山市 鮨 和菜の心 横山
大阪狭山市 ももの木
大阪狭山市 アーラキッチン
大阪狭山市 bar plum pot
大阪狭山市 喫茶 亜登里絵
大阪狭山市 本格インド料理 プジャ狭山店
大阪狭山市 御座礼
大阪狭山市 Bar mahalo
大阪狭山市 一休西店
大阪狭山市 クチーナシラカワ
大阪狭山市 acerbo
大阪狭山市 スナック ここ路
大阪狭山市 うをしげ
大阪狭山市 しょうちゃん
大阪狭山市 潤
大阪狭山市 遊魚材菜昭
大阪狭山市 竹麺亭
大阪狭山市 Anabelle
大阪狭山市 純情屋
大阪狭山市 葡萄の丘
大阪狭山市 翠陽
大阪狭山市 炉端じゃじゃまるみさき
大阪狭山市 にじゅうまる
大阪狭山市 ＢＩＧＢＥＬＬＹＭＡＮ狭山店
大阪狭山市 炭火焼鳥 千鳥
大阪狭山市 ジュリアン
大阪狭山市 Okuda Pasta
大阪狭山市 鮨処 一心
大阪狭山市 あそこ
大阪狭山市 家族亭
大阪狭山市 すし処そら
大阪狭山市 鉄板バルアンバー
大阪狭山市 Dining わさび
大阪狭山市 雁
大阪狭山市 大吉狭山店
大阪狭山市 びっくりドンキー 大阪狭山店
大阪狭山市 鳥貴族 金剛店
大阪狭山市 残波岬
大阪狭山市 さん天金剛店
大阪狭山市 焼鳥 とりぞう 狭山店
大阪狭山市 一軒目
大阪狭山市 焼肉東野狭山店
大阪狭山市 鉄板居酒屋まんぷく
大阪狭山市 クラウン
大阪狭山市 しゃぶ葉大阪狭山店
大阪狭山市 スナック遊名人
大阪狭山市 大国
大阪狭山市 焼肉１１２９ 狭山店
大阪狭山市 カラオケBARハピネス
大阪狭山市 カラオケホール エデン
大阪狭山市 炭火焼肉やまごろ
大阪狭山市 とんかつ かつ喜 大阪狭山店
大阪狭山市 黒毛和牛焼肉ビーファーズ さやま牧場
大阪狭山市 喜樂福
大阪狭山市 カジュアルフレンチ ダルシ
大阪狭山市 ドリームハート
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大阪狭山市 ワンカルビ狭山店
大阪狭山市 讃岐うどん いってつ
大阪狭山市 カラオケレインボー 大阪狭山店
大阪狭山市 スシロー 狭山店
大阪狭山市 旬菜 花椿
大阪狭山市 スナック れんと
大阪狭山市 大起水産回転寿司 金剛店
大阪狭山市 かすや大阪狭山店
大阪狭山市 喃風 大阪狭山店
大阪狭山市 逢喜の郷
大阪狭山市 八剣伝 金剛駅前店
大阪狭山市 炭火焼鳥まごころ
大阪狭山市 香の川製麺 狭山くみの木店
大阪狭山市 白馬童子 狭山池之原店
大阪狭山市 Ｐａｐｉｌｌｏｎ
大阪狭山市 和食さと狭山店
大阪狭山市 山海居酒屋 夜市
大阪狭山市 trattoria cibi 
大阪狭山市 PIZZAOKA
大阪狭山市 だいや
大阪狭山市 イカリ寿司 狭山店
大阪狭山市 がんこ 狭山店
大阪狭山市 吉野家 ぐみの木店
大阪狭山市 ビッグボーイ狭山店
大阪狭山市 焼肉みや狭山
大阪狭山市 くら寿司くみの木店
大阪狭山市 ロッテリアショップ南海金剛店
大阪狭山市 そば屋藍
大阪狭山市 洋食のラグー
大阪狭山市 麺や 四つ葉
大阪狭山市 UCCブルーマウンテン
大阪狭山市 タコヤキクルクル
大阪狭山市 鳥福
大阪狭山市 ビバ
大阪狭山市 酒菜とっさま
大阪狭山市 ふぐ厳
大阪狭山市 麺屋ふくちぁん 狭山店
大阪狭山市 ジョリーパスタ岩室店
大阪狭山市 とんかつ鶴亀
大阪狭山市 日本ケンタッキー・フライド・チキン狭山亀の甲店
大阪狭山市 Majesty
大阪狭山市 はりまや
大阪狭山市 プチレストラントルテュ
大阪狭山市 カラオケ喫茶 アステッド
大阪狭山市 カレーハウスCoCo壱番屋大阪狭山くみの木店
大阪狭山市 香寿庵狭山別館
大阪狭山市 カラオケ のこ
大阪狭山市 ぎょうざ屋実は...29
大阪狭山市 じゃんぼ総本店大阪狭山駅前店
大阪狭山市 餃子の王将 亀の甲店
大阪狭山市 MOLE
大阪狭山市 たっかん
大阪狭山市 マクドナルド狭山岩室店
大阪狭山市 ぱっと笑歌
大阪狭山市 グルメコーヒーの店Ｍａｍｅｋａｎ金剛店
大阪狭山市 カラオケスタジオ都呂々
大阪狭山市 丸亀製麺大阪狭山

744 / 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）

阪南市 ３４６ファミリー
阪南市 スナックのんこ
阪南市 あすな郞
阪南市 彩食献味 粋込
阪南市 焼肉ハウスころころ亭
阪南市 酒菜工房 想
阪南市 味楽 中華料理
阪南市 ラ、ベルメール
阪南市 四川料理 蘭梅 尾崎店
阪南市 アンジュ
阪南市 やさぐれ亭
阪南市 新生寿司
阪南市 スナック チャンピオン
阪南市 阪南洋風食堂 cou cou(クゥクゥ)
阪南市 カラオケスナック一番星
阪南市 スナック 三代
阪南市 思い出の味 ひので
阪南市 魚喜
阪南市 中国料理やぐら
阪南市 居酒屋真
阪南市 居酒屋三平
阪南市 割烹寿司はな
阪南市 NACLEY
阪南市 Dabere
阪南市 SHAKA SHAKA 
阪南市 漁師の家めし 英進丸 名倉
阪南市 JOKER
阪南市 居酒屋 喜楽人
阪南市 チャンピオン
阪南市 MUMEI
阪南市 お好み焼き（つくしんぼ）
阪南市 鮨ぎん泉
阪南市 地魚料理 六尾
阪南市 カラオケハーモニー
阪南市 べるでキッチン
阪南市 イタリア料理 イル ピアット
阪南市 お好み焼きおかん
阪南市 やきとり大吉尾崎店
阪南市 野菜巻き串バル ぽっぽ
阪南市 ちぇりぃあん
阪南市 カラオケ華
阪南市 スナックHY
阪南市 ひかる
阪南市 For Tune
阪南市 カラオケこころ
阪南市 居酒屋きらく
阪南市 台湾料理鴻福
阪南市 元気家
阪南市 お好み焼G E N JＩ
阪南市 串かつ くいしんぼう
阪南市 コンシェルジュ阪南店
阪南市 おでん 一品 芹
阪南市 居酒屋あみこ
阪南市 ここ家
阪南市 SAPANA
阪南市 スナック 緑の館
阪南市 Dining YaNaGi
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阪南市 さりぃ
阪南市 煙八
阪南市 居酒屋 りん
阪南市 かづやん
阪南市 プチボヌール
阪南市 スナックBerry
阪南市 るびぃ
阪南市 BARアジト
阪南市 だいにんぐきっちんみこと
阪南市 割烹いとう
阪南市 カラオケ きこ
阪南市 居酒屋おふく
阪南市 ドリーミー
阪南市 ラーメン吉兆夢
阪南市 たちより処 きみか
阪南市 やきとり BAR 弁慶
阪南市 Factory-1 ＋
阪南市 煌7
阪南市 しゃぶ葉阪南下出店
阪南市 一休 阪南店
阪南市 カラオケ ささ
阪南市 とり屋 藤平
阪南市 らーめん 生島家
阪南市 喫茶＆スナック 咲
阪南市 ガスト泉南尾崎店
阪南市 SaTo
阪南市 あんくるの店
阪南市 カラオケ喫茶 アップル
阪南市 山吉
阪南市 焼肉あみ
阪南市 鶏和食ダイニング 鶏のGeorge
阪南市 たこ安
阪南市 多幸作 箱作店
阪南市 焼肉 炭屋 阪南店
阪南市 マルキ精肉阪南店
阪南市 居酒屋 エナ
阪南市 中華料理清華園
阪南市 寿司 割烹 みやもと
阪南市 たまごのたまこ
阪南市 餃子の王将 阪南箱作店
阪南市 マクドナルド阪南店
阪南市 ふるさと
阪南市 おいらのお店
阪南市 シークレット2
阪南市 ミスターカンソ阪南尾崎店
阪南市 カラオケ喫茶 和
阪南市 炉ばた地車
阪南市 カラオケBanBan阪南店
阪南市 BAR RED7
阪南市 大規鮨し
阪南市 吉野家 ２６号線阪南店
阪南市 ビギン
阪南市 魚ダイニング光
阪南市 ギュウクシアイヤー
阪南市 JandJ
阪南市 てんぷら屋
阪南市 たこ焼きNAKAYOSHI
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阪南市 Bar Secret
阪南市 ジョリーパスタ阪南店
阪南市 泉善
阪南市 丸亀製麺阪南
阪南市 ホワイト
阪南市 Boy's 女神
阪南市 焼き鳥かじ平
阪南市 コメダ珈琲阪南店
阪南市 中華工房五色園
島本町 炭火焼鳥鳥あそび
島本町 たちのみチョットバー
島本町 風恋
島本町 旬を喰らう 天まる
島本町 再会
島本町 鮮酔丸
島本町 K＆K
島本町 とんかつきのした
島本町 リストランテコンテ
島本町 Fornista
島本町 焼鳥さつま
島本町 いろりの郷息
島本町 con brio
島本町 丸智
島本町 海鮮居酒屋 ひかり
島本町 髙橋商店
島本町 すし文
島本町 すみれ
島本町 ライフ
島本町 Smile village ハルカフェ
島本町 カレーハウスCoCo壱番屋島本町国道171号店
島本町 藤寿司
島本町 チャイナダイニング彩菜
島本町 ちょい呑みのんた
島本町 カフェ ダイニング ソルト
島本町 和食さと水無瀬店
島本町 みなせ
島本町 居酒屋たけやん
島本町 たこ勇
島本町 Restaurant MyS
豊能町 うお福
豊能町 喫茶かりな
豊能町 キララ
豊能町 たこその２
豊能町 かめたに
豊能町 にしうら
豊能町 オーベルジュヤマガミ
豊能町 カラオケ茶屋 よの
豊能町 Le tonton
能勢町 いなかのすしや
能勢町 お食事処 あじ彩
能勢町 写楽
能勢町 和風スナック 一千鶴
能勢町 村やん
能勢町 タツヒロ・能勢
能勢町 ディアエヌズキッチン
能勢町 新橋亭
能勢町 二番目屋
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能勢町 スナックカルネ
能勢町 能勢温泉
能勢町 能勢日本料理新
能勢町 遊留里
忠岡町 秀ちゃん
忠岡町 みなみ一丁目
忠岡町 Grill Cafe Excellent
忠岡町 やきにくや
忠岡町 勝心
忠岡町 七五三屋
忠岡町 若松食堂
忠岡町 韓国風食堂富味
忠岡町 呑喰むらおか
忠岡町 karaoke jun
忠岡町 cafe pesce gatto
忠岡町 杉本商店
忠岡町 三代目 中華料理やっこ
忠岡町 カラオケ とき
忠岡町 食べ処呑み処いまむら
忠岡町 CAFE88
忠岡町 じゃんぼ総本店忠岡駅前店
忠岡町 越中五位山村
忠岡町 カラオケハウス 千
忠岡町 やきとり大吉忠岡店
忠岡町 炭火焼き鳥もみじ
忠岡町 たくみ
忠岡町 酒処 ヒロ子
忠岡町 乙姫
忠岡町 Buuu BAR
忠岡町 にゅうまごころ
忠岡町 カラオケ喫茶笑
忠岡町 居楽屋 白木屋
忠岡町 御食事処太平のゆ
忠岡町 ステップ あゆね
忠岡町 喫茶ふるーる
忠岡町 スナック いつ
忠岡町 KARAOKE成
忠岡町 あさがお
忠岡町 スナックみぃ
忠岡町 カラオケスナック パドック
忠岡町 ひまわり
熊取町 かみ屋
熊取町 こんぴら
熊取町 あて処吞み処呑
熊取町 スナック エン
熊取町 居酒屋ひまわり
熊取町 スイーツスリール369
熊取町 スナックゆう
熊取町 Dining志
熊取町 鉄板バル じゅじゅ
熊取町 フレグラントオリーブ
熊取町 SOCIO
熊取町 どんたく屋 熊取店
熊取町 みなみかわ
熊取町 お好み焼きまるも
熊取町 和風キッチンまる
熊取町 カフェ＆クラフトスペース ほびっと
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熊取町 お好み焼コナヤ
熊取町 きっさ たまねぎ
熊取町 居酒屋甚
熊取町 わらび
熊取町 天ten
熊取町 鉄板居酒屋蓼
熊取町 みのや
熊取町 コーヒーショップひまわり
熊取町 ふらっと
熊取町 smile
熊取町 うまいもんやとも
熊取町 はなみずき亭
熊取町 アントニオ焼肉
熊取町 Bar 縁
熊取町 瓢箪
熊取町 八剣伝熊取駅前店
熊取町 季節料理 松ふじ
熊取町 カラオケ喫茶りぼん
熊取町 どんじゅう
熊取町 焼肉 鞍馬
熊取町 寿司一品料理岩男
熊取町 竹取物語
熊取町 洋食＆フレンチレストラン プードル
熊取町 お好み焼愛ちゃん
熊取町 ぎょーざやさん
熊取町 はじめ
熊取町 まるどり
熊取町 カラオケ喫茶 山唄
熊取町 マクドナルド外環熊取町店
熊取町 居酒屋舞
熊取町 彦治郎 
熊取町 ダルマ堂
熊取町 スパゲティハウス たべるな
熊取町 ワンカルビ熊取店
熊取町 地鳥茶屋 鳥㐂
熊取町 のらや熊取店
熊取町 カラオケレインボー熊取店
熊取町 本家さぬきや 熊取店
熊取町 なでしこ
熊取町 スナックホワイト
熊取町 culari. くらり
熊取町 あすか亭 熊取店
熊取町 居酒屋てまり
熊取町 味の里
熊取町 たこ焼きまきちゃん
熊取町 喫茶カラオケみわ
熊取町 jijibaba
熊取町 シェスタ
熊取町 チャオ
熊取町 餃子の王将 泉南熊取店
熊取町 こだわり肉やきや
熊取町 カフェスナック とまり
熊取町 串カツえべっさん熊取店
熊取町 つろぎ
熊取町 なか卯 熊取店
熊取町 自家製麺ら～めん麺虎
熊取町 丸亀製麺熊取
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熊取町 珈琲館 熊取店
熊取町 串かつ一品いなば
熊取町 からあげ A-1
田尻町 カラオケほっこり
田尻町 信州そば処そじ坊
田尻町 自家製麺杵屋
田尻町 カラオケ喫茶はぴねす
田尻町 お好み焼水無月
田尻町 カラオケ絆
田尻町 焼肉國紀屋
田尻町 カラオケ祐
田尻町 韓国料理焼肉マダン
田尻町 カラオケ＆喫茶たえ
田尻町 CAFE＆BAR Amaryllis (HOTEL BAYGULLS)
田尻町 Cafe 和来
田尻町 Ｃａｆｅ ｒｅｓｔ ｂａｒ Ｇｕｌｐ
田尻町 ＳＡＫＡＢＡ鈴
田尻町 べいさいど中徳
田尻町 スターバックスコーヒー関西国際空港2階店
田尻町 ぼてぢゅう 関西国際空港店
田尻町 ぼてぢゅう屋台 関空町家小路店
田尻町 プロント
田尻町 マルゲリータキッチン 関西国際空港
田尻町 カフェ英國屋関空アゼリア店
田尻町 スターバックスコーヒー関西国際空港1階サウスゲート店
田尻町 紅虎餃子房 関西国際空港
田尻町 らぁめん天風軒りんくう店
田尻町 活魚寿司田尻店
田尻町 とんかつＫＹＫ関西国際空港店
田尻町 三福寿し
田尻町 鎌倉パスタ 関西空港店
田尻町 どうとんぼり神座 関西国際空港店
田尻町 りょうしさんの寿司屋 にし川
田尻町 がんこ寿司国際ゲート店
田尻町 がんこ寿司 関西国際空港店
田尻町 炭火食彩の里 一休
田尻町 KIXエアポートカフェラウンジNODOKA
田尻町 プロント 関西国際空港 ＬＣＣターミナル店
田尻町 カラオケ ピース
田尻町 大阪ゴチ食堂
田尻町 とんことんたかの
田尻町 焼鳥酒場ヨシミヤ
田尻町 割烹双月
田尻町 25 CAFE
田尻町 BARBULL
岬町 船守
岬町 朝日亭
岬町 焼肉 じゃりン子
岬町 喫茶サンリーベ
岬町 オリーブ
岬町 龍宮館
岬町 ハレルヤ
岬町 千扇
岬町 かどや食堂
岬町 恋夜
岬町 わたぼうし
岬町 お好み焼 小林
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岬町 タラトリア ダ ピノキオ
岬町 酒ショップますだ
岬町 美食酒屋 HiroYAN
岬町 味処 玉手箱
岬町 コロポックル
岬町 中国飯店紀淡
岬町 パーティーハウス喫茶海岬
岬町 かすが
岬町 焼鶏 酉
岬町 キッサ赤マンマ
岬町 ほうらくや
岬町 お好み焼き 梟
岬町 魚てつ
岬町 お好み焼 伴
太子町 オレンヂ
太子町 マーガレット
太子町 ふくべ
太子町 布遊び工房・咲
太子町 カラオケ 奏
太子町 花さき亭
河南町 居酒屋いろり
河南町 朝日屋河南店
河南町 お好み焼き鉄板料理ゆう
河南町 らーめん帝軒
河南町 創作居酒屋じゃじゃ丸
河南町 ゆう
河南町 焼鳥屋わいに
河南町 信濃橋百番
河南町 炉端 万長
河南町 そば工房けんぞう
河南町 カラオケ・キッチン リアン
河南町 焼き肉 美の吉
河南町 ラウンジBIBI
河南町 いこいの場かえる
河南町 河茂寿司
河南町 レストラン＆カフェ 愚留芽
河南町 カラオケ 響
河南町 焼肉樹樹
河南町 歌の里 麦畑亭
河南町 ラフォンセ
千早赤阪村 カラオケ＆Cafe なごみ
千早赤阪村 Fusion cafe
千早赤阪村 BUM
千早赤阪村 グリーン山荘千早の風
千早赤阪村 お食事処 為ちゃん
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