
施設名称 所在地

鴻盛園 中央区伏見町４丁目

couzen 北区天神橋２丁目

幸太楼 北区本庄東２丁目

上月 北区曾根崎新地１丁目

こうてい麺大ちゃん 中央区心斎橋筋２丁目

河野 北区太融寺町

剛BAR 北区西天満４丁目

幸梅 中央区船場中央３丁目

幸梅軒 中央区船場中央４丁目

紅梅ダイナー 北区紅梅町

幸梅めがねや 北区堂島１丁目

紅梅 LOVER OSAKA 北区紅梅町

赤白コウハクホワイティ梅田店 北区角田町

紅白坊 中央区東心斎橋１丁目

香妃 北区曾根崎新地１丁目

幸福餃子館 中央区瓦屋町３丁目

口福彩菜ひなた 中央区南船場３丁目

口福家ＨＡＮＡＲＥ 中央区宗右衛門町

神戸あぶり牧場　阪急東通り店 北区堂山町

神戸あぶり牧場　本店 北区芝田２丁目

幸平 中央区千日前１丁目

神戸Ａ－１北新地店 北区曾根崎新地１丁目

神戸Ａ－１南店 中央区東心斎橋２丁目

KOBEキッチンMUGUNI 中央区西心斎橋２丁目

神戸牛　吉祥吉　西心斎橋 中央区西心斎橋２丁目

神戸牛　大吾 中央区千日前１丁目

神戸牛　炎焼 中央区南久宝寺町４丁目

神戸牛あかぎ屋　黒門東店 中央区日本橋１丁目

神戸牛あかぎ屋　心斎橋北店 中央区南船場３丁目

神戸牛ジャンキー26　にいたか屋　宗右衛門町店　 中央区宗右衛門町

神戸牛すてーき健 中央区心斎橋筋２丁目

神戸牛すてーき Ishida. LINKS UMEDA店 北区大深町

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた要請に
ご協力のお申し出をいただき、ありがとうございました。

要請にご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和３年8月31日更新分）②/４

この一覧は、要請への協力をお申し出いただきました皆様であり、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、申請者の申請内容に基づいております。）

令和２年11月及び12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金



施設名称 所在地

神戸牛焼肉大長今　東心斎橋店 中央区東心斎橋１丁目

神戸牛拉麵915 中央区宗右衛門町

神戸牛和ノ宮　北心斎橋店 中央区南船場３丁目

神戸牛和ノ宮　黒門千日前店 中央区日本橋１丁目

神戸牛和ノ宮　なんばオリエンタルホテル店 中央区千日前２丁目

神戸牛和ノ宮　なんば御堂筋店 中央区難波１丁目

神戸餃子オレギョ ハービスプラザエント店 北区梅田２丁目

神戸つくねや谷町7丁目劇場 中央区谷町７丁目

神戸マッスルホルモン天満店 北区天神橋４丁目

神戸元町別館牡丹園 北区角田町

神戸屋シルフィー 北区梅田３丁目

神戸れんが亭大阪ステーションシティ店 北区梅田３丁目

黄燜鶏米飯 中央区内本町２丁目

香元 中央区瓦屋町２丁目

弘屋 北区堂島１丁目

香葉 北区中津１丁目

高良 北区曾根崎２丁目

高麗橋桜花 中央区高麗橋４丁目

高麗橋吉兆　なんばダイニングメゾン店 中央区難波５丁目

高麗橋吉兆　本店 中央区高麗橋２丁目

高麗橋はらはち 中央区東高麗橋

幸楽 北区中崎１丁目

ごえ門 中央区久太郎町１丁目

GOEN 中央区南船場４丁目

512cafe&sweets 中央区心斎橋筋２丁目

514 北区堂島１丁目

ＣＯＶＯ 中央区東心斎橋２丁目

GHOST ultra lounge 中央区西心斎橋２丁目

Gostop 中央区東心斎橋２丁目

GO-SPOT 北区曾根崎新地１丁目

コートヤード・バイ・マリオット大阪本町　M18 中央区南本町２丁目

コートヤード・バイ・マリオット大阪本町　ステッチ 中央区南本町２丁目

Corner Shop 中央区高津３丁目

CorneLL 中央区徳井町２丁目

珈琲館香豆 中央区東心斎橋２丁目

珈琲専門店　マック 北区西天満４丁目

coffee bar チューリップ 中央区東心斎橋２丁目

コーヒーハウスケニア 中央区道頓堀２丁目



施設名称 所在地

COVOイタリアンと日本酒のお店 中央区東心斎橋１丁目

komi 光海 北区曾根崎新地１丁目

ゴールド 北区本庄東３丁目

ゴールデン・ニヤンバー 中央区宗右衛門町

ＧＯＬＤＥＮ　ＭＩＮＡＭＩ 中央区東心斎橋２丁目

ＧＯＬＤ 中央区東心斎橋２丁目

GOLD 中央区千日前１丁目

GOLD 北区曾根崎新地１丁目

ゴールドキャッスル 中央区東心斎橋２丁目

Gold Style 中央区宗右衛門町

ゴールドチキンポチャ 中央区島之内２丁目

GOLD BAR 中央区宗右衛門町

GOLD BAR-R- 中央区東心斎橋２丁目

Col Bleu Chinese Restaurant 北区曾根崎新地１丁目

木香 北区堂島１丁目

小雀弥中津 北区中津１丁目

ごきげん亭 北区堂山町

故郷羊肉串店 中央区島之内２丁目

コキリ 北区天神橋６丁目

GOKOUSTANDBAR 中央区南船場１丁目

国産牛焼肉 ふうふう亭 JAPAN 茶屋町店 北区茶屋町

黒十ヤ/島たこやきMIKE 北区角田町

極楽うどんTKU　 北区梅田３丁目

極楽たこ望 北区大淀中１丁目

極楽辣膳 中央区内本町１丁目

黒龍天神樓 北区天神橋４丁目

木暮 北区堂山町

こ玄 中央区東心斎橋１丁目

COCO 中央区宗右衛門町

CoCo 中央区千日前１丁目

CoCo 北区天神橋４丁目

５５　マッチャン 中央区道頓堀１丁目

ｃｏｃｏ・ルージュ 中央区東心斎橋１丁目

心愛 北区神山町

ココカラ 中央区南船場１丁目

KOKOCHI 中央区南久宝寺町４丁目

ここチキン 北区堂山町

心ちや 中央区南船場３丁目
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cocotte 北区本庄西２丁目

cocona 北区天神橋７丁目

ここbyミカド 北区曾根崎新地１丁目

KOKOPELLI 中央区難波１丁目

Kokomo 中央区宗右衛門町

ここ家 北区角田町

心屋 北区堂島１丁目

ここゆまぐらんぱ 北区豊崎４丁目

こころ 中央区島之内２丁目

心　cocoro 北区堂島１丁目

KOKORO 北区天満４丁目

心粋　～cocoroiki～ 北区芝田１丁目

心粋うどんいろは 北区天神橋１丁目

志ーこころー仔牛 北区堂島１丁目

Ｋｏｋｏｒｏｔａｋｅ 北区西天満４丁目

心の花くしよし 中央区難波千日前

心の館　清水 北区曾根崎２丁目

心八剣伝中津店 北区中津１丁目

COCORON 中央区千日前１丁目

ごこん 北区池田町

五座ふく 中央区道頓堀２丁目

コサムイ　バイ　チェディルアン 北区梅田２丁目

小皿kitchen cocoro 中央区東心斎橋１丁目

小皿中華　桃天　LINKS　UMEDA　店 北区大深町

小皿鉄板酒場グリル千本 中央区難波４丁目

己知色 北区堂島１丁目

個室　割烹焼肉　松永牧場　北新地店 北区堂島浜１丁目

個室均一居酒屋　イチかバチか 中央区難波３丁目

個室均一居酒屋　きんぱち 中央区難波千日前

個室創作柚子料理　ゆずの小町 中央区難波３丁目

個室創作ゆず料理　ゆずの小町 北区堂山町

個室ダイニングしずか 北区芝田１丁目

個室と地肴　北新地　心屋 北区曾根崎新地１丁目

GOSSIP 中央区宗右衛門町

個室もつ鍋屋ぎんなべ 中央区難波千日前

こじま 中央区安土町３丁目

小島屋 中央区東心斎橋２丁目

五條家 中央区内平野町２丁目



施設名称 所在地

CochonRose 中央区谷町３丁目

壺心 中央区千日前２丁目

コスモス 北区天満１丁目

コスモス 北区曾根崎新地１丁目

THE COSMOPOLITAN GRILL BAR TERRACE 北区大深町

coSEKI 北区曾根崎新地１丁目

御膳火鍋 中央区宗右衛門町

Gozo 中央区平野町１丁目

小僧またおまえか。 北区天神橋１丁目

COZO 北区曾根崎新地１丁目

KOZONO FRENCH STAND 北区天神橋３丁目

小鯛雀鮨鮨萬 北区中之島５丁目

小谷姐姐　 中央区宗右衛門町

こだわり野菜&創作和ダイニング和み 北区曾根崎１丁目

古潭 中央区難波１丁目

古潭 中央区難波５丁目

古潭 北区小松原町

古潭 中央区千日前１丁目

古潭らーめん 中央区城見２丁目

古潭老麺 北区芝田１丁目

ご馳走そば そら 北区大深町

ごちそう☆ダイニング　風のほうき 中央区船場中央４丁目

ご馳走ね音 北区天神橋５丁目

ゴチソウMARCHE 中央区難波３丁目

ご馳走家　ＧＯＴＴＩ 中央区南船場２丁目

ご馳走家箸の音 北区天神橋２丁目

コックピット 北区曾根崎２丁目

GOTHAM 中央区東心斎橋２丁目

GODS 中央区東心斎橋２丁目

Gottie'S BEEF淀屋橋odona 中央区北浜４丁目

コッテジ　心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

コッテジ千日前本店 中央区難波３丁目

神（ごっど） 北区本庄東１丁目

ごっど（神） 北区天神橋７丁目

GOTTO酒場備後町店 中央区備後町４丁目

cotton 北区堂島１丁目

こつぼ 中央区東心斎橋２丁目

コッポレッタ 北区豊崎３丁目
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虎徹 中央区千日前２丁目

［華］KOTeTSU 北区浮田１丁目

こてっぱん 北区曾根崎新地１丁目

こてつ家 中央区千日前１丁目

壷天 北区天神橋５丁目

壺天 北区大淀南２丁目

琴 中央区宗右衛門町

koto 北区曾根崎新地１丁目

ことう 中央区東心斎橋１丁目

小都路 中央区心斎橋筋２丁目

COTOHA 中央区淡路町１丁目

ことぶきホルモン店 北区天神橋４丁目

こと美 北区曾根崎新地１丁目

琴美 北区堂島１丁目

古都家 中央区東心斎橋２丁目

ことわ 北区天神橋６丁目

コナイト 中央区南本町３丁目

こなな　エキマルシェ大阪 北区梅田３丁目

粉味屋 中央区南船場１丁目

こなもん天国 中央区道頓堀１丁目

粉もんバルDenner 中央区東心斎橋１丁目

粉もん屋　とん平　梅田東店 北区堂山町

こなもん屋 大阪天満宮店 北区天神橋２丁目

こなれ　梅田店 北区角田町

Coniglio 中央区東心斎橋２丁目

小西 北区堂島１丁目

conextion 北区西天満４丁目

CONNECT 北区堂山町

CONNECT 中央区伏見町２丁目

このは 中央区南本町２丁目

このみ 北区曾根崎新地１丁目

KONOMI 中央区南船場２丁目

木の実 北区池田町

琥珀 北区曾根崎新地１丁目

琥珀中華料理 中央区南久宝寺町３丁目

こばこ 中央区道頓堀１丁目

KOBAKO 中央区千日前２丁目

コバチ咖喱 北区豊崎１丁目
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小鉢酒場たんと 中央区千日前２丁目

こはる 中央区千日前１丁目

GOHAN 北区堂山町

五番館 北区曾根崎新地１丁目

ごはん処司 北区芝田１丁目

ご飯屋　おかだしょうてん 北区梅田２丁目

ご飯屋がっちゃん 中央区東心斎橋２丁目

ごはん屋ごはん 中央区南船場４丁目

ごはんや長助 中央区南久宝寺町２丁目

こひろ 北区西天満４丁目

5FUN 北区大淀中１丁目

呼福 北区堂島１丁目

吾福食堂 北区天神橋４丁目

小藤食堂 中央区淡路町３丁目

KOBUTA 中央区東心斎橋２丁目

こぶたのはな 中央区高麗橋２丁目

コプチャンち 中央区道頓堀１丁目

コフレ 中央区東心斎橋１丁目

ごへい 中央区内久宝寺町３丁目

小忘我 北区天神橋４丁目

ＧＯ・ＨＯ・Ｕ・ＢＩ　ＰＡＲＬＯＲ 北区大深町

KOHOKU 北区鶴野町

小ぼけ京阪淀屋橋店 中央区北浜３丁目

小ぼけ道修町店 中央区道修町４丁目

小ぼけ淀屋橋本店 中央区高麗橋４丁目

COVOJEAN 北区中津１丁目

ごますりちゃんこ 北区天神橋４丁目

小町 中央区南久宝寺町１丁目

小松屋 北区曾根崎新地１丁目

こみち 北区梅田３丁目

小径 北区本庄東１丁目

こみなみ家 中央区東心斎橋１丁目

COMMUNICATION ROCK CITY 北区曾根崎新地１丁目

community bar go_en 中央区西心斎橋１丁目

古民家Dining からほり製作所。 中央区谷町６丁目

小麦生まれ、麵育ち。 北区南森町２丁目

小麦と生きる道 中央区南船場２丁目

米処　さらさ 北区大淀中１丁目
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米と葡萄 北区黒崎町

糀　コメノハナ 北区天神橋２丁目

米福酒場淀屋橋店 中央区伏見町２丁目

KOMO 北区曾根崎新地１丁目

ＣＯＭＯＤＯ 中央区東心斎橋１丁目

コモネ 中央区千日前１丁目

小柳 中央区東心斎橋１丁目

湖陽樹 中央区南本町２丁目

湖陽樹谷町店 中央区農人橋１丁目

こより 中央区東心斎橋１丁目

古里庵 中央区日本橋１丁目

Korean Kitchen うり食堂 中央区南船場２丁目

korean teppan dining beni-beni 北区南森町１丁目

KOREANBAR JOA 中央区東心斎橋２丁目

korean bar style 中央区宗右衛門町

KoreanBarなむる 中央区東心斎橋２丁目

ゴリゴリミートルーム 北区万歳町

小料理ガスビルマエ 中央区平野町４丁目

小料理　北富士 中央区東心斎橋１丁目

小料理酒家 ばくろう 中央区博労町３丁目

小料理　咲　saku 中央区東心斎橋２丁目

小料理ともか 中央区難波１丁目

小料理Bar　あまの 北区曾根崎新地１丁目

小料理BAR 雪月花 中央区日本橋１丁目

小料理よねむら 北区曾根崎２丁目

ｃｏｌ 北区曾根崎新地１丁目

COLZA 中央区備後町１丁目

コルダ食堂 中央区玉造２丁目

ゴルファーズクラブJ 北区曾根崎新地１丁目

ＧＯＬＦＬＩＮＥ 中央区島之内２丁目

colmata 中央区道修町４丁目

五郎寿し心斎橋店 中央区東心斎橋２丁目

五郎寿し本店 中央区東心斎橋２丁目

colony（コロニー） 中央区東心斎橋２丁目

colonie 北区堂山町

コロンボ 北区梅田１丁目

co.ワイン 中央区南本町１丁目

KOKG 北区天神橋６丁目



施設名称 所在地

コンセントカフェ 中央区久太郎町４丁目

権太呂すし　天六店 北区天神橋６丁目

Conteur 中央区今橋２丁目

近藤慎之介笑店 中央区東心斎橋２丁目

近藤熱帯魚店 北区黒崎町

Condo 中央区北浜１丁目

contort 中央区東心斎橋１丁目

GLORIA（船名　Gondo La Bar） 北区長柄東１丁目

今日亭安永 北区中崎西４丁目

コンパ 中央区東心斎橋２丁目

ごんべ 中央区千日前２丁目

権兵衛 北区池田町

The Cole Bar 中央区心斎橋筋２丁目

ＴＨＥ　ＳＴＡＹ　ＯＳＡＫＡ　心斎橋 中央区島之内１丁目

ザ.　セラーズ南店 中央区道頓堀２丁目

THE BAR OSAKA 北区曾根崎新地１丁目

THE PARTY 北区堂島１丁目

ザ　ブッフェアンドマルシェ　グランフロント大阪 北区大深町

the blarney stone 中央区東心斎橋２丁目

ザ・ランデブー 北区曾根崎新地１丁目

ザ・イカが 中央区西心斎橋２丁目

サ・エ・ラ 中央区平野町３丁目

THE・COURT 中央区伏見町３丁目

ザ・ダイニング　カンパーニュ　ワイン酒場 北区小松原町

The Dolphins bar 中央区東心斎橋１丁目

ザ・バー 北区梅田２丁目

ザ・ハース 中央区難波千日前

ザ・バー富美家 中央区東心斎橋１丁目

THE　HIGHLANDS 北区中津１丁目

the blarney stone 北区曾根崎２丁目

ザ・プレイモアジュニア 北区曾根崎新地１丁目

ザ・ベストテン　PART1 北区曾根崎新地１丁目

The MELODY （ザ・メロディ） 中央区東心斎橋１丁目

THE LIVELY BAR 中央区南本町１丁目

ザ・ロビーラウンジ 北区梅田２丁目

サー 北区梅田１丁目

CIRCUS 中央区西心斎橋１丁目

THIRD STONE 北区堂山町



施設名称 所在地

THIRD PLACE 中央区今橋２丁目

surf & dog blow 中央区西心斎橋２丁目

サーモンバルサリーレ 中央区東心斎橋１丁目

サーモンベーネ 北区芝田１丁目

サーモンベーネ鮭寮 北区芝田１丁目

さぁるーむ 北区兎我野町

サーレぺぺドゥエ 北区梅田２丁目

最 中央区難波千日前

地酒　最　ＳＡＩ　座裏店 中央区難波４丁目

最 本町店 中央区久太郎町３丁目

彩雲 中央区城見２丁目

妻家房 北区角田町

彩希 中央区東心斎橋２丁目

季彩游 中央区難波千日前

彩月 中央区心斎橋筋２丁目

ＣＹＣＯＧＩＲＬＳ 北区曾根崎新地１丁目

菜根譚律 中央区東心斎橋２丁目

菜菜 中央区宗右衛門町

彩祭 中央区南本町１丁目

菜々庵 中央区北浜４丁目

彩さいHANARE 中央区東心斎橋１丁目

ZAISANラウンジ 中央区東心斎橋２丁目

彩食絢味花谷山中 北区黒崎町

サイゼリヤ　梅田OSホテル店 北区曾根崎２丁目

サイゼリヤ　 梅田東店  　　　　　 北区堂山町

サイゼリヤ　大阪樋之口店   北区樋之口町

サイゼリヤ　大阪駅前第3ビル店 北区梅田１丁目

サイゼリヤ大阪日本橋駅前店 中央区日本橋１丁目

サイゼリヤOBPツイン21店    　　 中央区城見２丁目

サイゼリヤ 北心斎橋店 中央区南船場３丁目

サイゼリヤ 中央区南本町２丁目

サイゼリヤ千日前アムザ店 中央区千日前２丁目

サイゼリヤ天神橋筋六丁目店 　 北区天神橋６丁目

sideway 中央区東心斎橋２丁目

彩火 北区天神橋６丁目

彩龍飲茶薬膳料理中国茶 中央区心斎橋筋１丁目

THE WALL 中央区西心斎橋２丁目

South Wind 中央区千日前１丁目



施設名称 所在地

サウス88 中央区宗右衛門町

SOUTHBANK 中央区東心斎橋２丁目

サウンドエレガンス 北区曾根崎新地１丁目

サウンドG1 北区堂島１丁目

ＳＯＵＮＤ　ＳＰＯＴ　ひまつぶし 中央区東心斎橋２丁目

SOUND永遠 中央区宗右衛門町

ザ・エイジングハウス１７９５　大阪マルビル店 北区梅田１丁目

The Australian Public House 中央区東心斎橋１丁目

騒豆花　ホワイティうめだ店 北区小松原町

さかいえん弥 中央区島之内１丁目

坂井カレー 北区西天満３丁目

堺銀しゃりゲコ亭　天神橋２丁目食堂 北区天神橋２丁目

坂井珈琲　天神橋店 北区天神橋３丁目

堺 醤油らーめん 石原ラ軍団 OBP店 中央区城見１丁目

堺筋幸作 中央区船場中央１丁目

ガスト堺筋本町 中央区安土町２丁目

堺筋本町　路地裏ダイニング　じぇいず 中央区安土町２丁目

堺筋本町給油所１号店 中央区南本町２丁目

昌 中央区日本橋１丁目

栄寿司 北区西天満６丁目

栄鮓　千日前店 中央区千日前１丁目

さかえすし　玉屋町店 中央区宗右衛門町

さかえすし　三ッ寺店 中央区東心斎橋２丁目

和榮屋 北区堂島１丁目

榊 北区堂島１丁目

酒蔵　九州　芝田店 北区芝田１丁目

酒蔵　櫛羅 中央区難波千日前

酒蔵呑 北区梅田１丁目

酒蔵鍋 中央区瓦町４丁目

酒蔵鍋 北区天神橋４丁目

酒蔵BAR初かすみ酒房 中央区難波５丁目

坂酒店 北区東天満２丁目

咲花草 北区中崎西３丁目

さかづき 北区天神橋４丁目

酒堂　庶 中央区千日前１丁目

彩花菜 北区長柄中１丁目

魚　de　バール　ウオチカ 北区角田町

酒菜・味彩 ためきち 中央区東心斎橋２丁目



施設名称 所在地

肴菜お食事うえっち 北区天神橋４丁目

魚が旨い謎の店。UROKO 中央区西心斎橋２丁目

さかな割烹とめきち 北区菅栄町

魚串BAR 中央区心斎橋筋２丁目

魚坐 北区堂島３丁目

魚菜・酒肴 すざき 中央区東心斎橋１丁目

SAKANAZA MAEDA 中央区東心斎橋１丁目

魚肴　しま田 中央区東心斎橋２丁目

サカナスタンド　ＵＥＳＡＫＩ 中央区南久宝寺町４丁目

魚頂天酒場まつり 北区角田町

酒肴　哲 中央区日本橋２丁目

魚と海鮮鮨酒場　街のみなとルクア大阪店 北区梅田３丁目

魚と釜飯　ウオマチ 北区西天満５丁目

魚と釜めし　かさ家 北区天神橋３丁目

魚菜処　光悦 中央区心斎橋筋１丁目

肴処 サムライ 中央区難波千日前

魚処天悟 中央区常盤町１丁目

魚と肴と酒処　八仙 中央区安土町３丁目

魚と炭火　炉ばたのぎんすけ 北区中津１丁目

魚と日本のお酒　むく 北区天神橋１丁目

魚と野菜　つじ田 中央区東心斎橋２丁目

（肴）日本酒処　力鯱 中央区玉造１丁目

肴の酒　こなから 北区曾根崎新地１丁目

魚の郷こにし 中央区鎗屋町１丁目

さかなのじんべえ 中央区千日前２丁目

魚日和 中央区平野町４丁目

肴や 北区天神橋４丁目

肴谷 中央区東心斎橋１丁目

肴菜や　はなさく 北区菅栄町

酒菜家　友 北区天神橋４丁目

肴屋あしか 北区梅田１丁目

酒肴菜屋あんばい 中央区東心斎橋２丁目

肴家いしはら 北区曾根崎新地１丁目

酒菜やいしもん 北区梅田１丁目

魚や市　 北区天神橋２丁目

魚や市　別館 北区天神橋３丁目

さかなやいぬい 北区梅田２丁目

酒肴屋かわむら 北区天満２丁目



施設名称 所在地

酒菜舎虎純 中央区心斎橋筋２丁目

肴や酒や笑てん 中央区伏見町４丁目

さかな屋さんの居酒屋さん 中央区難波１丁目

魚屋スタンドふじ子 北区梅田３丁目

肴菜家たわわ 中央区大手前１丁目

魚菜屋常峰 中央区東心斎橋１丁目

さかなや道場　堺筋本町店 中央区南本町２丁目

さかなや道場　谷町4丁目駅前店 中央区谷町３丁目

酒菜家 とく 中央区谷町５丁目

酒菜屋なないろ 中央区島之内１丁目

魚屋のトラットリア　アレグロ 北区曾根崎２丁目

さかやのmaru寿司　ルクア店 北区梅田３丁目

肴やバルヲ 北区池田町

魚屋ひでぞう　別館 中央区難波千日前

魚屋ひでぞう天満橋店 中央区大手前１丁目

魚屋わらじ 北区堂山町

さかな料理ろっこん 北区曾根崎新地１丁目

酒場 北区天神橋５丁目

sakaba  itch 中央区南船場４丁目

酒場おいない屋 北区菅栄町

酒場おか長 中央区難波５丁目

酒場おか長 中央区千日前１丁目

酒場おか長 北区梅田１丁目

酒場おか長 大阪駅前第３ビルB1店 北区梅田１丁目

酒場サダキチ 北区曾根崎新地１丁目

酒場食堂BEN 中央区南船場４丁目

酒場スナフキン 中央区心斎橋筋２丁目

酒場deダバダ 中央区道頓堀２丁目

酒場トペ 北区曾根崎新地１丁目

酒場二宮 中央区安土町２丁目

酒場のパチモンウォーズ 北区黒崎町

酒場　ふじなべ 北区堂山町

酒場ぽち 中央区心斎橋筋２丁目

酒場やまと 北区小松原町

酒場ラジカル 北区天神橋５丁目

酒場六平 北区梅田１丁目

サカホン酒場 中央区船場中央１丁目

阪町哀歌 中央区心斎橋筋２丁目



施設名称 所在地

SAKAMACHI五時まえ 中央区千日前１丁目

酒町ちゅうじろう 中央区日本橋２丁目

さかまり。 中央区宗右衛門町

さかもと 中央区森ノ宮中央１丁目

さか本 北区堂島１丁目

SAKAMOTO 北区曾根崎新地１丁目

酒屋の酒場 北区天神橋３丁目

佐勘　本店 北区芝田１丁目

咲 北区曾根崎２丁目

咲 北区堂島１丁目

咲　ブルーム 北区曾根崎新地１丁目

THE cuisine Hasegawa 北区曾根崎新地１丁目

Succubus 中央区宗右衛門町

SUCCESSOR 北区堂山町

sakuma 中央区心斎橋筋２丁目

さくや谷町 中央区南新町１丁目

櫻 中央区東心斎橋２丁目

Sakura 中央区千日前１丁目

さくら 中央区東心斎橋２丁目

Sakura 北区曾根崎新地１丁目

さくら 中央区備後町３丁目

桜 北区神山町

さくら庵 中央区東心斎橋１丁目

Sakurai 中央区宗右衛門町

さくら樹 北区曾根崎新地１丁目

さくら北夙川 北区堂山町

桜さく 北区天神橋５丁目

さくらSAKE 中央区南本町１丁目

桜島 北区天神橋４丁目

さくら食堂 北区角田町

さくら水産　堺筋本町店 中央区安土町２丁目

海産物居酒屋さくら水産　淀屋橋店 中央区北浜４丁目

さくら草 北区曾根崎新地１丁目

咲良天神橋 北区天神橋４丁目

サクラノマ 中央区南船場４丁目

桜館 中央区東心斎橋２丁目

桜橋深川 北区曾根崎新地２丁目

咲くら阪急グランドビル店 北区角田町



施設名称 所在地

桜BLOOM 中央区千日前２丁目

咲くら　マルビル店 北区梅田１丁目

桜屋黒崎町3番1号 北区黒崎町

The cream teas spoon farm house 北区梅田２丁目

酒&喰いもんや倶楽部味香 中央区谷町６丁目

酒カネダ 中央区東高麗橋

酒喰　ぽーと 北区同心２丁目

酒蔵多氣 中央区北浜東

sake倶楽部しの 北区曾根崎新地１丁目

SAKE 玄座 北区曾根崎新地１丁目

酒幸文 中央区西心斎橋１丁目

酒工房 北区天満２丁目

酒・肴・旬菜おかちゃん 中央区東心斎橋２丁目

酒肴ひじり 中央区西心斎橋２丁目

酒先杯 北区天満３丁目

サケダイニングフジ 北区曾根崎２丁目

酒と肴Sai 北区曾根崎新地１丁目

酒道楽　雲や 中央区東心斎橋２丁目

酒道楽こけこっこ 中央区内本町２丁目

酒とカラオケとおばんざい　noomo 中央区本町橋

酒処　たけ家 北区同心２丁目

酒処　一心 中央区谷町９丁目

酒処さつき 中央区難波千日前

酒処晴天 北区曾根崎新地１丁目

酒処　虎次郎 北区天神橋４丁目

酒処　新阜 中央区西心斎橋２丁目

酒処呑喜屋 中央区東心斎橋２丁目

酒処 ボチボチ 北区池田町

酒処麺処きのした 中央区北浜２丁目

酒処　依屋 中央区日本橋２丁目

酒と魚たにろくクッチョロ 中央区上本町西２丁目

酒と魚とオトコマエ食堂 北区大深町

酒と肴　にこ 北区曾根崎新地１丁目

酒と肴　未山 中央区東心斎橋２丁目

酒と肴よしまさ 中央区日本橋２丁目

酒とチーズと自由とENERGY 北区天神橋５丁目

SAKETORY 北区錦町

酒の奥田 北区天神橋４丁目



施設名称 所在地

酒呑総合窓口スラッシュ 中央区北浜１丁目

酒呑み屋かどっこ 北区浪花町

酒の森 北区天神橋７丁目

SAKEBAR太 中央区千日前２丁目

SAKEBAR誉 北区曾根崎２丁目

酒・兵吾 中央区難波千日前

酒奉行よいではないか 中央区道頓堀１丁目

酒毎日 北区角田町

酒や肴よしむら 北区天神橋１丁目

酒ヤドカリ食堂 北区天神橋４丁目

酒楽座山三（店舗名）ミナミ山三（屋号） 中央区難波４丁目

瑳こう 中央区北久宝寺町４丁目

The Coconut Diner 北区天神橋６丁目

雑魚坐 中央区道頓堀２丁目

The Co Bar 中央区千日前１丁目

座々 中央区瓦町３丁目

THE33 TEA&BAR TERRACE 北区梅田２丁目

THE SOUND GARDEN 中央区心斎橋筋２丁目

サザンスター 中央区難波４丁目

SOUTHERN PEAS 北区天神橋１丁目

THE CITY BAKERY グランフロント大阪 北区大深町

THE CITY BAKERY 茶屋町あるこ 北区芝田１丁目

THE CITY BAKERY BRASSERIE RUBIN グランフロント大阪 北区大深町

The 　酒庫 北区曾根崎２丁目

THE少年会議所 北区黒崎町

The Silver Lining 北区堂山町

さすらいのカンテキ天六酒場 北区長柄中１丁目

ザ セント レジス バー 中央区本町３丁目

THE DINER 北区西天満２丁目

サダクロ 北区曾根崎２丁目

佐竹 北区堂島１丁目

ＴＨＥ　たまご　ＢＡＲ 中央区宗右衛門町

さち 中央区難波１丁目

さち 中央区宗右衛門町

Sachi 北区曾根崎新地１丁目

幸 中央区千日前２丁目

幸子 中央区千日前１丁目

佐知子 中央区東心斎橋２丁目



施設名称 所在地

さち音 北区天神橋４丁目

さち福や　JO-TERRACE　OSAKA店 中央区大阪城

さち福や　ナビオ店 北区角田町

さち福やCAFE　クリスタ長堀店 中央区南船場２丁目

さち福やCAFE　なんばCITY店 中央区難波５丁目

さち福やCAFE　LINKS　UMEDA 北区大深町

幸や 中央区東心斎橋２丁目

錯覚 北区本庄東１丁目

雑貨BAR福猫堂 中央区瓦町４丁目

咲月 中央区東心斎橋１丁目

サッチェズカリー 北区神山町

zappa 北区堂島１丁目

札幌　山嵐　東通り店 北区小松原町

札幌らーめん獅子王大阪店 中央区東心斎橋２丁目

薩摩 中央区千日前１丁目

薩摩 北区曾根崎新地１丁目

薩摩魚鮮水産　梅田北口芝田店 北区芝田２丁目

薩摩牛の蔵　なんば店 中央区難波３丁目

薩摩牛の蔵　本町店 中央区安土町２丁目

薩摩ごかもん 梅田茶屋町本店 北区芝田１丁目

薩摩ごかもん 天満橋総本店 中央区天満橋京町

薩摩ごかもん 西梅田本店 北区曾根崎新地２丁目

薩摩ッ子ラーメン 北区曾根崎新地１丁目

さつま料理 島国 北区曾根崎２丁目

サテンヴェール 北区曾根崎新地１丁目

サテンヴェールCOVO 北区曾根崎新地１丁目

THE TEMPLEBAR 北区曾根崎新地１丁目

郷の舎大山 中央区東心斎橋１丁目

The Drunken Clam 中央区宗右衛門町

sunny 北区曾根崎新地１丁目

Sunny Day Dumpling 中央区瓦町２丁目

Sunny-B 北区堂島１丁目

讃岐うどん　しゃぶしゃぶ　粂屋 北区梅田３丁目

讃岐うどん今雪 北区神山町

さぬきうどん四國屋 北区堂島１丁目

讃岐うどん八屋 北区曾根崎新地１丁目

讃岐路 北区曾根崎新地１丁目

結Theknot 中央区宗右衛門町



施設名称 所在地

佐之家 中央区安土町２丁目

佐之家 中央区北浜３丁目

38 中央区心斎橋筋２丁目

ザバーエリクシールK 北区堂島１丁目

SABAR阪急三番街店 北区芝田１丁目

THE PIE SHOP 中央区西心斎橋１丁目

THE PASTA ＆ GRILL'S 北区天神橋４丁目

the ババケン 中央区千日前２丁目

鯖六製麺所　北浜店 中央区平野町１丁目

サバ６製麺所　阪急梅田店 北区芝田１丁目

THE BANZAI 北区天神橋４丁目

The Beach 中央区宗右衛門町

ザビエルハヤシ 北区本庄東２丁目

SUB 中央区上汐２丁目

佐芳 中央区東心斎橋２丁目

SAFARI 中央区西心斎橋１丁目

SB×２ Sports Bar Saru Bancho 北区堂島１丁目

THE　PLATINUM 北区梅田３丁目

THE BLUE 中央区島町２丁目

THE PLACE 北区大淀南１丁目

Supporter's Field 北区芝田２丁目

THE MILESTONE BeAR 北区池田町

Ca marche 中央区北浜１丁目

THE MATCHA TOKYO ルクア大阪 北区梅田３丁目

ＳＡＭＡＮＳＡ 中央区心斎橋筋２丁目

サミープー 中央区南船場４丁目

sam&dave one 中央区東心斎橋２丁目

サムギョプサル専門店 ベジテジや東心斎橋店 中央区東心斎橋１丁目

さゆり 中央区心斎橋筋２丁目

THE LIVELY KITCHEN 中央区南本町１丁目

SARASA 北区曾根崎新地１丁目

さらしな　廣田屋 中央区難波２丁目

サラスバティ 中央区難波４丁目

sala bar conti 中央区東心斎橋２丁目

さらぼーん 北区曾根崎新地１丁目

SALAMAT 北区神山町

SALAMANCA 北区天神橋２丁目

サラマンジェ角屋 北区曾根崎新地１丁目



施設名称 所在地

サラン 中央区島之内２丁目

SARAN 北区堂山町

さらんばん 中央区難波２丁目

ＳＡＬＶＡＴＯＲＥ　ＣＵＯＭＯ＆ＢＡＲ心斎橋 中央区西心斎橋１丁目

salvis 北区天満３丁目

Salute 中央区東心斎橋１丁目

SALUTE 北区茶屋町

ザルーム　フルーレ 北区堂島１丁目

SALTARE 中央区東心斎橋１丁目

さるのこしかけ 中央区東心斎橋１丁目

ＴＨＥ　ＲＯＹＡＬ　ＭＩＬＥ 北区曾根崎新地１丁目

the ROSE 中央区東心斎橋１丁目

The Lords BAR 北区堂島１丁目

サロック 北区堂島１丁目

Salon 中央区東心斎橋２丁目

salon1201 北区曾根崎新地１丁目

salon 北区堂島１丁目

salon M style 中央区東心斎橋２丁目

さろん　群芳 中央区東心斎橋２丁目

サロン　ド　あそう 中央区難波４丁目

サロン　森野 北区堂島１丁目

サロン・ド・テ　アルション 中央区難波１丁目

サロンカフェ零 北区中崎西１丁目

サロン喫茶フレイムハウス 中央区淡路町１丁目

サロン君屋 北区曾根崎新地１丁目

ＳＡＬＯＯＮ高嶋 中央区東心斎橋２丁目

サロン卵と私ルクア大阪店 北区梅田３丁目

Salon du President 北区曾根崎新地１丁目

Salon du President  雅の間 北区曾根崎新地１丁目

サロンド・森山 北区曾根崎新地１丁目

サロンドアマント 北区中崎西１丁目

サロンド.アムール 北区堂島１丁目

Salon de S 北区堂島１丁目

サロン・ド・オー 北区曾根崎新地１丁目

サロンド大島 北区堂島１丁目

サロンド川辺 北区曾根崎新地１丁目

Salon de Queen 北区堂島１丁目

Salon du kuma3 北新地 北区堂島浜１丁目



施設名称 所在地

salon de grandir 中央区東心斎橋２丁目

salon de CLEO 中央区東心斎橋２丁目

サロンド サバニー 北区曾根崎新地１丁目

さろんどさん 中央区東心斎橋１丁目

サロンド谷 北区堂島１丁目

サロン・ド・ダリア 北区曾根崎新地１丁目

サロンド坪井 北区曾根崎新地１丁目

salon.deなな子 北区曾根崎新地１丁目

SALON de BAR MOGULLA 中央区東心斎橋２丁目

サロン・ド・パンテール 北区曾根崎新地１丁目

salon de BENI 北区曾根崎新地１丁目

サロンド舞 北区堂島１丁目

サロン・ド・Miyu 北区曾根崎新地１丁目

salon de moonlight 北区曾根崎新地１丁目

salon de 萌 中央区東心斎橋２丁目

salon de 優 北区曾根崎新地１丁目

salon de ゆり 中央区東心斎橋２丁目

サロン・ド　Ryoma 北区曾根崎新地１丁目

Salon de LEON 中央区東心斎橋２丁目

SALON BAR NERO 中央区東心斎橋２丁目

澤 北区曾根崎新地１丁目

サワディカー 中央区宗右衛門町

SUN 中央区北浜２丁目

燦 北区梅田３丁目

燦　ヒルトンプラザウエスト店 北区梅田２丁目

316 北区堂島１丁目

山陰浜田港 中央区難波３丁目

燦ＯＢＰツインタワー店 中央区城見２丁目

山海　あみ 中央区東心斎橋２丁目

５５（サンカントサンク） 中央区東心斎橋２丁目

39 中央区東心斎橋１丁目

THANK YOU 39 北区堂島１丁目

39 北区堂島１丁目

３９チキン　千日前２号店 中央区千日前１丁目

サンキューな 北区天神橋６丁目

CINQ 北区曾根崎新地１丁目

５ｃｉｎｑ 中央区東心斎橋２丁目

Sun Green 中央区東心斎橋１丁目



施設名称 所在地

サングリエヨシミ 北区堂島１丁目

サングリエヨシミ 北区堂島１丁目

三間堂　中之島ダイビル店 北区中之島３丁目

35table 中央区西心斎橋１丁目

燦々亭 中央区南本町３丁目

燦々亭　北浜店 中央区伏見町２丁目

餐餐美食 中央区島之内１丁目

 34Kitchen 北区中津３丁目

サンジェルマン 中央区西心斎橋２丁目

suns 北区曾根崎２丁目

三千院 中央区東心斎橋１丁目

三代目おしゃべりろばー 中央区東心斎橋２丁目

三代目　木村屋 中央区北久宝寺町２丁目

三代目鳥メロ難波道頓堀店 中央区道頓堀１丁目

Santaclara restaurante&bar 中央区東心斎橋１丁目

三多屋 中央区北浜１丁目

酒ん地 中央区船場中央２丁目

産地直送　地魚酒場　魚八商店　虎目横丁店 中央区千日前２丁目

三ちゃん 中央区北久宝寺町１丁目

さんちゃんや 北区中津１丁目

産直酒場　馬と魚 中央区南本町４丁目

SANTE 北区曾根崎新地１丁目

Sun de Moon 中央区東心斎橋２丁目

サンドイッチマン 北区天神橋３丁目

サントリーアダルト 北区曾根崎２丁目

サントリースタンドおくだ 北区曾根崎２丁目

サントリースナックOP 中央区千日前１丁目

サントリースポット　しんらい 北区曾根崎２丁目

サントリーローズ 北区曾根崎２丁目

サントロペ 北区鶴野町

320ＢＡＳＥ 中央区東心斎橋１丁目

三年間byコッテジ 北区茶屋町

ザンネン 北区天神橋２丁目

38 北区同心２丁目

Sympathique 北区大淀南３丁目

三番街梅八 北区芝田１丁目

三豐麺 中央区南船場４丁目

三豊麺～極～千日前店 中央区千日前１丁目



施設名称 所在地

SUNHALL 中央区西心斎橋２丁目

ざんまい食堂 中央区難波５丁目

三輪車 中央区内久宝寺町３丁目

サンルージュPARTIII 中央区島之内２丁目

サンロード 中央区東心斎橋２丁目

3601 中央区東心斎橋１丁目

ジ　アザー　サイド 北区曾根崎新地１丁目

The Argo 中央区西心斎橋２丁目

しあわせ料理ねぎ坊主 中央区南本町１丁目

Shi an 北区堂島１丁目

g 中央区東心斎橋２丁目

Geee!! 北区堂山町

G clef 北区曾根崎新地１丁目

G・Blue 中央区東心斎橋２丁目

G.R CAFE TERRACE 中央区西心斎橋２丁目

G＆ｂａｒ 北区曾根崎新地１丁目

C.A. 中央区心斎橋筋２丁目

GS 中央区東心斎橋２丁目

ジーエム 中央区平野町２丁目

C : GRILL 北区中之島３丁目

SECRET 北区曾根崎新地１丁目

siegel 中央区東心斎橋２丁目

GGM Eats 中央区難波５丁目

C.Cハウス　なかしま 北区曾根崎２丁目

Ｇ'ｓ 北区曾根崎新地１丁目

Sy's second 北区黒崎町

SeaStation 中央区道頓堀２丁目

G3 中央区宗右衛門町

C-2 北区曾根崎新地１丁目

シード 中央区北久宝寺町２丁目

seed bar 北区堂山町

jeeno 中央区博労町４丁目

GB&M 中央区難波千日前

Chi-Fu 北区西天満４丁目

G.BLUE 中央区東心斎橋２丁目

g_bless 北区堂山町

 CIMA 中央区心斎橋筋２丁目

C-MOON 北区堂山町



施設名称 所在地

C-moon 中央区谷町６丁目

C Republic 北区曾根崎新地１丁目

SeaL 中央区東心斎橋１丁目

Zeal 中央区東心斎橋２丁目

ＳＨＩＶＡＹ 中央区南本町１丁目

Xieシエ 中央区東心斎橋２丁目

Share 北区堂山町

ｊ(ジェイ) 北区曾根崎新地１丁目

j＆elvis 北区堂山町

J．エポック 北区堂島１丁目

シェイクハンズ(ShakeHands) 北区曾根崎新地１丁目

Jcrown 北区堂山町

ジ・エイジングハウス１７９５ 北区堂島浜２丁目

J's Bar 北区曾根崎２丁目

JADE 北区堂山町

JBAR 中央区東心斎橋１丁目

J.B.CHOPPER 北区堂山町

JKC 北区曾根崎新地１丁目

Ｊａｉｌ 北区曾根崎２丁目

Jessie 北区天神橋５丁目

Jessica House 中央区南船場４丁目

JET DINER 中央区西心斎橋２丁目

SIETE 中央区上本町西３丁目

Ｊｅｎａ 北区堂山町

CHEF'S LIBRARY 中央区大手通１丁目

JAMESONbar 中央区難波千日前

Sierra 中央区千日前２丁目

シェリ 北区曾根崎新地１丁目

Sherry Curry 中央区瓦町２丁目

JELLYJELLYCAFE大阪心斎橋店 中央区東心斎橋１丁目

ジェリーダイア 中央区心斎橋筋２丁目

Cherish 北区曾根崎新地１丁目

Ciel 中央区心斎橋筋２丁目

Ciel 中央区東心斎橋２丁目

シェルブール 北区曾根崎新地１丁目

シェルブール 北区曾根崎２丁目

Chez Le Petit Bonheur 中央区南船場３丁目

ジェロニモカリー 中央区西心斎橋２丁目



施設名称 所在地

志ｅｎ 中央区東心斎橋２丁目

Genty 北区堂島１丁目

ジェントル 中央区南新町１丁目

ジ・オープン 北区曾根崎新地１丁目

ジオープン　（ＴＨＥ　ＯＰＥＮ） 中央区東心斎橋１丁目

しおつる 北区梅田３丁目

GEO.MIYABI 中央区博労町１丁目

汐屋　うしお店 北区梅田３丁目

汐屋　汐灯店 北区梅田３丁目

栞 北区神山町

THE  AURIENTAL 北区曾根崎新地１丁目

紫苑 中央区東心斎橋２丁目

JIGGER 北区堂島１丁目

シガーカフェKasitaカシータ 中央区東心斎橋１丁目

自家製生パスタ専門店　木本屋 中央区淡路町２丁目

自家製生パスタ専門店讃岐屋 中央区南久宝寺町２丁目

自家製生パスタ専門店山根屋、鉄板バルムギ 中央区南本町３丁目

自家製ミートソースpotto南船場店 中央区南船場３丁目

自家製麺杵屋 中央区天満橋京町

自家焙煎珈琲　ＫＩＥＦＥＬ　ＣＯＦＦＥＥ　１９６３ 中央区難波２丁目

自我焙煎珈琲　リンク 中央区東心斎橋１丁目

しがらき 中央区大手前１丁目

色　shiki 北区曾根崎新地１丁目

四季彩　一成 中央区東心斎橋１丁目

四季彩粋 中央区常盤町１丁目

四季彩菜　みき 北区与力町

四季彩粋柴田 北区曾根崎新地１丁目

四季彩炭美処ゆうや 中央区東心斎橋２丁目

四季彩Palette 中央区南船場３丁目

四季自然喰処たちばな　ヒルトンプラザイースト本店 北区梅田１丁目

四季の味　莉匠庵 中央区高津１丁目

四季の味いま井 中央区東心斎橋２丁目

繁寿し 中央区久太郎町４丁目

繁蔵本店 中央区天満橋京町

しげ家 北区梅田１丁目

四国酒場本町店 中央区備後町３丁目

地獄24 中央区東心斎橋１丁目

台湾ラーメン屋　至極の麺　華 北区梅田１丁目



施設名称 所在地

地魚食堂　鯛之鯛　梅田店 北区堂山町

地魚食堂　鯛之鯛　難波店 中央区難波４丁目

地魚屋台　とっつぁん　天六店 北区天神橋７丁目

地魚屋台とっつぁん　天三店 北区天神橋３丁目

地魚屋台とっつぁん　南森町店 北区天神橋２丁目

地魚料理ますだ 北区天神橋３丁目

地酒海鮮きときと 中央区南本町３丁目

地酒とそば・京風おでん　三間堂　堺筋本町店 中央区南本町１丁目

地酒屋いわ月 北区天神橋４丁目

宍戸 北区曾根崎新地１丁目

四姉妹店　道頓堀　おおくぼ　都わすれ 中央区道頓堀２丁目

しじみ 北区曾根崎新地１丁目

蜆食堂 北区曾根崎新地１丁目

しじみラーメン Shi43屋 中央区難波千日前

シジャン　梅田HEPファイブ 北区角田町

Zizz 北区堂島１丁目

雫 中央区石町２丁目

雫 北区黒崎町

四川食堂 北区国分寺２丁目

四川食房　福龍 中央区宗右衛門町

四川伝統火鍋　蜀漢　心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

四川麻婆　天天酒家　谷町店 中央区内本町１丁目

四川麻婆　天天酒家　なんば西店 中央区難波４丁目

四川麻辣牛肉麺 中央区宗右衛門町

四川辣麺心斎橋店 中央区南船場３丁目

四川辣麺阪急三番街店 北区芝田１丁目

四川料理　芙蓉苑 中央区島之内１丁目

四川料理御馥 北区中之島３丁目

四川料理真味 中央区瓦町１丁目

時代屋 中央区平野町２丁目

時代屋 中央区千日前１丁目

シダラタ 中央区本町４丁目

シダラタ 中央区大手通１丁目

GITAN 北区堂島１丁目

七 中央区東心斎橋２丁目

七ふく神 中央区東心斎橋１丁目

七福神扇町駅前 北区天神橋４丁目

七福神南森町 北区東天満２丁目



施設名称 所在地

七変化 北区曾根崎１丁目

七輪　逢地 北区中津１丁目

七輪炭火焼肉丼専門店 のび太 中央区千日前２丁目

七輪焼　お魚くわえたどら猫 北区堂山町

七輪焼鳥バル　FUNKY　JUNK　FULL　CHICKEN　裏難波店 中央区難波千日前

しちりん焼肉 さんかく 中央区平野町４丁目

しちりんや堺筋本町店 中央区備後町１丁目

しちろう 北区堂島１丁目

ジッキン 中央区徳井町２丁目

四季喰のむら 北区野崎町

sixpack 中央区西心斎橋２丁目

CHICCOバル 大阪城公園 中央区大阪城

しっぽく庵 中央区久太郎町１丁目

Shippona 北区曾根崎新地１丁目

Shiten 北区中津１丁目

地鶏　うの屋 北区堂島１丁目

地鶏網焼きshu 北区芝田１丁目

地鶏個室居酒屋 三嶺 梅田店 北区茶屋町

地鶏しちりん焼　鶏七厘　名門 北区堂山町

地鶏専門おちば屋　中津店 北区豊崎５丁目

地鶏専門店マルエ 北区西天満４丁目

地鶏専門店マルエ 北区堂山町

地鶏ダイニングごゆるり庵南森町店 北区東天満２丁目

地鶏亭七福神 中央区東心斎橋２丁目

地鶏と完全個室 伊蔵 難波店 中央区道頓堀１丁目

地鶏と鶏だしおでん 鷹仁 本店 中央区心斎橋筋２丁目

じどりなべ　三浦 中央区東心斎橋１丁目

地鶏屋　逢 喜 北区西天満５丁目

地どり焼でんえん 北区天神橋５丁目

地鶏焼　もあい 北区天神橋２丁目

Citron 北区堂山町

し奈川 中央区宗右衛門町

SYNERGY 中央区東心斎橋２丁目

SINASOS　RESTAURANT 北区堂山町

志なのすけ心斎橋店 中央区東心斎橋２丁目

志な乃亭天満橋店 中央区北浜東

jinny 北区曾根崎新地１丁目

じねん　鰻谷南通り店 中央区東心斎橋１丁目



施設名称 所在地

祇乃 中央区東心斎橋２丁目

篠原 北区曾根崎新地１丁目

シノワフジモリ 北区堂島１丁目

芝 北区堂山町

しばいけ 中央区東心斎橋２丁目

Zipangu 中央区宗右衛門町

ジパングカリーカフェ 北区中崎西３丁目

ジビエ料理と鉄板料理の店　MH 中央区道頓堀２丁目

SHIBIRE-NOODLES　蝋燭屋　大阪店 北区芝田１丁目

SHIFT 北区堂山町

Z-BRA 中央区宗右衛門町

sifr 中央区日本橋２丁目

シフルカシェ 北区本庄西１丁目

治兵衛　難波店 中央区難波３丁目

　治兵衛なんば駅東店　 中央区難波千日前

島唄ライブ おぼらだれん 中央区道頓堀２丁目

島唄ライブ琉球 北区梅田１丁目

島内小館 中央区島之内２丁目

島谷 中央区難波１丁目

しまなみふれんちＭｕｒａｋａｍｉ 北区天神橋１丁目

島ぬ風 北区芝田１丁目

シマネヤ 中央区高麗橋２丁目

しま野 中央区東心斎橋２丁目

島之内　一陽 中央区島之内２丁目

島之内サンボア 中央区東心斎橋１丁目

島之内フジマル醸造所 中央区島之内１丁目

島豚にこだわったしゃぶしゃぶ屋さん　一豚 北区堂山町

嶋村 北区曾根崎新地１丁目

しまんちゅ食堂 中央区内本町２丁目

ＪＩＭＭＹ 北区堂山町

GYM&BAR　Shout 中央区心斎橋筋２丁目

ジム・マッキュワンバー Jim McEwan Bar 北区曾根崎新地１丁目

下桂茶屋　月波 北区堂島１丁目

下桂茶屋　月波本店 北区曾根崎新地１丁目

G-mona 中央区東心斎橋１丁目

#11th 北区末広町

シャーロックホームズ 北区梅田１丁目

SHAO！ 中央区千日前１丁目



施設名称 所在地

小施哥哥 北区天神橋２丁目

小肥羊 中央区天満橋京町

小肥羊 北区角田町

Shaka shaka 北区堂島１丁目

しゃかりき432堂山店 北区堂山町

JAGALCHI（ジャカルチ） 中央区日本橋１丁目

杓子屋 中央区東心斎橋２丁目

Jazza 中央区東心斎橋２丁目

じゃじー 中央区西心斎橋２丁目

jazz&bar96 北区曾根崎新地１丁目

JAZZ&BARホワッツ・ニュー 北区梅田１丁目

JAZZ ON TOP 北区堂山町

JAST A LITTLE bit 東店 中央区東心斎橋１丁目

JUST A Little bit 中央区東心斎橋１丁目

ジャズバー・トップ・ランク 中央区難波１丁目

ジャズＢａｒ茶店 中央区東心斎橋２丁目

ジャスミン 中央区宗右衛門町

ジャスミンガーデン 北区天満橋１丁目

じゃず家 北区山崎町

JAZZ LIVE BAR　グラバー邸 中央区谷町５丁目

Jackalなんば店 中央区難波１丁目

ジャック＆ベティー 北区小松原町

jack in the box 北区堂山町

JACKS inn 中央区難波１丁目

ジャックと豆の木 北区角田町

JACKROSE 北区堂島１丁目

華都飯店　本町ガーデンシティ店 中央区本町３丁目

ジャドール心斎橋 中央区心斎橋筋２丁目

しゃにむに 中央区東心斎橋１丁目

蛇の目 中央区難波千日前

シャノワール 中央区東心斎橋１丁目

japanese tea & bar senn. 北区天満４丁目

JAPAN 中央区宗右衛門町

しゃぶ壱 北区曾根崎新地１丁目

しゃぶKAZZ 中央区心斎橋筋２丁目

しゃぶしゃぶ　ぐるまん 北区角田町

しゃぶしゃぶ　すきやき個室ダイニング　天空　 中央区道頓堀２丁目

しゃぶしゃぶ・日本料理たちばな 北区角田町



施設名称 所在地

しゃぶしゃぶ温野菜　北新地店 北区曾根崎新地１丁目

しゃぶしゃぶ温野菜お初天神店 北区曾根崎２丁目

しゃぶしゃぶ温野菜千日前店 中央区難波３丁目

しゃぶしゃぶ温野菜道頓堀店 中央区宗右衛門町

しゃぶしゃぶ　すき焼き　はるな 北区西天満６丁目

しゃぶしゃぶダイニング壱 北区堂島１丁目

しゃぶしゃぶ但馬屋 北区大深町

しゃぶしゃぶ但馬屋DX 中央区宗右衛門町

しゃぶしゃぶ但馬屋ナンバシティ 中央区難波５丁目

しゃぶしゃぶ鉄板焼　有馬 北区芝田１丁目

しゃぶしゃぶ豚々 中央区東心斎橋１丁目

しゃぶしゃぶnewKOBE堂島店 北区曾根崎新地１丁目

しゃぶしゃぶnewKOBEなんばウォーク3番街店 中央区千日前１丁目

しゃぶしゃぶnewKOBEなんばウォーク店 中央区難波２丁目

しゃぶしゃぶ藤 中央区平野町３丁目

しゃぶ陣 中央区南久宝寺町２丁目

しゃぶ扇　HEPナビオ店 北区角田町

しゃぶ長 中央区東心斎橋１丁目

しゃぶ亭難波千日前店 中央区難波千日前

しゃぶ亭　心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

しゃぶ亭　西梅田店 北区梅田２丁目

しゃぶ亭　阪急かっぱ横丁店 北区芝田１丁目

しゃぶ亭　三ツ寺筋店 中央区東心斎橋２丁目

しゃぶはうす 北区曾根崎新地１丁目

しゃぶ屋じろちゃん 中央区島町１丁目

しゃぶ葉キュープラザ心斎橋 中央区心斎橋筋１丁目

しゃぶ笑 中央区難波千日前

しゃぶ笑　日本橋店 中央区日本橋１丁目

じゃむ男 中央区宗右衛門町

jamjam 北区天神橋３丁目

軍鶏と旨い酒　らっき 北区曾根崎新地１丁目

写楽　大阪北第一店 北区堂島１丁目

写楽　大阪北第四店 北区曾根崎新地１丁目

しゃらのき 中央区日本橋１丁目

Shall we dance cafe 北区兎我野町

シャルマン 中央区宗右衛門町

charmer 北区曾根崎新地１丁目

charlotte 北区堂島２丁目
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シャレード 中央区東心斎橋２丁目

SHALOSH 北区曾根崎２丁目

シャロン 中央区内久宝寺町３丁目

Shiyan 中央区宗右衛門町

Shangri-La 北区大淀南１丁目

ZANTZEN 中央区東心斎橋２丁目

香桃 北区梅田２丁目

シャンデリ 北区曾根崎新地１丁目

Chandelier Table 北区角田町

Jampa 中央区西心斎橋２丁目

上海 北区太融寺町

上海食苑　本店 北区池田町

上海食亭 北区池田町

上海租界 中央区東心斎橋１丁目

上海亭 中央区高麗橋４丁目

上海バール 北区梅田３丁目

上海老味道 中央区島之内２丁目

シャンパン&醤油BAR  フルートフルート 北区曾根崎新地１丁目

chambre 中央区東心斎橋１丁目

じゃんぼ總本店　北新地店 北区曾根崎新地１丁目

じゃんぼ總本店　千日前店 中央区千日前２丁目

じゃんぼ總本店　曽根崎店 北区曾根崎１丁目

じゃんぼ總本店　西天満店 北区西天満３丁目

じゃんぼ總本店天神橋1丁目店 北区天神橋１丁目

酒庵楡 中央区東心斎橋１丁目

11点 北区堂島１丁目

週替わり梅酒と揚げ料理 ENCOUNTER 北区堂山町

週間マガリ 北区天神橋１丁目

自由気MaMa 北区曾根崎新地１丁目

周記蘭州牛肉麺 中央区日本橋１丁目

秀月 中央区宗右衛門町

株式会社自由軒 中央区難波３丁目

聚香園 中央区淡路町１丁目

聚香園 北区豊崎５丁目

じゅうじゅう屋　森町食堂 北区天神橋２丁目

JUICE 中央区西心斎橋２丁目

十三トリス 北新地 北区曾根崎新地１丁目

十代橘 中央区南船場２丁目
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十代橘 中央区安土町２丁目

自由亭 北区西天満３丁目

自由亭新梅田 北区角田町

12CO.BASE大阪 中央区宗右衛門町

燒賣太樓　ＯＡＰ店 北区天満橋１丁目

燒賣太樓　桜橋店 北区梅田２丁目

中国料理店　秀聞記 北区兎我野町

JOULE 中央区西心斎橋２丁目

十割蕎麦と酒　　しのぶ庵 北区芝田１丁目

chouette 北区天神橋４丁目

ジュエル 北区曾根崎新地１丁目

ジュエル 中央区東心斎橋２丁目

酒音 中央区北浜３丁目

Suger Suger 北区堂島１丁目

朱歌酒尊Sunny 中央区東心斎橋２丁目

酒館ブラ　bula 北区堂島１丁目

酒麹　びしを 北区曾根崎新地１丁目

酒喜 まっとうや 中央区南本町３丁目

熟成魚と日本酒と藁焼き中権丸 中央区西心斎橋２丁目

熟成とんかつマンマカリー 北区梅田２丁目

熟成焼肉ポンド北新地店 北区曾根崎新地１丁目

壽圭悠悠 中央区東心斎橋１丁目

十限無 北区梅田２丁目

酒肴　木ばやし 北区芝田１丁目

酒肴割烹しゅん 北区曾根崎２丁目

酒肴鹿六 中央区心斎橋筋２丁目

酒肴　紀乃 中央区東心斎橋２丁目

酒肴旬菜　一季 北区曾根崎２丁目

酒肴人三昧人 北区堂島１丁目

酒肴デンデケ 北区堂山町

酒肴Bar厳樫 中央区東心斎橋１丁目

酒肴福半 中央区谷町６丁目

酒菜庵立葵 中央区鎗屋町１丁目

酒菜　きっちん 中央区東心斎橋１丁目

酒菜　穂 中央区東心斎橋１丁目

酒菜せお 北区西天満４丁目

酒彩大黒屋 中央区宗右衛門町

酒菜竹井 北区堂島１丁目
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酒彩ノ館繁稲 中央区北久宝寺町１丁目

酒彩　渡 中央区心斎橋筋２丁目

酒彩ワタルver. 中央区心斎橋筋２丁目

酒座てんまみち 北区西天満２丁目

酒肆ポンシェビ 中央区心斎橋筋１丁目

酒shu 中央区東心斎橋２丁目

Shu-Shu 北区堂山町

嗜酒 中央区東心斎橋１丁目

寿々 中央区北久宝寺町４丁目

juju 中央区宗右衛門町

酒々菜々　遊た～ん 北区西天満５丁目

酒食道　服部食堂 北区中之島３丁目

酒人肴びりけん 北区曾根崎新地１丁目

酒仙 中央区宗右衛門町

酒膳皿あきんど 中央区東心斎橋２丁目

酒膳　弥生 中央区島之内１丁目

ジュッカイ 中央区東心斎橋２丁目

ジュテーム 中央区東心斎橋２丁目

シュナステーション 中央区西心斎橋１丁目

守破離 中央区日本橋１丁目

守破離 北区曾根崎新地２丁目

守破離 中央区常盤町１丁目

ChevalRouge 北区堂島１丁目

酒パンつつみ 中央区南船場１丁目

Jupiter 中央区東心斎橋２丁目

酒房　一富士 中央区難波４丁目

酒房　大阪屋 中央区千日前１丁目

酒房居酒屋ななし 中央区瓦町２丁目

酒房うおまんLINKS　UMEDA店 北区大深町

酒房えん 北区曾根崎新地１丁目

酒房しん 中央区南新町２丁目

酒房竹うち 北区与力町

酒房丹波屋 中央区玉造１丁目

酒房みやい 中央区谷町１丁目

Chemin 北区曾根崎新地１丁目

酒味航房　弘漁丸 中央区宗右衛門町

酒味の蔵 中央区東心斎橋２丁目

樹木 北区菅栄町



施設名称 所在地

酒楽　漁ゃ。 中央区東心斎橋２丁目

酒楽いのうえ 北区兎我野町

酒楽かちわり 中央区西心斎橋２丁目

酒楽屋おがわ 中央区谷町７丁目

酒楽和創かふく 北区長柄西１丁目

樹里カレーエスト店 北区角田町

Shreepech 中央区北浜東

手話ラウンジきみのて 中央区宗右衛門町

順 中央区東心斎橋２丁目

JUNE 北区曾根崎新地１丁目

Jun 中央区東心斎橋１丁目

JUN 北区堂島１丁目

Ｊｕｅｎ 中央区千日前１丁目

旬味やま川 北区紅梅町

しゅん魚先 中央区東心斎橋１丁目

味季おでん　花わさび 北区松ヶ枝町

旬夏秋冬 中央区今橋３丁目

旬魚・串揚げ居酒屋咲くら 北区梅田１丁目

旬魚菜居酒屋大北 中央区内平野町１丁目

旬魚菜　磯一 北区堂島２丁目

旬魚菜採なかの家　OAPタワー店 北区天満橋１丁目

旬魚菜やまわき 北区野崎町

旬魚菜よし田南本町店 中央区南本町２丁目

和創食彩 旬げつ 北区中津１丁目

旬肴料理人裕 中央区道頓堀１丁目

旬野菜おばんざい　たなごころ 北区天満橋１丁目

ジュンサイ 中央区島之内２丁目

旬菜　咲咲 北区曾根崎新地１丁目

旬彩　十々 中央区玉造１丁目

旬彩甘の井 中央区西心斎橋１丁目

旬彩庵北浜店 中央区高麗橋１丁目

旬菜居酒屋　ながら 中央区南新町１丁目

旬菜いそ崎 中央区東心斎橋２丁目

旬彩うち田 北区曾根崎新地１丁目

旬菜おでん　柚子や 中央区本町橋

旬菜おばんざい花彩 北区池田町

旬彩　かどかぜ 中央区内平野町２丁目

SHUNSAIKA  NAKA 中央区東心斎橋１丁目



施設名称 所在地

旬菜　かわなみ 北区天満３丁目

旬彩 kiaji 中央区備後町３丁目

旬菜魚　おかもと 中央区東心斎橋２丁目

旬彩軒みずの 北区堂島１丁目

旬彩工房 喜あじ 中央区高麗橋４丁目

旬彩工房 喜あじ 中央区本町３丁目

旬菜ここ味 中央区東心斎橋１丁目

旬菜 彩蔵 中央区淡路町２丁目

旬菜酒楽　こざくら 北区堂島１丁目

旬彩　翔 中央区島之内２丁目

旬菜・すし処　慶鮓 北区曾根崎新地１丁目

旬彩ダイニング一歩 北区堂山町

旬彩ダイニングきらく 中央区瓦町１丁目

旬彩千逢途 北区堂島１丁目

旬菜手打そば   だいちゃん 中央区日本橋２丁目

旬彩堂 北区曾根崎新地１丁目

旬彩処　典 中央区淡路町１丁目

旬菜ＢＡＲ志づ 北区曾根崎新地１丁目

旬彩Barりあん 中央区北浜２丁目

旬菜バールリカリカーレ 北区池田町

旬菜はな 北区梅田１丁目

旬彩バル-Vittoria- 中央区難波千日前

旬菜番や 中央区谷町７丁目

旬菜美酒　一華 中央区南本町１丁目

旬菜廣長 中央区本町橋

旬菜まさか 中央区宗右衛門町

旬菜みつ 北区曾根崎新地１丁目

旬彩家　山治 北区曾根崎２丁目

旬彩ゆうや 中央区東心斎橋２丁目

旬菜　楽 中央区南船場４丁目

旬彩楽市 北区曾根崎新地１丁目

旬菜料理　ひまわり 北区曾根崎新地１丁目

旬菜和かつき 中央区南船場１丁目

旬菜和酒　味彩 北区茶屋町

旬彩和食くつろぎ 中央区東心斎橋１丁目

旬彩和食万や 中央区北久宝寺町２丁目

Giungino（ジュンジーノ) 北区西天満４丁目

旬食菜采あらかると 北区池田町



施設名称 所在地

旬食和心　志 中央区高麗橋１丁目

旬鮮居酒屋　異彩 中央区淡路町２丁目

旬鮮市場Gyoぎょ魚 北区角田町

旬膳甜酒創庵 中央区宗右衛門町

旬鮮和楽　さな井 中央区東心斎橋２丁目

旬惣菜あかり 中央区東心斎橋２丁目

淳ちゃん寿司 中央区千日前１丁目

旬の揚　てんま 中央区東心斎橋１丁目

旬の味　遊肴 中央区東心斎橋２丁目

旬の蔵　輔 北区天神橋４丁目

旬のさち 中央区伏見町２丁目

純米酒と葡萄酒　ViN-ViNO 北区曾根崎新地１丁目

旬味　えがわ 北区天満２丁目

旬味　串喝　やまや 中央区城見２丁目

旬味ひげ 北区南扇町

旬味　柳井 中央区上汐２丁目

旬家　和しん 北区堂島２丁目

旬や　きときと 中央区南船場３丁目

旬焼きbar灯こ 北区神山町

味季　和菜　ほうれん草 中央区南船場１丁目

旬和席うおまん　淀屋橋店 中央区今橋４丁目

旬和席うおまん西梅田本店 北区梅田２丁目

恕庵 北区曾根崎新地１丁目

JOY 中央区東心斎橋２丁目

+JOY 北区曾根崎新地１丁目

JOYCLUB 北区曾根崎新地１丁目

JOYSOUND道頓堀２丁目店 中央区道頓堀２丁目

JOYSOUNDなんば戎橋店 中央区道頓堀１丁目

ジョイラック 中央区西心斎橋２丁目

joint 中央区東心斎橋１丁目

joint 中央区東心斎橋２丁目

承 中央区東心斎橋２丁目

条 北区曾根崎新地１丁目

笑庵 中央区難波１丁目

祥雲 中央区東心斎橋１丁目

焼栄 北区梅田２丁目

松花 中央区道頓堀２丁目

将棋バーウォーズ 北区曾根崎１丁目



施設名称 所在地

上月 北区堂島１丁目

松光庵 中央区宗右衛門町

上々 中央区東心斎橋１丁目

上上簽 中央区宗右衛門町

小瀋陽 中央区宗右衛門町

祥瑞 北区黒崎町

正ちゃん 北区豊崎３丁目

焼酎酒屋たけ 中央区難波４丁目

焼酎専門店　鳥小屋 北区西天満６丁目

焼酎蕎麦やはやさき 中央区本町４丁目

焼酎Bar純 北区神山町

焼酎BAR 多幸 北区堂山町

焼酎屋五八 中央区東心斎橋１丁目

Show　Dou 中央区東心斎橋２丁目

上等カレー内本町店 中央区南新町２丁目

上等カレー　BR長堀橋店 中央区島之内１丁目

小洞天 中央区千日前１丁目

小動物カフェ　ロックスター 中央区難波千日前

鐘得 北区曾根崎新地１丁目

じょうのや　北浜店 中央区北浜３丁目

JOBARA 北区堂島１丁目

笑バンク 中央区上本町西５丁目

菖蒲 北区曾根崎新地１丁目

招福庵 中央区日本橋１丁目

笑福梅田店 北区梅田１丁目

しょうへい3000 中央区東心斎橋１丁目

湘味食府 中央区宗右衛門町

笑門酒房だんけ 北区天神橋１丁目

常夜燈 北区豊崎２丁目

常夜燈　曽根崎店 北区曾根崎２丁目

醤油らーめんピース本町店 中央区瓦町４丁目

松楽 中央区東心斎橋２丁目

笑楽 北区天神橋７丁目

笑楽館 中央区千日前１丁目

小料理天秤棒 中央区千日前１丁目

昭和路 中央区東心斎橋２丁目

昭和大衆ホルモン　梅田東通り店 北区堂山町

昭和大衆ホルモン　千日前店 中央区千日前２丁目



施設名称 所在地

昭和大衆ホルモン　道頓堀店 中央区道頓堀１丁目

昭和大衆ホルモン総本店 中央区南本町３丁目

昭和丸 北区梅田１丁目

Joe 中央区心斎橋筋２丁目

SHOKICHI 北区曾根崎２丁目

joke 中央区東心斎橋２丁目

JOE'S SHANGHAI NEW YORK グランフロント大阪店 北区大深町

JYO-ZETSU　倅 北区曾根崎２丁目

食彩　ほ乃家 北区松ヶ枝町

食彩あん 中央区瓦町４丁目

食彩酒房　きみや 中央区東心斎橋１丁目

食彩酒房ごいちや 中央区船場中央４丁目

食彩酒房　ぱる亭 北区中津１丁目

食彩茶屋　渡邉 中央区東心斎橋１丁目

食彩のぐち 中央区東心斎橋１丁目

しょくさい花器楽 北区曾根崎新地１丁目

食菜満彩　桜 北区天満２丁目

食事小屋はむ86 中央区東心斎橋２丁目

食事処　愛 中央区東心斎橋２丁目

食事処へそ 北区天神橋２丁目

食酒処ふるさわ 中央区心斎橋筋２丁目

食酒楽　一歩 中央区船場中央４丁目

しょくすい 北区天神橋２丁目

食亭あじくら 北区天神橋２丁目

食堂　燈 北区曾根崎新地１丁目

食道園　北新地店 北区曾根崎新地１丁目

食道園千日前店 中央区千日前１丁目

食道園　宗右衛門町本店 中央区宗右衛門町

食道園なんばウォーク店 中央区千日前１丁目

蜀道鮮 中央区千日前１丁目

食堂PLUG 北区中崎西１丁目

食堂RUTA 中央区南船場２丁目

「食と酒」居酒屋かるだん 中央区日本橋２丁目

食房　一帆 北区曾根崎新地１丁目

蜀味天下 中央区東心斎橋１丁目

食や鶴喜 中央区南船場３丁目

食楽　こつま 北区中津１丁目

食lab 北区中崎２丁目



施設名称 所在地

Chocolat 北区曾根崎新地１丁目

Chocolat (ショコラ) 中央区宗右衛門町

叙々苑　大丸心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

叙々苑　游玄亭　ホテルニューオータニ大阪店 中央区城見１丁目

叙々苑　ルクア大阪店 北区梅田３丁目

初代 北区兎我野町

初代　ちから 北区曾根崎新地１丁目

初代　バタヤ 北区堂山町

Shot Bar ADELANTE 中央区難波４丁目

Shot BAR ウイスキー研究所 中央区宗右衛門町

ShotBar　S-Heart 北区曾根崎２丁目

shot　bar　KONG　 北区堂山町

ショットバー・ハニーボックス 北区兎我野町

ショットバーアンドレ 北区曾根崎２丁目

SHOTBAR ANDRE 曽根崎 北区曾根崎２丁目

shot bar ANDRE D.D.house店 北区芝田１丁目

SHOTBAR ill 中央区東心斎橋２丁目

Shot Bar F 北区西天満６丁目

SHOTBAR  OAR 北区天神橋４丁目

Shot Bar Quar 北区堂島１丁目

ShotBarKT 中央区東心斎橋１丁目

ショットバーコモンズ 北区曾根崎２丁目

Shot Bar Gee 北区堂山町

shot BAR syun 北区本庄東１丁目

SHOT BAR JOIN IT 北区堂山町

SHOTBAR2ndNOBU 北区曾根崎２丁目

SHOT BAR SoaR 北区曾根崎２丁目

SHOT BAR Tide 北区天神橋１丁目

SHOT BAR Ｔｉｄｅ 北区堂島１丁目

笑と婆deminee 中央区心斎橋筋２丁目

SHOT BAR TRIBE 北区神山町

ショットバーナンバーファイブ 北区曾根崎新地１丁目

ショットバーノブ 北区芝田１丁目

shotbar PAN 中央区東心斎橋２丁目

ShotBar B. B. B 中央区東心斎橋２丁目

SHOTBAR fishbone 北区曾根崎２丁目

Shot Bar 4U 北区曾根崎１丁目

ショットバープラス 中央区宗右衛門町



施設名称 所在地

Shot Bar blAst 中央区東心斎橋２丁目

SHOT BAR PEKO 北区茶屋町

SHOT BAR もも 中央区道頓堀１丁目

Shot Bar Lian 中央区東心斎橋２丁目

ショットバー　ルアナ 北区神山町

SHOTBARREGULUS 北区曾根崎２丁目

SHOT BAR One or Eight 北区曾根崎１丁目

Shotbar EVER 中央区東心斎橋２丁目

ジョニーのからあげ　天満店 北区天神橋４丁目

ジョニーのからあげ大阪駅ビル店 北区梅田１丁目

ジョニーのからあげ堺筋本町酒場 中央区船場中央１丁目

ジョニーのからあげ松屋町店 中央区安堂寺町２丁目

庶民 北区梅田１丁目

恕楽 北区末広町

ジョリーソワレ澤岻 北区曾根崎新地１丁目

Joyeux 北区曾根崎新地１丁目

情 中央区東心斎橋２丁目

白玉屋 中央区北浜２丁目

GIRAFE 北区曾根崎新地１丁目

GIRAFFE 北区曾根崎新地１丁目

慈琳 中央区内本町２丁目

Cirque du HAT 北区堂山町

しるくろーど 中央区心斎橋筋２丁目

シルクロード・ウイグルレストラン　ムカーム 中央区道頓堀２丁目

シルバー 北区曾根崎新地１丁目

しるびあ 中央区東心斎橋２丁目

しる芳 中央区東心斎橋１丁目

シレーヌ 北区池田町

知床漁場　天神橋店 北区天神橋５丁目

白い虹 中央区宗右衛門町

じろう亭 北区曾根崎新地１丁目

ジローズ ジュニア 北区曾根崎新地１丁目

居楽屋 白木屋 谷町四丁目駅前店 中央区谷町４丁目

居楽屋　白木屋　道頓堀店 中央区道頓堀１丁目

白木屋 南船場心斎橋筋店 中央区南船場３丁目

眞 中央区宗右衛門町

真 中央区東心斎橋２丁目

陣 中央区宗右衛門町



施設名称 所在地

新明石 中央区心斎橋筋２丁目

新浅草 中央区宗右衛門町

新浅草 北区曾根崎新地１丁目

新歌丸寿司 中央区千日前１丁目

しんか 中央区心斎橋筋２丁目

真夏 北区曾根崎新地１丁目

新勝太郎 中央区東心斎橋２丁目

シンガネ 北区梅田１丁目

シンガポール・シーフード・リパブリック 北区梅田３丁目

シンガポール料理　梁亜楼 中央区難波千日前

新窯ピッツァ×ワインのお店キタバル 中央区伏見町２丁目

真気 北区西天満４丁目

JINKY.R 中央区東心斎橋２丁目

申記　上海ワンタン 中央区千日前１丁目

神牛　神戸牛食べ放題 中央区宗右衛門町

しんきょうパート2 北区角田町

しんきょうパート1 北区角田町

新喜楽　東店 北区角田町

新喜楽　ヒルトンプラザ店 北区梅田１丁目

Singing Bar diva 中央区東心斎橋２丁目

think食堂 北区中津３丁目

synchro 北区堂山町

新子 中央区宗右衛門町

新幸梅 中央区南久宝寺町３丁目

心斎橋　鮨　おか﨑 中央区心斎橋筋１丁目

心斎橋　禅園 中央区西心斎橋１丁目

心斎橋アルバ渡辺 中央区心斎橋筋１丁目

心斎橋 今井屋本店 中央区東心斎橋１丁目

心斎橋いまり 中央区東心斎橋１丁目

心斎橋　寛 中央区東心斎橋２丁目

心斎橋酒場叶えや 中央区心斎橋筋１丁目

心斎橋サンボウル 中央区西心斎橋２丁目

心斎橋食堂 中央区東心斎橋１丁目

心斎橋でりしゃす 中央区心斎橋筋２丁目

東心斎橋ときすし 中央区東心斎橋１丁目

心斎橋浪花そば　ツイン２１店 中央区城見２丁目

心斎橋　にし家 北区大深町

心斎橋のおあしす 中央区東心斎橋１丁目



施設名称 所在地

心斎橋の美味しい串カツ　あげてんかっ！ 中央区東心斎橋１丁目

心斎橋　魄瑛 中央区東心斎橋２丁目

心斎橋マドラス5 中央区西心斎橋２丁目

心斎橋ミツヤ　心斎橋本店 中央区心斎橋筋２丁目

心斎橋ミツヤ　なんばウォーク店 中央区難波１丁目

心斎橋ミツヤ　ホワイティ梅田店 北区小松原町

心斎橋よかろ 中央区東心斎橋１丁目

心斎橋麓鳴館 中央区心斎橋筋１丁目

心斎橋和っか 中央区心斎橋筋１丁目

手打ちうどん 晋作 中央区東心斎橋２丁目

シンザンII 北区曾根崎２丁目

Shinsya(シンシャ) 北区曾根崎新地１丁目

信州　えびのや　大阪駅前第3ビル店 北区梅田１丁目

信州そば処　そじ坊 中央区本町３丁目

信州そば中崎店 北区黒崎町

心・旬・魚aburi　dining　仔za音 北区豊崎３丁目

新新品味居 中央区島之内２丁目

心水 北区曾根崎新地１丁目

シンズキッチン 中央区日本橋１丁目

新世界　串カツ　名店　小鉄　道頓堀店 中央区道頓堀１丁目

新世界　串かつ　名店　小鉄　虎目横丁店 中央区千日前２丁目

新世界元祖串かつ　だるま　北新地店 北区曾根崎新地１丁目

新世界元祖串かつ　だるま　道頓堀店 中央区道頓堀１丁目

新世界元祖串かつだるま　法善寺店 中央区難波１丁目

新世界串カツいっとく大阪駅前第3ビル店 北区梅田１丁目

新世界串カツいっとく大阪駅前第4ビル店 北区梅田１丁目

新世界串カツいっとく大阪駅前第１ビル店 北区梅田１丁目

新世界串カツいっとく難波千日前店 中央区難波３丁目

新世界串カツいっとく阪急梅田堂山店 北区堂山町

新世界串カツいっとく阪急梅田東通店 北区堂山町

新世界串カツいっとく阪急三番街店 北区芝田１丁目

シンセカイクシカツイットクホウゼンジテン 中央区難波１丁目

新世界串カツいっとく本町店 中央区備後町３丁目

新世界串カツ名店　小鉄　千日前店 中央区千日前１丁目

新世界じゃんじゃん横丁　串かつ　勝大　道頓堀店 中央区道頓堀１丁目

神仙閣大阪店 北区梅田１丁目

新鮮ホルモンこいろり 中央区難波千日前

新鮮ホルモン酒場　ごっつ　天満店 北区天神橋４丁目



施設名称 所在地

新多聞酒蔵 北区天神橋４丁目

新太呂 北区西天満２丁目

新地　鮓　ゆうじろう 北区堂島１丁目

新地やま本 北区堂島１丁目

新ちゃん 北区堂山町

Shin-Chan 北区曾根崎２丁目

しんちゃん　谷四店 中央区谷町３丁目

新中国料理HARAKAWA 北区曾根崎新地１丁目

新どおぞの 北区曾根崎新地１丁目

新浪花 北区梅田３丁目

しんの助 中央区玉造１丁目

じんのばぁー 中央区東心斎橋２丁目

simba 中央区西心斎橋２丁目

シンバ 中央区東心斎橋２丁目

新橋立呑処へそ南森町店 北区天神橋３丁目

甚ハ 中央区高麗橋３丁目

甚ハ 中央区今橋３丁目

新八景 北区堂島１丁目

Cymbidium 北区曾根崎新地１丁目

鑫福火鍋城 中央区島之内２丁目

Simple 中央区東心斎橋２丁目

Simple韓食堂 中央区日本橋１丁目

仁坊 北区堂山町

新ほてい 中央区難波千日前

Ginmill Lanchy 北区堂島１丁目

新三浦大阪 北区大淀中１丁目

人家 北区曾根崎新地１丁目

深夜喫茶マンサルド 北区堂山町

深夜食堂笹 中央区東心斎橋２丁目

深夜洋食　タク 中央区東心斎橋２丁目

沁ゆうき 北区豊崎５丁目

沁ゆうき にのま 北区豊崎３丁目

新羅 北区天神橋４丁目

新羅会館 中央区瓦屋町２丁目

新羅会館家族亭 中央区西心斎橋２丁目

JIN-LOW 中央区宗右衛門町

新和食みやけ 北区大淀中１丁目

粋 北区堂島１丁目



施設名称 所在地

粋sui 北区曾根崎新地１丁目

水庵 北区中崎西１丁目

Sweets＆Bar White Bunny 中央区東心斎橋２丁目

スイーツパラダイス梅田店 北区角田町

Sweety 中央区東心斎橋２丁目

Sweets 北区角田町

隨縁亭 中央区城見２丁目

隨縁亭 北区梅田３丁目

すいか 北区本庄西２丁目

Suica 中央区東心斎橋２丁目

すいか 北区堂島１丁目

水雅 中央区大手前１丁目

水響亭 北区曾根崎新地１丁目

粋魚むらばやし 北区堂島１丁目

水軍 中央区難波４丁目

ＳＵＩＧＥＩ 北区芝田１丁目

彗月 中央区瓦屋町１丁目

酔虎伝　阪急東通店 北区堂山町

酔巣 中央区島之内２丁目

スイスホテル南海大阪　シュン　SHUN 中央区難波５丁目

綏泉 中央区難波１丁目

switch279 北区堂山町

醉東北老菜館 中央区宗右衛門町

スイトピィ 北区堂島１丁目

水平線 中央区千日前１丁目

Swimmy 中央区東心斎橋２丁目

粋麺あみ乃や 中央区難波４丁目

翠蓮 中央区宗右衛門町

スウィート 北区曾根崎新地１丁目

Ｓｗｅｅｔ　Ｍｏｏｎ 北区神山町

スウィートバジル 北区大淀南１丁目

Sway 中央区糸屋町１丁目

スーク 中央区東心斎橋１丁目

蜀小龍 中央区宗右衛門町

Super crepes 超能煎餅 中央区千日前１丁目

superjap 中央区日本橋２丁目

スーパードライ梅田 北区西天満４丁目

すーぱー百番 北区角田町



施設名称 所在地

SUPER POSITIVE BAR 中央区東心斎橋２丁目

Ｓｏｕｐ　Ｓｔｏｃｋ　Ｔｏｋｙｏ　阪急三番街店 北区芝田１丁目

Ｓｏｕｐ　Ｓｔｏｃｋ　Ｔｏｋｙｏ　ルクア大阪店 北区梅田３丁目

スーペルノーバ北新地店（supernova) 北区曾根崎新地１丁目

スーペルノーバ淀屋橋店（supernova) 中央区淡路町２丁目

SOHOLM CAFE グランフロント店 北区大深町

すえひろ 北区芝田２丁目

末廣軒 中央区日本橋１丁目

末廣鮓 中央区千日前１丁目

末廣家 中央区農人橋２丁目

ｚｕｃｃａ 中央区東心斎橋２丁目

ＳＣＡＲ 中央区東心斎橋２丁目

スカーレット 北区曾根崎新地１丁目

Sky 中央区東心斎橋２丁目

スカイクルーザー 中央区西心斎橋１丁目

スカイダイニング　アブ 北区梅田３丁目

SkyDust 北区堂島１丁目

SkyBar&Lounge 北区中之島３丁目

SKYYBLUE 中央区東心斎橋２丁目

ｚｕｃｃａ　ｖｉｐ 中央区東心斎橋２丁目

スカポンタン 北区菅栄町

杉玉お初天神店 北区曾根崎２丁目

SKIPPY 中央区内本町２丁目

すぎ乃 中央区南船場２丁目

すぎはら 中央区淡路町１丁目

すぎまち 中央区安土町１丁目

すき焼き　善 中央区千日前１丁目

すき焼・しゃぶしゃぶ　藤尾　ホテルニューオータニ大阪店 中央区城見１丁目

すき焼き壱番　心斎橋 中央区心斎橋筋１丁目

すき焼き一番日本橋店 中央区日本橋１丁目

すきやき梅田 北区芝田１丁目

すき焼き　串カツ　はるな 中央区南本町３丁目

すき焼き串焼き北斗　ＧＥＭＳなんば店 中央区難波３丁目

すきやきしゃぶしゃぶ神戸牛石田ハービスＰＬＡＺＡ店 北区梅田２丁目

suk 中央区東心斎橋２丁目

SUGU 北区堂山町

ScuBar 北区曾根崎２丁目

scudetto 北区天神橋１丁目
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スク☆ラブ 中央区東心斎橋２丁目

助屋 中央区大阪城

scot's Maggie 中央区平野町１丁目

須佐 中央区瓦屋町１丁目

寿司赤酢 北区堂島１丁目

鮨　天使 北区天神橋５丁目

寿し　あや瀬 北区梅田１丁目

鮨　おぎ堂 北区堂島１丁目

寿し　久保 北区曾根崎新地１丁目

酒志　さだ家 北区曾根崎新地１丁目

鮨　慎之介 中央区安土町２丁目

寿し　大 北区堂島１丁目

鮨　大吾 北区曾根崎２丁目

鮨　たくま 中央区南本町３丁目

鮨　なか田　リーガロイヤルホテル店 北区中之島５丁目

鮨　八三郎 中央区千日前２丁目

鮨　八仙 北区堂島１丁目

鮨　はや田 中央区伏見町２丁目

寿司　富久佳 中央区難波千日前

寿司　藤やま 中央区平野町４丁目

寿司　弁天 中央区難波千日前

寿司赤酢　道頓堀 中央区道頓堀１丁目

寿司赤酢　肉の匠 北区堂島浜１丁目

寿司赤酢別邸 北区曾根崎新地１丁目

寿し秋野 北区西天満２丁目

寿司　活魚　こころ 北区曾根崎新地１丁目

すし居酒屋玄 中央区東心斎橋１丁目

寿司居酒屋たなか 中央区東心斎橋２丁目

寿司居酒屋ひろ 北区天神橋４丁目

鮨一 中央区千日前１丁目

すしいち　大阪駅前第4ビル店 北区梅田１丁目

すし一半 中央区難波千日前

寿司一心 北区堂山町

寿司いろはや 中央区日本橋２丁目

鮨いんべ 中央区東心斎橋１丁目

鮨うちやま 中央区難波１丁目

鮨うろこ 北区西天満５丁目

寿司　越前 中央区東心斎橋１丁目
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寿司海鮮居酒屋天秤棒 中央区千日前２丁目

寿司かず 北区堂山町

すし割烹　神代 中央区東心斎橋２丁目

寿司から津 中央区東心斎橋１丁目

すし季節料理鼓太郎 中央区東心斎橋２丁目

寿司季節料理サロックながた 中央区日本橋２丁目

鮓木村建介 中央区東心斎橋２丁目

鮨　きよ原 中央区難波千日前

鮨けやき 中央区西心斎橋１丁目

鮨源兵衛 中央区南船場４丁目

すし工房すし吉 中央区淡路町１丁目

すし小島 北区曾根崎新地１丁目

鮨　琥珀 中央区内平野町１丁目

すし礫 北区曾根崎新地１丁目

すしざんまい匠北新地店 北区曾根崎新地１丁目

すしざんまい道頓堀店 中央区道頓堀１丁目

鮨　しお津 北区西天満４丁目

鮨しばた 北区曾根崎新地１丁目

寿司　焼酎　みずしま 北区本庄東１丁目

鮨仙酢本店 北区芝田１丁目

鮨そういち 中央区東心斎橋１丁目

鮨　惣五郎 北区曾根崎新地１丁目

寿司惣彩　えんた 北区曾根崎２丁目

鮨大心 北区天神橋５丁目

寿司たいすけ 中央区宗右衛門町

鮨　高雄 中央区難波千日前

鮨瀧本 北区堂島１丁目

鮨武わ 中央区南船場２丁目

寿し谷 中央区東心斎橋１丁目

すし　たま田 北区曾根崎新地１丁目

寿司馳走魚谷 中央区東心斎橋２丁目

すし忠 中央区東心斎橋２丁目

寿し長　栄 北区天満２丁目

寿司常 北区天神橋２丁目

すしつむぎ 北区曾根崎新地１丁目

鮨Ｄ 中央区平野町２丁目

すしてつ心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

鮨　天寿 中央区上本町西５丁目
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鮨処　うお徳 北区池田町

鮨処　音羽 北区梅田３丁目

鮨処　金城 北区曾根崎新地１丁目

鮨処　たかはし 北区堂島１丁目

鮨処　八三郎 中央区難波１丁目

寿し処粋 北区曾根崎新地１丁目

鮨処一心はなれ 北区天神橋３丁目

鮨処音羽　北新地永楽店 北区曾根崎新地１丁目

すし処おとわ　北新地本通り店 北区曾根崎新地１丁目

すし処おとわ　船大工店 北区堂島１丁目

寿司処海どう 中央区石町１丁目

すし処和屋 中央区千日前２丁目

すし処勝也 中央区宗右衛門町

鮨処　川﨑 北区曾根崎新地１丁目

寿司処きっ粋 中央区平野町１丁目

すし処喜奈以 中央区内久宝寺町４丁目

寿司処喜与丸 北区梅田３丁目

寿し処黒杉 北区堂島浜１丁目

鮨処しばさき 北区曾根崎新地１丁目

すし処次郎丸 北区曾根崎新地１丁目

寿し処すみれ 北区西天満２丁目

鮨処　然 北区曾根崎新地１丁目

すし処だいみょう南船場店 中央区南船場３丁目

鮨処多田 北区曾根崎新地１丁目

すし処　築地 中央区南船場４丁目

すし処　智 中央区東心斎橋２丁目

寿し処和 北区長柄西１丁目

すし処錦 中央区千日前１丁目

寿し処英 北区曾根崎新地１丁目

鮨処ひかり 北区天神橋４丁目

鮨処平野 北区曾根崎新地１丁目

すし処松本 中央区東心斎橋１丁目

鮨処やま本 北区曾根崎新地１丁目

鮨処利久 北区天神橋２丁目

すし処利八 中央区難波千日前

鮨と肴 蔵 北区西天満３丁目

鮨と肴はやみ 北区曾根崎新地１丁目

鮓直 北区天神橋１丁目



施設名称 所在地

鮓なか尾 北区曾根崎新地１丁目

寿司中村 北区曾根崎新地１丁目

寿司なかむら 中央区東心斎橋２丁目

鮨のぐち 北区曾根崎新地１丁目

寿司bar えびやん 中央区東心斎橋２丁目

寿司はせ川 中央区東心斎橋１丁目

寿し 花ざくら 北区大淀中１丁目

鮓羽室 中央区心斎橋筋２丁目

すし半　玉造店 中央区玉造１丁目

すし半　天神橋店 北区天神橋４丁目

すし秀 中央区千日前１丁目

鮨 福萬 中央区瓦屋町１丁目

寿司富久佳　富国生命ビル店 北区小松原町

寿司ふじ本 北区東天満２丁目

鮨べろ　梅田茶屋町店 北区芝田１丁目

鮨ほしやま 北区曾根崎新地１丁目

すし政 中央区上本町西２丁目

すし政　中店 北区天神橋５丁目

すし政　西店 北区黒崎町

すし政　東店 北区天神橋５丁目

鮨まつもと 北区天満橋１丁目

寿司　丸峯 北区天神橋６丁目

すし萬大丸心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

すし実　大西 中央区東心斎橋２丁目

すし　みさわ 北区堂島１丁目

鮨美菜月 北区曾根崎新地１丁目

鮨村上二郎 北区曾根崎新地１丁目

鮨やました 北区曾根崎新地１丁目

寿司屋まつい 北区池田町

寿司やまわき 北区曾根崎新地１丁目

鮨よし 中央区石町２丁目

寿し芳 北区南森町２丁目

寿し吉 中央区南船場２丁目

鮨れんげ 中央区伏見町２丁目

鮨ろく 北区西天満４丁目

鮨わきた 北区堂島１丁目

鈴き家 北区曾根崎新地１丁目

SUZUNE GLAMPING BBQ & BEER GARDEN 北区大深町



施設名称 所在地

すずめ 中央区東心斎橋２丁目

すずや 中央区東心斎橋２丁目

鈴蘭 北区曾根崎新地１丁目

STARCATS 北区黒崎町

スターダスト 北区大淀中１丁目

Ｓｔａｔｉｃｅ 北区曾根崎新地１丁目

スタート 中央区東心斎橋２丁目

スターライト 中央区宗右衛門町

STAR☆LIGHT 中央区谷町９丁目

Ｓｔａｒｒｙ　Ｓｋｙ 北区堂島１丁目

stylish　BAR CLEVER 中央区東心斎橋２丁目

stylish bar valet 中央区東心斎橋２丁目

Style 北区堂島１丁目

STANDARD OSAKA 中央区南久宝寺町４丁目

Standing Grill Wine Hyaku 北区中之島３丁目

STANDING BAR H 中央区日本橋２丁目

スタンディングバー我歩 中央区日本橋１丁目

スタンド 中央区東心斎橋１丁目

スタンド　フルーツと私 北区大深町

スタンドあいだ 中央区千日前２丁目

スタンドあじと 中央区難波千日前

Stand arena 中央区東心斎橋２丁目

スタンドアルル 北区梅田２丁目

スタンド居酒屋アチャコ 中央区高麗橋１丁目

STAND UOZU 北区天神橋６丁目

スタンドうみねこ 中央区心斎橋筋２丁目

スタンドうみねこ はなれ 中央区心斎橋筋２丁目

すたんど割烹若桜 北区梅田１丁目

STAND KING CONG 中央区日本橋２丁目

スタンド酒場ずいき 北区兎我野町

スタンドシャン食 北区曾根崎新地１丁目

スタンドシャン食－ＯＳＡＫＡ梅田エスト－ 北区角田町

スタンドしょう 北区黒崎町

STAND 2nd 中央区南本町１丁目

スタンド ソバ サンカク 中央区難波千日前

すたんど　太雅 北区天満２丁目

スタンド呑竜 中央区千日前１丁目

スタンドにしき 中央区難波千日前



施設名称 所在地

スタンドのぶや 中央区備後町１丁目

STANDBAR ENC 北区天神橋５丁目

stand bar Chiaki 北区天神橋４丁目

スタンドbasue 北区西天満５丁目

STAND BB 中央区日本橋１丁目

standふじもと 北区梅田１丁目

スタンドプチ 中央区東高麗橋

スタンドまい 北区天神橋４丁目

スタンド三日月 中央区南船場３丁目

STANDmee 中央区難波千日前

スタンドもぐ 北区梅田１丁目

stand liber 中央区心斎橋筋２丁目

ずっとおでん 北区池田町

ズッパ 中央区東心斎橋２丁目

suppin 中央区東心斎橋２丁目

STEAK 樹里 中央区東心斎橋２丁目

ステーキ　つじ 北区曾根崎新地１丁目

ステーキ&カツレツ NANBA 4029 中央区難波４丁目

ステーキ＆ハンバーグぶどう亭 北区梅田１丁目

ステーキ＆ワイン　オクソン 中央区西心斎橋２丁目

Steak&Wine Griante Umeda 北区芝田１丁目

ステーキ　いぐち 北区曾根崎新地１丁目

ステーキ蔵文 北区曾根崎新地１丁目

ステーキさくら　アメ村本店 中央区西心斎橋２丁目

ステーキさくら　大阪松竹座店 中央区道頓堀１丁目

ステーキさくら　道頓堀WEST 中央区道頓堀２丁目

ＳＴＥＡＫ　ＴＨＥ　ＦＩＲＳＴ　北新地 北区曾根崎新地１丁目

ステーキ主人公 中央区大手前１丁目

ステーキ食堂BECO　ハービスPLAZA梅田店 北区梅田２丁目

ステーキ鉄板エッセンス 北区堂島１丁目

ステーキ・鉄板焼　素敵館 中央区宗右衛門町

ステーキデボン 北区曾根崎新地１丁目

 ステーキハウス　グリルロア 北区曾根崎２丁目

ステーキハウス　トライ　大阪駅前第1ビル店 北区梅田１丁目

ステーキハウス仲間 北区曾根崎新地１丁目

ステーキハウス　大和 北区堂島１丁目

ステーキハウス　和豪 北区曾根崎新地２丁目

ステーキハウスキューブ 中央区船場中央１丁目



施設名称 所在地

ステーキハウス月光仮面 中央区難波１丁目

すてーきはうす香西 中央区東心斎橋１丁目

ステーキハウス榊原 北区曾根崎新地１丁目

ステーキハウス　四季の味 中央区宗右衛門町

ステーキハウス寿々 中央区道頓堀２丁目

ステーキハウス野田 北区曾根崎２丁目

ステーキハウス風靡 北区堂島１丁目

ステーキハウスポンド　北新地店 北区曾根崎新地１丁目

ステーキハウスもり川 中央区心斎橋筋２丁目

SteakHouse　よし田 中央区東心斎橋２丁目

ステーキハウス　ロイン　ＨＥＰ　ＮＡＶＩＯ 北区角田町

ステーキファイブ南森町店 北区天神橋２丁目

ステーキミハラ 中央区東心斎橋１丁目

ステーキロン 北区曾根崎新地１丁目

STAZIA 中央区東心斎橋２丁目

Step HALL 北区中津１丁目

Steady 北区曾根崎新地１丁目

ステレオ 中央区瓦屋町３丁目

STEREO NOVEL 中央区東心斎橋１丁目

ストーク・サウス 中央区難波４丁目

STORY 中央区道頓堀１丁目

Story 北区西天満６丁目

story 北区曾根崎新地１丁目

ストリーム 中央区心斎橋筋２丁目

storage 中央区東心斎橋２丁目

ストレートプール　straight pool 中央区南船場２丁目

STRETCH 北区浮田１丁目

ストレンジフルーツ 北区曾根崎新地１丁目

Strawberry Time 北区神山町

SUNAO食堂 中央区北浜東

スナック　エモ（愛慕） 北区天神橋４丁目

Snack O-HATSU 北区曾根崎２丁目

スナック　ケリー 中央区宗右衛門町

スナック　サチ子 北区池田町

すなっく　すず 中央区東心斎橋２丁目

SNACK ZEN 北区天神橋４丁目

スナック　トゥルー 北区曾根崎新地１丁目

スナック　長野 北区堂島１丁目



施設名称 所在地

スナック　花水木 中央区千日前１丁目

ＳＮＡＣＫ　はる菜 中央区千日前１丁目

スナック　ひとみ 中央区東心斎橋２丁目

スナック　ファーファ 中央区東心斎橋２丁目

スナック　ふらんどる 中央区東心斎橋２丁目

スナック　ポポロ 北区兎我野町

すなっく　やよい 北区曾根崎２丁目

スナック　ユニコーン 中央区道頓堀２丁目

Snack Lounge 朱里宮 中央区本町２丁目

snack ラベンダー 中央区宗右衛門町

スナック　りさ 中央区東心斎橋１丁目

スナック　愛 中央区東心斎橋２丁目

スナック愛 中央区道頓堀１丁目

スナック明 中央区東心斎橋２丁目

スナック　アチャコ 中央区伏見町２丁目

スナック　あっちゃん 中央区東心斎橋２丁目

スナック　Ami 北区西天満６丁目

スナック　アムール 中央区宗右衛門町

スナック&喫茶メルシー 北区天神橋７丁目

スナック生 中央区宗右衛門町

スナック１９６９ 北区曾根崎新地１丁目

スナック　いっちゃんの店 北区曾根崎２丁目

スナックインディアン 中央区島之内２丁目

snack in まゆみ 北区本庄東１丁目

スナック　梅の木 北区天満２丁目

Snack S 中央区宗右衛門町

スナックエトランゼ 北区本庄東１丁目

スナック笑み 北区曾根崎新地１丁目

ＳＮＡＣＫえんどう 北区曾根崎新地１丁目

スナックOZ 北区曾根崎新地１丁目

スナック温 中央区宗右衛門町

スナック　顔なじみ 中央区千日前１丁目

スナック　ガス燈 中央区難波４丁目

スナック桂 北区堂山町

スナックGAN×2 ガンガン 中央区東心斎橋２丁目

すなっく京 北区浪花町

スナック銀 北区本庄東１丁目

スナックキング 中央区宗右衛門町



施設名称 所在地

スナック　グレ 北区天神橋４丁目

スナックコネコ 中央区心斎橋筋２丁目

スナック艮太郎 北区天神橋６丁目

snack3150 北区堂島１丁目

snack咲 中央区東心斎橋２丁目

スナックさやねぇ 中央区東心斎橋２丁目

スナックサラン 中央区東心斎橋２丁目

すなっく　さわ 北区西天満６丁目

スナックサンユ 中央区宗右衛門町

スナック　シゲ 中央区難波４丁目

スナック清水 中央区宗右衛門町

スナック淳 中央区心斎橋筋２丁目

スナックJune 北区堂山町

スナック  鈴 中央区道頓堀１丁目

スナック　star 北区堂島１丁目

スナックダイヤ 中央区道頓堀１丁目

スナック　たのし美 中央区東心斎橋２丁目

ＳＮＡＣＫ玉ちゃん北新地店 北区曾根崎新地１丁目

スナック千葉 中央区東心斎橋２丁目

スナック　ちゃぼ 北区曾根崎１丁目

スナックちゃめワン 中央区東心斎橋２丁目

スナック　てんぐ 中央区難波４丁目

スナックとも 北区曾根崎２丁目

スナックとんちゃん 中央区千日前１丁目

スナック根っ子 中央区千日前２丁目

スナックバー 城 中央区東心斎橋２丁目

スナックバーBoogie 北区曾根崎２丁目

スナック梅村 中央区北浜１丁目

スナック華 中央区東心斎橋２丁目

SNACKBanay 中央区千日前１丁目

スナック　ハル 中央区東心斎橋２丁目

Snack Bee 中央区東心斎橋１丁目

スナック冬記 中央区宗右衛門町

スナック　ブルーメ 中央区千日前１丁目

スナックフレーズ 北区兎我野町

スナック　ボビー 北区曾根崎１丁目

スナックBOB 中央区東心斎橋２丁目

スナックMY.舞 中央区東心斎橋２丁目
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スナックマインド 北区本庄東１丁目

スナックまち子 中央区千日前２丁目

スナック松 中央区東心斎橋２丁目

スナック美恵 中央区難波４丁目

スナック三木 中央区道頓堀１丁目

スナック実 北区堂山町

スナックＭｅｗ 中央区釣鐘町１丁目

スナックやすらぎ 中央区心斎橋筋２丁目

スナック屋台 北区天神橋４丁目

スナック山本 中央区難波１丁目

スナック弥生 中央区宗右衛門町

スナック由香 中央区難波千日前

スナック　ユジン 中央区東心斎橋２丁目

スナック夢 北区曾根崎２丁目

スナック夢ごこち 中央区宗右衛門町

スナックゆん 北区南森町１丁目

スナック与太ばなし 中央区千日前１丁目

スナックラウンジＤｉｏ 中央区東心斎橋２丁目

スナックラッキー 中央区難波千日前

スナックLOVEYOUだよ 中央区宗右衛門町

スナック蘭 中央区宗右衛門町

すなつくりょう 中央区宗右衛門町

スナック凛 北区堂島１丁目

スナック六甲 北区堂島１丁目

スナックロン 北区堂山町

スナックわ 北区天神橋４丁目

スナック　若草 中央区宗右衛門町

スナッち　だいちゃん 北区曾根崎２丁目

砂浜ダイニングバーシェイプビーチ梅田店 北区堂山町

砂浜ダイニングバーシェイプビーチ心斎橋店 中央区東心斎橋２丁目

SNOW 北区曾根崎新地１丁目

スパ・トリニテ 中央区城見２丁目

Sparkle 北区堂山町

スパイス食堂　サワキチ 中央区南船場４丁目

Spice Jungle 北区堂山町

スパイス王国 北区角田町

スパイスカリーて 中央区南船場３丁目

スパイスカリーハルモニア 北区天神橋４丁目
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spice curry bar 中央区谷町２丁目

スパイス酒場AAMA 中央区谷町６丁目

スパイスサロンバビルの塔 北区黒崎町

spice32本町店101 中央区瓦町４丁目

スパイス食堂サワキチ梅田兎我野店 北区曾根崎１丁目

スパイス食堂ベホマズン 北区天神橋８丁目

スパイス堂 中央区谷町６丁目

Spice house カリーノアトリエ 中央区難波１丁目

スパイスバル　カレーパニック 北区堂島１丁目

スパイス飯麺兄弟舎 北区豊崎３丁目

スパイス料理ナッラマナム 中央区瓦町１丁目

sfida 北区同心２丁目

スプレンディード 北区梅田２丁目

スペイン料理＆バル　ローザ・ローハ 北区梅田３丁目

スペイン料理の店QUATRO DEVAS 北区西天満２丁目

space 中央区北浜東

Space Station 中央区西心斎橋２丁目

スペースモンキー 北区堂島１丁目

SPACERINGCAFEDINING 北区天神橋２丁目

spade cat burger 中央区東心斎橋１丁目

spectacle kitahama 中央区北浜１丁目

スペシャル 中央区東心斎橋２丁目

spello 中央区久太郎町１丁目

SPORTS BAR YES 中央区宗右衛門町

SportsBarLOKAHI 中央区東心斎橋１丁目

スポーツマンクラブポール 中央区東心斎橋２丁目

スマイル 中央区島之内２丁目

すまいる研究所 北区堂山町

炭イタリアンDottii 北区中崎１丁目

SuMiKa 中央区東心斎橋２丁目

すみか 北区堂島１丁目

炭Kappo hirac 中央区安堂寺町２丁目

炭割烹誉 北区堂山町

炭繁 中央区宗右衛門町

炭旬　谷町四丁目店 中央区谷町３丁目

炭達磨 北区豊崎５丁目

sumiggs 中央区森ノ宮中央２丁目

炭とおいしいお酒のお台処 晃 中央区東心斎橋２丁目



施設名称 所在地

炭火 中央区久太郎町４丁目

炭火イタリアンCARBO 北区堂山町

炭VINOギャザ阪急梅田店 北区芝田１丁目

炭火かわらや 中央区宗右衛門町

炭火串焼　市 中央区南久宝寺町３丁目

炭火串焼　そら 北区曾根崎２丁目

炭火串焼　とりば茶屋町店 北区茶屋町

炭火ざく 北区西天満４丁目

炭火ステーキ　レモン 北区曾根崎新地１丁目

炭火とワインなんば店 中央区難波３丁目

炭火バル　あじと　日本酒蔵 北区堂山町

炭火ビストロ　Souple 中央区釣鐘町１丁目

炭火三日月 北区堂島１丁目

炭火焼　味味鳥 中央区道頓堀１丁目

炭火焼＆焼酎BAR 焼庵 中央区道頓堀２丁目

炭火焼居酒屋まる大手前店 中央区内平野町１丁目

炭火焼うなぎの寝床 中央区東心斎橋２丁目

炭火焼　煙 北区曾根崎２丁目

炭火焼き三平 中央区宗右衛門町

炭火焼食堂　膠 中央区淡路町３丁目

炭火焼ステーキ岡田 北区堂島１丁目

炭火焼多丸屋 中央区東心斎橋２丁目

炭火焼と創作料理　やっさん 中央区東心斎橋２丁目

炭火焼鳥　地鶏料理専門店　酉乃市 北区芝田１丁目

炭火焼鳥　真骨鳥　虎目横丁店 中央区千日前２丁目

炭火焼鳥　鶏男 北区曾根崎２丁目

炭火焼きとりあいだ 北区天神橋４丁目

炭火やきとり愛之助 中央区道頓堀１丁目

炭火焼鳥青山商店 中央区谷町６丁目

炭火焼鳥いこか 中央区大手通３丁目

炭火焼鳥　壱庵 北区兎我野町

炭火焼鳥一兆　東心斎橋店 中央区東心斎橋２丁目

炭火焼鳥炎 北区池田町

炭火やきとり炎座 北区浪花町

炭火焼鳥かこい 中央区内淡路町１丁目

炭火焼鳥がんばりや 北区東天満１丁目

炭火焼　鳥清 中央区東心斎橋１丁目

炭火やきとりソワカ 北区大淀中３丁目



施設名称 所在地

炭火焼鳥つくね屋 中央区道修町３丁目

炭火焼鳥と旨豚まこ家 中央区難波３丁目

炭火焼鳥とおり 中央区船越町２丁目

炭火焼鳥と鶏肴　keshiki. 中央区東心斎橋１丁目

炭火焼鳥 鶏co 中央区宗右衛門町

炭火焼鳥　鳥ちょうちん淀屋橋店 中央区北浜３丁目

炭火焼鳥なかお 中央区瓦町１丁目

炭火やきとりなごみや 中央区瓦町４丁目

炭火焼鳥の店ささき 中央区西心斎橋２丁目

炭火やきとり藤 北区天神橋４丁目

炭火焼鳥　正家 北区堂島１丁目

炭火やきとり　雅 中央区谷町７丁目

炭火焼鳥木鶏 中央区東心斎橋１丁目

炭火やきとり森田 中央区本町４丁目

炭火焼鳥わがや 中央区千日前１丁目

炭火焼と笑処まこ家　なんば2号店 中央区道頓堀２丁目

炭火焼直島 東心斎橋店 中央区東心斎橋１丁目

炭火焼肉　一兆 北区兎我野町

炭火焼肉　牛角　梅田お初天神店 北区曾根崎２丁目

炭火焼肉　清次郎 北区曾根崎新地１丁目

炭火焼肉　弁慶 中央区千日前２丁目

炭火焼肉　莉心 中央区久太郎町３丁目

炭火焼肉犇三昧道頓堀店 中央区千日前１丁目

炭火焼肉けむたい家 中央区北浜東

炭火焼肉CoCoRo　 中央区東心斎橋２丁目

炭火焼肉CoCoRo　ヨーロッパ通り店 中央区東心斎橋１丁目

炭火焼肉　心斎 中央区西心斎橋１丁目

炭火焼肉精竜 北区浪花町

炭火焼肉全力ホルモンふみや 中央区博労町４丁目

炭火焼肉大歓 中央区東心斎橋１丁目

炭火焼肉但馬屋心斎橋 中央区西心斎橋１丁目

炭火焼肉チョイス 中央区西心斎橋２丁目

炭火焼肉ホルモンじゃん 中央区東心斎橋１丁目

炭火焼ホルモンからから亭 中央区難波４丁目

炭火焼まこ家はなれなんば店 中央区難波１丁目

炭火焼料理専門店　和元 中央区大手前１丁目

炭火焼炉暖天満橋店 中央区谷町１丁目

炭火焼わや 北区天神橋５丁目



施設名称 所在地

炭火屋ほり江 中央区糸屋町２丁目

炭火家焼肉　盛楽　谷町４丁目店 中央区常盤町２丁目

炭火料理と地酒屋　まりも 北区同心２丁目

炭焼　やす田 中央区瓦町１丁目

炭焼き・幸 中央区東心斎橋１丁目

炭焼居酒屋けむり 中央区谷町６丁目

炭焼きうなぎの魚伊　天五店 北区天神橋５丁目

炭焼きキッチンtenten 中央区心斎橋筋１丁目

炭焼巧房とり乃 中央区西心斎橋２丁目

炭焼ごちそうバル　ぴたり　アメ村店 中央区西心斎橋２丁目

炭焼ごちそうバル　ぴたり　心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

炭焼き酒場　志 北区天神橋１丁目

炭焼酒場まさむね 北区池田町

炭焼地鶏　煽 中央区谷町７丁目

炭焼地鶏　鳥健 北区天神橋１丁目

炭焼地鶏　鳥健 中央区久太郎町２丁目

炭焼商店サカトリーナ 北区堂山町

炭焼き商店だんや 北区中津１丁目

炭焼きジョニー 中央区本町２丁目

炭焼すみれ 中央区難波千日前

炭焼き専門ひととき 北区兎我野町

炭焼TOKI 中央区平野町４丁目

炭焼鳥miya 中央区心斎橋筋２丁目

炭焼と和酒ひとしお 北区池田町

炭焼肉酒場 GOLAZO 中央区東心斎橋２丁目

炭焼呑処うまとら 北区浪花町

炭焼きBar 心 北区堂山町

炭焼きBISTRO O 北区中崎２丁目

炭焼水七輪焼肉匠たじま 中央区安土町３丁目

炭焼モータープールso-sin 北区中津３丁目

炭焼屋かっぱ 北区曾根崎新地１丁目

炭屋こばこ 中央区日本橋２丁目

スミヲ 中央区東高麗橋

SMOOCHY 北区西天満６丁目

すもうキッチン佐賀昇 中央区西心斎橋２丁目

相撲茶屋寺尾 北区梅田２丁目

相撲料理　志が　堂島店 北区堂島１丁目

SMOKYBAR 中央区心斎橋筋２丁目



施設名称 所在地

SMALL LIGHT 中央区難波千日前

sula 中央区東心斎橋２丁目

SLY 中央区東心斎橋１丁目

 Slices 中央区西心斎橋２丁目

スラッカン 北区大深町

SLUSH 北区堂島浜１丁目

スランジバー 中央区難波１丁目

Lounge Bar  III　 中央区東心斎橋２丁目

3eBAR 中央区西心斎橋２丁目

SleazｙJ 中央区東心斎橋１丁目

777 北区池田町

スリーナイン（999） 中央区難波４丁目

スリーピース 北区堂島１丁目

スリープ 中央区心斎橋筋２丁目

スリール 北区曾根崎新地１丁目

sourire 北区堂島１丁目

Se reposer 北区曾根崎新地１丁目

スローインター 北区曾根崎新地１丁目

swan 中央区宗右衛門町

スワンナプームタイ大阪 北区梅田１丁目

SWAMP501 中央区東心斎橋１丁目

聖 北区天神橋５丁目

西安麺荘 中央区日本橋１丁目

盛興順 中央区島之内２丁目

清月 中央区千日前１丁目

成月 中央区難波４丁目

清十郎　グランフロント大阪店 北区大深町

清十郎　阪急三番街店 北区芝田１丁目

SEIDAKO 中央区西心斎橋２丁目

成都小吃 中央区島之内２丁目

精肉・卸の肉バル　Sanoso 中央区南本町３丁目

盛満園 中央区西心斎橋２丁目

セイム 北区曾根崎新地１丁目

西洋館 北区曾根崎新地１丁目

西洋館　淳 北区曾根崎新地１丁目

精養軒 北区天神橋５丁目

西洋食堂poussin 北区黒崎町

西洋料理　いまとむかし 北区西天満３丁目



施設名称 所在地

西洋料理店　ふじもと 北区曾根崎新地１丁目

聖良 中央区東心斎橋２丁目

青藍 中央区中寺１丁目

正流田舎そば 中央区難波５丁目

SEIRYU　BAR　MADE 中央区東心斎橋２丁目

セイロンカリー 中央区南船場１丁目

ゼウス 北区堂島１丁目

ゼウス&ヘラ 北区曾根崎新地１丁目

Seeadler～海鷲～ 中央区東心斎橋１丁目

世界 北区天神橋１丁目

世界一暇なラーメン屋 北区中之島３丁目

世界酒BARセカサケ 中央区心斎橋筋１丁目

世界のビール博物館　グランフロント大阪店 北区大深町

世界の山ちゃん　梅田東通り店 北区堂山町

世界の山ちゃん　千日前店 中央区千日前１丁目

世界の山ちゃん　本町店 中央区本町２丁目

世界のワイン博物館　グランフロント大阪店 北区大深町

セカンドラボラトリ（2ND.LAB.） 中央区北浜東

The secoundroomcafe 北区梅田１丁目

せき戸 中央区道修町１丁目

是空 北区中崎３丁目

せせり 北区堂島１丁目

せたが屋　エディオンなんば本店　ラーメン一座店 中央区難波３丁目

ＸＥＸ　ＷＥＳＴ 北区梅田２丁目

sex ba 北区堂山町

せった 北区天神橋１丁目

絶対唐揚 北区松ヶ枝町

絶対餃子 北区松ヶ枝町

絶対豚派！！ 北区兎我野町

セットインセカンド 中央区東心斎橋２丁目

銭小商店 中央区北浜２丁目

Cepage 北区曾根崎新地１丁目

せぷてんBar 中央区千日前１丁目

ZEBRA 中央区心斎橋筋２丁目

SEVEN 中央区東心斎橋２丁目

7e. 中央区心斎橋筋２丁目

Seven Wave 北区堂山町

Seven...f 中央区東心斎橋２丁目



施設名称 所在地

セブンシーズ 北区角田町

Seventh  Heaven 北区堂山町

１７East 中央区宗右衛門町

せみまる 北区天神橋６丁目

セラーバー 北区中之島５丁目

セラ・アンフィニィ 北区曾根崎新地１丁目

セラバーケント 中央区道頓堀２丁目

セリーナ 中央区西心斎橋１丁目

セリフォス 中央区宗右衛門町

CELL 中央区南船場１丁目

CERKLE 中央区東心斎橋２丁目

Cerdo y pato 北区兎我野町

セルフィッシュ 中央区東心斎橋２丁目

Selfish 中央区東心斎橋２丁目

selfbarNABE 北区神山町

セルベセリア ハンジョウ 北区池田町

CERVECERIA LUBIRO POSSA 中央区伏見町２丁目

Serena 中央区東心斎橋２丁目

セレネ 北区曾根崎新地１丁目

Ｓｅｒｅｎｄｉｐ 北区堂山町

SERENDIPITY 北区曾根崎新地１丁目

CERENDIB 中央区東心斎橋２丁目

Zerro 中央区心斎橋筋２丁目

zero 北区堂島１丁目

Zero 中央区東心斎橋２丁目

ZERO(ゼロ） 中央区東心斎橋２丁目

０917 北区曾根崎新地１丁目

0度熟成ステーキ本店 中央区千日前１丁目

ZERO NEXT 中央区心斎橋筋２丁目

Zero Base 中央区東心斎橋２丁目

ZERO1 -Party Space- 中央区心斎橋筋１丁目

ZEN 北区曾根崎新地２丁目

禅 中央区南船場１丁目

千佳 北区堂島１丁目

鮮魚・米粉天ぷら　あ乃ね 中央区瓦町２丁目

鮮魚と郷土料理の店たつと 中央区東心斎橋１丁目

戦国キュイジーヌ 中央区東心斎橋２丁目

千石屋 北区天神橋４丁目



施設名称 所在地

善三郎BAR 北区曾根崎２丁目

千手 中央区東心斎橋２丁目

泉州かしみんやき　はこ　北新地店 北区曾根崎新地１丁目

SENSE 北区堂山町

仙豆 中央区千日前１丁目

千蔵 中央区安堂寺町２丁目

千蔵 中央区難波４丁目

CENTER/ingrowth 中央区松屋町

鮮　茶谷 中央区日本橋１丁目

鮮天ぷら柴田 北区曾根崎１丁目

善道 北区堂島１丁目

膳途洋々 北区天神橋４丁目

セントラルキッチン市 北区天神橋３丁目

千日亭 中央区船場中央１丁目

千日前裏くろまる 中央区難波１丁目

千日前えん 中央区千日前２丁目

千日前麻辣燙麺 中央区千日前１丁目

千日前やすだやウラなんば店 中央区千日前２丁目

千日前やすだや千日前店 中央区千日前１丁目

船場　ひさ家 中央区南船場３丁目

センバカリーヒガシシンサイバシテン 中央区東心斎橋１丁目

船場カリーＰＬＵＳ近鉄なんば店 中央区難波４丁目

センバキッチン 中央区南船場４丁目

センバキッチン北梅田店 北区豊崎３丁目

センバキッチングリーンハウス 北区梅田２丁目

せんば自由軒 中央区船場中央３丁目

船場大吉 中央区本町３丁目

船場丹丹 中央区南船場３丁目

船場亭 中央区南船場１丁目

SENBA道場 中央区南船場３丁目

船場虎島 中央区南船場３丁目

船場とり萬 中央区南久宝寺町３丁目

千疋屋 北区松ヶ枝町

Sempiternal（BARのんでっ亭） 中央区東心斎橋２丁目

煎餅侠 中央区道頓堀１丁目

カレー専門店　富士乃屋 中央区博労町４丁目

千彌 中央区宗右衛門町

膳や　谷町2丁目店 中央区谷町２丁目



施設名称 所在地

膳や　なんばウォーク西店 中央区難波２丁目

膳や　ホワイティ梅田店 北区小松原町

千里しゃぶ亭天神橋店 北区天神橋３丁目

soi 北区曾根崎２丁目

SOUI串風 北区豊崎５丁目

荘園中華と飲茶　Leicanting 北区梅田３丁目

創業明治２３年徳田酒店ホワイティ店 北区堂山町

双月 北区天神橋３丁目

創彩空 北区堂島１丁目

創菜酒房おん 北区堂山町

惣菜酒房　きままや 北区堂島１丁目

惣菜Ｂａｒ　江川 北区曾根崎新地１丁目

惣菜BAR　味斗 北区兎我野町

総作居酒屋　大和 北区堂島１丁目

創作居酒屋　じげん 中央区船場中央１丁目

創作居酒屋TOYO豊 中央区千日前１丁目

創作居酒屋428 中央区東心斎橋１丁目

創作お好み焼きオセロ 北区西天満５丁目

創作割烹　新地のやすらぎ 北区曾根崎新地１丁目

創作串かつ笑味亭北浜 中央区道修町１丁目

創作膳感 北区与力町

創作鉄板　mo-ri 中央区南本町１丁目

創作鉄板　mo-ri   oap店 北区天満橋１丁目

創作天ぷら　ぷらりん 中央区東心斎橋１丁目

創作バルアジト365 中央区東心斎橋１丁目

創作バルカルクオーレ 北区本庄東１丁目

創作料理　真 北区曾根崎新地１丁目

創作料理　大田　北新地本店 北区曾根崎新地１丁目

創作料理　鮨　たかひろ 中央区東心斎橋２丁目

創作料理ボヌール 北区曾根崎新地１丁目

Sauge 中央区難波４丁目

象印食堂 中央区難波５丁目

そうだ 中央区日本橋２丁目

ソウル　トゥ　ソウル 北区堂山町

ソウルゴプチャン 中央区高津１丁目

ソウルハートキッチンはら房 中央区東心斎橋２丁目

Zoo 中央区東心斎橋２丁目

源 中央区難波千日前



施設名称 所在地

ソース料理とワインが楽しめるお店赤白コウハク 北区梅田３丁目

SOLA　梅田店 北区小松原町

ソーリャー 中央区東心斎橋２丁目

ソーリャー 中央区心斎橋筋２丁目

Sokonanyo 中央区東心斎橋２丁目

ソシアル俱楽部 北区曾根崎新地１丁目

そじ坊　梅田第一生命ビル店 北区梅田１丁目

そじ坊　梅田堂島アバンザ 北区堂島１丁目

そじ坊　梅田ハービスプラザ店 北区梅田２丁目

そじ坊　北浜大阪証券取引所店 中央区北浜１丁目

そじ坊　京橋IMP店 中央区城見１丁目

そじ坊　梅田ディアモール店 北区梅田１丁目

そじ坊天満橋OMMビル店 中央区大手前１丁目

ソソカルビ牛天 北区中崎２丁目

啐啄 北区曾根崎２丁目

Sottovillaggio 中央区東心斎橋１丁目

Sonare 中央区東心斎橋２丁目

ソナム 中央区東心斎橋１丁目

ソニック 北区中津５丁目

曽根崎   小嘉津 北区曾根崎１丁目

曽根崎酒場　情熱ホルモン 北区曾根崎２丁目

曾根崎鉄板食堂はなたれ 北区曾根崎１丁目

曽根崎ホルモンよう太 北区曾根崎新地１丁目

曽根崎松浦商店 北区曾根崎２丁目

ZONOZONO 中央区東心斎橋１丁目

そのだや八万　 中央区久太郎町３丁目

蕎麦　石寅　LINKS UMEDA店 北区大深町

蕎麦　松尾 中央区備後町１丁目

そば居酒屋 善生 中央区北浜２丁目

そば居酒屋るちん 中央区東心斎橋１丁目

そば打ち　松林 北区中崎西２丁目

そば月山 中央区谷町９丁目

蕎麦切り　きうち 中央区安土町１丁目

そば切りてらうち 中央区東心斎橋１丁目

蕎麦切り晴 中央区南新町２丁目

そば彩菜　凛 中央区博労町２丁目

蕎麦しゃぶ総本家　浪花そば心斎橋本店 中央区心斎橋筋１丁目

そばしゃぶ総本家　浪花そばダイニングメゾン店 中央区難波５丁目



施設名称 所在地

蕎麦と鴨料理　心斎橋宗平 中央区南船場３丁目

そば処　つくし 北区錦町

そば処あづま 中央区石町２丁目

そば処　更科 北区浮田２丁目

そば處とき 北区堂島１丁目

そば処八助 中央区高津３丁目

そば処三起 北区梅田１丁目

蕎麦処みやび 中央区南船場３丁目

蕎麦と地酒どんぐり 北区紅梅町

蕎麦　福一 北区曾根崎新地１丁目

そばよし 北区大深町

そばよし 中央区南本町３丁目

そばよし 中央区南船場３丁目

蕎麦らうんじ東山 北区西天満５丁目

そば和食　湖中 北区大淀中１丁目

ソファー 北区堂島１丁目

SOPHIA 中央区西心斎橋２丁目

ソムタム　by　クワンチャイ 北区茶屋町

瑞英 北区堂島浜１丁目

蒼~SORA~ 中央区東心斎橋２丁目

空 北区曾根崎新地１丁目

Solaio 北区天神橋５丁目

空色COLOR 中央区博労町４丁目

そらねいろ 中央区南船場３丁目

ＳＯＬ 中央区心斎橋筋２丁目

SOL 中央区高麗橋２丁目

雪暻 中央区東心斎橋２丁目

SALT 北区西天満４丁目

ＳＯＬＶＩＶＡ　梅田店 北区茶屋町

ソレラ 北区中之島２丁目

そんぐそんぐ 北区曾根崎新地１丁目

Song Line 北区西天満４丁目

忠将グルメ 北区天神橋６丁目

Da'Fronte 中央区本町橋

DARTS　BAR　Famous 中央区東心斎橋１丁目

Darts　Bar　Berry 北区堂山町

ダーツ＆ダイニング524 北区神山町

Darts＆Bar O`neills大阪 中央区東心斎橋２丁目



施設名称 所在地

ダーツカフェガーデン心斎橋 中央区東心斎橋１丁目

ＤａｒｔｓＢａｒＣＲＯＳＳ 北区曾根崎１丁目

ダーツバーJo 北区同心２丁目

DartsBar TOPROCK 北区曾根崎２丁目

Darts　bar　Flame 中央区道修町４丁目

TanaLaTerrazza 北区大深町

ダイアデム 中央区千日前２丁目

ダイアモンドロックスBAR 中央区心斎橋筋２丁目

太庵　 中央区島之内１丁目

大宇　なか野そば 北区中之島６丁目

大栄食堂 北区角田町

大王飲店　北新地店 北区曾根崎新地１丁目

タイガー'sBar 北区堂島１丁目

大喜 中央区淡路町２丁目

大輝 北区堂島１丁目

大㐂 中央区西心斎橋２丁目

大起水産回転寿司　大丸心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

大起水産回転寿司　天満橋店 中央区天満橋京町

大起水産回転寿司　道頓堀店 中央区道頓堀１丁目

大起水産回転寿司　なんばウォーク店 中央区千日前１丁目

大起水産回転寿司　ホワイティうめだ店 北区小松原町

THAI KITCHENS 北区菅栄町

Thai Kitchen KAOMANGAI 北区角田町

Thai Kitchen KARAHORI 中央区松屋町

Thai Kitchen 天満橋 中央区谷町１丁目

醍醐 中央区難波１丁目

太幸 中央区東心斎橋２丁目

大幸庵　玄 北区堂島１丁目

太公望 中央区南船場２丁目

大黒千牛レストラン頂 中央区天満橋京町

第３会議室 北区曾根崎新地１丁目

大衆居酒屋　宴 中央区南船場４丁目

大衆伊酒屋ニューブドウヤ天満本店 北区天神橋４丁目

大衆イタリア食堂アレグロ 北区同心２丁目

大衆イタリアン屋台ブドウヤ 北区西天満２丁目

大衆イタリアン屋台ブドウヤ 北区中津１丁目

大衆餃子酒場今ちゃん 中央区難波千日前

大衆酒場　大旦那 北区天神橋５丁目



施設名称 所在地

大衆酒場　大旦那 北区天神橋４丁目

大衆酒場　堺筋食堂 中央区南船場２丁目

大衆酒場　鮨べろ　なんば店 中央区難波千日前

大衆酒場　台所や 北区梅田１丁目

大衆酒場　どんがめ 中央区船場中央３丁目

大衆酒場　ぴたり　東心斎橋店 中央区東心斎橋１丁目

大衆酒場　松屋 北区曾根崎２丁目

大衆酒場　万祭 中央区安土町３丁目

大衆酒場あげもんや船場センタービル4号館店 中央区船場中央２丁目

大衆酒場あげもんや兎我野町店 北区兎我野町

大衆酒場いろは 中央区千日前１丁目

大衆酒場オーガスタ 中央区道修町１丁目

大衆酒場さわ村 中央区道修町４丁目

大衆酒場ジョージ 中央区千日前１丁目

大衆酒場スタンドミルクホール 北区梅田１丁目

大衆酒場集 北区曾根崎２丁目

大衆酒場てんご 北区天神橋５丁目

大衆酒場てんま 北区天神橋５丁目

大衆酒場ひらやま 中央区伏見町２丁目

大衆酒場まるかず 中央区難波千日前

大衆酒場　まるしん 中央区心斎橋筋１丁目

大衆酒場マルヤ 中央区瓦町３丁目

大衆酒場モンロー 中央区北浜１丁目

大衆食堂　瓦町ブラン 中央区瓦町４丁目

大衆食堂スタンドそのだ 中央区谷町６丁目

大衆食堂ヒザコシ 中央区北久宝寺町４丁目

大衆スタンドきもと 中央区船場中央１丁目

大衆肉居酒屋ブルーキッチン 堺筋本町店 中央区大手通３丁目

大衆肉スタンドペロペロ 北区堂山町

大衆馬肉酒場　馬王 中央区南本町１丁目

大衆ビストロ　ムムム 中央区平野町４丁目

大祥庵 中央区南船場３丁目

大心 中央区南船場３丁目

ties 中央区西心斎橋２丁目

ダイス 中央区東心斎橋１丁目

鯛専門活魚料理　鯛夢 中央区道頓堀１丁目

太然屋 中央区日本橋１丁目

だいだい 中央区徳井町１丁目
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橙 中央区内淡路町１丁目

TAI THAI & PAPA 中央区南久宝寺町２丁目

大東園 中央区南久宝寺町４丁目

大東北私房菜 中央区東心斎橋２丁目

大同門　阪急三番街店 北区芝田１丁目

台所屋ケンちゃん 中央区心斎橋筋１丁目

台所屋ケンちゃん　はなれ 中央区東心斎橋１丁目

ダイナー　コインロッカー 北区中崎西３丁目

ダイナー空亀 北区鶴野町

ダイナミックキッチンアンドバー燦 北区西天満４丁目

Dining　琴引 北区角田町

dining SAKURA 北区南森町１丁目

ダイニング　ちょいわるおやじ 北区本庄西２丁目

ダイニング　BAR　TREASURE 北区豊崎３丁目

Dining　Bar　鍋次郎 中央区東心斎橋２丁目

ダイニング　和楽 北区中崎西１丁目

DININGあじと 中央区難波千日前

DINING&SHOT BAR ESTATE 中央区上町１丁目

Dining & Bar akala 中央区内淡路町２丁目

Dining&Music Live Bar ヒア・カムズ・ザ・サン 中央区南船場１丁目

diningIORI 北区菅原町

ダイニング ウィズ ワイン そむりえ亭 中央区東心斎橋１丁目

Dining Cafe Garden 中央区本町橋

ダイニングカフェバーフラット 中央区東心斎橋１丁目

ダイニングキッチン　セレクション 中央区本町橋

Dining Kitchen ペペロンチーノ 中央区心斎橋筋２丁目

DiningKitchen　ＲＹＵ 北区堂島１丁目

ダイニング酒場とまり木 中央区本町２丁目

ダイニングサロンT2 北区曾根崎新地１丁目

ダイニング膳 中央区難波千日前

Dining Bar M's 北区曾根崎２丁目

DINING BAR K2CLUB 中央区平野町４丁目

Dining Bar Sun-Q LABO 中央区心斎橋筋２丁目

dining bar秋山 中央区東心斎橋１丁目

DiningBarItalian 北区堂山町

DiningbarMWG 中央区心斎橋筋２丁目

Diningbar　endure 中央区東心斎橋２丁目

Dining bar camp 北区堂山町
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ダイニングバー　Kuu 北区堂山町

dining bar gym 中央区東心斎橋１丁目

Dining & Bar JUN 中央区東心斎橋１丁目

Dining Bar JiNnO 北区曾根崎新地１丁目

ダイニングバーDANK 北区小松原町

ダイニングバーツバメ 中央区東心斎橋２丁目

Dining bar No.2&co. 中央区千日前２丁目

Dining Bar face 北区曾根崎１丁目

Dining&Bar PLUS 中央区東心斎橋１丁目

Diningbar Bord 中央区東心斎橋２丁目

diningbar HOKOYA 中央区心斎橋筋２丁目

ダイニングバー夢酒 北区曾根崎新地１丁目

DINING BAR YUMMY SMILE 北区神山町

ダイニングバーよしの 中央区宗右衛門町

ダイニングバー4038 北区本庄東３丁目

DINING BAR楽都 北区堂山町

Dining Bar RIANA 中央区宗右衛門町

ダイニングバー ルジュ 北区天神橋４丁目

Dining Bar Roa. 中央区東心斎橋２丁目

ダイニングバー　ロアール 中央区東心斎橋２丁目

Dining HATTOR 北区天神橋５丁目

ダイニングひら山 北区天神橋３丁目

ダイニングモーリ 中央区西心斎橋２丁目

ダイニングルームさくら 中央区東心斎橋２丁目

鯛はな 中央区瓦町４丁目

Thai Food Lounge DEE 心斎橋本店 中央区西心斎橋１丁目

台風飯店 中央区谷町６丁目

大富久 中央区高津１丁目

泰平 中央区東心斎橋１丁目

台北餃子張記 北区堂山町

大鳳閣 中央区北浜２丁目

だいまおう 北区茶屋町

大丸屋 中央区博労町３丁目

大美 北区西天満５丁目

大名酒蔵 中央区船場中央１丁目

大名酒蔵中店 中央区船場中央１丁目

Thyme 中央区南船場２丁目

鯛めし銀まる 中央区難波１丁目
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鯛めし銀家 中央区難波１丁目

たい焼き甘味処　おめでたい 北区中津５丁目

大安 北区西天満６丁目

ＴＨＡＩ－ＹＡ－ＴＡＩ 北区曾根崎１丁目

タイ屋台９９９梅田店 北区曾根崎２丁目

ダイヤモンドビリヤニ 北区中津３丁目

太陽 北区曾根崎新地１丁目

太陽のトマト麺　なんば御堂筋グランドビル支店 中央区難波２丁目

大よし本店 中央区淡路町１丁目

大來軒 北区国分寺２丁目

大來軒別館 北区天神橋５丁目

大龍ラーメン 北区天神橋２丁目

タイ料理プリック天満 北区天神橋６丁目

第六感 中央区備後町２丁目

ダイワ食堂 北区神山町

ダイワ食堂　天五店 北区天神橋５丁目

ダイワ食堂　天七店 北区天神橋７丁目

台灣食堂 中央区博労町４丁目

台湾食堂 北区天神橋４丁目

台湾タンパオ天五店 北区天神橋５丁目

台湾まるごと食べ放題　台湾夜市　梅田店 北区曾根崎２丁目

台湾料理　永楽 中央区材木町

台湾料理　華丸 中央区本町橋

台湾料理 味仙 北区梅田１丁目

ダイニングしゅす 北区曾根崎新地１丁目

TAVERNA albero villaggio 中央区東心斎橋１丁目

DOWN 中央区西心斎橋２丁目

TOWN SPACE H2 北区堂山町

多英 北区曾根崎新地１丁目

タオリ 中央区谷町９丁目

鷹ヶ巣 北区芝田１丁目

髙木鮮魚店 北区芝田１丁目

髙﨑 北区西天満４丁目

駄菓子 cafe&Bar エンス 北区浮田１丁目

駄菓子食べ放題　放課後駄菓子バー　A-55　大阪梅田店 北区太融寺町

鷹仁　南船場店 中央区南船場４丁目

鷹佑　北新地本店 北区堂島１丁目

たかちゃん 北区中津１丁目



施設名称 所在地

たか鳥　西梅田店 北区曾根崎新地２丁目

たか鳥お初天神店 北区曾根崎２丁目

高乃屋 北区曾根崎新地１丁目

たかはし　Takahashi 北区堂島１丁目

TAKAHASHI 北区堂島１丁目

たかはた西店 北区梅田１丁目

たかはた東店 北区梅田１丁目

たかはら 北区曾根崎新地１丁目

TAKAHIRO 中央区大阪城

たかま 北区堂島１丁目

たかまる、 北区中崎１丁目

多花美 中央区平野町２丁目

たかむら。 北区曾根崎新地１丁目

高や 中央区東心斎橋１丁目

高や CANTINE 中央区東心斎橋２丁目

ＴＡＫＡＲＡ 北区曾根崎新地１丁目

多から亭 中央区心斎橋筋２丁目

宝屋 中央区千日前１丁目

宝や。 中央区谷町６丁目

Tuxedo-park 北区西天満４丁目

たきはた 北区西天満６丁目

たく 中央区千日前１丁目

たく丸 中央区東心斎橋２丁目

匠 中央区上本町西３丁目

匠味 北区西天満４丁目

匠味 北区大淀中２丁目

涿屋 北区曾根崎２丁目

たけくらべ 中央区難波３丁目

Take-Sake 北区堂島１丁目

TAKEZO 北区池田町

たけちゃんうどん 北区曾根崎１丁目

竹乃膳 北区黒崎町

武福 北区天神橋４丁目

たけ坊 中央区道頓堀１丁目

たけもとや 北区大淀中２丁目

たけや 中央区心斎橋筋２丁目

たけ家 中央区玉造２丁目

TAQUERIA LA FONDA 中央区徳井町２丁目



施設名称 所在地

たこ梅　東店 北区角田町

たこ梅　分店 北区角田町

たこ梅　北店 北区角田町

たこ梅　本店 中央区道頓堀１丁目

たこ酒場くれおーるLINKUSUMEDA 北区大深町

たこしげ 中央区千日前１丁目

たこ茶屋 北区曾根崎新地１丁目

タコつるバー 中央区淡路町３丁目

田ごと 北区梅田１丁目

蛸のつぼ 本町店 中央区本町２丁目

蛸のつぼ南船場店 中央区南船場４丁目

蛸之徹　マルビル店 北区梅田１丁目

タコハウス 北区芝田１丁目

たこ八 中央区平野町４丁目

タコベル 道頓堀 中央区道頓堀１丁目

タコベル阪急三番街店 北区芝田１丁目

たこ政 中央区道頓堀１丁目

たこ萬 中央区宗右衛門町

たこ焼き壱番 中央区道頓堀１丁目

たこ焼きえびす　道頓堀店 中央区道頓堀１丁目

たこ焼きえびす　東心斎橋店 中央区東心斎橋２丁目

たこやき王子　お初天神２号店 北区曾根崎２丁目

たこやき王子　道頓堀店 中央区道頓堀１丁目

たこやき王子　ミヤプラザ心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

たこ焼割烹たこ昌道頓堀店 中央区道頓堀１丁目

たこやき座 中央区難波千日前

たこ焼き酒場　たこ太　堺筋本町店 中央区南本町２丁目

たこ焼き酒場　たこ太　御堂筋本町店 中央区南本町４丁目

たこ焼酒場しん家 北区梅田１丁目

たこ焼き酒場たこ太　瓦町店 中央区瓦町２丁目

たこ焼き酒場たこ太　淀屋橋店 中央区北浜３丁目

たこ焼十八番　ＳＯＮＳ-ＤＯＨＴＯＮＢＯＲＩ 中央区道頓堀１丁目

たこ焼きしらんがな 中央区西心斎橋１丁目

たこ焼き　たこランラン 北区角田町

たこ焼き鍛次郎 北区小松原町

たこ焼道楽わなか 中央区難波千日前

たこ焼道楽わなか　道頓堀店 中央区道頓堀１丁目

たこ焼道楽わなか天四店 北区天神橋４丁目
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たこ焼きナンバーワン 北区堂島１丁目

たこやきの元祖　会津屋 北区梅田３丁目

たこやきの元祖　本家会津屋 中央区難波５丁目

たこ焼きBAR 中央区谷町９丁目

たこ焼きBARたこちゅん 中央区西心斎橋２丁目

たこ焼きバル徳次郎弐号店 中央区瓦町３丁目

たこやき屋台　藍の青 中央区西心斎橋２丁目

蛸焼依屋文左衛門 中央区千日前１丁目

たこ家道頓堀くくる　本店 中央区道頓堀１丁目

たこ家道頓堀くくるフレスト天満橋店 中央区天満橋京町

タコライスCOMEDOR 中央区西心斎橋２丁目

だし居酒屋青てん上 北区天神橋３丁目

だしが命の塩ラーメン　ぎょぎょぎょ 中央区南久宝寺町４丁目

だし茶漬け　えん　エキマルシェ大阪店 北区梅田３丁目

だし茶漬け＋肉うどん えん　ルクア大阪店 北区梅田３丁目

但馬屋 北区天神橋４丁目

但馬屋 北区梅田１丁目

但馬屋 北区梅田３丁目

但馬屋　梅田 北区太融寺町

但馬屋蔓萬 中央区北浜１丁目

だしまる 中央区内本町２丁目

TASK 中央区心斎橋筋２丁目

TASOGARE COFFEE STAND 中央区南船場４丁目

ダダ 北区曾根崎新地１丁目

夛田葡萄酒店 北区曾根崎新地１丁目

DADAN 北区西天満６丁目

立ち喰い寿司函太郎　LINKS　UMEDA店 北区大深町

立ち寿司 中央区日本橋２丁目

立ち寿司　しおや 北区角田町

立ち寿司　まぐろ一徹　千日前店 中央区千日前１丁目

立ち寿司　まぐろ一徹　天六店 北区天神橋７丁目

立ち寿司ホルモン新鮮や 中央区日本橋２丁目

立呑 丑寅 中央区難波千日前

立ち飲み　じんべえ 北区曾根崎２丁目

立ち呑み　たに 北区曾根崎２丁目

立ち呑み　のす 中央区東心斎橋２丁目

立ち呑み居酒屋ちひろ 北区天満４丁目

立ち飲み居酒屋ドラム缶 中央区内本町２丁目
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立ち飲み居酒屋ドラム缶梅田店 北区梅田１丁目

立ち飲み海 北区堂山町

立呑み　うめや　梅田店 北区角田町

立ち呑み大阪イチマルマルマル 中央区道修町４丁目

立呑み久 中央区難波千日前

立ち呑みくにし 北区天神橋１丁目

立呑酒場　かけだし 中央区瓦町１丁目

立ち呑み さんかく 中央区平野町４丁目

立呑 ジャグラー 北区中津１丁目

立呑 奢酌楽 中央区南船場２丁目

Tachinomi 奢酌楽 Toyosaki 北区豊崎３丁目

立呑み笑和 中央区難波千日前

立ち呑み食堂きたよし 中央区道修町２丁目

立呑中華堂PEI 中央区東心斎橋１丁目

立呑的　満々気 中央区道頓堀２丁目

立ち呑み天ぷら　やまなか 北区池田町

立ち飲み処　こっちこいよ 中央区農人橋２丁目

立呑み処　七津屋 北区梅田１丁目

立ち呑み処　ヒゲ 中央区西心斎橋２丁目

立ち呑み処　まる 北区梅田１丁目

立ち飲み処　りょうたの手羽先 北区梅田１丁目

立呑処おぎの 北区豊崎４丁目

立ち飲み処　和 北区梅田１丁目

立ち呑み処けいちゃん 北区中津１丁目

立ち呑み処小粋 中央区北浜３丁目

立ち飲み処　小町 中央区千日前２丁目

立ち呑み処　たまやん 中央区千日前１丁目

立呑処　たもん 北区天神橋２丁目

立ち呑み処ひさまつ 中央区高麗橋２丁目

立呑み処夜神楽 中央区瓦町４丁目

立呑みとり焼肉　スタンドとり軍 北区天神橋５丁目

立呑　中津３－１７－５ 北区中津３丁目

立ち呑み毘 中央区日本橋１丁目

立呑み丘 北区曾根崎新地２丁目

立ち呑み　ほたる 中央区難波４丁目

立呑またた灯 中央区難波４丁目

立呑めがね堂 中央区谷町６丁目

立呑やいしもん梅田店 北区角田町
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立ち呑み・焼きスパローマ軒大阪駅前第3ビル店 北区梅田１丁目

立呑屋串天ロック 中央区南船場３丁目

立ち呑みやっすん 中央区日本橋２丁目

立ち呑みロッキー 中央区安土町１丁目

立呑みわいわい 中央区鎗屋町１丁目

たちばな 中央区日本橋１丁目

橘 北区堂島１丁目

たちばな 北区曾根崎新地１丁目

たちまち 北区曾根崎２丁目

卓球BARパレット 北区堂島浜１丁目

卓球BARパレット心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

tack 北区堂島１丁目

ダックス 中央区東心斎橋２丁目

DUCKS！OSAKA 北区神山町

たつくら 中央区北新町

竜田屋 中央区難波千日前

達八 中央区難波４丁目

tappo 北区曾根崎新地１丁目

辰巳 北区曾根崎新地１丁目

酒房　TATSUMIYA 中央区本町橋

龍や 中央区東心斎橋１丁目

達屋　阪急梅田店 北区芝田１丁目

達屋 路地裏店 北区堂山町

楯 北区天神橋５丁目

DADDY 中央区難波４丁目

伊達屋 北区梅田１丁目

田なか 北区天神橋５丁目

たに川 中央区島之内２丁目

谷町　肉八 中央区谷町５丁目

谷町一味禅 中央区谷町５丁目

谷町クジラ 中央区谷町３丁目

谷町酒場　情熱ホルモン 中央区谷町１丁目

谷町酒場すん家 中央区谷町６丁目

谷町二丁目　鯛めしや　はなび 中央区谷町２丁目

谷町二丁目食堂 中央区谷町２丁目

谷町のお母さんのお店　焼き焼きまま屋 中央区中寺２丁目

谷町バルRegale 中央区谷町３丁目

谷町百番 中央区内本町１丁目
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谷町わらかし 中央区粉川町

TA+26=たにろく 中央区谷町６丁目

Tanoshi Japanese Tapas and Sake Bar 中央区南船場２丁目

dapaidang105　 北区天神橋５丁目

TAPAS&WINE RIVER CAFE 中央区天満橋京町

楽从 北区豊崎３丁目

旅人シェフのタイ食堂KHAO 北区天神橋６丁目

旅人の家 中央区東心斎橋２丁目

TapiLand 中央区宗右衛門町

TAB 北区黒崎町

ダブスタ　（ＤＵＢＳＴＡ） 中央区瓦町３丁目

W station 中央区島之内１丁目

Dublin Garden 中央区道頓堀２丁目

WR 中央区東心斎橋１丁目

だぶるくぉてーしょん粋 北区浪花町

Double Doors kitchen 中央区難波５丁目

Double.Y 北区曾根崎新地１丁目

タブレーテベベドール 北区西天満１丁目

TABLES CAFE 中央区心斎橋筋２丁目

たべてや一得　福島店 北区大淀南３丁目

食飲個室空間　SUMILE　～菫～ 中央区難波１丁目

食べ呑み処54 北区天神橋５丁目

TABEL 北区曾根崎新地１丁目

TAVERNA ENTRATA 北区堂島２丁目

タベルナ・キンタ 北区西天満４丁目

Tavola36(タボラ36） 中央区難波５丁目

玉鬘 北区曾根崎新地１丁目

多満喜 中央区南船場３丁目

玉子たこ焼きひよこ 中央区南船場２丁目

卵と私なんばウォーク店 中央区難波２丁目

卵と私ホワイティ梅田店 北区小松原町

玉子丸 北区梅田１丁目

煮干しらーめん 玉五郎 黒門店 中央区日本橋２丁目

たまちゃん 北区曾根崎新地１丁目

TAMANE 北区梅田１丁目

玉屋 北区国分寺１丁目

たまりば 中央区北久宝寺町４丁目

たまりbar 中央区東心斎橋２丁目
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たまりbarにいやん 中央区西心斎橋１丁目

TAMARIBA CAFE 北区中崎１丁目

たまり場PON株式会社 中央区難波１丁目

多丸屋 中央区東心斎橋１丁目

だまれトリ 北区太融寺町

たみや 中央区東心斎橋１丁目

tamutamucafe 中央区日本橋２丁目

多目的店舗　八代 中央区宗右衛門町

たもん 北区中崎１丁目

たよし北浜店 中央区北浜２丁目

たよし曽根崎店 北区曾根崎２丁目

たよし第２ビル店 北区梅田１丁目

たよし南海店 中央区難波千日前

たよし本店 中央区道頓堀１丁目

DOLLAR 中央区東心斎橋２丁目

タラキッチン 中央区道修町１丁目

たらふく北新地総本店 北区曾根崎新地１丁目

たらふく堂山店 北区堂山町

Talisman  No.1 中央区心斎橋筋２丁目

ーTARUー 北区曾根崎２丁目

ダルカン 北区梅田２丁目

ダル食堂 北区堂島１丁目

ダルバート食堂 中央区内久宝寺町３丁目

だるま亭 北区天神橋２丁目

タロー 中央区道頓堀１丁目

ＴＡＲＯー 中央区心斎橋筋２丁目

たわらや　天満店 北区天神橋４丁目

たわわキッチン 中央区伏見町２丁目

ＴＡＷＡＮ　ＴＨＡＩ 中央区南船場２丁目

淡 北区曾根崎新地１丁目

暖 北区堂島１丁目

壇 北区曾根崎新地１丁目

DUNGAREE 北区堂山町

ＴＡＮＫＴＯＰ！ 中央区宗右衛門町

Danke 北区天神橋４丁目

ダンケ 中央区心斎橋筋１丁目

Ｄａｎ家Ｒ 中央区平野町４丁目

暖心 北区堂島１丁目



施設名称 所在地

ダンシングクラブ大阪 北区大深町

たんたら西野 北区東天満２丁目

だんだん 中央区釣鐘町２丁目

DAN DAN CAFE BAR 中央区西心斎橋２丁目

dandan noodles　なんばラーメン一座 中央区難波３丁目

担々麺くろおに 北区西天満３丁目

ＤＡＮＤＥ 中央区心斎橋筋２丁目

ダンテス 中央区南船場４丁目

DandeLion 中央区難波千日前

Tandoor レストBar Ashida 中央区東心斎橋２丁目

TANTOTANTO 大丸心斎橋 中央区心斎橋筋１丁目

たんとと和くら　心斎橋店 中央区南船場３丁目

タンとハラミ。はなれ 北区曾根崎１丁目

丹波地鶏うの屋 北区曾根崎新地１丁目

丹波鍋ホルモンかわむら 北区天神橋５丁目

TANPOPO 北区西天満６丁目

たんぽぽ 北区曾根崎新地１丁目

炭味家 北区大淀南１丁目

たんや又兵衛 中央区道頓堀１丁目

Cheers 中央区千日前２丁目

CHEERS 1ST 北区堂島１丁目

chiaki 北区堂島１丁目

チアリ 中央区石町２丁目

小さなスナック順子 北区堂島１丁目

CHEESE KITCHEN RACLER 北区大深町

ちーず亭 北区西天満４丁目

チーズと野菜のバル　べるまじお 中央区本町１丁目

チーズとＷＩＮＥホワイティ梅田店 北区角田町

CHEESE HOLIC BAR 北区同心２丁目

ちーふの店なかじま 北区曾根崎新地１丁目

chair 中央区東心斎橋１丁目

済州 中央区東心斎橋２丁目

チェディルアン 北区梅田２丁目

チェディルアン淀屋橋 中央区北浜４丁目

崔の家 中央区東心斎橋２丁目

チェリー 中央区宗右衛門町

Chielly 中央区瓦町４丁目

Cherry 中央区宗右衛門町



施設名称 所在地

Cherry　Villa 北区曾根崎新地１丁目

洋風居酒　Cherry Jam 北区堂島１丁目

チェリーナ邸 中央区高麗橋２丁目

chel,c 北区天神橋７丁目

チェルピーナ邸 中央区南船場４丁目

ちか 中央区千日前２丁目

ちかバー 北区堂島１丁目

近松 北区曾根崎新地１丁目

ちからや心斎橋店 中央区博労町３丁目

ちからや天神橋４丁目店 北区天神橋４丁目

CHIQUI 中央区宗右衛門町

チキチキチキンお初天神店 北区曾根崎２丁目

chicken&egg CASSIWA 中央区南船場３丁目

チキングリル専門店GROVE 北区黒崎町

チキンチキン 北区梅田１丁目

CHICKEN HOUSE一歩 北区中津１丁目

チキンワイルド堺筋本町店 中央区北久宝寺町１丁目

竹葉亭 中央区難波５丁目

竹葉亭 北区中之島５丁目

竹葉亭南御堂店 中央区久太郎町４丁目

千倉 北区曾根崎新地１丁目

地魚屋台吾作どん 中央区難波千日前

地酒と海鮮炉端　魚舟 北区角田町

地産酒場十八番　ホワイティ梅田店 北区角田町

知新風月 北区天神橋４丁目

千扇 北区曾根崎新地１丁目

馳走庵　内本町店 中央区内本町２丁目

馳走庵　本町店 中央区本町４丁目

馳走庵　北久宝寺店 中央区北久宝寺町１丁目

馳走や純平 北区曾根崎新地１丁目

チソーザンマイ　大丸梅田 北区梅田３丁目

チヂミのやすす 中央区瓦町４丁目

ciccino 北区西天満３丁目

チデロ 中央区島之内２丁目

ちとせ 中央区上本町西１丁目

ぢどっこ北浜店 中央区北浜３丁目

ぢどっこ平野町店 中央区平野町４丁目

地どり茶屋 中央区道頓堀２丁目



施設名称 所在地

ぢどり亭　堺筋本町店 中央区南本町１丁目

ぢどり亭　谷四店 中央区鎗屋町１丁目

ぢどり亭谷六店 中央区上本町西１丁目

ぢどり亭南森町店 北区天神橋３丁目

地鶏と炭火　鶏っく　大阪駅前うめきた店 北区芝田２丁目

ぢどり家 中央区船場中央２丁目

ぢどり家　本町店 中央区船場中央３丁目

ちなみ 北区堂島１丁目

千の奏 北区曾根崎新地１丁目

chibi 中央区東心斎橋２丁目

千房梅新支店 北区曾根崎新地１丁目

千房エレガンス戎橋店 中央区難波３丁目

千房千日前本店 中央区難波千日前

千房曽根崎支店 北区曾根崎２丁目

千房道頓堀ビル店 中央区道頓堀１丁目

千房ハービスPLAZA梅田支店 北区梅田２丁目

千房ぷれじでんとオー・エム・ホテル日航ビル店 中央区西心斎橋１丁目

千房ぷれじでんと北店 北区曾根崎新地１丁目

千房ぷれじでんと大丸心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

千房ぷれじでんと南店 中央区宗右衛門町

千万喜 北区中之島２丁目

ちむどんどん 北区天神橋４丁目

ＣＨＩ－ＭＥＫ 中央区北浜１丁目

China Dining 迦羅求羅 北区豊崎５丁目

China Bar 後海 中央区宗右衛門町

China hata 36 中央区瓦屋町２丁目

CHINA BISTRO imose 北区中崎１丁目

チャイニーズカフェゆめや 北区長柄中２丁目

チャイニーズ酒家　豪華 北区梅田１丁目

チャイニーズ酒菜　一凛 中央区上汐２丁目

チャイニーズダイニング　フーロン 北区曾根崎新地１丁目

チャイニーズビストロ明翔 北区堂島１丁目

チャイニーズビストロ蘭亭北新地店 北区曾根崎新地１丁目

チャイニーズビストロ蘭亭茶屋町店 北区茶屋町

チャイニーズビストロ蘭亭本町店 中央区本町４丁目

ちゃいにーず香港食卓（ホンコンテーブル） 中央区城見２丁目

チャイニーズレストラン三好 北区西天満４丁目

チャイム 北区曾根崎新地１丁目



施設名称 所在地

敲敲 北区西天満５丁目

餃々　お初天神店 北区曾根崎２丁目

浪花ひとくち餃子餃々大阪駅前第三ビル店 北区梅田１丁目

チャオディンII 中央区宗右衛門町

CIAO  NATURE 北区大深町

チャクラ 北区菅原町

茶古 中央区心斎橋筋２丁目

珍八香 中央区船場中央３丁目

茶々 中央区本町３丁目

chano-ma　茶屋町 北区茶屋町

ちゃばな天満橋OMMビル店 中央区大手前１丁目

ちゃぶ台バル　Aggi 北区大淀南１丁目

ちゃ味船場 中央区北久宝寺町４丁目

ちゃ味道楽 中央区道頓堀１丁目

チャムズキッチン 中央区本町４丁目

茶め茶め 北区曾根崎２丁目

茶屋町風流田舎そば 北区茶屋町

茶屋町まぐろや 北区芝田１丁目

茶屋町Marry 北区芝田１丁目

茶里茶里ChaLiChaLi 中央区道頓堀１丁目

charla 中央区淡路町１丁目

Charo 北区堂島１丁目

茶わん蒸し日高 中央区宗右衛門町

ちゃんこ酒場　若貴 中央区久太郎町４丁目

ちゃんこ鍋　なにわ一番 中央区難波１丁目

チャンチダイビル本館本店 北区中之島３丁目

チャンチLINKS梅田店 北区大深町

ちゃんぽん亭総本家　瓦町店 中央区瓦町４丁目

ちゃんぽん亭総本家淡路町店 中央区淡路町３丁目

ちゃんぽん亭総本家本町店 中央区瓦町２丁目

中央軒京阪天満橋店 中央区天満橋京町

中央軒心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

中央軒千日前店 中央区難波千日前

中央軒ドーチカ店 北区堂島１丁目

中央軒中津店 北区中津１丁目

中央軒なんばウォーク西店 中央区難波２丁目

中央軒なんばウォーク東店 中央区千日前１丁目

中央軒ホワイティうめだ店 北区角田町



施設名称 所在地

中央軒本店 中央区難波４丁目

中央軒マルビル店 北区梅田１丁目

中華居酒家　AJITO 中央区糸屋町１丁目

中華居酒屋女児紅 北区梅田３丁目

中華居酒屋満福 中央区内本町２丁目

中華居酒屋満福堺筋本町店 中央区安土町１丁目

中華旬彩森本 中央区心斎橋筋１丁目

中華食堂十八番本店 北区天神橋７丁目

中華そば　ひよこ 北区同心１丁目

中華そば　ふじい　難波千日前店 中央区難波１丁目

中華そば　いぶき 北区浪花町

中華そばのだいこくや 北区天神橋３丁目

中華そば花京 北区菅栄町

中華ダイニング ザイロン 北区堂島１丁目

中華ダイニングバルぱんだ 中央区今橋１丁目

中華たけ亭 北区池田町

中華バル櫻井 中央区東心斎橋１丁目

中華バルJAM 中央区東心斎橋１丁目

中華ラーメン　平和 北区芝田１丁目

中華料理　金の華 北区梅田１丁目

中華料理　金明飯店　２号店 北区梅田１丁目

中華料理　金明飯店　本店 北区梅田１丁目

中華料理　遥華　3ビル店 北区梅田１丁目

中華料理　ふうふう 北区中之島６丁目

中華料理　味宝楼 中央区瓦町２丁目

中華料理華門 中央区博労町３丁目

中華料理金明飯店　東梅田店 北区堂山町

中華料理三光 北区本庄東１丁目

中華料理上海厨房 北区豊崎３丁目

中華料理　新京 北区天神橋７丁目

中華料理　大王 北区天満２丁目

中華料理大東洋 北区中崎西２丁目

中華料理ちゃおずさんじゅう 中央区東心斎橋１丁目

中華料理八番 北区中崎西１丁目

中華料理ひげ 北区芝田１丁目

中華料理ひろや 中央区千日前１丁目

中華料理味鮮閣 中央区谷町２丁目

中華料理味道 北区東天満２丁目
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中華料理満園焼き小籠包 中央区東心斎橋２丁目

中華レストラン華匯苑 中央区南船場１丁目

中国家常菜　桃園 北区曾根崎１丁目

中国海鮮酒家　李白 中央区安土町２丁目

中国家庭菜館宝喜 北区天満２丁目

中国郷菜館　大陸風 北区天神橋２丁目

中国菜エスサワダ 北区西天満４丁目

中国菜 香味 北区西天満３丁目

中国菜梅花 中央区久太郎町２丁目

中国菜feve. 北区大淀中１丁目

中国酒家　明元 中央区南本町３丁目

中国酒家福龍園 北区天満４丁目

中国酒菜　凛 中央区平野町２丁目

中国酒楼TONO 中央区淡路町４丁目

中国食堂２６１ 中央区上本町西２丁目

中国食府　双龍居 北区池田町

中国食府　双龍居 北区浪花町

中国台湾料理鑫福 中央区島之内２丁目

中国茶とお酒のお店 喜助 北区黒崎町

中国東北料理　月縁春 中央区宗右衛門町

中国名菜　銀座アスター 北区角田町

中国料理　溢香園　谷九店 中央区中寺２丁目

中国料理 溢香園　谷四店 中央区谷町４丁目

中国料理　錦城閣 中央区天満橋京町

中国料理　燦宮 北区大淀中１丁目

中国料理 西安刀削麺 中央区道頓堀１丁目

中国料理　純華楼 中央区玉造１丁目

中国料理　大成閣 中央区東心斎橋１丁目

中国料理　ニュー上海　御堂筋店 中央区久太郎町４丁目

中国料理　遙華 北区堂島浜１丁目

中国料理　梅梅 中央区心斎橋筋１丁目

中国料理　龍華楼 北区中崎西３丁目

中国料理華味亭 中央区高麗橋１丁目

中国料理 皇家龍鳳 北区中之島５丁目

中国料理　興隆園 中央区谷町６丁目

中国料理紫微星 北区天神橋４丁目

中国料理　翠蓮 北区中崎１丁目

中国料理大徳 中央区谷町６丁目
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中國料理長城 北区西天満４丁目

中国料理晴華 中央区本町橋

中国料理　福華酒家 中央区千日前２丁目

中国料理　瑞豊苑 北区天神橋３丁目

中納言　大阪駅前第三ビル店 北区梅田１丁目

中納言　大阪千日前味楽館 中央区難波１丁目

中菜バル堂島 北区曾根崎新地２丁目

中菜Ｌａｂｏ.朝陽 北区堂島１丁目

酎ハイ居酒屋すけさん 北区角田町

中房 北区天満橋１丁目

忠弥 中央区谷町５丁目

美ら島物語 中央区鎗屋町１丁目

ちょい 北区曾根崎新地１丁目

チョイス 中央区島之内２丁目

choito 北区堂山町

ちょい呑み食堂tutini 北区中津１丁目

ちょい飲barもも 北区西天満５丁目

居酒屋　兆か繁 北区浪花町

張記老湯骨頭館 中央区道頓堀１丁目

頂賢麺 中央区日本橋１丁目

長江 中央区宗右衛門町

鳥酒力 中央区東心斎橋１丁目

長城Ｂａｒ　ＺＥＲＯ 中央区宗右衛門町

CHOJIRO法善寺店 中央区難波１丁目

長助 中央区宗右衛門町

ちょうつがひ 北区角田町

超豚骨　濃度８ 中央区高津２丁目

朝陽閣長堀 中央区南船場２丁目

長樂 北区曾根崎新地１丁目

チョーハンの餃子 中央区東心斎橋２丁目

ぢょか 北区堂山町

ちょこっと 中央区東心斎橋２丁目

チョコレートハウス　エクチュア     Ek Chuah からほり「蔵」本店 中央区谷町６丁目

ちょってりあ 中央区東心斎橋１丁目

ちょっと一旬 中央区難波千日前

ちょっとながやま　kitashinchi 北区曾根崎新地１丁目

ちょっと呑みえんな 中央区千日前１丁目

ちょっとBar　ONE★PEACE 北区堂山町



施設名称 所在地

ちょっとBAR SUN 中央区宗右衛門町

ちょっとバルBoo 北区豊崎３丁目

ちょっぴん 中央区東心斎橋２丁目

ちょぼ焼き 北区梅田１丁目

チョロの家 中央区瓦町２丁目

青河 中央区高津２丁目

ちりとりダイニング宝輝 中央区東心斎橋１丁目

ちりとり鍋専門店　なかや 中央区日本橋２丁目

千鈴 北区曾根崎新地１丁目

chirin 北区天神橋４丁目

チルドレン 中央区心斎橋筋２丁目

チワワ 北区堂島１丁目

Cinghial 中央区内久宝寺町３丁目

CINQUECENTO 中央区東心斎橋２丁目

チング屋 中央区島之内２丁目

珍竹 北区天神橋２丁目

珍竹林　なんば店 中央区難波１丁目

珍竹林　阪急東通り店 北区小松原町

ちんちら 中央区東心斎橋１丁目

CinCin 北区堂島１丁目

ちんとんしゃん 中央区心斎橋筋２丁目

陳麻婆豆腐　ルクアイーレ大阪店 北区梅田３丁目

陳麻家　長堀橋店 中央区島之内１丁目

青冥大丸梅田店 北区梅田３丁目

青冥堂島店 北区堂島浜１丁目

請来 中央区難波４丁目

tsuide 中央区東心斎橋１丁目

ツィンクル 中央区心斎橋筋２丁目

2-K 北区曾根崎新地１丁目

TWOSAMSUP 中央区淡路町３丁目

C+ 北区茶屋町

沖花 北区西天満６丁目

司 北区曾根崎新地１丁目

つかもと 中央区東心斎橋２丁目

tsugaya 中央区北久宝寺町１丁目

月 中央区東心斎橋２丁目

月 中央区東心斎橋２丁目

月 北区堂島１丁目



施設名称 所在地

ツキアカリ 北区中津１丁目

月うさぎ 北区曾根崎新地１丁目

築地食堂源ちゃんルクア大阪店 北区梅田３丁目

築地寿司清 北区梅田３丁目

月島屋 中央区千日前２丁目

ツキと寿っぽん 北区池田町

月と太陽 北区中津３丁目

月の雫 中央区宗右衛門町

月の兎 中央区南船場１丁目

月のなか 中央区心斎橋筋１丁目

ツギハギ堂 中央区高津３丁目

月ふたつ 中央区千日前１丁目

つきみ 北区堂島１丁目

月海 北区堂島１丁目

月み庵 中央区谷町７丁目

月  家 中央区大手前１丁目

つきや 北区西天満３丁目

Tsukiyomi 中央区東心斎橋２丁目

Tucusi 北区曾根崎２丁目

つくし 中央区本町４丁目

つくしHANARE 中央区本町４丁目

就美1 中央区宗右衛門町

つくもうどん天神橋店 北区天神橋４丁目

つけ鴨そば専門店しめそば屋本店 中央区日本橋１丁目

づけづけ 中央区東心斎橋２丁目

つけ麺　紋次郎 北区梅田１丁目

つけ麺 雀 天満橋店 中央区谷町１丁目

つけ麺雀本店 中央区西心斎橋２丁目

つけめんTETSU阪急梅田三番街店 北区芝田１丁目

つけ麺処　つぼや梅田店 北区曾根崎２丁目

つけ麺四代目みさわ 中央区南本町３丁目

づけや 中央区伏見町１丁目

辻食品有限会社（スエヒロ） 北区角田町

つじもとパスタ店 中央区西心斎橋１丁目

tsuchi 中央区難波４丁目

Tsuchi　農園野菜と肉料理 北区茶屋町

土水木 中央区安堂寺町２丁目

つづみ 中央区内平野町１丁目



施設名称 所在地

包みハンバーグ　SEN 北区角田町

つどい処鮨旬三郎 北区西天満１丁目

常の山 中央区千日前１丁目

旬食美祭　恒雅 北区曾根崎新地１丁目

椿 中央区東心斎橋２丁目

TSUBAKI 中央区東心斎橋２丁目

椿姫 中央区心斎橋筋２丁目

椿 北区天神橋６丁目

ツバクロすっぽん食堂大阪店 北区末広町

つぶあんこ. 中央区東心斎橋１丁目

つぼキムチ　北新地店 北区堂島１丁目

tsuboniwa 北区天神橋５丁目

妻味 北区南森町１丁目

つむぎ 中央区瓦町４丁目

つむぎ TSUMUGI 旬楽旬彩 北区堂島１丁目

艶家 中央区島之内１丁目

つよがり 中央区千日前１丁目

tree bar 中央区難波１丁目

釣船茶屋ざうお　難波本店 中央区日本橋１丁目

鶴牛 中央区難波１丁目

鶴亀 中央区瓦町３丁目

鶴太良 北区西天満４丁目

鶴と亀 北区西天満４丁目

つるとんたん琴しょう楼 北区曾根崎新地１丁目

鶴橋お好み焼きオモニ 北区大深町

鶴橋風月　梅田お初天神店 北区曾根崎２丁目

鶴橋風月　道頓堀戎橋店 中央区道頓堀１丁目

鶴橋風月　長堀橋店 中央区南船場２丁目

鶴橋風月　なんば千日前店 中央区千日前２丁目

鶴橋風月　なんば御堂筋グランドビル店 中央区難波２丁目

鶴橋風月　阪急３２番街店 北区角田町

鶴橋風月　LINKS UMEDA店 北区大深町

鶴橋風月modern 北浜店 中央区道修町２丁目

つるまる　高麗橋 中央区東高麗橋

つるまる　南本町店 中央区南本町３丁目

鶴丸製麺　北浜店 中央区平野町１丁目

鶴丸製麺　谷町１丁目店 中央区谷町１丁目

つる家 北区天神橋４丁目



施設名称 所在地

つる家 中央区難波５丁目

つる家 北区梅田３丁目

つる家 北区天神橋４丁目

つる家 北区中之島５丁目

derpuls bar OBSCURE 北区曾根崎新地１丁目

Dearマール 北区曾根崎新地１丁目

TiAmo 中央区宗右衛門町

Tiara 中央区東心斎橋２丁目

Tiara　Roman 中央区東心斎橋２丁目

DIYCAFE 北区中崎西１丁目

DIYcafe アメ村店 中央区西心斎橋２丁目

T&T 北区堂山町

Diva 中央区東心斎橋２丁目

T,A,B 北区神山町

DSO09 北区曾根崎新地１丁目

DNA/BOG 北区堂山町

T-CREW 中央区心斎橋筋２丁目

T.K.B 北区堂山町

TCGBar PERMISSIONS 中央区東心斎橋２丁目

TCG Bar FUN 中央区千日前１丁目

DJ-BAR VANITY BOX 中央区宗右衛門町

T'sGARDEN 中央区城見２丁目

T-ZONE 中央区東心斎橋２丁目

T-DA 北区曾根崎新地１丁目

tea time 886 中央区東心斎橋２丁目

T.T.T. 北区中津１丁目

t.T.banquet 中央区東心斎橋１丁目

DIVA 北区堂島１丁目

Tea House茶摩 北区浪花町

ＤＥＥＰ 北区堂島１丁目

Ｄ－ＰＨＯＥＮＩＸ 中央区心斎橋筋２丁目

ＴＩＭＡ 北区堂島１丁目

ティーラウンジ・リバーヘッド 北区梅田３丁目

Deel 北区天神橋４丁目

Deal 中央区東心斎橋２丁目

ティールーム　ウリエル 北区中崎西１丁目

ティールーム　ドリヤード 北区角田町

ＤＩＶＥＲＳＩＯＮ 中央区東心斎橋１丁目



施設名称 所在地

tierra 北区曾根崎新地１丁目

定園 北区黒崎町

dio 北区曾根崎新地１丁目

DION 中央区東高麗橋

Dion 中央区宗右衛門町

鄭記老成都串串 中央区宗右衛門町

Take-RHY 北区西天満５丁目

梯梧家 北区黒崎町

Daisy 中央区島之内１丁目

DISH&BAR BASE 中央区東心斎橋２丁目

定食堂金剛石 中央区瓦屋町１丁目

定食　呑み処　いけだ家 中央区備後町２丁目

Day's 中央区南本町２丁目

テイスト オブ ザ ランドマークスクエア オオサカ 中央区大阪城

ThiDa 北区曾根崎新地１丁目

Dick 中央区東心斎橋２丁目

Dish Bar cheRish 北区曾根崎新地１丁目

dish curry&relish 中央区南船場１丁目

Tip sea 中央区心斎橋筋２丁目

D-tail 北区堂島１丁目

DIDDLEY BOW 中央区日本橋２丁目

DIPIKA 中央区徳井町２丁目

ティファニー 北区梅田１丁目

Tipsy club 中央区千日前２丁目

DiPUNTO桜橋店 北区梅田２丁目

DiPUNTO心斎橋店 中央区東心斎橋１丁目

T-point 中央区東心斎橋２丁目

D MILANO 中央区平野町４丁目

dailydosecoffee 北区芝田１丁目

出入橋　助六 北区堂島３丁目

ディワリ　ナン・カレー＆アジアンフード 中央区伏見町２丁目

Din'Sルクア大阪店 北区梅田３丁目

鼎泰豊なんばダイニングメゾン店 中央区難波５丁目

鼎泰豊阪急うめだ本店 北区角田町

手打うどん梅衛門 中央区北浜３丁目

手打ち饂飩にしき 北区梅田１丁目

手打うどんひろ富 北区本庄西１丁目

手打ちそば　石月 北区大深町



施設名称 所在地

手打ちそば星(あかり) 中央区道頓堀１丁目

手打そば処もりもと 北区天神橋１丁目

デー 中央区宗右衛門町

Deza 北区曾根崎新地１丁目

デーバク 中央区東心斎橋２丁目

TABLEあじと 中央区難波千日前

テーブルオーダーバイキング　焼肉　王道　天満駅前店 北区錦町

table labo 島之内店 中央区島之内２丁目

大家 中央区道頓堀１丁目

できるや 中央区難波１丁目

木偶の坊 中央区道修町４丁目

てげてげAZUMAN 北区黒崎町

てけてけ梅田お初天神店 北区曾根崎２丁目

てけてけ阪急梅田店 北区芝田１丁目

テケレッツ 北区中津３丁目

でこ 北区浮田２丁目

凸凹(decoboco) 中央区東心斎橋２丁目

てこ舞 北区堂山町

手品家梅田店 北区太融寺町

てじや 中央区千日前２丁目

デジャヴ 中央区東心斎橋２丁目

destin 中央区心斎橋筋２丁目

TETSU 北区堂山町

手作り居酒屋　甘太郎 中央区難波１丁目

手作り割烹　憩や 中央区東心斎橋２丁目

鉄燻CHOI URASAN 北区曾根崎２丁目

鉄板食堂　Te-SsaＮ 北区野崎町

てつたろう 北区中崎西３丁目

DECCI BAR 中央区内久宝寺町２丁目

てっちり　ほてい 中央区難波１丁目

てつ鍋 カツを 天満橋 中央区天満橋京町

tetsubal 北区堂山町

鉄板居酒屋介JIRO 北区天満橋１丁目

TEPPAN&ITALIAN Ceppo 中央区南船場４丁目

鉄板　厳島 北区浪花町

鉄板×日本酒　てっぺん 北区本庄西１丁目

てっぱん割烹　むら雲 中央区北浜３丁目

鉄板かねよし 中央区内久宝寺町２丁目
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鉄板カフェひとと 中央区東高麗橋

テッパンキッチン　ツチケン 北区曾根崎２丁目

鉄板キッチンまつもと 中央区東心斎橋２丁目

鉄板牛串　アベ亭 北区堂島１丁目

鉄板串酒場しん家 北区梅田１丁目

鉄板串焼酒場　赤羽家 中央区東心斎橋２丁目

鉄板串焼専門店こころ亭 北区天神橋２丁目

鉄板串焼バル鉄平 北区曾根崎新地１丁目

鉄板グリルパブBOSKE 中央区森ノ宮中央１丁目

てっぱん紅白 中央区淡路町１丁目

鉄板こてこて 中央区西心斎橋２丁目

鉄板彩菜やまぐち 中央区南船場１丁目

鉄板酒場　トマト 北区曾根崎１丁目

てっぱん色彩 北区堂島１丁目

テッパン食堂スワーハ 北区菅栄町

鉄板神社道頓堀店 中央区道頓堀１丁目

鉄板ステーキ　鐵 北区西天満２丁目

鉄板ステーキ　パイナップル２ 北区曾根崎新地１丁目

鉄板ステーキ　淀屋 北区西天満４丁目

パイナップル 北区曾根崎新地１丁目

鉄板ステーキ　ピュール 北区松ヶ枝町

鉄板創作串　てっぺん　天六店 北区天神橋７丁目

鉄板ダイニング　炫 北区池田町

鉄板DiningSEEKS 中央区宗右衛門町

鉄板diningだんぼ 北区西天満４丁目

鉄板ダイニングちゅらり 北区西天満６丁目

鉄板ダイニングほなな 中央区内平野町２丁目

鉄板ダイニングHONANA船場店 中央区博労町２丁目

teppan de lasow 北区梅田１丁目

鉄板バル　イスラブル 中央区瓦町１丁目

鉄板バルCOCOLO69 北区兎我野町

鉄板もんじゃ　歩 北区天神橋４丁目

鉄板屋 北区天神橋４丁目

鉄板屋　ゆずりは 中央区南新町１丁目

鉄板や上方御堂淀屋橋店 中央区北浜４丁目

鉄板焼　みぞばた 中央区東心斎橋２丁目

鉄板焼　えん 北区大淀中１丁目

鉄板焼　季流 北区梅田３丁目
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鉄板焼　食彩きど 中央区大手前１丁目

鉄板焼き　真みや 中央区上汐２丁目

鉄板焼　名門 北区曾根崎新地１丁目

鉄板焼　リオ 北区梅田１丁目

鉄板焼き＆Restaurant Bar　caro 北区曾根崎新地１丁目

鉄板焼EGAMI 中央区東心斎橋２丁目

鉄板焼おっとう中崎町 北区中崎２丁目

鉄板焼gump 北区天神橋２丁目

鉄板焼　翔 北区曾根崎新地１丁目

鉄板焼ステーキ隠岐 北区天満橋２丁目

鉄板焼ステーキレストラン碧うめきた店 北区大深町

鉄板焼き　つくし 中央区南船場１丁目

鉄板焼きとおばんざいの店朱酒 中央区平野町４丁目

鉄板焼とよ田 北区曾根崎新地１丁目

鉄板焼鳥　ニワ 北区堂島１丁目

鉄板焼き　華粋 北区曾根崎新地１丁目

鉄板焼　福太郎 中央区難波千日前

鉄板焼Bon's 北区兎我野町

鉄板焼・もんじゃ　楽　GAKU 中央区心斎橋筋２丁目

鉄板焼・焼肉なにわ 北区中之島５丁目

鉄板焼屋五連 中央区常盤町１丁目

鉄板焼リオ大阪御堂筋店 中央区平野町４丁目

鉄板野郎　 中央区日本橋２丁目

鉄板野郎　裏参道店 北区曾根崎２丁目

鉄板料理　堂島 北区堂島２丁目

鉄板料理工房Buon'Agio 中央区道頓堀２丁目

鉄板料理とクラフトビールBnD 北区東天満２丁目

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 北区芝田１丁目

Teppan x Wine 堀   by NISHIDERIA 北区曾根崎新地１丁目

てて 北区大淀中１丁目

ててりあ 北区中崎西１丁目

掌料理都喜 中央区東心斎橋１丁目

手羽唐自慢うっちー 北区同心１丁目

手羽先番長 中央区東心斎橋２丁目

手羽先よっちゃん 中央区心斎橋筋２丁目

手羽トロや 北区梅田２丁目

手羽屋いっちょめ 中央区心斎橋筋２丁目

depot 北区曾根崎新地１丁目



施設名称 所在地

ＴＥＭＡＲＩＹＡ南本町店 中央区南本町３丁目

テムジン 北区大深町

でめきん 中央区千日前１丁目

DUDE 中央区東心斎橋２丁目

デュエット 中央区島之内２丁目

デュカ 北区西天満４丁目

テラ 中央区東心斎橋２丁目

Teras 北区曾根崎新地１丁目

TERRACE & DINING ZERO 中央区心斎橋筋２丁目

terrace cafe&bar Be・Ra・N・Da 中央区東心斎橋１丁目

Teradaya 中央区心斎橋筋２丁目

寺田屋 北区梅田１丁目

TERANOMA 中央区千日前２丁目

寺本 北区西天満２丁目

てらや 中央区谷町７丁目

Terang Bulan 中央区徳井町２丁目

デリカバー・ユウ 北区西天満４丁目

デリカフェ・エキスプレス大阪 北区梅田３丁目

デリカフェ大阪Ｎｏｒｔｈ 北区梅田３丁目

DELI CHICA  北区堂島１丁目

手料理たつみ 北区池田町

照　梅田店 北区芝田１丁目

デルソーレ　ドウトンボリ 中央区道頓堀１丁目

Delta 北区天神橋５丁目

照屋 中央区上汐２丁目

Ｔｅｎ 北区曾根崎新地１丁目

てん 中央区宗右衛門町

テン 北区堂山町

てんいち 北区天神橋１丁目

天一更科 北区天神橋１丁目

1080° 北区曾根崎新地１丁目

天下一品　法善寺店 中央区難波１丁目

天下一品北新地店 北区曾根崎新地１丁目

天下一品店天六店 北区国分寺１丁目

天下一品中津店 北区中津１丁目

天下一品西梅田店 北区堂島２丁目

天下一品東梅田店 北区野崎町

田楽舞 中央区東心斎橋２丁目



施設名称 所在地

天下の台所　大起水産　なんばＣＩＴＹ店 中央区難波５丁目

天下の台所魚仁 中央区島之内２丁目

天下の台所　大起水産　八軒家浜　マグロスタジアム 中央区北浜東

テンカラ食堂 北区本庄東２丁目

天からてん　天神橋4丁目店 北区天神橋４丁目

天獄 北区曾根崎２丁目

天五酒場　情熱ホルモン 北区天神橋５丁目

傳承ゑ美寿 北区西天満２丁目

天神暮六ッ 北区天神橋２丁目

天神コタロー 北区天神橋３丁目

天神ササラ 北区天神橋２丁目

天神寿司 北区天神橋２丁目

天神土山人 北区天神橋２丁目

天神吞人 北区天神橋５丁目

天神橋　ijii 北区天神橋６丁目

天満橋おおもり 北区天神橋１丁目

Tenjinbashi Sankaku 北区天神橋１丁目

天神橋サンボア 北区天神橋３丁目

天神橋上海食苑 北区天神橋４丁目

天神橋筋四丁目ファッケージ 北区天神橋４丁目

天神橋パスタホール 北区黒崎町

天神橋まぐろや 北区天神橋４丁目

天神プロップ 北区天神橋２丁目

天神ポルポ 北区天神橋１丁目

天神ホルモン 北区大深町

天しんLAN満 中央区島町１丁目

天真爛漫PAGODA 北区堂山町

デンスケ 北区浪花町

天すし 北区曾根崎１丁目

伝説のすた丼屋　道頓堀店 中央区道頓堀１丁目

天地あまっちChineseDining 中央区久太郎町２丁目

天地人　千日前店 中央区千日前１丁目

天地人一号店 中央区日本橋２丁目

恬茶 中央区宗右衛門町

TENCHOS 北区兎我野町

てんつく天 北区神山町

TEN TEN STEAK 天六店 北区樋之口町

天天有　大阪城下町店 中央区大阪城



施設名称 所在地

天富 北区曾根崎新地１丁目

天友 中央区船場中央１丁目

TENDONあさひ 北区茶屋町

天丼 一味禅 道頓堀店 中央区宗右衛門町

天丼てんや　難波御堂筋店 中央区難波２丁目

天の幸山の幸 中央区高麗橋４丁目

田八 中央区谷町６丁目

天ぷら　えびのや　博労町 中央区博労町１丁目

天麩羅　えびのや　南森町店 北区天神橋２丁目

天麩羅　えびのや　ヨドバシ梅田店 北区大深町

てんぷら　大乃や 中央区島町１丁目

天ぷら　和 北区堂島１丁目

天ぷら　大天 中央区難波千日前

天ぷら・鉄板焼酒場しん家 北区梅田１丁目

天ぷら市 北区天神橋３丁目

天ぷらいちば 中央区上本町西５丁目

天麩羅いづも 北区西天満６丁目

天ぷら　悦 中央区東心斎橋１丁目

天麩羅えびのや　なんばウォーク店 中央区千日前１丁目

天ぷら海鮮　五福　お初天神店 北区曾根崎２丁目

天ぷら海鮮米福　西梅田店 北区堂島１丁目

天ぷら割烹佐とう 北区曾根崎新地１丁目

天ぷら割烹 昌 北区西天満４丁目

天ぷら加門 北区天神橋５丁目

天ぷら川原崎 北区西天満３丁目

てんぷら木坂 北区曾根崎新地１丁目

天ぷら心屋 中央区瓦町１丁目

天ぷら　こまつ 北区西天満４丁目

天ぷらこむぎ 北区豊崎５丁目

天ぷら酒場天ぷらY 中央区南船場４丁目

てんぷらシュワッチ 中央区東心斎橋１丁目

天ぷら　心斎橋　一哲 中央区心斎橋筋１丁目

てんぷら大吉ホワイティ梅田店 北区堂山町

天ぷら　多奈香 中央区淡路町３丁目

天ぷらたろじろう 中央区千日前１丁目

天ぷら天寅 中央区南船場３丁目

天麩羅とお蕎麦　三輪 北区堂島１丁目

天ぷらとワイン大塩　梅田店 北区芝田２丁目



施設名称 所在地

天ぷらとワイン大塩　第三ビル店 北区梅田１丁目

天ぷらとワイン大塩　天五店 北区天神橋５丁目

天ぷらとワイン加治木 北区曾根崎新地１丁目

天ぷら番長 北区池田町

天婦羅ヒライシ 北区曾根崎新地１丁目

天ぷら　もり井 北区曾根崎新地１丁目

てんぷら屋　夢二 北区梅田１丁目

天平 北区曾根崎新地１丁目

天宝 中央区石町２丁目

天包 中央区高麗橋１丁目

てんぼう 北区梅田１丁目

天馬 北区天神橋７丁目

天舞 中央区東心斎橋２丁目

天満　肉寿司 北区池田町

天満市場奴寿し 北区池田町

天満貝蒸屋 北区天神橋５丁目

天満酒蔵 北区天神橋５丁目

天満産直市場 北区天神橋５丁目

天満七福神大阪駅前第二ビル店 北区梅田１丁目

天満上海食苑 北区池田町

テンマスタンドコバチ 北区天神橋５丁目

天満炭火焼鳥わっちょい 北区天神橋５丁目

天満西洋酒場ゴブトレス 北区天神橋４丁目

天満たこやき酒場ＧＵＢＵＧＯＢＵ 北区池田町

天満寅蔵 北区池田町

天満肉焼屋 北区池田町

てんまのいえ 北区天神橋４丁目

天満のタイ酒場　玲 北区天神橋４丁目

天満橋　藤かわ 北区天満２丁目

天満橋石河 北区天満１丁目

天満橋ササラ 中央区内平野町２丁目

天満橋バルHut 中央区内平野町１丁目

天満橋　吉安 中央区船越町１丁目

天満ビストロワイン酒場ＧＯＢＵ+ 北区池田町

天満ひろや 北区池田町

てんままごころ糧理恵すけ 北区天神橋５丁目

tenma@街の灯り 北区天神橋５丁目

天満 みき屋 北区天神橋４丁目



施設名称 所在地

てんまみち　中川 中央区東心斎橋２丁目

天満ワイン酒場Nido 北区池田町

天洋中崎町店 北区中崎１丁目

天六 北区天神橋７丁目

天六マッシュアップ 北区天神橋６丁目

天六まんじ酒店 北区長柄東２丁目

DOORS in HEAVEN 中央区東心斎橋２丁目

土居 北区曾根崎新地１丁目

どい亭HIKOBOSHI 北区天神橋３丁目

十種家 中央区瓦町１丁目

DEUX 北区堂島１丁目

Duex 中央区東心斎橋２丁目

DO 北区堂山町

ドゥ　アッシュ 中央区東心斎橋１丁目

To Begin With　Bar&Dining 中央区西心斎橋２丁目

duabar 中央区心斎橋筋２丁目

DOUX 北区曾根崎新地１丁目

ドゥークラブ 中央区東心斎橋１丁目

DueFiori 北区西天満４丁目

24/7 cafe apartment umeda 北区大深町

TwentyThree 中央区西心斎橋１丁目

247 北区堂山町

藤花 北区曾根崎新地１丁目

湯火功夫 中央区東心斎橋２丁目

同客餃子館 北区東天満１丁目

東呉台湾牛肉麵 北区神山町

友小一 北区本庄東２丁目

堂島かつの 北区堂島２丁目

堂島雪花菜 北区堂島３丁目

堂島グラッチェ 北区堂島１丁目

堂島グラッチェ 北区堂島２丁目

堂島グラッチェ南森町店 北区東天満２丁目

堂島幸鶴 北区堂島浜１丁目

堂島サンボア洋酒店 北区堂島１丁目

堂島鮨清水 北区堂島１丁目

堂島精肉店 北区曾根崎新地１丁目

堂島ビバーソ 北区堂島１丁目

堂島プラスダイニング 北区曾根崎新地２丁目



施設名称 所在地

杜氏屋 北区黒崎町

稲香居 中央区宗右衛門町

東春閣 北区芝田１丁目

同心町和食　瑞 北区同心２丁目

同心亭 北区同心２丁目

同心二丁目ワイン食堂 北区同心２丁目

桃酔 中央区難波１丁目

糖朝なんばダイニングメゾン店 中央区難波５丁目

TUFFE 中央区心斎橋筋１丁目

東天紅ＯＭＭ店 中央区大手前１丁目

道頓太郎＆黒太郎 中央区日本橋１丁目

道頓堀　お好み焼　美津の 中央区道頓堀１丁目

道頓堀　治兵衛 中央区道頓堀２丁目

道頓堀　青果酒店 中央区道頓堀１丁目

道頓堀　てっぱん　豊島家 中央区道頓堀１丁目

道頓堀あかい北店 北区堂島１丁目

道頓堀いこい 中央区道頓堀２丁目

道頓堀一明 中央区道頓堀１丁目

道頓堀一休 中央区道頓堀１丁目

道頓堀今井　大丸心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

道頓堀今井　リーガロイヤルホテル店 北区中之島５丁目

道頓堀今井　本店 中央区道頓堀１丁目

道とん堀大阪本店 中央区難波１丁目

道頓堀くくる　コナモンミュージアム店 中央区道頓堀１丁目

道頓堀くくる　宗右衛門町店 中央区宗右衛門町

道頓堀酒場　情熱ホルモン 中央区道頓堀１丁目

道頓堀酒処喜多蔵 中央区道頓堀２丁目

どうとんぼり ぜん 中央区道頓堀１丁目

道頓堀たこ八総本店 中央区道頓堀１丁目

道頓堀てらす 中央区道頓堀１丁目

道頓堀肉劇場 中央区道頓堀２丁目

道頓堀麦酒スタンド　 中央区難波４丁目

道頓堀美食屋 中央区道頓堀１丁目

道頓堀ホテル 中央区道頓堀２丁目

道頓堀丸一屋 中央区道頓堀１丁目

道頓堀みつる 中央区道頓堀１丁目

道頓堀みつる　心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

道頓堀　奴茶屋 中央区道頓堀１丁目
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東南アジア食堂マラッカ 北区黒崎町

藤羽 北区堂島１丁目

登富弥 北区池田町

豆腐料理　空野　 中央区南久宝寺町４丁目

東北料理鑫旺 中央区宗右衛門町

堂山 北区堂山町

堂山応援団　勝男 北区堂山町

堂山餃子　チャオズ 北区堂山町

堂山食堂 北区堂山町

堂山食堂　大阪駅前第3ビルB1店 北区梅田１丁目

堂山食堂　別館 北区堂山町

Doyama Division 北区堂山町

tulak 中央区安堂寺町２丁目

桃李 中央区西心斎橋１丁目

TRUE BLUE 中央区東心斎橋１丁目

Talk Song Ms 北区天神橋５丁目

堂島ムガル　DOJIMA MUGHAL 北区堂島１丁目

どおぞの 北区曾根崎新地１丁目

十年 北区曾根崎新地１丁目

DOPE 中央区東心斎橋２丁目

Doll Dress 北区山崎町

トールバー 中央区東心斎橋１丁目

DAWN(ドーン） 北区堂島１丁目

都会に生えたしいたけ 中央区東心斎橋２丁目

都会村 北区天神橋４丁目

tokachi's market 北区大深町

十勝そば　つざわ 北区西天満５丁目

十勝野 北区堂山町

とがの屋　 北区兎我野町

鴇 北区曾根崎新地１丁目

とき 北区曾根崎新地１丁目

ときすし 中央区難波千日前

ときすしはなれ 中央区日本橋２丁目

時に和食　ゆきや 中央区心斎橋筋２丁目

時廣 北区堂島１丁目

時也L'Espoir 北区浪花町

得一 北区末広町

徳田酒店 北区梅田１丁目
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徳田酒店御肉 北区梅田１丁目

徳田酒店瓦町店 中央区瓦町３丁目

徳田酒店 第３ビル B2店 北区梅田１丁目

徳田酒店第４ビルＢ２店 北区梅田１丁目

徳田酒店　Ｂ１店 北区梅田１丁目

徳田酒店ルクア大阪店 北区梅田３丁目

得得うどん　谷町店 中央区内本町１丁目

得得南森町店 北区東天満１丁目

徳永 北区曾根崎新地１丁目

とく兵衛 中央区高麗橋１丁目

徳間 北区曾根崎新地１丁目

得正　大淀店 北区大淀中１丁目

得正北浜店 中央区北浜東

のみ処 いっこもん 中央区東高麗橋

土佐清水ワールド　お初天神店 北区曾根崎２丁目

土佐清水ワールド　ギャザ阪急店 北区芝田１丁目

土佐武 難波のあぶさん 中央区道頓堀２丁目

十皿 北区西天満２丁目

土佐料理司　阪急３２番街店 北区角田町

土佐炉ばた　八金　 中央区難波千日前

土佐炉ばた　八金　天満店 北区天神橋５丁目

土山人 中央区天満橋京町

とし 北区曾根崎新地１丁目

トスンイ 中央区宗右衛門町

とだ 北区曾根崎新地１丁目

TOSSY 北区神山町

とっつぁん　天満店 北区池田町

ドットキッチン 北区同心１丁目

とっとっと 中央区東心斎橋２丁目

とっとりゆかりの店郷音 中央区北浜１丁目

トップサーティー 北区梅田１丁目

どでか寿司 北区西天満５丁目

Todo O Mundo 北区中津３丁目

土鍋肉汁亭いまい本店 北区池田町

土鍋麻婆浜やん 中央区谷町５丁目

となりの撫子 中央区東心斎橋１丁目

Donostia 北区中之島３丁目

どば屋 中央区博労町３丁目


