
施設名称 所在地

喫茶＆スナック　スマイル 生野区小路２丁目

喫茶&スナックみやこ 平野区西脇１丁目

喫茶&スナック　ロイヤル 西成区鶴見橋１丁目

喫茶イーストふらふら 生野区巽北３丁目

喫茶一番（チェリッシュ） 都島区東野田町３丁目

喫茶うさぎ 東成区東中本２丁目

喫茶エコノマ 西区本田３丁目

喫茶カトレヤ 東住吉区南田辺５丁目

喫茶カラオケエル 住吉区万代５丁目

きっさ．カラオケ　みどり 平野区喜連６丁目

喫茶カレン 中央区高津２丁目

喫茶館英國屋 中央区千日前１丁目

喫茶館 プロコップ 住之江区粉浜西１丁目

喫茶蔵 中央区今橋２丁目

喫茶グルマン 住吉区山之内３丁目

喫茶ケニア 淀川区塚本２丁目

喫茶さくら 住吉区遠里小野７丁目

喫茶サミヂ 西区京町堀１丁目

喫茶室ルポー 旭区高殿６丁目

喫茶　シティ 大正区泉尾５丁目

喫茶麝香 福島区吉野２丁目

喫茶シュン 東成区東小橋３丁目

喫茶スナック　チロリン村 阿倍野区阿倍野筋４丁目

喫茶スナックはづき 港区弁天３丁目

喫茶スナックルイ 平野区加美東４丁目

喫茶スリーセブン 平野区平野宮町１丁目

喫茶ソワカ 東住吉区西今川２丁目

喫茶とお酒ちづ 中央区心斎橋筋２丁目

喫茶とおりすぎてもいいんですか 阿倍野区阿倍野筋４丁目

喫茶ドリーム 旭区生江２丁目

喫茶ニューリーベ 住之江区中加賀屋２丁目

喫茶ピットイン 中央区瓦町１丁目

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４月28日公表）②/5

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12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金
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喫茶ヒロミ 港区弁天４丁目

喫茶ぷりんす 北区角田町

喫茶　平凡 東淀川区西淡路１丁目

喫茶ホームラン 住之江区北加賀屋５丁目

喫茶　ポケット 住之江区北加賀屋１丁目

喫茶誠 住之江区中加賀屋２丁目

喫茶ミエ 東淀川区東中島３丁目

喫茶幸 淀川区新高２丁目

喫茶　ゆみ 大正区泉尾１丁目

喫茶ラピーヌ 北区茶屋町

喫茶らん 住吉区南住吉１丁目

喫茶　レインドール 東淀川区大隅１丁目

喫茶レストランシェル 天王寺区茶臼山町

喫茶レディース 東成区東今里２丁目

きっしゃん 西成区潮路１丁目

きっしゃん北新地店 北区曾根崎新地１丁目

きっしゃん　松　永楽町店 北区曾根崎新地１丁目

ＫＩＳＨ 淀川区西中島６丁目

吉祥 中央区西心斎橋２丁目

吉祥庵 北区中之島３丁目

吉祥苑 東淀川区瑞光１丁目

吉祥楼 北区豊崎４丁目

喜酔 中央区城見２丁目

kic 中央区東心斎橋２丁目

吉鳥 平野区長吉長原東３丁目

吉鳥 平野区長吉出戸１丁目

吉鳥　大国町店 浪速区大国３丁目

吉鳥今里駅前店 東成区大今里西３丁目

吉鳥　四天王寺店 天王寺区六万体町

吉鳥千林店 旭区森小路１丁目

吉鳥平野駅前店 平野区流町１丁目

吉鳥横堤店 鶴見区横堤１丁目

キッチン　のりのり 生野区巽北１丁目

Kitchen 味人 北区天神橋４丁目

Kitchen anello 東住吉区杭全２丁目

kitchen & cafe O.ba 住之江区東加賀屋４丁目

Kitchen & Bar KC MUM 北区堂山町

Kitchen＆Bar O2 阿倍野区西田辺町２丁目
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キッチン＆マーケット　ルクア大阪店　（アイランド） 北区梅田３丁目

キッチン&マーケット　ルクア大阪店（フルーツパーラー） 北区梅田３丁目

キッチン＆マーケット　ルクア大阪店 北区梅田３丁目

キッチン&マーケット　ルクア大阪店（石窯） 北区梅田３丁目

キッチン&マーケット　ルクア大阪店（ピザ・パスタ） 北区梅田３丁目

キッチン&リカー遊ya家 中央区船場中央１丁目

kitchen vin vino 淀川区宮原２丁目

キッチン Ohana 西区本田２丁目

Kitchen Ohana キッチンオハナ 浪速区日本橋西２丁目

キッチン和 鶴見区茨田大宮１丁目

キッチン和 鶴見区横堤３丁目

Kitchen katakura 住吉区長居２丁目

キッチンカフェ蘭 中央区内本町２丁目

キッチンカラオケ　あっぷ 東淀川区大隅１丁目

キッチンカリン 都島区都島中通３丁目

キッチンGump 中央区備後町２丁目

Kitchen Geek 西区京町堀１丁目

kitchen kimama 東住吉区駒川３丁目

kitchen ku和 北区中崎１丁目

kitchenK.m.R 西淀川区柏里２丁目

Kitchen Coto Coto 北区西天満５丁目

キッチン酒場こぶた 北区堂島１丁目

Kitchen  GINA 中央区淡路町３丁目

kitchenSugar 西区靱本町１丁目

きっちん祥 西区立売堀３丁目

きっちんすなっくみっちゃん 中央区東心斎橋２丁目

KITCHEN CEBOLLA 天王寺区空堀町

Ｋｉｔｃｈｉｎ　Ｓｅｎｔｒａｌ 淀川区十三東２丁目

Kitchen　Salt＆Pepper 中央区久太郎町２丁目

きっちんたまや 東成区東小橋１丁目

キッチン　月 生野区鶴橋４丁目

kitchenTera 中央区釣鐘町１丁目

キッチンてん 東淀川区菅原２丁目

きっちん桃源郷 中央区東心斎橋１丁目

キッチントゥレンタ 中央区上本町西２丁目

キッチンナカジマ。 中央区千日前２丁目

キッチン菜花実 福島区吉野３丁目

キッチン725 福島区吉野２丁目
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キッチンニコ 中央区心斎橋筋２丁目

キッチンバー　混 阿倍野区阪南町１丁目

キッチンバー　シェンケ 住吉区長居３丁目

キッチンバーあとりえ 北区黒崎町

kitchen Bar OOLUTO 福島区福島７丁目

kitchen BAR 川人 中央区難波４丁目

kitchen bar clutch 中央区西心斎橋２丁目

Kitchen Bar stulti 生野区林寺１丁目

キッチンバーメランジュ 北区堂島１丁目

KitchenHouseうたげ 北区天満４丁目

Kitchen ハシモト 中央区東心斎橋２丁目

キッチンはなこ 住吉区苅田７丁目

キッチンパブ愛してナイト 大正区南恩加島３丁目

キッチンハリネズミ 東淀川区瑞光１丁目

Kitchen HARU 中央区北久宝寺町４丁目

KitchenBarNoel 北区天神橋１丁目

キッチンバル遊楽 住吉区帝塚山中５丁目

キッチンペコ 住之江区中加賀屋３丁目

きっちん　ぽてさら 中央区備後町２丁目

キッチン　ポポ 西成区出城３丁目

キッチンまえだ 阿倍野区西田辺町１丁目

キッチンマカロン 大正区三軒家東５丁目

kitchen mama 椿 天王寺区堀越町

kitchenまめ 阿倍野区阪南町１丁目

キッチンむらうち 東成区東小橋１丁目

kitchenメルチ 平野区加美東６丁目

kitchenYAMATO 城東区成育２丁目

Kitchenゆう凪 西淀川区柏里２丁目

キッチンルミエール 北区中之島４丁目

キッチンレモンバー 北区西天満２丁目

KitchenYs 中央区南船場２丁目

吉乃 北区曾根崎新地１丁目

吉法師 西区九条１丁目

吉林菜館 西区千代崎２丁目

きてや　大正駅前店 大正区三軒家東１丁目

木亭屋　徳庵駅前店 鶴見区今津北５丁目

貴鶏屋 天王寺区小橋町

貴鶏屋　阿波座店 西区江之子島１丁目
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貴鶏屋　桜川店 浪速区桜川２丁目

貴鶏屋　西田辺店 阿倍野区阪南町５丁目

貴鶏屋　本店 浪速区敷津東２丁目

きなさ 天王寺区上本町６丁目

衣笠 北区西天満４丁目

きぬ子 西成区山王２丁目

杵屋京セラドーム大阪店 西区千代崎３丁目

紀の国屋くっすー 都島区都島本通３丁目

紀之国屋酒店 大正区平尾５丁目

紀乃国屋マルナカ 住吉区長居１丁目

きのこの里 中央区南船場４丁目

樹の下 北区曾根崎新地１丁目

木下裕義酒店 中央区南新町２丁目

きのぴぃーず 北区曾根崎新地１丁目

木の芽 平野区背戸口３丁目

喜乃屋 北区堂島１丁目

魏飯夷堂北新地店 北区堂島１丁目

日本料理　喜備 東住吉区駒川４丁目

黍だんご 生野区新今里３丁目

GIVE 中央区難波４丁目

ギブクイーン 北区曾根崎新地１丁目

GIFT北新地 北区曾根崎新地１丁目

貴船 北区池田町

ぎふや本家 浪速区恵美須東２丁目

気分上々 中央区東心斎橋２丁目

騎文屋 中央区宗右衛門町

きぶんや　関目店 城東区関目１丁目

きぶんや　道頓堀店 中央区宗右衛門町

気ぶん屋Kitchen Free 西区阿波座１丁目

紀宝 北区太融寺町

希望軒 心斎橋長堀店 中央区東心斎橋１丁目

希望新風谷町七丁目店 中央区谷町７丁目

KIBOSHI 此花区西九条４丁目

稀凡 北区曾根崎新地１丁目

きまぐれ 城東区古市３丁目

きまぐれ　カラオケスナック 此花区四貫島２丁目

気まぐれ酒場とと一 平野区長吉長原４丁目

気まぐれビストロジジ 福島区福島１丁目



施設名称 所在地

Kimagure French 黒猫 福島区福島１丁目

kimagure French 黒猫　北新地店 北区曾根崎新地１丁目

きまぐれ家 旭区今市１丁目

きまぐれ家 生野区巽南３丁目

きまま 平野区長吉出戸４丁目

氣まま 住吉区清水丘２丁目

気まま亭 浪速区難波中３丁目

kimamana restaurant やまもと 福島区福島７丁目

㐂味 西区九条１丁目

君と薩摩猛者 北区中崎西２丁目

黄味鶏 福島区福島６丁目

君之宝 中央区宗右衛門町

きみや大阪本店 北区本庄西１丁目

キムカツ　心斎橋店 中央区南船場３丁目

キムチの大盛屋 東成区東小橋３丁目

木村賢酒店 港区市岡４丁目

きむら商店 平野区平野本町４丁目

きむらや 都島区東野田町２丁目

木村屋酒店「立呑み木村屋」 港区市岡１丁目

キムラヤのテッパン料理 中央区難波４丁目

ギムレット 中央区農人橋２丁目

木元水産 旭区千林１丁目

kimono　bar　musee 中央区瓦屋町１丁目

cave du poireau 中央区本町橋

cassies 中央区心斎橋筋２丁目

CATS 中央区西心斎橋１丁目

キャッツ 西成区岸里東２丁目

キャトルズ 中央区安土町１丁目

キャトル・ラパン 北区堂島浜１丁目

キャトルラパン北梅田 北区中津１丁目

キャナリイ・ロウ　鶴見緑地店 鶴見区焼野２丁目

キャナル 北区曾根崎新地１丁目

キャバリア 中央区東心斎橋２丁目

CAPITOLO 2 西区新町１丁目

キャプテン・カンガルー 北区曾根崎新地１丁目

キャベツプラザ育 中央区東心斎橋２丁目

キャベ焼酒場 天王寺区舟橋町

ぎやまん亭 中央区森ノ宮中央１丁目
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gyamin 此花区梅香１丁目

Gammed Cafe 中央区東心斎橋２丁目

伽羅 中央区東心斎橋２丁目

キャラバン 中央区千日前１丁目

GalleryBar Peace 西区新町１丁目

キャラントキャトル　または　Quarant Quatre 中央区今橋２丁目

garde（ギャルド） 都島区東野田町３丁目

Galerie Tzigane 中央区南船場１丁目

キャロル 北区曾根崎新地１丁目

gyAnきてやラスたいネ 北区堂島１丁目

ギャング3（ギャングギャングギャング） 北区堂島浜１丁目

CANCER 平野区長吉長原西３丁目

ＣＡＮＣＥＲ 中央区心斎橋筋２丁目

CANDY 中央区心斎橋筋２丁目

CANDY 生野区巽北２丁目

Candy's-bar 西淀川区柏里３丁目

CANTEEN 中央区北久宝寺町２丁目

キャンディライオン 北区中崎３丁目

ラウンジ　Candle 中央区宗右衛門町

Can bell house 鶴見区横堤５丁目

ＣＵＲＥ 中央区難波千日前

Cure 北区堂島１丁目

キュイジーヌ・間（ＭＡ） 北区堂島１丁目

Cuisine d' Osaka Ryo 北区西天満４丁目

キュイジーヌ福の舞 北区曾根崎新地１丁目

＃Q 中央区東心斎橋２丁目

Queue 中央区宗右衛門町

牛凰 中央区宗右衛門町

牛角心斎橋店 中央区南船場３丁目

牛角道頓堀えびす橋店 中央区道頓堀１丁目

牛角長居店 住吉区長居３丁目

牛カツ京都勝牛なんば千日前 中央区千日前１丁目

牛かつ冨田 浪速区難波中２丁目

牛かつ もと村 難波分店 中央区難波３丁目

牛かつもと村 難波店 中央区難波３丁目

牛かつもと村　ルクア店 北区梅田３丁目

究極らーめん 城東区森之宮２丁目

牛吟　てつろく 中央区東心斎橋１丁目
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牛串きらく 中央区東心斎橋２丁目

牛串酒場バールミート 中央区千日前１丁目

牛串と和牛ステーキ 原価肉酒場ゑびす 淀川区西中島３丁目

牛串焼き　ゴーゴーホルモン亭 北区天神橋５丁目

牛吾 中央区心斎橋筋２丁目

久壷庵 中央区西心斎橋２丁目

牛骨王 東成区大今里南６丁目

牛骨王 中央区南船場１丁目

旧桜宮公会堂 北区天満橋１丁目

給仕當田 港区波除３丁目

牛しゃぶ　知慕里 北区太融寺町

九州うまか　梅田店 北区角田町

九州うまか北浜店 中央区北浜２丁目

九州うまか新大阪店 淀川区宮原３丁目

九州かしわや関目店 城東区関目５丁目

九州ダイニング九州男 北区堂山町

九州熱中屋 上本町ハイハイタウンLIVE 天王寺区上本町６丁目

九州熱中屋 十三 LIVE 淀川区十三東２丁目

九州熱中屋 西中島LIVE 淀川区西中島２丁目

九州の旬博多廊 北区中之島３丁目

九州の旬博多廊法善寺店 中央区難波１丁目

九州博多とんこつラーメン元祖ふくやま 淀川区西中島７丁目

九州八豊やせうまだんご汁 中央区千日前１丁目

九州八豊やせうまだんご汁てっちゃん店 港区夕凪１丁目

九州もん 北区梅田１丁目

九州らーめん　亀王　森ノ宮店 中央区森ノ宮中央１丁目

九州ラーメン亀王恵美須町店 浪速区恵美須西２丁目

九州ラーメン　片岡製作所 福島区福島５丁目

九州ラーメン　くろちゃん 天王寺区玉造元町

九州ラーメン博多っ娘 港区波除３丁目

牛匠Matsu 北区中崎１丁目

牛心 阿倍野区西田辺町１丁目

Q's COMPANY 中央区難波千日前

キューズクラブ 北区茶屋町

牛すじうどんとおでんたち　川う 西区北堀江１丁目

牛全 浪速区大国１丁目

牛タン　べこ串 福島区福島２丁目

牛たん炭火焼き吉次 中央区東心斎橋１丁目



施設名称 所在地

牛たん炭火焼吉次　北新地店 北区曾根崎新地１丁目

牛たん炭火焼吉次　心斎橋 中央区心斎橋筋２丁目

牛たん炭火焼吉次　本町店 中央区瓦町２丁目

牛たん炭焼利久　あべのハルカスダイニング店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

牛たん炭焼利久　エキマルシェ大阪店 北区梅田３丁目

牛タンと京葱処　ねぎぼうず 東淀川区豊新５丁目

牛たんと和牛焼き　青葉苑 天王寺区悲田院町

GYUTAN BISTRO JYO-ZETSU 北区曾根崎２丁目

牛たん焼き仙台辺見アベチカ店 天王寺区堀越町

牛たん焼き仙台辺見関目高殿店 旭区高殿４丁目

牛たん焼き仙台辺見ハービス大阪店 北区梅田２丁目

牛たん焼き仙台辺見阪急32番街店 北区角田町

牛たん料理Jyujyu 中央区東心斎橋２丁目

牛傳　ニッセイ新大阪ビル店 淀川区宮原３丁目

牛とろ屋 福島区吉野２丁目

Cube 中央区東心斎橋２丁目

牛歩 中央区博労町４丁目

久房 北区大淀南１丁目

牛寶 北区曾根崎新地１丁目

牛ホルモン呑処千 港区港晴１丁目

牛ホルモン竜 城東区諏訪４丁目

牛萬 西成区南津守４丁目

旧ヤム邸 中央区谷町６丁目

旧ヤム邸中之島洋館 北区中之島３丁目

旧ヤム鐵道 北区梅田３丁目

940 西区九条１丁目

久六 天王寺区上本町６丁目

キュッヒェ　ニューミュンヘン店 北区梅田３丁目

cugnette 北区堂島１丁目

美ら島真心 都島区都島本通３丁目

きゅらむん 中央区東心斎橋１丁目

貴代 中央区備後町１丁目

喜世 住之江区新北島１丁目

Gyoiiiiiin!! 淀川区西中島３丁目

「響」 大正区三軒家西１丁目

京 平野区喜連西６丁目

響 浪速区恵美須西３丁目

京愛館 生野区勝山北５丁目



施設名称 所在地

京栄 西区京町堀１丁目

共栄軒 港区市岡元町３丁目

共栄飯店 東淀川区淡路４丁目

餃王 中央区谷町５丁目

京おばんざい・うどん・蕎麦つるはん 中央区南船場２丁目

京懐石　美濃吉　心斎橋御堂筋店 中央区南船場４丁目

京懐石　美濃吉　竹茂楼　ホテル阪急インターナショナル店 北区茶屋町

京懐石　美濃吉　天満橋店 中央区天満橋京町

今日喜楽 中央区船場中央４丁目

京月　天王寺店 天王寺区悲田院町

京月　梅田店 北区角田町

京瑚 北区曾根崎新地１丁目

今日子 生野区新今里３丁目

京ごはんふわっとふわっと 中央区南船場２丁目

餃子新井 北区曾根崎新地１丁目

餃子イエスタデイ 北区天神橋５丁目

餃子居酒屋ぎょびー 淀川区十三本町１丁目

餃子王 中央区道頓堀２丁目

餃子王 住吉区杉本１丁目

餃子がぎょうさん　天佑 北区池田町

京さか亭 中央区心斎橋筋２丁目

餃子工房天平 北区池田町

餃子酒場　餃、 北区天神橋４丁目

餃子酒場　やちゃぼう 天王寺区上本町６丁目

餃子酒場マル餃 西区西本町１丁目

餃子 さんかく 福島区吉野２丁目

餃子食堂 大阪亭 北区天神橋１丁目

餃子食堂まルケン　森ノ宮店 東成区中道１丁目

餃子食堂マルケン　今福鶴見店 鶴見区鶴見４丁目

餃子食堂マルケン　天満橋店 中央区天満橋京町

餃子食堂マルケン　西中島南方店 淀川区西中島４丁目

餃子専門　芳寿飯店 北区梅田１丁目

餃子専門店イチロー 中央区心斎橋筋２丁目

ぎょうざ専門店チャンピオン 生野区中川西１丁目

ぎょうざ専門店　チャンピオン　小路店 東成区大今里南６丁目

ぎょうざ専門店　チャンピオン深江橋店 東成区深江北１丁目

ぎょうざ専門店２号店 中央区難波４丁目

餃子専門店　味力亭 東成区東中本１丁目



施設名称 所在地

餃子専門店　味力亭 東成区東小橋３丁目

餃子　立山 北区大淀南１丁目

餃子と唐揚げの酒場　難波のしんちゃん 浪速区難波中２丁目

餃子と唐揚げの酒場。しんちゃん　アメ村店 中央区西心斎橋１丁目

ぎょうざ処だいきち 中央区心斎橋筋２丁目

餃子鍋　A-chan 北区曾根崎新地１丁目

餃子の王将 赤川店 旭区赤川３丁目

餃子の王将 淡路西口店 東淀川区淡路４丁目

餃子の王将 今里店 東成区大今里３丁目

餃子の王将　今福鶴見店 城東区今福東１丁目

餃子の王将　上本町ハイハイタウン店 天王寺区上本町６丁目

餃子の王将 歌島橋店 西淀川区歌島３丁目

餃子の王将 戎橋店 中央区難波１丁目

餃子の王将 大阪駅前第3ビル店 北区梅田１丁目

餃子の王将 大阪駅前第2ビル店 北区梅田１丁目

餃子の王将 大阪九条店 西区九条１丁目

餃子の王将 上新庄店 東淀川区瑞光１丁目

餃子の王将 岸の里店 西成区千本中１丁目

餃子の王将 十三店 淀川区十三東２丁目

餃子の王将　十三西店 淀川区十三本町１丁目

餃子の王将 昭和町駅前店 阿倍野区阪南町１丁目

餃子の王将　心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

餃子の王将 新世界店 浪速区恵美須東３丁目

餃子の王将 住之江駅前店 住之江区西住之江１丁目

餃子の王将 関目店 城東区関目５丁目

餃子の王将 巽店 生野区巽東１丁目

餃子の王将　谷町８丁目店 中央区谷町８丁目

餃子の王将 玉造店 天王寺区玉造元町

餃子の王将　玉出店 住之江区粉浜西１丁目

餃子の王将 塚本店 西淀川区柏里３丁目

餃子の王将 鶴橋駅前店 天王寺区下味原町

餃子の王将 鶴橋東店 東成区東小橋３丁目

餃子の王将 寺田町店 天王寺区寺田町２丁目

餃子の王将 天王寺店 天王寺区悲田院町

餃子の王将 天王寺堀越店 天王寺区堀越町

餃子の王将 天四店 北区天神橋４丁目

餃子の王将 天六店 北区天神橋７丁目

餃子の王将 長居店 住吉区長居東４丁目



施設名称 所在地

餃子の王将 難波南海通り店 中央区難波３丁目

餃子の王将 難波西店 浪速区難波中３丁目

餃子の王将 西九条店 此花区西九条６丁目

餃子の王将 西田辺店 阿倍野区阪南町５丁目

餃子の王将 西中島店 淀川区西中島３丁目

餃子の王将　西成区太子店 西成区太子１丁目

餃子の王将 野田阪神店 福島区吉野２丁目

餃子の王将 阪急東通店 北区堂山町

餃子の王将 平野駅前店 平野区背戸口５丁目

餃子の王将 福島店 福島区福島５丁目

餃子の王将 三国店 淀川区西三国４丁目

餃子の王将 南森町店 北区天神橋２丁目

餃子の王将 桃谷店 生野区桃谷１丁目

餃子の王将 森之宮店 東成区中道１丁目

餃子の王将　四ツ橋店 西区北堀江１丁目

餃子の王将我孫子観音店 住吉区我孫子東２丁目

餃子の王将　泉尾店 大正区泉尾３丁目

餃子の王将 北浜道修町店 中央区道修町１丁目

餃子の王将 堺筋でんでんタウン店 浪速区日本橋４丁目

餃子の王将 鴫野店 城東区鴫野東３丁目

餃子の王将　住之江店 住之江区新北島１丁目

餃子の王将 せんば南本町店 中央区南本町２丁目

餃子の王将 大国町難波中店 浪速区難波中３丁目

餃子の王将　大正店 大正区三軒家東１丁目

餃子の王将 日本橋でんでんタウン店 浪速区日本橋５丁目

餃子の王将東三国店 淀川区東三国５丁目

餃子の王将　緑橋店 東成区中本３丁目

餃子の王将　都島本通り店 都島区都島本通３丁目

餃子の勝 北区浪花町

餃子の求胃ちゃん 北区天神橋５丁目

餃子の昇龍庵 西成区千本南１丁目

ぎょうざのじんべえ 中央区難波千日前

餃子のだんちゃん三国亭八幡筋店 中央区東心斎橋２丁目

餃子のぱくぱく 北区中津１丁目

ぎょうざの満洲JR長居駅店 住吉区長居東４丁目

餃子の店もも 阿倍野区阪南町１丁目

餃子や 北区大淀中４丁目

餃子屋弐ノ弐宗右衛門町店 中央区宗右衛門町
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今日しかない　FC本店 淀川区東三国２丁目

今日しかない　難波店 浪速区難波中３丁目

京松蘭　本店 都島区片町２丁目

京松蘭　南森町 北区天神橋３丁目

京焚家　と久菴　咲良 淀川区塚本２丁目

京ちゃばな　北新地店 北区曾根崎新地１丁目

京ちゃばな　京橋京阪モール店 都島区東野田町２丁目

京ちゃばな　新大阪駅店 淀川区宮原１丁目

京ちゃばな　南船場店 中央区博労町２丁目

京ちゃん 港区池島１丁目

恭ちゃん処 旭区森小路２丁目

仰天酒場 西成区山王３丁目

京都　勝牛　ユニバーサルシティーウォーク大阪店 此花区島屋６丁目

京都　麺屋たけ井　阪急梅田店 北区芝田１丁目

京都勝牛　あべの新宿ごちそうビル 阿倍野区阿倍野筋１丁目

京都勝牛　アルデ新大阪店 淀川区西中島５丁目

京都勝牛　なんば戎橋店 中央区難波３丁目

京都勝牛梅田店 北区芝田１丁目

京都銀ゆば　 中央区農人橋１丁目

京の串揚げ祇園囃子　ホワイティうめだ店 北区堂山町

京橋　焼肉一丁 都島区東野田町４丁目

京橋いなすい 城東区新喜多１丁目

京橋応援団　勝男 都島区都島南通２丁目

京橋京すし 都島区東野田町３丁目

京橋個室居酒屋　彩花 都島区東野田町１丁目

京橋酒場 都島区東野田町３丁目

京橋酒場　情熱ホルモン 都島区東野田町３丁目

京橋ササラ 都島区東野田町３丁目

京橋　新市 城東区鴫野西１丁目

京橋スキャンダル 都島区片町２丁目

京橋ちくも 都島区東野田町２丁目

京橋二刀流 都島区東野田町４丁目

京橋バールすぽっと 城東区蒲生１丁目

京橋ハラミ屋 都島区東野田町３丁目

京橋ビーフスタイルあか里 都島区東野田町２丁目

京橋ビガール 都島区東野田町２丁目

京橋東応援団　勝男 都島区東野田町３丁目

京橋まっしも 都島区東野田町２丁目
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京橋炉端焼ロバ 都島区東野田町３丁目

京久トレビアン 東淀川区豊新３丁目

京風　青山 北区堂山町

京風おでんと旬菜  すが 福島区福島７丁目

京風鉄板はせ川 中央区東心斎橋１丁目

京町堀　華家 西区京町堀１丁目

京町や　吉むら 西区京町堀２丁目

京町料理　みつや 西区京町堀１丁目

京もつ鍋ホルモン朱々東三国店 淀川区東三国５丁目

姜家 北区中崎１丁目

京屋 浪速区恵美須東３丁目

喜洋洋 北区天神橋５丁目

京らーめん長崎ちゃんぽんシェフ 東成区東今里２丁目

郷土料理九州 淀川区十三本町２丁目

きよ花 住吉区山之内１丁目

魚介イタリアン酒場　サチアーレ 西区靱本町１丁目

魚介豚骨つけ麺　内本町　咲村 中央区内本町２丁目

玉華園 中央区谷町１丁目

玉華園 浪速区日本橋５丁目

魚菜喜酒　松栄丸 港区波除３丁目

魚彩　銀の鯛 北区梅田１丁目

魚菜さか蔵 西区西本町１丁目

魚菜処ほりばた 淀川区三国本町３丁目

魚菜料理二代目みつい 西区阿波座１丁目

来良し 中央区平野町３丁目

喜与志 平野区加美北２丁目

きよし 北区堂山町

魚匠すし割烹さかぐち 北区曾根崎新地１丁目

魚食処　一豊　道修町店 中央区道修町４丁目

魚人本店 淀川区西中島３丁目

きよ助 中央区上本町西１丁目

喜与鮓 中央区道頓堀１丁目

㐂与すし　天六店 北区天神橋５丁目

きよちゃん 中央区徳井町２丁目

きよっさん 中央区宗右衛門町

起世本店 北区梅田１丁目

京錦キョングム　 生野区新今里３丁目

kirakiraセブン 西淀川区出来島１丁目
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煌楽 中央区南本町３丁目

きらく 都島区東野田町３丁目

喜楽 生野区巽南２丁目

樹楽 此花区西九条３丁目

喜楽 淀川区東三国１丁目

喜楽 北区角田町

喜楽 淀川区十三本町１丁目

きらく 生野区中川６丁目

きらく 東淀川区東中島１丁目

喜楽 東淀川区豊新３丁目

喜楽 東淀川区豊新５丁目

喜楽園 天王寺区下味原町

喜楽園 中央区谷町３丁目

季楽酒場おっきゃがり 福島区福島７丁目

器楽ダイニングパイ 北区堂島１丁目

喜楽森小路店 旭区森小路１丁目

輝楽家 北区天神橋１丁目

きらくや 平野区背戸口５丁目

煌 中央区宗右衛門町

煌 北区堂島１丁目

輝　きらら 中央区東心斎橋２丁目

きらら 住之江区粉浜１丁目

Kirara 北区堂島１丁目

輝らり 中央区谷町９丁目

キラワレ餃子 福島区福島７丁目

KIRIVE 都島区東野田町３丁目

kirico 北区曾根崎新地１丁目

KIRIP TRUMAN 中央区北浜１丁目

桐麺 淀川区三津屋北３丁目

桐本酒店 平野区平野東４丁目

きり家 中央区島之内２丁目

霧生 住之江区新北島１丁目

きりん 淀川区十三本町２丁目

木林 東成区大今里南３丁目

キリンケラーヤマト大阪駅前店 北区梅田１丁目

キリンケラーヤマト新大阪店 東淀川区東中島１丁目

キリンケラーヤマト曽根崎店 北区曾根崎２丁目

キリンケラーヤマト東梅田店 北区曾根崎２丁目



施設名称 所在地

きりん寺　大阪総本店 浪速区日本橋５丁目

きりん寺　経大前店 東淀川区大隅１丁目

きりん寺　東三国店 淀川区宮原５丁目

きりん寺　桃谷駅前店 天王寺区烏ケ辻１丁目

きりん寺アメ村店 中央区西心斎橋１丁目

キリンシティプラスなんばＣＩＴＹ店 浪速区難波中２丁目

きりん寺 長居店 住吉区長居東４丁目

麒麟亭 北区曾根崎２丁目

麒麟のまち 北区中之島２丁目

ギルガメ食堂 都島区都島本通２丁目

guilty 北区堂島１丁目

ギルドの酒場 都島区都島本通３丁目

喜連瓜破の台所いい﨑 平野区瓜破２丁目

喜連園 平野区喜連東３丁目

喜連食堂 平野区喜連東３丁目

帰路 北区曾根崎新地１丁目

喜禄 北区曾根崎新地１丁目

きわ心 北区中崎１丁目

極味 中央区東心斎橋１丁目

きわ味 北区曾根崎新地１丁目

きわみ 福島区野田３丁目

極みとんかつ　かつ喜 浪速区難波中２丁目

極肉しゃぶ一 都島区東野田町３丁目

極味や　なんば店 浪速区難波中２丁目

吟 中央区宗右衛門町

吟　なんば店 中央区難波１丁目

ぎん庵 都島区東野田町２丁目

ぎん庵 心斎橋 中央区東心斎橋１丁目

きんいち 阿倍野区阿倍野筋２丁目

きんいち お初天神 北区曾根崎２丁目

金彩 北区本庄東２丁目

吟　梅田店 北区梅田２丁目

禁煙立呑みしば犬 中央区千日前１丁目

金花 西成区花園北２丁目

銀架 城東区中浜３丁目

銀河 中央区宗右衛門町

金海 住之江区東加賀屋４丁目

ぎんがだむ 福島区福島７丁目



施設名称 所在地

金柑 天王寺区舟橋町

キンカンハナレ 天王寺区舟橋町

金輝 中央区東心斎橋１丁目

近畿大学水産研究所 北区大深町

金魚 住吉区我孫子３丁目

きんぎょ草 中央区千日前１丁目

ＫＩＮＧ 淀川区西中島３丁目

KING&PRINCESS 中央区宗右衛門町

金久右衛門　阿波座店 西区靱本町３丁目

金久右衛門　南港ATC店 住之江区南港北２丁目

金久右衛門梅田店 北区曾根崎１丁目

KINGKAN 港区波除３丁目

Kings Cross 淀川区宮原２丁目

キングストーンラウンジ 中央区西心斎橋１丁目

きんぐだむ 中央区日本橋１丁目

ＫＩＮＧＤＯＭ 中央区東心斎橋２丁目

銀彩 中央区南船場４丁目

銀座いち五 都島区東野田町４丁目

吟座えにし 北区東天満１丁目

銀座がち鶏 中央区難波４丁目

吟作 北区西天満５丁目

銀座ごんろく 平野区流町３丁目

銀座鮨　宗右衛門町相合橋店 中央区宗右衛門町

銀座鮨　宗右衛門町三ツ寺店 中央区宗右衛門町

銀座鮨　緑橋店 東成区東中本２丁目

銀座屋 北区天神橋４丁目

吟酒海楽和 中央区平野町３丁目

錦城閣 中央区天満橋京町

近所のおばはん 西成区鶴見橋１丁目

吟助　梅田店 北区茶屋町

銀すし 城東区今福西４丁目

銀寿司 鶴見区放出東２丁目

金星26 西成区潮路１丁目

銀蔵 平野区平野宮町２丁目

きん太 港区市岡元町３丁目

金太郎 中央区東心斎橋２丁目

金太郎 住吉区苅田３丁目

金ちゃん 生野区勝山北２丁目



施設名称 所在地

ぎんちゃん 城東区鴫野東３丁目

錦厨　中華料理 北区南扇町

金鼎軒 西区江之子島１丁目

金時寿し 平野区加美東５丁目

ぎんなん 住吉区我孫子３丁目

ぎんなん 東淀川区淡路４丁目

銀杏 北区中津１丁目

ぎんねこ 住吉区我孫子３丁目

ぎんのいえ 生野区巽東３丁目

金の粉 北区大深町

金之助 旭区高殿３丁目

銀の鈴 西成区南津守７丁目

金のスプーン 東住吉区西今川３丁目

きんの蛸　駒川中野店 東住吉区駒川４丁目

金の玉子 東成区中本５丁目

きんのぶたPREMIUM心斎橋 中央区西心斎橋１丁目

きんぱ 中央区島之内１丁目

金盃 北区角田町

きんぱち 中央区難波千日前

金八っつぁん　西梅田店 北区曾根崎新地２丁目

ぎんぱり 北区堂島１丁目

きんぴら 北区天満２丁目

金福すし 住之江区平林南２丁目

金福来 中央区日本橋１丁目

金ぷら　づぼら 北区曾根崎新地１丁目

銀平道頓堀店 中央区道頓堀２丁目

吟味屋　北浜店 中央区淡路町１丁目

吟味屋　新大阪店 淀川区西宮原１丁目

吟味屋　天満本店 北区山崎町

吟味屋　西区店 西区新町１丁目

吟味屋　長山亭 淀川区西中島７丁目

金明飯店　３号店 北区梅田１丁目

銀家 中央区難波１丁目

銀や　肥後橋店 西区江戸堀１丁目

銀や今福鶴見店 鶴見区鶴見４丁目

銀や関目店 城東区関目５丁目

銀や太融寺店 北区太融寺町

銀や福島店 福島区福島５丁目



施設名称 所在地

きんやま　居食屋 北区梅田１丁目

金龍 西成区鶴見橋１丁目

金龍ラーメン相合橋店 中央区道頓堀１丁目

クア・アイナ 北区梅田３丁目

KUAAINAなんばパークス 浪速区難波中２丁目

Cua Delicatessen 西区新町１丁目

quattro PLUS 天王寺区舟橋町

Queen 淀川区十三本町１丁目

クイーン 東淀川区豊新２丁目

食いきり武いち 西区九条１丁目

くいじーぬ 北区曾根崎新地１丁目

くいしんぼ 西区南堀江１丁目

食いしんぼアイワ 港区八幡屋１丁目

喰いしん坊 城東区諏訪４丁目

くいしんぼう 生野区田島２丁目

くいしん坊 北区同心１丁目

喰いしん坊　とらちゃん 旭区生江２丁目

食いしんぼう花 東成区東小橋２丁目

くいしんぼ本店 中央区東心斎橋１丁目

くい蔵 東成区中道１丁目

喰い呑み処　とにかく 生野区勝山北１丁目

喰い物屋角 中央区森ノ宮中央１丁目

くいもの屋わん/札幌弥助　天王寺店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

くいもん＆BAR　はんどじゃいぶ 浪速区桜川３丁目

くいもんどころ酒家　蕪家 北区曾根崎新地１丁目

くいもんや　つた家 東成区大今里西３丁目

くいもん屋　いっとく 中央区船場中央１丁目

くいもんや温 住吉区長居１丁目

くいもん家K's 中央区玉造１丁目

くいや 生野区田島５丁目

くいや 西成区天下茶屋１丁目

くいや 西成区橘１丁目

空 中央区道修町４丁目

ＱＵ 中央区南本町３丁目

喰う 城東区成育３丁目

空 kuu 生野区桃谷１丁目

くう 中央区東心斎橋２丁目

kuu 東住吉区矢田２丁目



施設名称 所在地

Qoo 生野区巽東１丁目

ぐう 天王寺区寺田町２丁目

CUUA 生野区新今里６丁目

ぐぅー 北区堂山町

喰海 北区堂島１丁目

Coo-Coo　大阪駅前第3ビル店 北区梅田１丁目

ぐぅぐぅガロス 生野区桃谷５丁目

空心町ハナサカ 北区東天満２丁目

くうたろう京町堀店 西区京町堀１丁目

ku de  kiyo 淀川区塚本２丁目

GOONIES 大正区三軒家東１丁目

GOONIES 浪速区日本橋４丁目

kuunel kitchen 中央区淡路町１丁目

CUBA九 中央区心斎橋筋２丁目

coupy 北区堂山町

くう東心斎橋店 中央区東心斎橋１丁目

ぐーふぉ 北区天神橋４丁目

ＧＵＦＯ－Ｂｉａｎｃｏ 北区堂島１丁目

Coolabah 中央区西心斎橋２丁目

 COOL 中央区東心斎橋１丁目

九絵家 西区江戸堀１丁目

cuore(クオーレ) 北区堂山町

くくるハナタコエキマルシェ新大阪店 淀川区西中島５丁目

草鍋えんや 福島区野田３丁目

Xsix串 福島区福島３丁目

串　炭火焼「加賀味」 阿倍野区播磨町１丁目

串あげ　あんこ 中央区南船場４丁目

串揚げ　かな山 北区曾根崎新地１丁目

串揚げ　春夏秋冬 北区堂島浜１丁目

串揚げ　ばらんざっく 中央区難波千日前

串揚げ居酒屋ZEN 中央区糸屋町１丁目

串揚げ彩華 中央区日本橋１丁目

串揚げ　かしむら 中央区東心斎橋１丁目

串揚げ和や 北区曾根崎新地１丁目

串揚げキッチン衣 淀川区三国本町１丁目

串揚げキッチンだん 北区芝田１丁目

串揚げキッチンだん十三店 淀川区十三東２丁目

串揚げキッチンだん心斎橋店 中央区東心斎橋１丁目



施設名称 所在地

串揚げ起世 北区梅田１丁目

串揚げくしちゅう 淀川区十三東２丁目

串揚げ串焼き一PIN 阿倍野区美章園２丁目

串揚げGeaSeek 淀川区西宮原２丁目

串揚げこめっと 中央区南船場２丁目

串揚家三と九 港区三先２丁目

串揚げしんば 北区曾根崎新地１丁目

kushiage010 北区曾根崎新地１丁目

串揚げ専門店健串 中央区島之内１丁目

串揚げTAKENAKA 北区堂島１丁目

串揚げ千尋 中央区東心斎橋１丁目

串揚厨房　Kanta 北区堂島３丁目

串揚げと季節一品料理　爛漫 城東区今福東２丁目

串揚げ処つくし 阿倍野区昭和町２丁目

串揚げと炭火焼　むげん 北区同心１丁目

串揚げとワイン　Ohana　北新地店 北区曾根崎新地１丁目

串揚げとワイン　Ohana　北浜店 中央区平野町２丁目

串揚げ名倉 北区堂島１丁目

串揚げの店. ジョイ 中央区東心斎橋２丁目

串揚げ　はこや 中央区日本橋２丁目

串揚げはなおか 阿倍野区阪南町１丁目

串揚げ　花れんこん 北区浪花町

串揚げまめの助 都島区都島北通２丁目

串あげもの　旬s 中央区今橋４丁目

串揚げもの　旬ｓ　SHUNS 北区梅田３丁目

串揚げ料理みや田 東成区東中本２丁目

串えもん 平野区平野上町１丁目

串かつ　うおてる桃谷店 生野区勝山北１丁目

串カツ　KITEYA 浪速区桜川２丁目

串かつ　五右衛門 福島区吉野２丁目

串カツ　しろたや 中央区道頓堀１丁目

串勝　たぬき 東住吉区北田辺４丁目

串かつ　だるま 中央区難波１丁目

串かつ　だるま　動物園前店 浪速区恵美須東２丁目

串カツ　天下茶屋　カメちゃん 北区茶屋町

串かつ　でんがな　あべのルシアス店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

串カツ　中崎きりがね食堂　茶屋町店 北区中崎西２丁目

串カツ　ひろ 北区中崎１丁目



施設名称 所在地

串かつ　宝楽 西成区潮路１丁目

串カツ・おでん　さくら 中央区心斎橋筋１丁目

串かつ・どて焼　壱番 浪速区恵美須東２丁目

串カツ・ホルモン専門店　朝日 浪速区恵美須東２丁目

串カツ赤と黒 都島区都島本通１丁目

串かつ　あきら 平野区長吉六反５丁目

串カツ＆ワインバル　Ｂｉｓｏｕ　ゑしぇ蔵 北区曾根崎新地２丁目

串かつ生野 北区天神橋３丁目

串カツ居酒屋小太郎 淀川区塚本１丁目

串かつ居酒屋はじけ家　 東淀川区豊新３丁目

串カツ居酒屋　火菜屋 西区江戸堀１丁目

串カツ居酒屋風太 中央区西心斎橋２丁目

串カツ居酒屋　manimani 北区天神橋２丁目

串かつ一品 AI あい 中央区船場中央１丁目

串かつ一歩 生野区勝山北１丁目

串かつ　いぬい 平野区平野本町２丁目

串かつ入江 都島区都島北通１丁目

串かつ　いろは 港区波除３丁目

串かつ　ゑびす 平野区喜連４丁目

串カツえびす本店 中央区宗右衛門町

串カツおいでおいで 東成区中道１丁目

串かつおうじ 浪速区恵美須東３丁目

串カツ　おかめ 淀川区十三東２丁目

串かつ・お好み鉄板　ぼんくら酒場　天満橋店 中央区北浜東

串カツ川原田 生野区巽北４丁目

串カツ気合 東成区玉津３丁目

串カツ　きがるや 淀川区西中島３丁目

串カツ　きくや 浪速区恵美須東３丁目

串かつキャメルクラッチ京橋らくだや 都島区片町２丁目

串かつＱ 大正区南恩加島３丁目

串カツ　京美 生野区新今里３丁目

串かつ　くぐり戸 平野区背戸口５丁目

串カツくしくし 阿倍野区阪南町１丁目

串カツ・串天Yokotake 東成区大今里西３丁目

串かつ　串万 阿倍野区西田辺町１丁目

串かつ串やき伊勢田 西区北堀江２丁目

串かつ元気屋 城東区成育５丁目

串カツげんてん 浪速区難波中２丁目



施設名称 所在地

串かつ工房　煉 西区北堀江１丁目

串かつごん吉 平野区平野南１丁目

串カツ酒場　塚本店 淀川区塚本１丁目

串カツ酒場　天五店 北区池田町

串かつ酒場えん満　十三店 淀川区十三本町１丁目

串カツ酒場　どん 淀川区西中島５丁目

串カツ酒場　福島店 福島区福島５丁目

串カツさくら 中央区難波千日前

串カツさくら南海難波店 中央区難波３丁目

串カツ　七福神 北区梅田１丁目

串カツ七福神 北区天神橋５丁目

串カツ七福神天満駅前店 北区天神橋４丁目

串かつしのぶ川 東淀川区淡路４丁目

串かつじゃんじゃん　道頓堀店 中央区道頓堀１丁目

串かつじゃんじゃん　本町店 中央区淡路町２丁目

串かつ酒房　盛隆軒 浪速区恵美須東２丁目

串カツ食堂　ホタル 中央区難波３丁目

串カツ新八景 北区堂島１丁目

串かつ関 中央区船場中央４丁目

串カツ専門店　縁日 北区曾根崎２丁目

串カツ専門店こい串 中央区東心斎橋１丁目

串カツ専門店山かつ 平野区平野本町１丁目

串カツダイニングはれる 福島区野田３丁目

串カツ立呑み KenKen 大正区三軒家西１丁目

串カツ　たつ屋 阿倍野区阪南町２丁目

串カツ　たつ屋 阿倍野区阪南町２丁目

串カツ田中　阿波座店 西区靱本町３丁目

串カツ田中　京橋店 都島区東野田町４丁目

串カツ田中　大正店 大正区三軒家東１丁目

串カツ田中　西中島南方店 淀川区西中島３丁目

串カツ田中　福島店 福島区福島５丁目

串かつだるま　心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

串かつだるま　クロス茶屋町店 北区茶屋町

串かつ太郎 阿倍野区阿倍野筋１丁目

串カツ天下茶屋カメちゃん　なんば本店 中央区難波千日前

串かつ　でんがな　大阪梅田本店 北区曾根崎２丁目

串かつ　でんがな　大阪駅前第3ビル2号店 北区梅田１丁目

串かつ　でんがな　大阪駅前第２ビル店 北区梅田１丁目



施設名称 所在地

串かつ　でんがな　大阪駅前第４ビル店 北区梅田１丁目

串かつでんがな　天神橋三丁目店 北区天神橋３丁目

串カツとイタメシ処　金色バンビ天満店 北区天神橋４丁目

串かつとお酒「凛」本町橋店 中央区本町橋

串カツと小鉢マジマスタンド梅田 北区堂山町

串喝処　たけち 北区曾根崎新地１丁目

串かつ処　たちばな 此花区春日出北１丁目

串かつ　どて焼　松栄 大正区三軒家西１丁目

串かつにしかわ（川） 北区曾根崎新地１丁目

串かつ場ぁ聖天堂 福島区福島８丁目

串かつ場ぁ聖天堂 北区中津１丁目

串カツバール　鯖男爵とモルヒネ女王 西区千代崎１丁目

串かつバイキング大統領 浪速区恵美須東２丁目

串かつ八の八 中央区東心斎橋１丁目

串カツはなおか 東住吉区駒川３丁目

串かつ花道 浪速区恵美須東２丁目

串かつ花むら東三国店 淀川区東三国４丁目

串かつBANZAI 福島区福島７丁目

串カツ帆洲 西区北堀江１丁目

串かつひょうたん 中央区難波千日前

串かつひろ 住吉区我孫子西１丁目

串かつ ぼちぼち 西区江戸堀１丁目

串かつ凡 北区堂島１丁目

串かつ凡離れ 北区堂島１丁目

串カツまぁーむ 淀川区東三国４丁目

串カツま王　菅原店 東淀川区菅原７丁目

串カツまる 天王寺区堀越町

串カツ百百 北区角田町

串かつ　もりもりや 北区天神橋３丁目

串かつやぐら 阿倍野区天王寺町南２丁目

串カツやすらぎ 生野区小路東２丁目

串かつ屋台ふくろう 中央区千日前２丁目

串かつやま 北区堂山町

串勝ややまちゃん 中央区東心斎橋１丁目

串かつやん！ 中央区南船場１丁目

串かつ　雄山 平野区瓜破３丁目

串かつ吉国 中央区本町３丁目

串かつ料理 活 阿倍野店 天王寺区堀越町



施設名称 所在地

串かつ料理 活 ナビオ阪急店 北区角田町

串かつ料理 活 なんばウォーク店 中央区千日前１丁目

串かつ料理 活 阪急グランドビル店 北区角田町

串かつ料理 活 阪急三番街店 北区芝田１丁目

串かつ料理 活 ホワイティうめだ店 北区角田町

串かつワイン泉 中央区東心斎橋２丁目

串季 天王寺区上之宮町

串紀代 港区波除３丁目

串串 中央区平野町２丁目

串くわ焼　けー坊 中央区道頓堀１丁目

串戟 北区天神橋３丁目

串源 生野区巽中１丁目

串源 福島区吉野２丁目

串しゃぶ　菜彩 北区曾根崎新地１丁目

串しゃぶ えみし 淀川区西中島３丁目

串　すえひろ 福島区福島８丁目

串蔵 淀川区西中島５丁目

串Dining水口 東住吉区湯里２丁目

串大萬 阿倍野区文の里１丁目

串樽 北区豊崎３丁目

串太呂 天王寺区勝山４丁目

串太郎 旭区千林１丁目

串茶屋 西区九条１丁目

串天居酒屋赤のれん 阿倍野区阿倍野筋１丁目

串でん酒場 此花区西九条３丁目

串天ぷら酒場レレレ 北区曾根崎２丁目

串天ぷらと日本酒バルかぐら 福島区福島７丁目

串天ぷらとワインと焼酎のお店きいろ 中央区南船場２丁目

串処一龍 都島区都島北通１丁目

串処居呂八 平野区加美北６丁目

串処　かりや 北区山崎町

串処最上 中央区心斎橋筋２丁目

串処最上 北区曾根崎新地１丁目

串寅 北区浪花町

串・なべ処　慶祐 西区新町１丁目

串仁和 中央区日本橋１丁目

串の 中央区高津３丁目

串の郷 阿倍野区北畠１丁目



施設名称 所在地

串乃助 中央区平野町２丁目

串の坊 北区角田町

串の坊　天王寺ミオ店 天王寺区悲田院町

串の坊上本町YUFURA店 天王寺区上本町６丁目

串の坊戎橋店 中央区難波３丁目

串の坊北新地西店 北区曾根崎新地１丁目

串の坊北新地東店 北区曾根崎新地１丁目

串の坊新梅田シティ店 北区大淀中１丁目

串の松阪 中央区西心斎橋２丁目

串の向こう側 西区江戸堀１丁目

串のや 平野区長吉出戸４丁目

串BAKU 北区曾根崎新地１丁目

串八珍 天王寺区東上町

串八珍OMM店 中央区大手前１丁目

串バル　denner 天王寺区玉造元町

KUSHI BIYORI 西淀川区柏里３丁目

串べぇ 港区三先１丁目

串弁慶 浪速区恵美須東２丁目

串忘 北区天神橋５丁目

くし坊 住之江区北加賀屋１丁目

串房 東淀川区豊新３丁目

串ぼうず 阿倍野区昭和町１丁目

串ぼうず 福島区福島５丁目

串ボーズ 東住吉区南田辺３丁目

串ＢＵＯＮＯ 中央区難波千日前

くしぼんず 淀川区十三本町１丁目

串ほんぽ とさか鳥てん 平野区長吉長原東３丁目

串ほんぽ　とさか　平野東2丁目店 平野区平野東２丁目

串柾　別館 北区曾根崎新地１丁目

串まつ屋 天王寺区東上町

串まつ屋 天王寺区上本町６丁目

串丸 天王寺区上本町６丁目

串まる 西区江戸堀１丁目

串まる天保山マーケットプレース店 港区海岸通１丁目

串まん　中津店 北区中津１丁目

串まん西九条店 此花区西九条４丁目

串萬森の宮店 東成区中道１丁目

串もん酒場　ひびき屋 中央区谷町３丁目



施設名称 所在地

串もん西屋 北区天神橋５丁目

串や 淀川区西中島５丁目

くしや 生野区巽東２丁目

串や　燻～KAORU～ 住之江区御崎３丁目

串ゃ奏 東成区大今里３丁目

串焼　一直 北区天神橋２丁目

串焼　ぴよぴよ 大正区鶴町１丁目

串焼・鉄板　彩 北区中津１丁目

串焼き居酒屋　結び 北区天神橋３丁目

串焼きえびす 西区江戸堀１丁目

串焼ＧＡＯ 大正区三軒家東４丁目

串焼かず 東成区大今里南３丁目

串焼 くる味 北区池田町

串焼き猿 中央区道頓堀２丁目

串焼き旬菜　ゆき根 福島区大開１丁目

KUSHIYAKI DINING善 福島区吉野２丁目

串焼き大門 天王寺区下味原町

串焼　たなかや 淀川区宮原２丁目

串焼TSU-TAN 福島区吉野２丁目

九志焼亭 中央区難波５丁目

九志焼亭 北区大深町

串焼き狄淡路町店 中央区淡路町２丁目

串やき処 軒先 浪速区戎本町１丁目

　串やき鳥　囲路裏 福島区福島５丁目

串焼肉　串焼きホルモン　てが利 東成区東小橋１丁目

串焼きBAL 簪 KANZASHI 東淀川区豊新４丁目

94やきFactory 北区大淀中３丁目

串焼ホルモン　吾照里 東成区大今里南４丁目

串焼きホルモン金ちゃん 西区北堀江１丁目

串焼きホルモン　みかん 都島区片町２丁目

串焼き満天　ルクア大阪店 北区梅田３丁目

串焼　茂利屋 天王寺区下味原町

串焼屋　松元 生野区桃谷２丁目

串焼屋うなちった 北区曾根崎２丁目

串　やしま 中央区高麗橋４丁目

串焼き律 中央区千日前２丁目

くしやSUN詩 平野区平野北２丁目

串ヤス 大正区三軒家東１丁目
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串安亭 北区天神橋４丁目

串屋長右衛門 北区天神橋１丁目

串屋長右衛門京橋店 都島区東野田町２丁目

串屋長右衛門本町店 中央区南本町４丁目

串家物語　イオンモール鶴見緑地店 鶴見区鶴見４丁目

串家物語　ナビオ店 北区角田町

串家物語　難波パークス店 浪速区難波中２丁目

九条　めしや 西区九条１丁目

九条アジヨシ 西区千代崎１丁目

九条一丁目 西区九条１丁目

九条おでんあかい 西区九条１丁目

九条ちょい呑み缶ぽん 西区九条１丁目

九条亭 西区千代崎１丁目

くし好 平野区加美東４丁目

くじら 大正区三軒家西１丁目

串力 東成区東小橋３丁目

串料理　北銀扇 北区堂島１丁目

串料理お惣菜たまき 中央区難波４丁目

串料理　かぶと 東成区中道１丁目

串料理KOHAKU 中央区谷町６丁目

串ん子 中央区難波千日前

屑 旭区千林２丁目

楠酒店(楠商店立ち飲み処) 生野区勝山北２丁目

くずし割烹豚美 西区新町１丁目

くずし肉割烹とろにく 都島区片町２丁目

九州魂　天王寺店 阿倍野区松崎町２丁目

gusto 城東区成育５丁目

くすのき 北区黒崎町

楠の木 住之江区北加賀屋２丁目

くすの木 西区江戸堀１丁目

くすの木 北区堂島２丁目

楠木フサエおもや 北区梅田１丁目

楠木フサエはなれ 北区梅田１丁目

楠木フサエ本店 北区梅田１丁目

くづの葉 阿倍野区王子町３丁目

楠もと 西成区旭１丁目

くそオヤジ最後のひとふり 淀川区十三本町１丁目

くだものだもの 北区中崎西３丁目
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百済離宮 生野区桃谷５丁目

ｃｕｃｉｎａ　ｃｕｃｉｎａ 北区曾根崎新地１丁目

クチーナディタニグチ 浪速区難波中３丁目

口勝 北区曾根崎新地１丁目

くちばし 北区曾根崎新地１丁目

口八丁 東淀川区上新庄３丁目

口八町　北新地店 北区曾根崎新地１丁目

口八町　京橋店 都島区東野田町５丁目

口八町　京橋東店 都島区東野田町３丁目

口八町　天六店 北区天神橋７丁目

口八町　千日前一丁目店 中央区千日前１丁目

口八町　茶屋町店 北区茶屋町

口八町中津店 北区中津１丁目

クック　ドゥ　イケダ 西区九条２丁目

クックスマダン 中央区宗右衛門町

G'day 北区堂島１丁目

九太呂 東淀川区相川２丁目

クッチーナ イタリアンキッチン 淀川区西宮原２丁目

クッチーナGakKi 北区天神橋２丁目

クッチーナサイトウ 阿倍野区阪南町１丁目

CUCINA MAGGIO 中央区南新町１丁目

くっちまえ 西区立売堀１丁目

good eat 浪速区恵美須東３丁目

グッド　ラヴ十三店 淀川区十三本町１丁目

Good Enough Diner Kyobashi 都島区東野田町５丁目

グッドスプーン　ジョーテラス店 中央区大阪城

ｇｏｏｄｓｐｏｏｎ　淀屋橋ｏｄｏｎａ店 中央区今橋４丁目

グッドスプーンなんばＣＩＴＹ店 浪速区難波中２丁目

グッドナイト 浪速区大国２丁目

靴ひも 東成区深江北１丁目

くつろぎ 福島区福島７丁目

くつろぎ庵 淀川区宮原３丁目

くつろぎ庵　別館 淀川区宮原３丁目

くつろぎ食堂　Sourired'Ange 西区西本町２丁目

寛ぎの味　はなび 生野区巽南３丁目

くつろぎの里　庄や　新大阪駅店 淀川区西中島５丁目

くつろぎのワイン　Nico 中央区北浜２丁目

ｇｏｕｔｅ 西区南堀江１丁目



施設名称 所在地

KUDOS 中央区南本町３丁目

Knaben 西区南堀江１丁目

國型製作所 西区新町１丁目

國型製作所 中央区上本町西１丁目

Knumcafe 住吉区南住吉４丁目

Knopp 中央区南船場１丁目

九分九厘ざんまい屋 北区角田町

くまくま 北区浪花町

熊五郎 阿倍野区阿倍野筋１丁目

くま食堂 北区角田町

熊地下 浪速区難波中２丁目

熊野 住吉区遠里小野４丁目

熊ノ花レ 北区堂島浜１丁目

熊の焼鳥　北新地 北区堂島１丁目

熊本 中央区心斎橋筋２丁目

食間や 西区北堀江１丁目

熊人 中央区難波４丁目

くみ 中央区千日前１丁目

久実家(くみや) 中央区谷町６丁目

クミン 中央区難波１丁目

クムスン 東淀川区豊新５丁目

喰焼所 此花区梅香１丁目

蔵 北区中之島３丁目

グラース 西区西本町１丁目

蔵人 淀川区十三本町１丁目

Cloud9 北区堂島１丁目

クラウドナイン 北区堂山町

CLOUD NINE 中央区東心斎橋２丁目

CLOUD9 住吉区苅田１０丁目

焼酎バー　くらくらＤＤハウス 北区芝田１丁目

グラシア 北区神山町

GRACIAS（グラシアス） 東成区東中本３丁目

倉敷 住吉区遠里小野１丁目

くらしき亭 平野区平野本町２丁目

クラシック 中央区東心斎橋１丁目

クラシック音楽バーココルーム 西成区山王１丁目

グラスゴウ食堂 中央区北久宝寺町１丁目

蔵すし 東淀川区上新庄２丁目



施設名称 所在地

クラスノ 大正区三軒家東１丁目

鞍瀬 平野区背戸口４丁目

蔵　タンバリン 中央区心斎橋筋２丁目

くらちゃん 旭区清水５丁目

蔵朱 中央区南新町２丁目

CRASH 大正区泉尾２丁目

Ｇｒａｚｉｅ 中央区東心斎橋２丁目

GLAD 中央区東心斎橋２丁目

glad 北区曾根崎新地１丁目

glad 西成区玉出中１丁目

GLUTTONY 中央区宗右衛門町

蔵DEUX 北区曾根崎新地１丁目

蔵場(くらばー) 北区堂島１丁目

愚羅馬亭 北区曾根崎新地１丁目

クラバック　りゅう 中央区東心斎橋２丁目

Club ACQUA 中央区東心斎橋２丁目

ＣＬＵＢ　（es） 淀川区十三本町２丁目

club EDEN 淀川区西中島３丁目

Club Cavallo 都島区片町２丁目

club go 北区曾根崎新地１丁目

Club　G-TOP 中央区東心斎橋２丁目

Club  Shu-Shu 北区堂山町

Ｃｌｕｂ　ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ 中央区東心斎橋２丁目

club ピアノ　北新地 北区堂島１丁目

ｃｌｕｂ　ピアノ　フォルテ 北区曾根崎新地１丁目

クラブ　ファースト 北区堂島１丁目

club vogue 北区堂山町

クラブ　妖精 中央区東心斎橋２丁目

Ｃｌｕｂ　Ｌｉｌｙ 北区堂山町

CLUB ASK 中央区東心斎橋２丁目

club ANEMONE 北区曾根崎新地１丁目

CLUB ARASHI 中央区東心斎橋２丁目

CLUBARice 北区堂山町

クラブいちりん 北区曾根崎新地１丁目

CLUB EVE MOTION MINAMI 中央区心斎橋筋２丁目

クラブエスポワール 中央区心斎橋筋２丁目

クラブエピック　club epic 中央区宗右衛門町

CLUB　AURA 中央区東心斎橋２丁目



施設名称 所在地

CLUB　ONYX 中央区東心斎橋２丁目

CLUB ORIONE 中央区宗右衛門町

Club ONCE 中央区東心斎橋２丁目

Club かおるん 住之江区東加賀屋４丁目

クラブＣura 北区曾根崎新地１丁目

クラブ工藤 北区曾根崎新地１丁目

クラブ　合林　Prelude 北区堂島１丁目

Club CL 淀川区西中島４丁目

Club Seasons 中央区道修町２丁目

Club GeminiHeart 中央区東心斎橋２丁目

club JeweL 中央区東心斎橋２丁目

Club樹里 北区曾根崎新地１丁目

Ｃｌｕｂ心 北区曾根崎新地１丁目

Ｃｌｕｂ真 北区曾根崎新地１丁目

倶楽部　仟 中央区東心斎橋２丁目

Ｃｌｕｂ　Ｄｅａｒｅｓｔ 都島区片町２丁目

Craft Cafe 今里 東成区大今里１丁目

CRAFT. 西区西本町３丁目

Craft Burger co. 北区堂島２丁目

Craft Burger co. 西区北堀江１丁目

craftbeer&whiskyハッチオ 北区曾根崎新地１丁目

Craft Beer GULP 中央区難波２丁目

Craft Beer Spot Hathor 都島区東野田町５丁目

Craft beerbar Marciero 北区堂山町

CRAFT BEER HOUSE molto!! 北区角田町

ＣＲＡＦＴ　ＢＥＥＲ　ＢＡＳＥ 北区大淀南１丁目

CRAFT BEER BASE BUD 北区梅田１丁目

クラフトビアマーケットホワイティうめだ店 北区小松原町

クラフトビアマーケットルクア大阪店 北区梅田３丁目

クラフトビールタップ　ヨドバシ梅田店 北区大深町

クラフトポテト専門店POTALU 大正区三軒家西１丁目

CRAFTMAN　UMAMI 北区中崎西２丁目

CRAFTROOM 北区梅田１丁目

CLUB TWICE 北区堂山町

クラブ９９ 中央区東心斎橋２丁目

クラブ　なかむら 北区曾根崎新地１丁目

Club77 生野区新今里３丁目

クラブニュータンポポ 生野区新今里３丁目



施設名称 所在地

CLUBニュープリンス 生野区新今里５丁目

クラブニューフレンズ 中央区東心斎橋２丁目

CLUB　Noir 中央区宗右衛門町

clubhouse 中央区内淡路町１丁目

Club Vanilla 東淀川区豊新１丁目

ｃｌｕｂ　ｐｉａｎｏ 中央区宗右衛門町

ＣＬＵＢ　Ｂｅｅ　北店 北区曾根崎新地１丁目

Club BIDAN 北区堂山町

Ｃｕｌｂ卑弥呼 中央区東心斎橋２丁目

CLUBPink 中央区東心斎橋２丁目

CLUB fleur de P3ink 北区曾根崎新地１丁目

CLUB BOSS 淀川区十三本町１丁目

クラブまりあ 北区曾根崎新地１丁目

クラブミーティア 北区曾根崎新地１丁目

ｃｌｕｂ山口 中央区東心斎橋２丁目

ｃｌｕｂ山口ｖｉｐ 中央区東心斎橋２丁目

クラブ山名 北区曾根崎新地１丁目

クラブ梁 生野区新今里３丁目

club yukino 北区曾根崎新地１丁目

club yukino room 北区曾根崎新地１丁目

クラブ洋 北区堂島１丁目

クラブよし田 中央区東心斎橋２丁目

倶楽部ラ・ムー 北区曾根崎新地１丁目

club LION HEART 中央区心斎橋筋２丁目

Club Lilly 東淀川区豊新１丁目

クラブ麟 中央区宗右衛門町

Club regalo 北区曾根崎新地１丁目

くらぶ蓮 北区曾根崎新地１丁目

re・RODiN 北区曾根崎新地１丁目

ClubRomeo&Juliet 北区曾根崎新地１丁目

club WONDER 中央区東心斎橋１丁目

クラベリト 北区神山町

蔵万 中央区大手前１丁目

glamorous 北区曾根崎新地１丁目

グラマラスガーデン 北区堂山町

gram 中央区東心斎橋１丁目

gram大阪城城下町店 中央区大阪城

クラムカフェ 浪速区日本橋４丁目



施設名称 所在地

gram心斎橋本店 中央区心斎橋筋１丁目

くらむぽん　お酒とそのおともだち 福島区鷺洲２丁目

蔵元 豊祝 天王寺店 天王寺区悲田院町

蔵元 豊祝 難波店 中央区難波４丁目

くら羅 旭区中宮４丁目

食欒 中央区東心斎橋１丁目

グランエスポワール 北区曾根崎新地１丁目

グランエフチャイナ 中央区東心斎橋１丁目

グランカフェ 北区梅田２丁目

CRUNK 中央区東心斎橋１丁目

Grand champs 北区堂島１丁目

Grande 北区堂島１丁目

グランデ珈琲 中央区難波千日前

GRAND 中央区東心斎橋２丁目

GRANDCOLORDAYS 東淀川区瑞光２丁目

グランドサウナ心斎橋 中央区西心斎橋２丁目

グランドサロン　十三 淀川区十三本町１丁目

グランドスラム 北区堂山町

グランド白楽天 北区角田町

Grand Master 北区曾根崎新地１丁目

LE GRAND BLEU 港区波除３丁目

グランポレール ワインバー オーサカ　ホワイティうめだ店 北区堂山町

グランマ号 西成区萩之茶屋２丁目

Grand　rocher 中央区伏見町４丁目

Clear 中央区東心斎橋２丁目

Clear 港区磯路１丁目

KURIA 北区曾根崎新地１丁目

Clear 中央区東心斎橋２丁目

Cream Fest 住之江区御崎３丁目

グリーン 生野区生野西２丁目

Green grass 中央区本町１丁目

グリーン倶楽部 城東区中浜３丁目

greenfeel 住吉区長居東４丁目

グリーンポイント 西淀川区姫島１丁目

クリエイティブ・ディッシーズ　タコウ 北区西天満２丁目

Ｃ・Ｒ・Ｉ・Ｓ 都島区東野田町３丁目

Crystal 中央区東心斎橋２丁目

Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｂａｒ 中央区宗右衛門町
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クリスタルＡ 北区曾根崎新地１丁目

クリスティア 中央区東心斎橋２丁目

CRISPY CHICKEN n' TOMATO宗右衛門町店 中央区宗右衛門町

クリスマス 北区曾根崎新地１丁目

ぐりたこ 中央区難波４丁目

クリちゃん 西成区千本南１丁目

グリッター 北区堂島１丁目

CRITTERS BURGER 中央区西心斎橋１丁目

CRITTERS PIZZA 中央区西心斎橋１丁目

clip 中央区宗右衛門町

厨まんげつ 北区国分寺２丁目

厨もり 西成区玉出中２丁目

くりやん 北区神山町

Grun and Blau 北区堂山町

Gluck 北区曾根崎新地１丁目

グリリアート　クオッカ 北区大深町

グリルアイ（グリルＩ） 北区豊崎３丁目

GRILL&BAR SOULWOOD 北区中崎１丁目

グリル欧風軒 北区梅田１丁目

グリル大宮　グランフロント大阪店 北区大深町

グリルキッチンイストワール 生野区中川西１丁目

グリルキャピタル東洋亭 阿倍野区阿倍野筋１丁目

グリルキャピタル東洋亭 北区角田町

グリルキャピタル東洋亭 淀川区西中島５丁目

グリルキャピタル東洋亭 中央区難波５丁目

グリルGate 天王寺区玉造元町

グリル光陽 北区西天満５丁目

グリル仔鹿 住之江区浜口西１丁目

グリル小松屋 中央区平野町４丁目

グリルサシャ 淀川区西中島５丁目

グリル樹 住之江区新北島１丁目

グリル大悟 中央区上汐２丁目

グリル太平 生野区新今里３丁目

グリルタケヤ 福島区福島６丁目

グリル南風 中央区西心斎橋２丁目

グリルバー覇王樹 北区曾根崎新地１丁目

グリル　ばらの木 中央区東心斎橋１丁目

グリル冨二三亭 東住吉区駒川５丁目
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グリルフレンズ 淀川区西三国１丁目

グリルホールROMA-ROMA 此花区島屋６丁目

グリル北斗星 北区梅田１丁目

グリルポッケ 生野区桃谷２丁目

グリル梵 浪速区恵美須東１丁目

グリル梵　堂島店 北区堂島２丁目

グリルマルヨシ 阿倍野区阿倍野筋１丁目

グリルMonster 北区西天満１丁目

グリルヤマサキ 平野区長吉出戸１丁目

グリルらんぷ亭 北区天神橋４丁目

GRILL ROCKY 中央区北浜２丁目

グリルロン 北区芝田１丁目

kuru 東淀川区菅原４丁目

glue 中央区宗右衛門町

ＣＲＥＷｂａｒ 中央区東心斎橋２丁目

CURU2 中央区東心斎橋２丁目

ｋｕｌｋｕｌ 中央区宗右衛門町

GURUGURU 中央区西心斎橋２丁目

ぐるぐるねぎま 福島区福島１丁目

grupetto 都島区中野町５丁目

車屋ジョニー 都島区東野田町４丁目

車家ジョニー福島店 福島区海老江７丁目

くる実 淀川区十三東２丁目

Gourmet Atelier COPAIN 旭区大宮４丁目

グルメ屋台　８８ 浪速区日本橋４丁目

来鈴亭 中央区安堂寺町２丁目

くるる 北区本庄西２丁目

CURURU北新地店 北区曾根崎新地１丁目

CREA 中央区宗右衛門町

クレイジーキム５号店 生野区桃谷３丁目

クレイジュ 中央区宗右衛門町

CrazeK 住之江区西加賀屋４丁目

Grace Kojima 北区曾根崎新地１丁目

クレイン 北区堂島１丁目

grace 平野区流町１丁目

grace 中央区東心斎橋２丁目

GRACE 北区曾根崎新地１丁目

GRACE　GARDEN 北区長柄東２丁目
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GRACE２ 北区長柄東２丁目

GRACE１ 北区長柄東２丁目

クレープ　バオバオ 住吉区我孫子３丁目

クレープ＆カフェバーＮＡＮＡＩＲＯ１階 中央区難波１丁目

クレープリー・スタンド　シャンデレール 北区鶴野町

クレープリー・スタンド・シャンデレール　ハービスプラザ店 北区梅田２丁目

クレープリーアルション 中央区難波１丁目

CREPERIE Le Beurre Noisette 北区大深町

Clair 北区曾根崎新地１丁目

くれおーる道頓堀店 中央区道頓堀１丁目

crescent 北区堂島１丁目

クレッシェンド 平野区長吉出戸４丁目

Crescent 淀川区十三東３丁目

KUREHA 中央区東心斎橋１丁目

くれよん 東成区大今里西３丁目

黒 北区堂山町

CHLO 西区九条１丁目

kuro 東淀川区豊新１丁目

クロイマジョ 西区新町１丁目

ＧＲＯＷ 中央区東心斎橋２丁目

Growthdeux 都島区東野田町３丁目

黒うどん専門店はるはな庵 西区川口３丁目

クローバー 東成区東小橋１丁目

クローバー 北区堂島１丁目

クローバー 西成区太子１丁目

KLOVERの家 阿倍野区天王寺町北２丁目

GLOBALTONKATSUわたなべ 北区曾根崎新地１丁目

Ｃｌｏｂｅ 北区堂島１丁目

globe 北区堂山町

GROW　ヤムヤム食堂 北区天神橋１丁目

黒毛和牛善 中央区道頓堀１丁目

黒毛和牛ダイニング　様 住之江区南港北１丁目

黒毛和牛肉彩　嬉野 北区兎我野町

黒毛和牛肉匠　別邸 北区曾根崎新地１丁目

黒毛和牛肉匠　本邸 北区曾根崎新地１丁目

黒毛和牛焼肉一　市岡店 港区磯路３丁目

黒毛和牛焼肉一　九条店 西区九条１丁目

黒毛和牛焼肉一　心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目
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黒毛和牛焼肉一　野田阪神店 福島区吉野１丁目

黒毛和牛　焼肉一　東心斎橋店 中央区東心斎橋２丁目

クロゲワギュウヤキニクイチホリエテン７ 西区北堀江１丁目

黒毛和牛焼肉と韓国料理　ハヌル 住吉区苅田７丁目

黒毛和牛焼肉処一（いち） 中央区本町４丁目

黒毛和牛焼肉　肉處　きっしゃん　阿倍野店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

黒毛和牛焼肉みかく屋 北区浪花町

黒毛和牛焼肉龍 東淀川区東淡路４丁目

黒毛和牛焼肉　肉處　きっしゃん　難波店 中央区難波５丁目

くろこ家 北区曾根崎新地１丁目

clochette.83 北区浪花町

くろしを 大正区三軒家西１丁目

くろしを 西淀川区姫里２丁目

CROSS 中央区南船場２丁目

cafe&bar CROSSOVER 中央区西心斎橋２丁目

くろすけ 西成区天下茶屋３丁目

久呂寿し 阿倍野区松崎町２丁目

CROSS BEAT Hommach 中央区南本町２丁目

クロスワイクラブ 北区曾根崎新地１丁目

くろだ 西淀川区姫里２丁目

グロッシー 都島区都島本通３丁目

グロッタ　デッラモーレ 中央区西心斎橋１丁目

クロネコ食堂１ 中央区内本町２丁目

黒猫メイド魔法カフェ大阪本店パート1 中央区宗右衛門町

クロノス 北区堂島２丁目

くろぶた 中央区東心斎橋２丁目

黒豚へぎそば　大阪　然 中央区谷町３丁目

黒船屋 住吉区苅田５丁目

九郎兵衛 中央区北浜３丁目

黒兵衛 西区南堀江４丁目

黒門　三よ志 中央区日本橋１丁目

黒門さかえ 北区堂島１丁目

黒門さかえすし 中央区日本橋１丁目

黒門酒場 中央区北浜２丁目

黒門浜藤 中央区日本橋１丁目

黒門屋らーめん 中央区日本橋１丁目

黒門　ー轍ー 中央区日本橋１丁目

ＧＬＯＲＩＡ（Gondo La Bar） 北区長柄東１丁目



施設名称 所在地

グロリエット 北区堂島１丁目

Ｃｏｌｏｒｅｒ　クロレ 淀川区十三本町２丁目

croix 東淀川区豊新４丁目

Quiet Storm Cafe 北区曾根崎新地２丁目

鍬とろ 福島区福島７丁目

桑の実 中央区東心斎橋２丁目

鍬焼き　茶太郎 西区北堀江１丁目

くわ焼・鉄板料理　居酒屋よって２ 西成区鶴見橋３丁目

クワンチャイ　梅田店 北区梅田２丁目

クワンチャイ　淀屋橋店 中央区高麗橋２丁目

群醸日和 北区天神橋６丁目

燻製＆旨いもん　とっさん 中央区淡路町３丁目

燻製　Ｓｗｉｔｃｈ 北区茶屋町

燻製イナダ商店 福島区福島３丁目

燻製きよきよ 中央区鎗屋町２丁目

燻製工房　jammy 中央区難波千日前

燻製と焼き鳥　心 北区堂山町

琨泰大酒店 中央区宗右衛門町

燻バールでく 淀川区西中島３丁目

Cumparsita 北区西天満２丁目

Ｋ・Ｒose 中央区心斎橋筋２丁目

CAREFREE BAR Sao 阿倍野区昭和町１丁目

KEI 都島区東野田町５丁目

慧 中央区東心斎橋２丁目

K-story 中央区難波１丁目

K.S 中央区心斎橋筋２丁目

桂花 北区松ヶ枝町

桂山 中央区東心斎橋１丁目

慶州 天王寺区舟橋町

恵酒真楽　やまなか 北区天神橋５丁目

慶尚苑 東淀川区大桐５丁目

軽食　喫茶　レストラン　ベル 北区国分寺１丁目

K's 倶楽部 北区曾根崎新地１丁目

k's club 都島区東野田町３丁目

K's bar 北区曾根崎新地１丁目

Kate Bar 天王寺区玉造元町

競馬Barそのままっ！！ 北区曾根崎２丁目

けい馬 中央区南本町１丁目



施設名称 所在地

kei-ya 北区紅梅町

契約農場直送たんぽぽ　本町店 中央区安土町３丁目

KYKかつ＆カリー店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

K 旭区千林２丁目

ケーキとイタリア料理ミーオ 福島区鷺洲２丁目

K-club 中央区宗右衛門町

K.C 中央区東心斎橋２丁目

K's 北区堂島１丁目

Ｋ'ｓ(ケーズ) 平野区加美東５丁目

Ks salon 中央区東心斎橋２丁目

K'sBAR 平野区瓜破１丁目

K's HILLS 北区堂山町

ｋ２． 北区堂島１丁目

K2snow 住吉区苅田９丁目

#ゲームバーCUBE 中央区西心斎橋２丁目

ゲームバー236 北区曾根崎２丁目

GAMEBAR LOTUS 中央区道頓堀２丁目

ゲコ亭　大丸心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

ケセラ・セラー 生野区新今里３丁目

ケセランパサラン南堀江店 西区南堀江２丁目

げそ 淀川区西中島５丁目

下駄屋 鶴見区放出東２丁目

月香 北区堂島１丁目

ゲッカ 西区九条１丁目

月額BAR 中央区宗右衛門町

月虹 中央区東心斎橋２丁目

月光仮面 中央区難波千日前

月光香麺／にく月 中央区平野町２丁目

gep 中央区心斎橋筋２丁目

けとばし屋チャンピオン我孫子店 住吉区苅田５丁目

けとばし屋チャンピオン東三国店 淀川区東三国４丁目

ケニアの王様 中央区難波３丁目

KENNYasia 中央区千日前１丁目

KEVIN'S BAR 中央区東心斎橋２丁目

下品なぐらいダシのうまいラーメン屋　都島店 都島区都島本通２丁目

ケプリ大阪 阿倍野区王子町３丁目

けむたい家 阿倍野区昭和町２丁目

けむパー 北区天神橋３丁目



施設名称 所在地

煙燻製バルトリベーネ 中央区難波１丁目

煙　燻製バルトリベーネ 中央区日本橋２丁目

煙燻製バルトリベーネ 中央区難波千日前

煙　燻製バル　トリベーネ　阿倍野店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

Kemuri The Factory 北区天神橋３丁目

けむりば 淀川区東三国５丁目

けむり屋　お初天神店 北区曾根崎２丁目

けむり屋難波店 中央区難波千日前

けむり屋　本店 中央区難波千日前

ケラケラヴィータ 北区茶屋町

ケラケラクランツ 北区小松原町

ケラケラケイヴ 淀川区西中島５丁目

ケリー 中央区宗右衛門町

GEN 西成区梅南１丁目

元 旭区今市２丁目

弦 北区梅田３丁目

弦 淀川区西中島５丁目

弦 北区小松原町

源 中央区瓦屋町２丁目

Ken-do 東成区東小橋３丁目

玄いし橋 中央区北浜３丁目

元かつ 浪速区難波中３丁目

げんき 港区波除３丁目

元気炉端十勇士 住吉区南住吉４丁目

源吾 北区菅栄町

健康豚焼肉　豚元 東淀川区東淡路４丁目

健康和食あらき 西淀川区柏里２丁目

げんこつ 東成区深江南３丁目

乾坤一擲 北区曾根崎新地２丁目

健菜天　佳川 中央区船場中央４丁目

源sun 城東区蒲生４丁目

乾山　大阪北新地店 北区曾根崎新地１丁目

源氏蕎麦 中央区難波４丁目

KENJI.cow 生野区新今里４丁目

源氏の夢 北区堂島１丁目

賢心 中央区谷町１丁目

けんしん亭　新福島 福島区福島４丁目

KEN'S BAR 平野区平野本町１丁目



施設名称 所在地

厳選鴨料理と生パスタのお店なに屋 北区天神橋３丁目

けん蔵 住之江区中加賀屋２丁目

幻想 中央区東心斎橋２丁目

幻想の国のアリス 北区芝田１丁目

ケンゾーエステイトワイナリー大阪店 北区梅田２丁目

ケンタッキー・フライド・チキン京橋店 都島区東野田町２丁目

けんぢ 中央区上本町西５丁目

けんちゃん 中央区千日前１丁目

ケンちゃん食堂 西区立売堀４丁目

堅"ちゃん家 大正区三軒家東１丁目

げんてん 生野区巽東１丁目

げんてん 西区土佐堀１丁目

ケント 中央区島之内１丁目

KENT 中央区道頓堀２丁目

げんばぁ 中央区東心斎橋２丁目

源八 城東区関目５丁目

健美宴 中央区淡路町３丁目

健美亭　本店 生野区桃谷５丁目

玄品　新大阪 淀川区宮原５丁目

玄品　心斎橋 中央区東心斎橋１丁目

玄品　道頓堀　難波別館 中央区宗右衛門町

玄品　難波 中央区宗右衛門町

玄品　本町 中央区南本町３丁目

玄品　北梅田 北区豊崎１丁目

玄品　天満 北区池田町

玄武 北区角田町

玄風館 北区堂山町

玄風館桜 都島区中野町５丁目

源兵衛天王寺あべの店 阿倍野区阿倍野筋２丁目

源兵衛天満本店 北区同心２丁目

源兵衛なんば店 中央区難波千日前

玄三庵　天王寺ミオプラザ館店 天王寺区悲田院町

玄三庵　淀屋橋odona店 中央区今橋４丁目

玄三庵　梅田エスト店 北区角田町

玄三庵　西梅田店 北区梅田１丁目

げん家 福島区福島７丁目

げん家 淀川区十三本町１丁目

元家 平野区加美北３丁目



施設名称 所在地

彦家 浪速区幸町３丁目

源家 住吉区苅田７丁目

蜆楽紅鯨 北区曾根崎新地１丁目

蜆楽檸檬 北区曾根崎新地１丁目

元禄寿司梅田店 北区堂山町

元禄寿司千日前店 中央区千日前２丁目

元禄寿司天六店 北区天神橋６丁目

元禄寿司道頓堀店 中央区道頓堀１丁目

元禄寿司野田店 福島区吉野２丁目

小味 浪速区元町２丁目

小味処　石ばし 平野区背戸口４丁目

小味処吉野 東淀川区豊里２丁目

コアラ食堂 北区浮田１丁目

恋 生野区桃谷４丁目

Cohiba 中央区心斎橋筋２丁目

こい希 平野区加美鞍作２丁目

小粋家庭料理きくの 北区天神橋４丁目

恋瀬 中央区宗右衛門町

小磯 住吉区我孫子東２丁目

小田舎料理店 平野区瓜破２丁目

仔犬 港区三先２丁目

恋人 都島区東野田町３丁目

硬貨酒Barぷ～2 中央区千日前１丁目

コインズアウル 北区池田町

KOH 北区曾根崎新地１丁目

コウ 北区堂島１丁目

康こう 北区曾根崎新地１丁目

幸園 大正区泉尾１丁目

合格や 中央区道頓堀１丁目

こうき屋 西成区岸里２丁目

こうき屋 住之江区南港北２丁目

高級生クリームＡｎｎｉｎ 中央区道頓堀１丁目

光月 中央区東心斎橋２丁目

恒源小吃 中央区道頓堀１丁目

高校野球Bar 高三の夏 北区曾根崎新地１丁目

巷子里小酒館 中央区島之内２丁目

幸菜福耳 北区曾根崎新地１丁目

弘作一 中央区西心斎橋１丁目



施設名称 所在地

交差点 西成区山王２丁目

糀とわたしまる 旭区千林２丁目

香寿庵 住之江区西住之江２丁目

光州 北区天神橋４丁目

光州園 西成区鶴見橋２丁目

スナック　光城 中央区宗右衛門町

香辛薬麺 福島区福島５丁目

木渦 中央区心斎橋筋２丁目

幸酔 中央区上汐２丁目

幸すし 西成区橘２丁目

孝鮨 北区曾根崎新地１丁目

こう鮨 東淀川区豊新３丁目

鴻盛園 中央区伏見町４丁目

広盛園 平野区瓜破２丁目

couzen 北区天神橋２丁目

甲田寿し 鶴見区横堤１丁目

幸太楼 北区本庄東２丁目

こうちゃん 生野区勝山北１丁目

こうちゃん　らーめん 西区境川１丁目

こうちゃんらー麺 港区三先１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

鴻図　四川料理 東成区深江北１丁目

江南一品 浪速区難波中３丁目

河野 北区太融寺町

幸乃 東淀川区瑞光１丁目

幸の鳥 住之江区新北島３丁目

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

こうふく 福島区吉野２丁目

康福 西区九条南２丁目



施設名称 所在地

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 浪速区幸町３丁目

口福家HANARE 中央区宗右衛門町

神戸あぶり牧場　北梅田店 北区豊崎２丁目

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大阪南店 中央区東心斎橋２丁目

神戸Ａ－１北新地店 北区曾根崎新地１丁目

こうべがんちゃんぎょうざ 生野区勝山北４丁目

KOBEキッチンMUGUNI 中央区西心斎橋２丁目

 神戸牛すてーき Ishida. LINKS UMEDA店 北区大深町

神戸牛すてーき健 中央区心斎橋筋２丁目

神戸牛焼肉　大長今　東心斎橋店 中央区東心斎橋１丁目

神戸牛拉麺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 なんば御堂筋店 中央区難波１丁目

神戸餃子オレギョ　裏天王寺店 天王寺区悲田院町

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

神戸餃子オレギョ　福島店 福島区福島２丁目

神戸つくねや谷町7丁目劇場 中央区谷町７丁目

神戸南京町皇蘭アルデ新大阪店 淀川区西中島５丁目

神戸マッスルホルモン 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 旭区赤川１丁目

koumi kitchen 住吉区苅田３丁目

小梅 生野区鶴橋２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

幸や 阿倍野区阪南町５丁目

弘屋 北区堂島１丁目

香葉 北区中津１丁目

紅葉亭 住之江区緑木２丁目

高良 北区曾根崎２丁目

高麗ガーデン南堀江店 西区南堀江４丁目

高麗橋桜花 中央区高麗橋４丁目

高麗橋吉兆　なんば店 中央区難波５丁目



施設名称 所在地

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

高麗屋 阿倍野区阪南町２丁目

こうらく 淀川区十三本町２丁目

幸楽 北区中崎１丁目

幸楽食堂 西成区天下茶屋３丁目

紅蘭 城東区鴫野西５丁目

中国料理　興隆園 中央区谷町６丁目

香琳園 旭区千林２丁目

紅炉庵 浪速区難波中１丁目

KOEDA 阿倍野区長池町

ごえ門 中央区久太郎町１丁目

GOEN 中央区南船場４丁目

五えんや 浪速区恵美須東２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

牛王　杭全店　　 東住吉区杭全６丁目

553 浪速区日本橋４丁目

ゴーゴーバーフジタ 西区阿波座１丁目

Cosa Mangiare 東住吉区田辺６丁目

COZY 阿倍野区阪南町１丁目

珈酒処　あるらーじ 北区天神橋５丁目

GO stop 中央区東心斎橋２丁目

GO-SPOT 北区曾根崎新地１丁目

CODE 北区曾根崎新地１丁目

GOURD 都島区片町２丁目

コートダジュール 大正区泉尾３丁目

Corner Shop 中央区高津３丁目

Cornell 中央区徳井町２丁目

珈琲＆麦酒　佛蘭弗 中央区本町３丁目

珈琲館香豆 中央区東心斎橋２丁目

珈琲工房ミルズカフェ 住吉区長居東３丁目

kobeステーキハウス 住吉区長居東３丁目

珈琲専門店　マック 北区西天満４丁目

珈琲亭馬酔木 中央区谷町３丁目

珈琲とJiro 福島区鷺洲２丁目

coffee bar チューリップ 中央区東心斎橋２丁目



施設名称 所在地

コーヒーハウスケニア 中央区道頓堀２丁目

コーヒーハウスマリーン 淀川区東三国２丁目

珈琲屋いまがわ 東淀川区菅原２丁目

coffee YAMAGUCHI music pub 生野区田島２丁目

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

ゴールデン玉川 福島区玉川４丁目

ゴールデン　ニャンバー 中央区宗右衛門町

ゴールデン・ボール 中央区西心斎橋２丁目

GOLD 中央区千日前１丁目

ＧＯＬＤ 中央区東心斎橋２丁目

GOLD 北区曾根崎新地１丁目

ゴールド 住之江区粉浜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

Gold21 福島区吉野２丁目

GOLD BAR 中央区宗右衛門町

GOLDBAR-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

go-on ごおん 天王寺区大道４丁目

木香 北区堂島１丁目

小嘉津 北区曾根崎１丁目

古賀の○ 東成区深江南２丁目

小雀弥　中津 北区中津１丁目

こがんこあべちか店 天王寺区堀越町

こがんこ京橋店 都島区東野田町２丁目

ごきげんさん 旭区清水１丁目

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

極味 淀川区塚本２丁目

59 KO-KUH 都島区片町１丁目

悟空 平野区加美南５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

黒糖チャーシュー肉魂 東成区深江北２丁目

ＫＯＫＵＭＥＩ 都島区東野田町１丁目

伍久楽 西区九条１丁目



施設名称 所在地

極楽うどんAh-麵 生野区生野西２丁目

極楽うどんTKU 北区梅田３丁目

極楽うどんTKU 東成区東小橋１丁目

極楽たこ望 北区大淀中１丁目

Goku楽鳥 阿倍野区昭和町１丁目

極楽辣膳 中央区内本町１丁目

GOGURIS 淀川区西中島４丁目

黒龍天神樓 北区天神橋４丁目

木暮 北区堂山町

古径　あべのハルカス近鉄店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

こけし 東住吉区駒川３丁目

湖月 淀川区東三国１丁目

こ玄 中央区東心斎橋１丁目

五源大喜 阿倍野区昭和町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

ここ　by　ミカド 北区曾根崎新地１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

ここあみや 西淀川区野里１丁目

五合庵 東住吉区駒川５丁目

cocor 住吉区苅田３丁目

ココカラ 中央区南船場１丁目

Cocoキッチン 都島区内代町２丁目

ここチキン 北区堂山町

COCO CHIMAC 浪速区敷津西２丁目

心ちや 中央区南船場３丁目

cocotte 北区本庄西２丁目

Cocode 福島区福島７丁目

cocona 北区天神橋７丁目

COCONO 西区九条１丁目

COCO　BAR 中央区心斎橋筋２丁目

COCOBANANA 西区江戸堀２丁目

kokoFLAT cafe 本町 西区阿波座１丁目

ココペリ 中央区難波１丁目

ココメロ 平野区瓜破西１丁目

Kokomo 中央区宗右衛門町



施設名称 所在地

ここ屋 西成区花園北２丁目

米米屋 淀川区西中島３丁目

ここ家 住之江区北加賀屋１丁目

心屋 北区堂島１丁目

ここゆまぐらんぱ　（ぐらんぱ） 北区豊崎４丁目

こころ 福島区海老江５丁目

心　cocoro 北区堂島１丁目

cocoro 心 都島区都島本通２丁目

こころ 住之江区粉浜２丁目

KOKORO 北区天満４丁目

こころ 中央区島之内２丁目

こころ 中央区谷町３丁目

心粋 阿倍野区阿倍野筋１丁目

心粋～cocoroiki～ 北区芝田１丁目

心粋うどんいろは　OAP店 北区天満橋１丁目

志-こころ-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　阿波座店 西区江之子島１丁目

心八剣伝JR桃谷駅前店 天王寺区烏ケ辻１丁目

心八剣伝　昭和町店 阿倍野区昭和町２丁目

心八剣伝中津店 北区中津１丁目

心間 西区北堀江１丁目

cocoron 中央区千日前１丁目

ごこん 北区池田町

吾作亭　アベノ店 阿倍野区阿倍野筋２丁目

吾作どん　アポロ店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

吾作どん　天王寺公園前店 天王寺区堀越町

吾作どん　天王寺店 天王寺区堀越町

吾作どん　長居店 住吉区長居東４丁目

吾作どん　西田辺店 阿倍野区西田辺町１丁目

吾作どん　ルシアス店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

吾作どん　キューズ北店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

小桜 淀川区十三本町１丁目

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



施設名称 所在地

小皿鉄板酒場　グリル千本 中央区難波４丁目

小皿バルなそーね 住吉区万代東４丁目

コジーナ邸 西区阿波座１丁目

こし川 淀川区塚本２丁目

己知色 北区堂島１丁目

甑 中央区南船場２丁目

越路 都島区東野田町３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

個室もつ鍋屋ぎんなべ 中央区難波千日前

五條家 中央区内平野町２丁目

小城里 平野区加美南５丁目

CochonRose 中央区谷町３丁目

こじろう(膾炙こじろう) 住之江区新北島１丁目

小次郎 住之江区南港中２丁目

壺心 中央区千日前２丁目

KOZMIC 長屋バー 福島区福島５丁目

こすもす 中央区玉造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

秋櫻 福島区吉野２丁目

秋桜 西成区山王２丁目

THE COSMOPOLITAN GRILL BAR TERRACE 北区大深町

五誓・極 東淀川区豊里７丁目

5001年 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

KOZOU＋ 福島区福島１丁目

小僧またおまえか。 北区天神橋１丁目

五臓六腑 鶴見区横堤３丁目

COZO 北区曾根崎新地１丁目

KOZONO FRENCH STAND 北区天神橋３丁目

godaille(ゴダーユ) 西区江戸堀１丁目

小鯛雀鮨鮨萬 北区中之島５丁目

虎龍　浪漫亭 北区堂島１丁目

小谷姐姐マーラータ 中央区宗右衛門町

こだるま 阿倍野区阪南町１丁目



施設名称 所在地

小だるま　十三東口駅前店 淀川区十三東２丁目

小だるま十三酒場 淀川区十三本町１丁目

小だるま十三西口店 淀川区十三本町１丁目

小だるま屋　新大阪宮原店 淀川区宮原４丁目

こだわり炭火焼鳥　ふらふら 淀川区西中島４丁目

こだわり野菜&創作和ダイニング和み 北区曾根崎１丁目

こだわりらーめんカフェ壺水天 西区南堀江１丁目

古潭 北区小松原町

古潭 中央区難波５丁目

古潭 阿倍野区阿倍野筋１丁目

古潭 中央区難波１丁目

古潭 中央区千日前１丁目

古潭 天王寺区堀越町

こだん天満橋 中央区石町２丁目

古潭老麺 北区芝田１丁目

古潭らーめん 中央区城見２丁目

ご馳走じきはら 淀川区塚本２丁目

ご馳走そば　そら　グランフロント大阪店 北区大深町

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

御馳走よし春 都島区東野田町４丁目

こちゆ 淀川区木川西２丁目

胡蝶蘭 淀川区十三本町１丁目

此方ノ角ニモ泡喰ライ 北区堂山町

コックピット 北区曾根崎２丁目

Cocco del Ucina 平野区長吉長原西２丁目

Coccorana 福島区福島１丁目

GOTHAM 中央区東心斎橋２丁目

ゴッズ 中央区東心斎橋２丁目

ゴッチーズビーフ　USC店 此花区島屋６丁目

Gottie's BEEF　淀屋橋　odona 中央区北浜４丁目

ごっつ庵 福島区海老江１丁目

コッテジ心斎橋 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



施設名称 所在地

GOTTO酒場備後町店 中央区備後町４丁目

COTTON　CLUB 淀川区十三本町１丁目

COTTON HOUSE 淀川区西中島３丁目

こつぶ 西区九条１丁目

こつぶ 東成区大今里南６丁目

コッポレッタ 北区豊崎３丁目

虎徹 中央区千日前２丁目

KOTeTSU華 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

こてぶき 住吉区長居東４丁目

壺天 平野区背戸口５丁目

壺天 北区大淀南２丁目

壷天 北区天神橋５丁目

KOTEN PAN 旭区大宮１丁目

琴 中央区宗右衛門町

琴　koto 北区曾根崎新地１丁目

ことう 中央区東心斎橋１丁目

510うどん 北区黒崎町

小都路 中央区心斎橋筋２丁目

ことじろう 住之江区粉浜１丁目

琴音 淀川区西中島３丁目

ことねコーヒー 浪速区日本橋４丁目

ことひめ 住之江区東加賀屋１丁目

ことぶき 西成区萩之茶屋２丁目

ことぶきホルモン店 北区天神橋４丁目

琴美 北区堂島１丁目

こと美 北区曾根崎新地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

コナえもん 東淀川区東淡路４丁目

粉右衛門 西区南堀江４丁目

湖中 北区大淀中１丁目

こなつ 福島区福島２丁目

粉処　十八 平野区長吉長原１丁目

こなな　エキマルシェ大阪 北区梅田３丁目

こなな 阪急三番街店 北区芝田１丁目



施設名称 所在地

こなな なんばパークス店 浪速区難波中２丁目

小鍋キッチン 阿倍野区長池町

小鍋や 拓 淀川区塚本１丁目

粉味屋 中央区南船場１丁目

コナモンキッチンHANAYOSHI 淀川区西宮原３丁目

こなもんキッチンBonchi 住吉区遠里小野１丁目

こなもん天国 中央区道頓堀１丁目

粉もんバル　てんぐや 西成区鶴見橋１丁目

こなもん屋 大阪天満宮店 北区天神橋２丁目

粉もん屋とん平　梅田東店 北区堂山町

粉もん屋八　森小路店 旭区新森２丁目

粉もん屋八西九条店 此花区西九条３丁目

こな家 港区波除３丁目

こなれ　梅田店 北区角田町

Coniglio 生野区巽東２丁目

小西 北区堂島１丁目

CONNECT 中央区伏見町２丁目

CONNECT 北区堂山町

此花肉焼屋 此花区梅香３丁目

KONOMI 中央区南船場２丁目

木の実 北区池田町

このみ 北区曾根崎新地１丁目

このみ亭 平野区平野西４丁目

木乃実本店（三百円このみ） 都島区東野田町３丁目

好麺たまらん 大正区三軒家西１丁目

このや 西区九条１丁目

琥珀中華料理 中央区南久宝寺町３丁目

KOBAKO 中央区千日前２丁目

kobakobar 天王寺区大道４丁目

こはち 大正区泉尾２丁目

 コバチ咖喱 北区豊崎１丁目

小鉢酒場たんと 中央区千日前２丁目

こばやし 阿倍野区阪南町１丁目

こばやJR難波店 浪速区稲荷１丁目

小林商店直売所 此花区春日出北２丁目

こはる 中央区千日前１丁目

コバルト 淀川区十三本町１丁目

虎ばん 浪速区難波中２丁目



施設名称 所在地

GOHAN 北区堂山町

五番館 淀川区十三本町１丁目

五番館 北区曾根崎新地１丁目

こばんざめ 港区築港３丁目

ごはん亭 淀川区西中島３丁目

ごはん処源平桃 福島区福島５丁目

ごはん処司 北区芝田１丁目

ごはん屋石田 西区新町１丁目

ごはん屋いろどり 住吉区杉本２丁目

ごはん屋さん祥 西成区天神ノ森１丁目

ごはんや長助 中央区南久宝寺町２丁目

ごはんやまるさわ 港区磯路１丁目

こひろ 北区西天満４丁目

COB coffee + BAR 城東区中央３丁目

5FUN 北区大淀中１丁目

こふく 阿倍野区松崎町２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

御坊庵 住吉区苅田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

駒川ホルモン 東住吉区針中野１丁目

駒川ホルモンあべの店 阿倍野区松崎町３丁目

小牧家 鶴見区放出東３丁目

駒吉-komakichi 浪速区敷津西２丁目

こま源　天王寺店 天王寺区堀越町

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

小松家 住吉区苅田７丁目

小径 北区本庄東１丁目



施設名称 所在地

小路 淀川区西三国２丁目

こみち 北区梅田３丁目

こみなみ家 中央区東心斎橋１丁目

五味箱 淀川区西中島４丁目

五味八珍　長居店 住吉区長居東３丁目

C O M M U N I C AT I O N  R O C K  C I T Y 北区曾根崎新地１丁目

コミュニティ・スポット諏訪新地 城東区諏訪２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

komugi 西区南堀江４丁目

小麦生まれ、麺育ち。 北区南森町２丁目

小麦と生きる道 中央区南船場２丁目

小麦LAND 淀川区宮原３丁目

米粉お好み焼き志やり 福島区福島３丁目

米と葡萄 北区黒崎町

※710 西区靱本町１丁目

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

米Lab 百福 天王寺区石ケ辻町

ごめんねラッパ屋 淀川区東三国２丁目

KOMO 北区曾根崎新地１丁目

Ｃｏｍｏｄｏ 淀川区西中島４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

木森食堂 淀川区東三国６丁目

小柳 中央区東心斎橋１丁目

koyuki 北区曾根崎新地１丁目

こゆき 大正区平尾５丁目

541+ 西区新町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

COYOTE 淀川区十三本町１丁目

小よし 都島区東野田町３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

コリアンキッチン　シジャン 天王寺区悲田院町

Korean Kitchen うり食堂 中央区南船場２丁目

コリアンキッチンかっ喜 平野区加美北６丁目



施設名称 所在地

コリアンダイニング　李朝園　京橋店 都島区東野田町１丁目

コリアンダイニング　李朝園　十三店 淀川区十三本町１丁目

コリアンダイニング　李朝園　鶴橋店 生野区鶴橋２丁目

コリアンダイニング　李朝園　福島店 福島区福島５丁目

コリアンダイニング李朝園 生野区巽中３丁目

コリアンダイニング李朝園　上本町店 天王寺区上本町６丁目

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

KoreanBar なむる 中央区東心斎橋２丁目

コリアンバル　マンチャン 淀川区東三国４丁目

ゴリゴリミートルーム 北区万歳町

小料理一心 鶴見区今津南１丁目

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 三拍子 港区港晴２丁目

小料理つかさ 西区新町２丁目

小料理つくし 生野区新今里３丁目

小料理　天秤棒 中央区千日前１丁目

小料理ともか 中央区難波１丁目

小料理なぎさ 淀川区東三国１丁目

小料理Barあまの 北区曾根崎新地１丁目

小料理BAR気まぐれ直三 港区波除３丁目

小料理BAR 雪月花 中央区日本橋１丁目

小料理まっちゃん 都島区東野田町３丁目

小料理まにまに 東成区玉津２丁目

小料理屋かざはな 西成区山王３丁目

小料理屋　田津 淀川区十三本町２丁目

小料理よねむら 北区曾根崎２丁目

小料理わが家 東淀川区豊里７丁目

Ｃｏｌ 北区曾根崎新地１丁目

GORKA NOODLE NEO 城東区鴫野西５丁目

ゴルカバザール（GORKHA BAZAR） 中央区高津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

GOLF LINE 中央区島之内２丁目

コレクション 港区波除３丁目

ゴレン者 西区立売堀５丁目



施設名称 所在地

coro 中央区日本橋２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

小六 住吉区南住吉４丁目

ごろく 福島区吉野３丁目

ころころ 西区九条１丁目

ころころ 都島区東野田町３丁目

ころころ亭 平野区喜連西４丁目

ころころ亭桃梦 西区立売堀１丁目

colony（コロニー） 中央区東心斎橋２丁目

colonie 北区堂山町

ＣＯＬＯＮＹ　ｂｙ　ＥＱＩ 中央区西心斎橋２丁目

五郎八 淀川区新高６丁目

ごろはち 生野区新今里３丁目

Columbia8上本町店　 天王寺区東高津町

コロンボ 北区梅田１丁目

co.ワイン 中央区南本町１丁目

Convivialite(コンヴィヴィアリテ） 西区新町１丁目

こんかなISLAND 港区波除３丁目

こんかなFamily 港区波除３丁目

堃記 浪速区日本橋東１丁目

御座gonza 都島区東野田町５丁目

今昔亭 西成区玉出中１丁目

コンセントカフェ 中央区久太郎町４丁目

ゴン太 港区波除３丁目

艮太郎 北区天神橋６丁目

権太呂すし 北区天神橋６丁目

権太呂すし十三本町店 淀川区十三本町１丁目

sala bar conti 中央区東心斎橋２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

コントデュヴァン 福島区福島３丁目

Comptoir15 西区新町１丁目

今日亭安永 北区中崎西４丁目

コンヌンタッカンマリ 生野区中川西２丁目



施設名称 所在地

権之介　梅田 北区芝田１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

ごんべえ 淀川区塚本２丁目

ごんべえ 大正区泉尾４丁目

鯤ラーメン 東成区東中本３丁目

THE　Atout　　Atout　北新地 北区曾根崎新地１丁目

THE OLDEST1 西成区花園南２丁目

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 TAVERN 西区江戸堀１丁目

THE PIE SHOP 中央区西心斎橋１丁目

THE BANZAI 北区天神橋４丁目

THE　PLATINUM 北区梅田３丁目

THE　LAID-BACK 生野区生野西４丁目

レストラン　ＴＨＥ　ＲＯＳＹ 阿倍野区昭和町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

ザ・沖縄 大正区三軒家東１丁目

THE・COURT 中央区伏見町３丁目

THE・ZOO 福島区吉野２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

ザ・バー 北区梅田２丁目

ザ・ハース 中央区難波千日前

THE　HIGHLANDS 北区中津１丁目

The brick 中央区西心斎橋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　MANASLU 淀川区西宮原１丁目

ザ・メロディ(The MELODY) 中央区東心斎橋１丁目

ザ・めんそーれPART2 住吉区長居４丁目

ザ・ロック食堂 阿倍野区松崎町４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

13Diner 城東区蒲生４丁目

THIRD STONE 北区堂山町



施設名称 所在地

THIRD STONE 福島店 福島区福島８丁目

THIRD PLACE 中央区今橋２丁目

Ｓｕｒｆ　Ａｃｅ 中央区西心斎橋２丁目

SURFSIDE KITCHEN 阿倍野区阿倍野筋１丁目

サーモンバル　サリーレ 中央区東心斎橋１丁目

salmonbal PARTIA 福島区福島８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

サーレアンドペペ 福島区福島６丁目

サーレペペドゥエ 北区梅田２丁目

最 中央区難波千日前

地酒　最　SAI　座裏店（なんば4丁目店） 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

採園 東成区東小橋３丁目

彩苑 福島区福島８丁目

Zion 浪速区元町３丁目

菜香 天王寺区上本町６丁目

彩花 阿倍野区阪南町５丁目

再会　スナック 平野区平野東１丁目

再会 旭区千林２丁目

妻家房 北区角田町

斎木 東淀川区豊新５丁目

彩希 中央区東心斎橋２丁目

彩月 中央区心斎橋筋２丁目

西光園かんてき 生野区巽東２丁目

最高ピーポーOSAKA 西区南堀江３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

彩さい 中央区東心斎橋１丁目

彩菜 平野区背戸口４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

菜酒muchaムチャ 此花区梅香３丁目
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最上無二 西区京町堀１丁目

彩食韓味　李園 生野区鶴橋１丁目

彩食絢味　花谷山中 北区黒崎町

菜食酒房はぐみ 福島区吉野２丁目

彩食料理　遊膳 東淀川区豊新４丁目

サイゼリヤ　大阪南港ATC店 住之江区南港北２丁目

サイゼリヤ　マグスミノエテン 住之江区泉１丁目

サイゼリヤあびこ駅前店 住吉区苅田７丁目

サイゼリヤあべのキューズタウン店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

サイゼリヤ　阿倍野橋店 阿倍野区松崎町２丁目

サイゼリヤイオンタウン平野店 平野区平野北１丁目

サイゼリヤ上本町店 天王寺区上本町６丁目

サイゼリヤ梅田OSホテル 北区曾根崎２丁目

サイゼリヤオアシス玉川駅前店 福島区玉川４丁目

サイゼリヤ大阪駅前第3ビル 北区梅田１丁目

サイゼリヤ大阪ガーデンシティ店 北区梅田３丁目

サイゼリヤ大阪日本橋駅前 中央区日本橋１丁目

サイゼリヤ大阪樋之口店 北区樋之口町

サイゼリヤ蒲生四丁目 城東区中央１丁目

サイゼリヤ北心斎橋 中央区南船場３丁目

サイゼリヤ北巽店 生野区巽北３丁目

サイゼリヤ京橋コムズガーデン 都島区東野田町２丁目

サイゼリヤ堺筋浪速警察署前 浪速区恵美須西１丁目

サイゼリヤ堺筋本町 中央区南本町２丁目

サイゼリヤ新大阪駅西宮原店 淀川区西宮原２丁目

サイゼリヤ心斎橋GATE店 中央区心斎橋筋２丁目

サイゼリヤ千日前アムザ店 中央区千日前２丁目

サイゼリヤ鶴見花博通り店 鶴見区浜４丁目

サイゼリヤ天神橋筋六丁目 北区天神橋６丁目

サイゼリヤ天王寺駅北口店 天王寺区南河堀町

サイゼリヤ　長原インター店 平野区長吉長原東３丁目

サイゼリヤなんばOCAT店 浪速区湊町１丁目

サイゼリヤ阪急上新庄駅前店 東淀川区瑞光１丁目

サイゼリヤBIGSTEP店 中央区西心斎橋１丁目

サイゼリヤフォレオ大阪ドームシティ店 西区九条南１丁目

サイゼリヤ弁天町駅前店 港区弁天１丁目

Side Way 中央区東心斎橋２丁目

彩火 北区天神橋６丁目
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菜遊豈 北区堂島１丁目

彩龍飲茶薬膳料理中国茶 中央区心斎橋筋１丁目

South Wind 中央区千日前１丁目

サウスサイド・ミュージック・バー 浪速区難波中２丁目

サウス88 中央区宗右衛門町

サウナ・グランシャトー 都島区東野田町３丁目

SOUNDINCOSMOS 旭区赤川１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永遠 中央区宗右衛門町

ｓｏｕｎｄｂａｒｓｅａｌｅｆｔ 西成区天下茶屋２丁目

サウンドバード 浪速区難波中３丁目

サウンドバーボイス 平野区瓜破１丁目

ザ・エイジングハウス１ ７ ９ ５ 　大阪マルビル店 北区梅田１丁目

食楽酒楽 さえら 淀川区西中島３丁目

THE OASIS CAFE 住吉区沢之町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

ザ・ガーデンオリエンタル・オオサカ 都島区網島町

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

堺筋食堂 中央区南船場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

佐海屋　旭 浪速区難波中１丁目

さか卯 北区堂島１丁目

昌 中央区日本橋１丁目

栄 生野区舎利寺１丁目

サカエ 生野区桃谷５丁目

栄寿司 西成区旭１丁目

栄寿司 北区西天満６丁目

栄鮓 港区夕凪１丁目

栄鮓 平野区平野西１丁目

栄鮓　千日前店 中央区千日前１丁目

栄鮓・庄屋はん　京橋店 都島区東野田町３丁目



施設名称 所在地

さかえ屋 西成区岸里東１丁目

和榮屋 北区堂島１丁目

榊 北区堂島１丁目

さか口 港区磯路３丁目

酒久ら 鶴見区鶴見４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

坂酒店 北区東天満２丁目

Dagaz 天王寺区悲田院町

咲花草 北区中崎西３丁目

さかた家 住吉区苅田７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

酒解 西成区天下茶屋３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

魚居酒屋あぷちゃ2号 淀川区東三国５丁目

魚居酒屋あぷちゃ本店 淀川区宮原５丁目

魚居酒屋すなおや 淀川区東三国１丁目

魚居酒屋すなおや西中島本店 淀川区西中島３丁目

魚菜イタリアンSASUKE 東成区深江南２丁目

酒菜お食事うえっち 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

SAKANAZA MAEDA 中央区東心斎橋１丁目

魚菜・酒肴 すざき 中央区東心斎橋１丁目

肴酒や忠 福島区吉野２丁目

魚肴　しま田 中央区東心斎橋２丁目

さかなスタンド　００２４ 淀川区西中島３丁目

魚亭　鈴屋 東成区大今里西１丁目

酒肴　哲 中央区日本橋２丁目

魚と肴　きし 北区天神橋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



施設名称 所在地

魚と釜めし　かさ家 北区天神橋３丁目

魚とごはん喜六 城東区新喜多１丁目

魚とごはん　にこ 住之江区安立４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

魚処　松善 西成区千本北１丁目

肴と魚と酒菜　湊 西区九条１丁目

魚と肴と酒処八仙 中央区安土町３丁目

肴と鮨　ほしつき 福島区福島７丁目

魚と炭火　炉ばたのぎんすけ 北区中津１丁目

魚と日本酒くらよし 西区西本町２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

魚のすすめ 福島区福島１丁目

魚のトラットリア　アレグロ 北区曾根崎２丁目

肴美人 東成区東今里１丁目

魚日和 中央区平野町４丁目

さかなや 都島区東野田町３丁目

肴家 天王寺区大道４丁目

酒肴屋 平野区長吉長原１丁目

酒菜屋 住之江区住之江２丁目

魚屋　十忠八九 福島区福島７丁目

酒菜家　友 北区天神橋４丁目

肴屋あしか 北区梅田１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

酒菜やいしもん対屋 北区梅田１丁目

酒菜やいしもん西中島店 淀川区西中島４丁目

酒菜やいしもん西対 北区梅田１丁目

魚や市 北区天神橋２丁目

魚や市　はなれ 北区天神橋３丁目

魚や市　別館 北区天神橋３丁目

酒肴や鯔背 東淀川区西淡路１丁目

さかなやいぬい 北区梅田２丁目



施設名称 所在地

酒肴屋かわむら 北区天満２丁目

酒菜屋かんきち 北区池田町

さかなや久 西区江戸堀１丁目

さかなや京阪京橋店 都島区東野田町２丁目

酒菜舎虎純 中央区心斎橋筋２丁目

肴や咲楽 住吉区長居３丁目

肴や酒や笑てん 中央区伏見町４丁目

魚屋さんの旬菜ダイニング 天王寺区上本町４丁目

魚屋さんの創菜ダイニング 住之江区中加賀屋３丁目

肴　やす井 東成区大今里３丁目

魚屋スタンド裏天王寺すしセンター 天王寺区堀越町

魚屋スタンドふじ 淀川区西中島５丁目

魚屋スタンド　ふじ子 北区梅田３丁目

魚や　立ちのみ　なべいち 天王寺区舟橋町

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

さかなや道場谷町四丁目駅前店 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

さかなやのmaru寿司　新大阪店 淀川区西中島５丁目

さかなやのmaru寿司　ルクア店 北区梅田３丁目

肴菜や　はなさく 北区菅栄町

魚屋ひでぞう 東成区大今里南２丁目

魚屋ひでぞう天満橋店 中央区大手前１丁目

魚屋ひでぞう別館 中央区難波千日前

酒菜家ペッシェロッソ 淀川区十三本町２丁目

魚屋わらじ 北区堂山町

魚料理一丁目 東住吉区針中野１丁目

魚料理ささら 西区西本町１丁目

魚料理紬家 浪速区難波中１丁目

魚料理みやじ 西区南堀江３丁目

さかな料理ろっこん 北区曾根崎新地１丁目

Sagano 西区靱本町３丁目

嵯峨野 淀川区東三国１丁目

酒場 北区天神橋５丁目

咲場　紗穂音 大正区平尾４丁目

さかば一友 西区江戸堀１丁目



施設名称 所在地

sakaba  itch 中央区南船場４丁目

酒場おいない屋 北区菅栄町

酒場大旦那 住吉区長居２丁目

酒場おか長 中央区千日前１丁目

酒場おか長 中央区難波５丁目

酒場おか長大阪駅前第３ビルB1店 北区梅田１丁目

さかば　おやじ　立呑 都島区東野田町３丁目

酒場恩人 東住吉区駒川５丁目

酒場K 大正区南恩加島２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

酒場しろくま 都島区内代町２丁目

酒場スナフキン 中央区心斎橋筋２丁目

酒場ソラヤマ 天王寺区上本町６丁目

酒場ターミ 淀川区加島３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

酒場とらず　西本町店 西区西本町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　ばんと 北区芝田１丁目

酒場　ふじなべ 北区堂山町

酒場ふらっと 阿倍野区西田辺町１丁目

酒場　ぶらり 福島区福島６丁目

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

さかふね 浪速区元町３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

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

さか本 北区堂島１丁目

さか本鮨 此花区西九条４丁目

酒盛り あいなる 西区江戸堀３丁目

酒家さくさく 東淀川区豊里５丁目

酒屋の酒場 北区天神橋３丁目



施設名称 所在地

sagarmatha 港区築港４丁目

The Curry Man 東成区大今里西３丁目

佐勘　本店 北区芝田１丁目

咲 北区堂島１丁目

咲 Bloom 北区曾根崎新地１丁目

咲兆 淀川区塚本２丁目

咲鶏や 中央区谷町２丁目

THE cuisine Hasegawa 北区曾根崎新地１丁目

Succubus 中央区宗右衛門町

三九 北区曾根崎新地１丁目

咲咲 東成区大今里３丁目

立呑み　Saku39 港区八幡屋２丁目

サクサク亭 都島区東野田町１丁目

SUCCESSOR 北区堂山町

咲と 東成区深江北１丁目

sakuma 中央区心斎橋筋２丁目

Sakuya 福島区大開１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

さくら 西成区玉出西１丁目

SaKuRa 福島区福島５丁目

咲蔵 大正区三軒家東１丁目

Sakura 北区曾根崎新地１丁目

さくら 中央区東心斎橋２丁目

さくら 西成区花園南２丁目

さくら 城東区今福西３丁目

咲くら 港区夕凪１丁目

さくら 中央区備後町３丁目

さくら 福島区玉川４丁目

さくら 此花区西九条３丁目

さくら 西成区千本中２丁目

Sakura櫻 淀川区西中島３丁目

さくら 西成区花園北２丁目

咲倉 淀川区三津屋南２丁目

さくら 港区波除３丁目

咲良　天神橋 北区天神橋４丁目

咲良庵 住之江区粉浜１丁目

さくら庵 中央区東心斎橋１丁目



施設名称 所在地

Sakurai 中央区宗右衛門町

さくらvita 西区新町１丁目

桜川酒場　情熱ホルモン 浪速区桜川３丁目

桜川ラーメン 浪速区桜川２丁目

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

さくら粉 住吉区苅田７丁目

桜咲く 東住吉区針中野３丁目

桜さく 北区天神橋５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

さくら水産　新大阪東口店 東淀川区東中島１丁目

さくら水産　淀屋橋店 中央区北浜４丁目

さくら鮨 天王寺区勝山３丁目

桜寿司 東淀川区相川２丁目

さくら通り 生野区勝山北２丁目

さくら肉と旬のよかもん KURAMA 福島区福島７丁目

サクラノマ 中央区南船場４丁目

桜ノ宮大王 都島区中野町４丁目

桜馬 住吉区帝塚山中１丁目

さくらbar？ 浪速区幸町２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

桜八番 東住吉区照ケ丘矢田１丁目

咲くら阪急グランドビル店 北区角田町

サクラヒロバ 東住吉区東田辺２丁目

咲くら　マルビル店 北区梅田１丁目

櫻や 淀川区東三国１丁目

さくら屋 住吉区清水丘２丁目

桜屋 北区黒崎町

桜や 阿倍野区昭和町１丁目

桜屋離宮 福島区福島５丁目

the cream teas spoon farm house 北区梅田２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

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



施設名称 所在地

酒工房 北区天満２丁目

酒幸文 中央区西心斎橋１丁目

酒肴　好 西成区玉出中１丁目

酒・肴・旬菜おかちゃん 中央区東心斎橋２丁目

さけさかなの店げんき 天王寺区下味原町

酒肴ひじり 中央区西心斎橋２丁目

酒さんぽ道ちろり庵 平野区平野西６丁目

sake stand ぽん酒マニア 中央区南船場２丁目

酒正嘉角 天王寺区上本町２丁目

SAKE DINING FUJI 北区曾根崎２丁目

酒と肴SAi 北区曾根崎新地１丁目

酒といろいろバンコ 天王寺区玉造元町

酒 to curry アーチル 東成区東小橋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

酒と氷　やまみちさき 福島区福島５丁目

酒処　酒楽 東淀川区瑞光１丁目

酒処　あきちゃん 淀川区十三東２丁目

酒処一心 中央区谷町９丁目

酒処　えん 福島区大開１丁目

酒処　演歌宿 西淀川区出来島２丁目

酒処　ことぶき 生野区小路３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　たけ家 北区同心２丁目

酒処たのし味屋 城東区鴫野西５丁目

酒処食べ処　時 天王寺区上本町６丁目

酒処つかさ 天王寺区悲田院町

酒処　ツッチン 西成区岸里２丁目

酒処　とみ 東住吉区照ケ丘矢田２丁目

酒処　虎次郎 北区天神橋４丁目

酒処なかの 此花区西九条２丁目

酒処呑喜屋 中央区東心斎橋２丁目

酒処肥ノ国屋 港区夕凪２丁目

酒処 ボチボチ 北区池田町

酒処穂積　大正店 大正区三軒家東１丁目

酒処　誠 住吉区山之内１丁目



施設名称 所在地

酒処　まる 淀川区新高６丁目

酒処まるに 大正区泉尾１丁目

酒処まんてん 港区波除３丁目

酒処麺処きのした 中央区北浜２丁目

酒処もりおか 中央区高麗橋４丁目

酒処　依屋 中央区日本橋２丁目

サケトサカナ 城東区蒲生１丁目

酒と肴おかだ 西区新町１丁目

酒とさかなさつき 東成区東今里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

酒と炭とタイ料理 オッソ 阿倍野区松崎町２丁目

サケとスミビとロシュタン 浪速区元町１丁目

酒とチーズと自由とENERGY 北区天神橋５丁目

サケトメシ 西区九条１丁目

酒とめし　ええやん 城東区成育３丁目

酒と飯　ゆうじ 阿倍野区阿倍野筋１丁目

酒×めし真剣 城東区今福西３丁目

酒と麺 淀川区西中島３丁目

酒処一はじめ 港区港晴１丁目

(酒)にしむら 西区南堀江４丁目

酒の穴 東成区中道１丁目

酒のいえK 住之江区西住之江２丁目

酒の大丸 都島区都島本通３丁目

酒の松久 旭区森小路１丁目

酒呑ありお 浪速区難波中１丁目

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

酒のムラタ屋 西成区天下茶屋２丁目

酒の森 北区天神橋７丁目

SAKEBAR太 中央区千日前２丁目

酒BAR月ノあかり 浪速区桜川３丁目

SAKEBAR誉 北区曾根崎２丁目

鮭バルSalmonBear 福島区福島１丁目

酒・兵吾 中央区難波千日前



施設名称 所在地

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

酒物語 淀川区塚本２丁目

酒や肴よしむら 北区天神橋１丁目

酒楽座山三（店舗）ミナミ山三（屋号） 中央区難波４丁目

SAKE WORKS GAKU 東淀川区下新庄５丁目

沙県小食 西成区山王３丁目

瑳こう 中央区北久宝寺町４丁目

THEcoffeetime 焙煎と酒 淀川区塚本２丁目

雑魚坐 中央区道頓堀２丁目

さこちゃん 淀川区三国本町２丁目

The Co Bar 中央区千日前１丁目

ざこば鮨本店 福島区野田４丁目

さこ家道なり 旭区大宮５丁目

The Sound Garden 中央区心斎橋筋２丁目

魚々海(サザエ) 生野区生野東４丁目

さサ華林 西区京町堀１丁目

佐々木孫べえ 西区新町１丁目

ささ花 淀川区新高２丁目

笹屋 西成区花園北２丁目

お好み焼　ささやん 旭区大宮３丁目

さざれ 浪速区桜川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

さしゅう 西区九条南１丁目

The酒庫 北区曾根崎２丁目

酒笑人 阿倍野区西田辺町２丁目

THE少年会議所 北区黒崎町

砂上の皿 此花区春日出中１丁目

The Silver Lining 北区堂山町

さすけ 都島区片町２丁目

さすらいのカンテキ　十三酒場 淀川区十三本町１丁目

ザ セントレジスバー 中央区本町３丁目

SADAICHI 生野区小路１丁目



施設名称 所在地

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

幸 東淀川区相川２丁目

さち 住之江区浜口東３丁目

さち 中央区宗右衛門町

さち 中央区難波１丁目

幸 中央区千日前２丁目

sachi 北区曾根崎新地１丁目

幸ーsachiー 住吉区長峡町

さち 淀川区十三本町１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

さち音 北区天神橋４丁目

さち福や　ＪＯーＴＥＲＲＡＣＥ　ＯＳＡＫＡ店 中央区大阪城

さち福や　天王寺ミオプラザ館 天王寺区悲田院町

さち福や　ナビオ店 北区角田町

さち福やCAFE　クリスタ長堀 中央区南船場２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

さつき 大正区南恩加島２丁目

咲月 中央区東心斎橋１丁目

颯走駆 港区磯路３丁目

zappa 北区堂島１丁目

ざっぴん家 此花区西九条３丁目

札幌　山嵐　東通り店 北区小松原町

札幌スープカレーJACK 西区新町３丁目

サッポロラーメン 生野区林寺６丁目

札幌らーめん獅子王大阪店 中央区東心斎橋２丁目

サッポロラーメン　ほんば 阿倍野区長池町

薩摩 北区曾根崎新地１丁目

さつま 東住吉区中野３丁目

さつま 生野区生野西４丁目

薩摩 中央区千日前１丁目

薩摩魚鮮水産梅田北口芝田店 北区芝田２丁目



施設名称 所在地

薩摩牛の蔵　なんば店 中央区難波３丁目

薩摩ごかもん 京橋本店 都島区東野田町４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

薩摩産直　炭火焼肉うしかい　東住吉店 東住吉区中野２丁目

薩摩ッ子ラーメン 北区曾根崎新地１丁目

薩摩っ子ラーメン天六店 北区浮田２丁目

薩摩×鉄板　ぼっけもん 住吉区長居東４丁目

さつまや 都島区高倉町３丁目

薩摩屋 中央区久太郎町４丁目

薩摩ラーメンしんば 城東区中浜３丁目

さつま料理　島国 北区曾根崎２丁目

薩摩×炉ばた　燈火 住吉区苅田７丁目

THE DEN 港区海岸通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

里 住吉区遠里小野１丁目

佐藤商店 港区築港４丁目

楽食空間　さと志や 東淀川区瑞光１丁目

THE DOGHOUSE INN 東成区東小橋３丁目

郷の舎大山 中央区東心斎橋１丁目

THE TRAM 阿倍野区阿倍野元町

The Drunken Clam 中央区宗右衛門町

悟 西区九条１丁目

さとりん 大正区南恩加島２丁目

The Dolphins Bar 中央区東心斎橋１丁目

さとんひろん 西淀川区佃３丁目

さなだ 西成区玉出西２丁目

真田一族 住之江区北加賀屋１丁目

sunny 北区曾根崎新地１丁目

Sunny 阿倍野区王子町２丁目

32 Sunny 西区北堀江２丁目

創作居酒屋　Sunny　Clouds 鶴見区横堤４丁目

SUNNY DAZE 浪速区幸町１丁目

さぬきうどん　きたじま 天王寺区玉造元町

さぬきうどん　白鷺 淀川区塚本２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



施設名称 所在地

さぬきうどん四国屋 北区梅田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

讃岐路 西区京町堀１丁目

さぬきや 福島区吉野３丁目

讃眞 阿倍野区王子町２丁目

佐野酒店 大正区平尾５丁目

結Theknot 中央区宗右衛門町

佐之家 中央区安土町２丁目

さのよいよい　北新地 北区曾根崎新地１丁目

38 中央区心斎橋筋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

SABAR阪急三番街店 北区芝田１丁目

SABAR+福島店 福島区福島２丁目

Survivor 大正区平尾５丁目

THE PASTA＆GRILL'S 北区天神橋４丁目

鯖とか烏賊とか真とか 福島区玉川４丁目

the ババケン 中央区千日前２丁目

SABAHIRO 生野区巽中３丁目

サバ６製麺所　海老江店 福島区海老江１丁目

サバ６製麺所　西中島南方店 淀川区西中島３丁目

サバ６製麺所　阪急梅田店 北区芝田１丁目

サバ６製麺所　福島本店 福島区福島７丁目

サバ６製麺所　阿倍野店 阿倍野区松崎町２丁目

ザビエルハヤシ 北区本庄東２丁目

ZABI'S BAR 淀川区十三東２丁目

鉄板焼　THE VILLAGE OSAKA 福島区福島１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

サフィニア 淀川区東三国１丁目

ホルモンさぶちゃん 大正区三軒家東１丁目

THE BUFFET&Marche グランフロント大阪 北区大深町

SAPANA 鶴見区安田１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



施設名称 所在地

覇王樹 西区北堀江１丁目

さぼてん 東淀川区淡路４丁目

サボテン 生野区小路東１丁目

さぼてん食堂 西区江戸堀１丁目

saborami 西区京町堀１丁目

THE MARKET 阿倍野区阿倍野元町

THE　MARKET　Sour　Lab. 大正区三軒家西１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

坐　松本 平野区長吉長原１丁目

SAMANSA 中央区心斎橋筋２丁目

SAMANSA　お好み 阿倍野区阿倍野筋５丁目

サミープー 中央区南船場４丁目

SAM 港区三先２丁目

sam&dave one 中央区東心斎橋２丁目

THE MOON     淀川区西中島３丁目

サムギョプサルと鍋　y.s.s. 港区波除３丁目

酒夢来 生野区小路東６丁目

さむらいきっちん 福島区福島５丁目

さむらい万次郎 西区土佐堀３丁目

ＳＡＭＵＮＤＲＡ　ＭＡＨＡＬ 住之江区南加賀屋２丁目

Sameshima Coffee Roastery ANGLER 都島区都島南通２丁目

サモア 浪速区難波中３丁目

早矢 淀川区十三東２丁目

小百合 西成区山王１丁目

さゆり 中央区心斎橋筋２丁目

佐用ホルモン焼きうどん　日の松 西区新町１丁目

SARA 天王寺区寺田町２丁目

サラ 住吉区山之内３丁目

更科 城東区鴫野東３丁目

更科 西成区松３丁目

更科食堂 城東区東中浜３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

菜米炭 福島区福島３丁目

THE LUX BAR 天王寺区東高津町

さらぼーん 北区曾根崎新地１丁目



施設名称 所在地

SALAMAT 北区神山町

SALAMANCA 北区天神橋２丁目

SALARY'S BAR 淀川区東三国１丁目

サラン 生野区田島１丁目

サラン 中央区島之内２丁目

（韓国料理）サラン 生野区新今里３丁目

サラン　カラオケ 生野区桃谷５丁目

さらんちぇ江戸堀 西区江戸堀１丁目

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

サルーテ　梅田店 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

さるとび 福島区野田３丁目

さるのこしかけ 中央区東心斎橋１丁目

サルビア 生野区鶴橋１丁目

サルメリア　ポルチーニ 福島区福島５丁目

さるやみ堂・サブタレニアンズ 中央区谷町７丁目

THE LAZY 西区九条１丁目

サレガマ 大正区三軒家東１丁目

THE ROYAL MILE 北区曾根崎新地１丁目

サロック 北区堂島１丁目

salon 北区堂島１丁目

Salon Mstyle 中央区東心斎橋２丁目

ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ゆり 中央区東心斎橋２丁目

さろん　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・ド・Miyu 北区曾根崎新地１丁目

salon1201 北区曾根崎新地１丁目

サロンウフエモアあべのハルカスダイニング店 阿倍野区阿倍野筋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

サロン卵と私近鉄上本町店 天王寺区上本町６丁目

サロン卵と私ルクア大阪店 北区梅田３丁目



施設名称 所在地

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　アンジュ 生野区林寺５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

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

サロン・ド・ショコラ 淀川区西中島４丁目

サロンド谷 北区堂島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

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

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

サロンド森山 北区曾根崎新地１丁目

salon de 優 北区曾根崎新地１丁目

サロン・ド　Ryoma 北区曾根崎新地１丁目

SALON BAR NERO 中央区東心斎橋２丁目

佐和 東淀川区菅原６丁目

さわ 港区三先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

サン 西成区鶴見橋３丁目

SAN 浪速区桜川３丁目

山王園 西成区天下茶屋２丁目

山王園 西成区花園南１丁目

山海　あみ 中央区東心斎橋２丁目

山海倶楽部（淀屋橋店） 西区京町堀１丁目

山海炉ばた　龍馬 西淀川区柏里２丁目



施設名称 所在地

さんかく 浪速区恵美須東３丁目

三雅家 此花区春日出北１丁目

3カラット 天王寺区玉造元町

55（サンカントサンク） 中央区東心斎橋２丁目

三吉 阿倍野区阿倍野筋３丁目

THANK YOU 39 北区堂島１丁目

39 中央区東心斎橋１丁目

さんきゅう水産針中野店 東住吉区駒川５丁目

さんきゅう水産平野店 平野区平野宮町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

三京 生野区巽中２丁目

残業や 福島区福島５丁目

讃く 福島区福島２丁目

三く 福島区福島２丁目

Sun G reen 中央区東心斎橋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

SANGO 東住吉区駒川５丁目

35 北区堂島１丁目

三光 北区本庄東１丁目

三幸 阿倍野区桃ヶ池町２丁目

358 東成区東小橋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

餐餐美食 中央区島之内１丁目

34Kitchen 北区中津３丁目

SUNSHADE SUMMERSET 城東区中央１丁目

サンジェルマン 中央区西心斎橋２丁目

SUNSHINE 生野区新今里３丁目

38 西区江戸堀１丁目

Sant  Josep 西区立売堀３丁目

suns 北区曾根崎２丁目

SUNSET2117 大正区三軒家西１丁目

三千院 中央区東心斎橋１丁目

Sant'Anna 淀川区西中島１丁目

三代目　木村屋 中央区北久宝寺町２丁目

三代目　うめきち 福島区福島５丁目



施設名称 所在地

三代目おしゃべりろばー 中央区東心斎橋２丁目

三代目かっちゃん 都島区東野田町５丁目

三代目寿司居酒屋戎水産 平野区瓜破２丁目

3代目たっとん亭ブラザーs 住之江区安立３丁目

三代目鳥舞台 都島区片町１丁目

Santaclara Restaurant&bar 中央区東心斎橋１丁目

三多屋 中央区北浜１丁目

サンタルチア 西区京町堀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

三茶 平野区加美鞍作３丁目

三ちゃん 中央区千日前２丁目

三ちゃん 大正区三軒家西１丁目

三ちゃん 都島区都島南通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

三坪 都島区東野田町５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

さん天　あべの万代店 住吉区万代３丁目

さん天　巽北店 生野区巽北１丁目

さん天　長吉長原店 平野区長吉長原２丁目

さん天　針中野店 東住吉区湯里６丁目

3.5coffee 住吉区遠里小野１丁目

サンドイッチマン 北区天神橋３丁目

三道楽 淀川区東三国４丁目

Suntruk 西成区中開２丁目

SUNTRAP 西区北堀江１丁目

サントリーアダルト 北区曾根崎２丁目

サントリー　オールドバー 北区曾根崎２丁目

サントリーオールドバー四ツ橋 西区北堀江１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

サントリースナック　ドル 天王寺区大道４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



施設名称 所在地

ザンネン 北区天神橋２丁目

38 北区同心２丁目

SUNBASH 此花区西九条３丁目

Sympathique 北区大淀南３丁目

SunPublicHouse 阿倍野区松崎町３丁目

Sun　Bar　屋台バール 淀川区十三東３丁目

三番街梅八 北区芝田１丁目

三宝庵　あべのハルカスダイニング店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

三宝庵　上本町YUFURA店 天王寺区上本町６丁目

三豐麺 中央区南船場４丁目

三豊麺　十三店 淀川区十三本町１丁目

三豊麺　千日前店 中央区千日前１丁目

三豊麺　なんば日本橋店 浪速区難波中２丁目

三豊麺 西本町店 西区西本町１丁目

三豊麺　東住吉店 東住吉区住道矢田５丁目

三豊麺堺筋本町店 中央区博労町１丁目

三豊麺心斎橋店 中央区南船場３丁目

SUNHALL 中央区西心斎橋２丁目

ＳＵＮ　ＢＯＳＣＯ 西淀川区出来島２丁目

さんぽ道 浪速区恵美須西２丁目

三本松 東成区大今里西２丁目

ざんまい食堂 中央区難波５丁目

30 東住吉区針中野２丁目

サンマルコ 淀川区宮原５丁目

サンマルコ大阪ステーションシティ店 北区梅田３丁目

サンマルコなんばウォーク店 中央区難波１丁目

サンマルコ阪急三番街店 北区芝田１丁目

三味 生野区鶴橋１丁目

スナック　サンユ 中央区宗右衛門町

三陸寿し 都島区友渕町２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

三麗 浪速区敷津西１丁目

サンロード 中央区東心斎橋２丁目

３・６・５酒場　新大阪ソーラ２１店 淀川区西宮原２丁目

SANWA COFFEE WORKS 北区池田町

ジ　アザー　サイド 北区曾根崎新地１丁目

TheArgo　ARGUS 中央区西心斎橋２丁目



施設名称 所在地

幸福 西成区萩之茶屋２丁目

しあわせのらーめんミウ 中央区森ノ宮中央１丁目

しあわせラーメン白馬童子 此花区西九条３丁目

しあわせ料理ねぎ坊主 中央区南本町１丁目

しあわせ料理萬てん 都島区東野田町４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.R CAFE TERRACE 中央区西心斎橋２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

シーガルダイナータグボート大正店 大正区三軒家西１丁目

C: GRILL 北区中之島３丁目

ＳＥＣＲＥＴ 北区曾根崎新地１丁目

Secret Bar Black Velvet 港区磯路１丁目

SecretBase 都島区東野田町５丁目

siegel 中央区東心斎橋２丁目

C・Cハウス　なかしま 北区曾根崎２丁目

シーシャアンドカフェシフル 中央区日本橋２丁目

シーシャカフェアンドバーペルシア 中央区西心斎橋１丁目

シーシャカフェシフルカシェ 北区本庄西１丁目

G's 北区曾根崎新地１丁目

SEA SKY 都島区大東町１丁目

Sy's second 北区黒崎町

SeaStation 中央区道頓堀２丁目

シーズバーセカンド 北区堂山町

G3 中央区宗右衛門町

season's 西成区萩之茶屋２丁目

シーソ 東淀川区上新庄３丁目

しいたけ。 生野区新今里３丁目

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 浪速区恵美須東３丁目

Seed bar 北区堂山町

gina 港区波除３丁目

Ｊeeno 中央区博労町４丁目

ジーノ・キッチンバー 天王寺区堂ケ芝１丁目



施設名称 所在地

GB&M 中央区難波千日前

GB's  CAFE area3 東淀川区豊新５丁目

Chi-Fu 北区西天満４丁目

G・ＢＬＵＥ 中央区東心斎橋２丁目

G.BLUE 中央区東心斎橋２丁目

gーbless 北区堂山町

CIMA 中央区心斎橋筋２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

The Intersection 西淀川区野里１丁目

SHIVA 阿倍野区播磨町１丁目

SHIVAY 中央区南本町１丁目

GIVERNY 福島区福島５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 生野区鶴橋３丁目

j＆elvis 北区堂山町

J-kitchen 住吉区我孫子東２丁目

シェイクハンズ 北区曾根崎新地１丁目

Jcrown 北区堂山町

Ｊ.ｃｏｃｏ 東淀川区菅原７丁目

ジ・エイジングハウス１ ７ ９ ５ 北区堂島浜２丁目

Ｊスクリーンゴルフ＆カラオケ 生野区新今里３丁目

J's Bar 北区曾根崎２丁目

jsbar 都島区網島町

SHADY LANE 生野区生野西４丁目

JADE 北区堂山町

Ｊの空間 東住吉区駒川３丁目

JBAR 中央区東心斎橋１丁目

J.B.CHOPPER 北区堂山町

Jail 北区曾根崎２丁目

Jane 阿倍野区阿倍野筋４丁目

しぇからし家　花のん 住吉区我孫子３丁目

dekujindve 西淀川区柏里２丁目

Jessie 北区天神橋５丁目

済州名家 生野区中川１丁目



施設名称 所在地

JET 淀川区宮原５丁目

JET DINER 中央区西心斎橋２丁目

シエテ 淀川区十三本町１丁目

chef-d'oeuvre 西区阿波座１丁目

chez toi et chez moi 阿倍野区阪南町５丁目

Ｊｅｎａ 北区堂山町

ジェネラルレストラントレド 福島区福島５丁目

シェフ'sキッチン　ポルナレフ 都島区片町２丁目

シェフズテーブルふくろう 住之江区粉浜２丁目

CHEF'S LIBRARY 中央区大手通１丁目

Sierra 中央区千日前２丁目

gelato&cafe LuLu 天王寺区空堀町

Cherie 大正区三軒家東１丁目

SHIERI 東住吉区湯里１丁目

Cheri 西淀川区柏里３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

Jelly fish 生野区巽北１丁目

シェリーポート長吉たこ焼きがんちゃん 平野区長吉長原４丁目

Cherish 北区曾根崎新地１丁目

Ciel 中央区東心斎橋２丁目

Ciel 中央区心斎橋筋２丁目

シェルタープラス 天王寺区生玉前町

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

シェルブルー 北区国分寺１丁目

志ｅｎ 中央区東心斎橋２丁目

Genty 北区堂島１丁目

シェンプレ 阿倍野区西田辺町１丁目

ジ・オープン 北区曾根崎新地１丁目

ＴＨＥ　ＯＰＥＮ　 中央区東心斎橋１丁目

THE OLD BRIDGE 天王寺区舟橋町

しおつる 北区梅田３丁目

GEO.MIYABI 中央区博労町１丁目

潮のかほり 鶴見区放出東２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
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栞 天王寺区舟橋町

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

シガーカフェカシータ 中央区東心斎橋１丁目

ChicagoRock 北区天神橋２丁目

自家製うどん中西 西区千代崎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 中央区南本町３丁目

自家製生パスタとスペアリブのお店　なかい家 淀川区西中島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　杵屋麦丸 此花区島屋６丁目

自家製麺　杵屋 中央区天満橋京町

自家製麺　杵屋 淀川区西中島５丁目

自家製麺　杵屋　天保山マーケットプレイス 港区海岸通１丁目

自家製麺つきよみ 東淀川区豊新５丁目

自家焙煎CAFE&starry sky CALM 淀川区加島３丁目

自家焙煎コーヒー　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

四季 住之江区中加賀屋４丁目

色shiki 北区曾根崎新地１丁目

四季おりおり 福島区吉野２丁目

四季こだわりの味活ふぐ魚彩処ふく玄 東成区東中本１丁目

四季彩 大正区三軒家西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　和 西淀川区千舟３丁目

四季彩にし川 平野区平野市町３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　新大阪本店 淀川区宮原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

四季旬菜　花音 旭区千林２丁目

四季旬菜　里山 東成区玉津３丁目



施設名称 所在地

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

四季の味　幸 西成区旭３丁目

鴫野商店ＴＡＫＯＢＯ－Ｚ 城東区鴫野西５丁目

しぎの家 城東区鴫野東３丁目

四季麺処　めん坊　KINEYA 中央区城見２丁目

四季遊食　一歩 中央区千日前１丁目

四季料理　入兆 西区靱本町３丁目

軸 西区京町堀３丁目

6TH 西区新町１丁目

シグナル 東淀川区井高野２丁目

じぐろや 東住吉区駒川５丁目

じぐろや 東住吉区駒川４丁目

志げ 中央区難波４丁目

重蔵 浪速区稲荷２丁目

繁寿し 中央区久太郎町４丁目

繁　鮨 都島区中野町５丁目

繁鮨 東淀川区下新庄６丁目

繫蔵本店 中央区天満橋京町

しげ家 北区梅田１丁目

次玄 東淀川区東中島４丁目

シコーテラマ 淀川区西三国３丁目

四国酒場　肥後橋店 西区江戸堀１丁目

四国酒場　本町店 中央区備後町３丁目

地獄谷カラオケバーつーやん 福島区吉野２丁目

地魚酒場　魚八商店　京橋店 都島区東野田町３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

地酒蔵大阪 浪速区難波中２丁目

地酒と釜飯の店　森 浪速区難波中１丁目

地酒と魚KAZU 福島区大開１丁目

地酒とさかなの店みつや 城東区今福西３丁目

地酒と旬菜 ちそうや 淀川区東三国４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

地酒とワインのダイニング樽 天王寺区堂ケ芝１丁目

地酒ワインバル慎 住吉区我孫子２丁目



施設名称 所在地

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

ししまる 港区夕凪２丁目

しし丸 平野区加美東４丁目

ししまる　たろう 西成区千本北１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 中央区心斎橋筋２丁目

しじみラーメン Shi43屋 中央区難波千日前

獅子家 生野区中川東２丁目

獅子林 港区磯路２丁目

SIS 住之江区平林南２丁目

靜 平野区長吉長原東３丁目

Zizz 北区堂島１丁目

雫 中央区石町２丁目

雫 城東区成育５丁目

雫 北区黒崎町

sista8 西区京町堀１丁目

旨扇 城東区関目５丁目

四川餐館 阿倍野区阿倍野筋１丁目

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

しぜんバル　パプリカ食堂Vegan 西区新町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

四川マーラ牛肉麺 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

四川辣麺西中島店 淀川区西中島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　好吃 北区天神橋１丁目

時代屋 中央区平野町２丁目

時代屋 東住吉区駒川５丁目

時代屋 中央区千日前１丁目

時代屋 阿倍野区美章園２丁目

下町イタリアンぷちとまと 住吉区殿辻２丁目

下町スタイル　麺・丼・定 東淀川区下新庄５丁目



施設名称 所在地

下町鉄板お好み焼き川上 福島区海老江７丁目

下町鉄板姫島 西淀川区姫島１丁目

下町鉄板三国 淀川区新高４丁目

下町洋食 とたん屋 西成区天下茶屋３丁目

シダラタ 西区新町１丁目

シダラタ 靱公園店 西区京町堀１丁目

シダラタ 谷町店 中央区大手通１丁目

シダラタ 本町店 中央区本町４丁目

GITAN 北区堂島１丁目

七 中央区東心斎橋２丁目

七福園 住之江区中加賀屋３丁目

七福神扇町駅前店 北区天神橋４丁目

七福神南森町 北区東天満２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　一鳥　十三店 淀川区十三本町２丁目

七輪焼鳥　一鳥　都島店 都島区都島本通３丁目

七輪焼鳥 虜 天王寺区舟橋町

七輪焼鳥　一鳥　西中島店 淀川区西中島３丁目

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

しちろう 北区堂島１丁目

実演手打うどん　杵屋 北区堂島１丁目

実演手打うどん　杵屋 中央区難波５丁目

実演手打うどん　杵屋 都島区東野田町２丁目

実演手打うどん　杵屋 浪速区湊町１丁目

しづき 福島区鷺洲２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

⑥HUSBAND 此花区西九条３丁目

sixpack 中央区西心斎橋２丁目

zicchann 淀川区塚本２丁目

ZIPPER 阿倍野区天王寺町北２丁目

Zip 北区鶴野町

しっぽ 生野区鶴橋２丁目

しっぽ 西成区鶴見橋３丁目

しっぽく 城東区諏訪４丁目



施設名称 所在地

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

地どり・お魚  小鉄 淀川区東三国１丁目

地鶏海鮮はし幸 東淀川区豊新５丁目

シ酉角刀牛 天王寺区堀越町

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

地鶏食彩　陶 此花区西九条３丁目

地鶏　炭焼き　伝介 天王寺区舟橋町

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

地鶏専門店マルエ　天神橋三丁目店 北区天神橋３丁目

地鶏創作料理　蓮 生野区勝山北２丁目

地鶏ダイニングごゆるり庵南森町店 北区東天満２丁目

地鶏のまる 東成区大今里３丁目

地鶏屋　逢 喜 北区西天満５丁目

地鶏焼き＆たこ焼き居酒屋　ここか 浪速区難波中１丁目

地どり焼でんえん 北区天神橋５丁目

地鶏焼肉くくる 都島区都島北通２丁目

地鶏焼肉熔岩屋阿波座店 西区立売堀３丁目

地鶏焼肉熔岩屋上本町店 天王寺区上汐３丁目

地鶏焼肉熔岩屋難波店 浪速区難波中１丁目

地鶏焼肉熔岩屋西道頓堀店 中央区道頓堀２丁目

地鶏焼にわ鶏 淀川区西中島３丁目

地どり焼ひろの 住之江区北加賀屋２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

しなの酒坊 天王寺区堀越町

志なのすけ上六店 天王寺区上本町６丁目

志なのすけ京橋店 都島区東野田町４丁目

志なのすけ心斎橋店 中央区東心斎橋２丁目



施設名称 所在地

信濃そば 天王寺区悲田院町

志な乃亭鶴見本店 鶴見区浜２丁目

志な乃亭天満橋店 中央区北浜東

志な乃亭野田阪神店 福島区大開１丁目

次男坊　JINANBOU 東淀川区東中島１丁目

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

祇乃 中央区東心斎橋２丁目

篠原 北区曾根崎新地１丁目

ラウンジ　忍 都島区東野田町３丁目

紫信 淀川区加島３丁目

しのぶ 城東区古市３丁目

支の芙 福島区吉野３丁目

しのぶ庵　あべのキューズモール店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

しのぶ庵　なんばパークス店 浪速区難波中２丁目

しのぶ庵　ユニバーサルシティウォーク店 此花区島屋６丁目

シノワフジモリ 北区堂島１丁目

しばいけ 中央区東心斎橋２丁目

芝剛 平野区流町３丁目

しばらく寿司 城東区野江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

ジビエ割烹おり坂 福島区鷺洲２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

志婦や 西淀川区佃３丁目

渋谷　Latin Grill 住之江区粉浜１丁目

Z-BRA 中央区宗右衛門町

治兵衛　なんば本店 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

志保 城東区蒲生４丁目

Shima 福島区福島３丁目

しま 生野区新今里１丁目

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

島添食堂 大正区三軒家東１丁目

島谷 中央区難波１丁目



施設名称 所在地

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

しまんと 此花区四貫島２丁目

JIMMY 北区堂山町

Simulation.Golf　latte　（シミュレーションゴルフ　ラテ） 城東区東中浜６丁目

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

しめの里 旭区千林２丁目

下桂茶屋　月波　上通り店 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

しもぶち 福島区福島２丁目

simmon's 淀川区塚本２丁目

JERKMAN 東成区中本１丁目

シャーロックホームズ 北区梅田１丁目

SＨINE 住之江区西住之江２丁目

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　大阪本店 北区角田町

Shaka shaka 北区堂島１丁目

XACARA 北区曾根崎新地１丁目

JAKARA CAFE 淀川区十三東２丁目

釈迦力　友 住吉区苅田５丁目

しゃかりき432新福島店 福島区福島３丁目

しゃかりき432堂山店 北区堂山町

しゃかりき432難波元町店 浪速区元町２丁目

しゃかりきばーる　ほしぼし 福島区吉野２丁目

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

chaque aout 浪速区難波中１丁目
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尺土 西成区玉出中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

じゃじゃうま 西淀川区姫里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

ジャスト　ア　リトル　ビット　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

ジャストミート 東淀川区東淡路４丁目

ジャズバー・トップランク 中央区難波１丁目

Jasmine 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

JACKL難波店 中央区難波１丁目

jack in the box 北区堂山町

ジャック＆ベティー 北区小松原町

JACKSinn 中央区難波１丁目

JACKROSE 北区堂島１丁目

シャドー 淀川区塚本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

Ｊａｄｏｒｅ ジャドール 東淀川区西淡路１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

ＪＡＰＡＮＥＳＥＺＥＮＳＴＹＬＥ一作 淀川区宮原４丁目

japanese tea & bar senn. 北区天満４丁目

JAPAN 中央区宗右衛門町

シャピトル　ドゥー 住吉区帝塚山東１丁目

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

しゃぶかつ　かつ㐂 天王寺区上本町６丁目

しゃぶ吉 西区阿波座１丁目

しゃぶ壺れ 淀川区西中島３丁目

しゃぶ菜 天王寺区悲田院町

しゃぶ菜 鶴見区鶴見４丁目

しゃぶ菜 此花区島屋６丁目
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しゃぶ菜 北区芝田１丁目

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・日本料理たちばな 北区角田町

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

しゃぶしゃぶぐるまん 北区角田町

しゃぶしゃぶ坂下 西区西本町１丁目

しゃぶしゃぶ桜 北区神山町

しゃぶしゃぶじゃこう 福島区吉野２丁目

しゃぶしゃぶすき焼き　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店 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

しゃぶしゃぶ美山　阿倍野店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

しゃぶ陣 中央区南久宝寺町２丁目

しゃぶ扇南港ATC店 住之江区南港北２丁目

しゃぶ扇難波店 浪速区湊町１丁目

しゃぶ扇野田阪神店 福島区海老江１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店 中央区心斎橋筋１丁目

しゃぶ葉平野駅北店 平野区平野北２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



施設名称 所在地

しゃべりBAR 福島区福島７丁目

ジャポニカ 北区梅田１丁目

jammy 浪速区幸町１丁目

jam 淀川区東三国１丁目

ジャム男 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

酒楽亭 淀川区東三国６丁目

しゃらのき 中央区日本橋１丁目

じゃりんこ 淀川区西宮原２丁目

じゃりん娘 浪速区恵美須東１丁目

ジャルディーノ 阿倍野区西田辺町２丁目

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

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

饗 浪速区日本橋４丁目

shiyan 中央区宗右衛門町

香格里拉 西成区天下茶屋北１丁目

ジャングル 平野区瓜破３丁目

JUNGLE Namba 浪速区難波中１丁目

じゃんけんぽん 鶴見区鶴見４丁目

醤じゃん 福島区福島２丁目

じゃんじゃん大西屋 浪速区恵美須東２丁目

雀誠 旭区千林１丁目

JANTZEN 中央区東心斎橋２丁目

香桃 北区梅田２丁目

シャンティ 住吉区山之内４丁目

シャンテ樅 天王寺区上本町６丁目

シャンデリ 北区曾根崎新地１丁目

シャンデリア　テーブル 北区角田町

Jannah 福島区福島７丁目

Jampa 中央区西心斎橋２丁目

上海 北区太融寺町



施設名称 所在地

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

上海ママ料理 都島区東野田町３丁目

上海料理金国 都島区東野田町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

Jambuka 阿倍野区阿倍野筋１丁目

chambre 中央区東心斎橋１丁目

Jump（和ダイニングージャンプ） 住吉区清水丘３丁目

じゃんぼ 住吉区山之内３丁目

ジャンボ 西成区玉出中２丁目

ジャンボ酒場　大池橋店 生野区田島１丁目

じゃんぼ酒場ＪＲ長居駅前店 住吉区長居３丁目

ジャンボ酒場鶴見緑地店 鶴見区浜２丁目

じゃんぼ總本店　赤川3丁目店 旭区赤川３丁目

じゃんぼ總本店　上本町1丁目店 天王寺区上本町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　京橋駅前店 都島区東野田町４丁目

じゃんぼ總本店　京阪関目駅前店 城東区関目３丁目

じゃんぼ總本店　新町1丁目店 西区新町１丁目

じゃんぼ總本店　関目高殿店 城東区関目５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　千林大宮店 旭区千林２丁目

じゃんぼ總本店　千林商店街店 旭区千林２丁目

じゃんぼ總本店　太子橋今市店 旭区太子橋１丁目

じゃんぼ總本店　塚本駅前店 西淀川区柏里３丁目

じゃんぼ総本店　鶴見諸口店 鶴見区諸口４丁目

じゃんぼ總本店　天神橋1丁目店 北区天神橋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　野江3丁目店 城東区野江３丁目

じゃんぼ總本店　東三国店 淀川区東三国５丁目

じゃんぼ總本店 生野区巽北３丁目

じゃんぼ總本店　小路駅前店 生野区小路２丁目

じゃんぼ總本店　曽根崎店 北区曾根崎１丁目

じゃんぼたこやきたっくん 東成区中道３丁目



施設名称 所在地

ジャンボ釣船　つり吉 浪速区恵美須東２丁目

じゃんぼ焼鳥　鳥貴族上本町店 天王寺区上本町６丁目

じゃんぼ焼鳥　鳥貴族　住之江公園店 住之江区新北島１丁目

 じゃんぼ焼鳥　鳥貴族　天王寺北口店 天王寺区悲田院町

SURE×SURE（シュア×シュア） 北区堂島１丁目

Juin 淀川区西中島４丁目

酒庵楡 中央区東心斎橋１丁目

秀 生野区鶴橋３丁目

修 港区波除２丁目

11点 北区堂島１丁目

シューカ 平野区加美西１丁目

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

周記蘭州牛肉面　難波本店 浪速区難波中３丁目

Juke Joint 阿倍野区阿倍野筋４丁目

自遊空間 福島区福島５丁目

Jukebox 大正区泉尾２丁目

秀月 中央区宗右衛門町

聚香園 北区豊崎５丁目

聚香園 中央区淡路町１丁目

じゅうじゅううめぇ家　住之江店 住之江区新北島１丁目

じゅうじゅうカルビ深江橋店 東成区深江北３丁目

じゅうじゅう亭 城東区成育５丁目

じゅうじゅう亭 天王寺区上之宮町

じゅうじゅう本舗焼きんしゃい　大正店 大正区三軒家東１丁目

じゅうじゅう本舗焼きんしゃい　深江橋店 東成区深江北２丁目

じゅうじゅう屋　西宮原食堂 淀川区西宮原２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

十三応援団　勝男 淀川区十三本町１丁目

十三餃子酒場満太郎 淀川区十三東２丁目

十三くま 淀川区十三東４丁目

十三すし屋台 淀川区十三本町１丁目

十三たこ焼ひょうたん 淀川区十三東２丁目

十三茶屋　貴楽 淀川区十三本町２丁目

十三トリス 淀川区十三本町１丁目

十三トリス北新地 北区曾根崎新地１丁目

十三まるたけ秘密小屋 淀川区十三本町３丁目



施設名称 所在地

十三村どたぬき 淀川区十三本町１丁目

十三屋大光 淀川区十三本町１丁目

十代橘 中央区南船場２丁目

十代橘 中央区安土町２丁目

秀ちゃん 西成区天下茶屋北１丁目

自由亭新梅田 北区角田町

SHOOTING　BAR　FIVE 都島区都島南通２丁目

シューティングバーポイントドッグス 淀川区西中島１丁目

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

秀聞記 北区兎我野町

集来軒 淀川区塚本５丁目

衆楽 北区大淀中１丁目

秀楽極み 旭区森小路２丁目

Chouette 北区天神橋４丁目

ジュエル 中央区東心斎橋２丁目

ジュエル 北区曾根崎新地１丁目

Jewel a Road 住吉区長居４丁目

酒縁ゆるり 福島区吉野２丁目

Suger Suger 北区堂島１丁目

SUGAR RAY 天王寺区舟橋町

寿海 阿倍野区西田辺町１丁目

朱歌酒尊Sunny 中央区東心斎橋２丁目

酒家ふっしゃん 阿倍野区阪南町７丁目

酒館ブラ 北区堂島１丁目

酒館RIN 西区新町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

熟成うどん　なかや 淀川区宮原５丁目

熟成とんかつマンマカリー 北区梅田２丁目

熟成肉と京風もん文蔵　東心斎橋店 中央区東心斎橋１丁目

熟成麺屋　神来　阿倍野店 阿倍野区阿倍野筋４丁目

酒芸庵　安 淀川区宮原１丁目

壽圭悠悠 中央区東心斎橋１丁目

酒家　えの吉 西成区天下茶屋２丁目

じゅげ夢 城東区永田４丁目

酒肴割烹しゅん 北区曾根崎２丁目



施設名称 所在地

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

酒肴木ばやし 北区芝田１丁目

酒肴咲くら 淀川区東三国４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

酒肴花本 東住吉区駒川１丁目

酒肴ひじり 住之江区中加賀屋１丁目

酒肴福半 中央区谷町６丁目

酒肴屋　翔の介 住之江区中加賀屋４丁目

酒肴家　いち助 淀川区東三国１丁目

酒肴屋つき乃 住吉区長居東３丁目

酒彩　渡 中央区心斎橋筋２丁目

酒菜庵　立葵 中央区鎗屋町１丁目

酒菜 和寿 平野区平野南１丁目

酒菜　きっちん 中央区東心斎橋１丁目

酒菜工房ＲＯN 城東区関目３丁目

酒菜三昧実乃里 此花区西九条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

酒彩ノ館繁稲 中央区北久宝寺町１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　さく田 都島区片町２丁目

酒肆バグパイプ 阿倍野区松崎町２丁目

酒嗜  ふる川 福島区福島７丁目

酒肆ポンシェビ 中央区心斎橋筋１丁目

嗜酒 中央区東心斎橋１丁目

酒shu 中央区東心斎橋２丁目

syusyu 西区立売堀３丁目

juju 中央区宗右衛門町

寿々 東成区東小橋３丁目

juju 都島区中野町４丁目

じゅじゅ庵　十三店 淀川区十三本町１丁目



施設名称 所在地

じゅじゅ庵西中島店 淀川区西中島３丁目

じゅじゅ庵東三国店 淀川区東三国４丁目

酒々菜々　遊た–ん 北区西天満５丁目

じゅじゅ酒場 淀川区西中島３丁目

ChouChouシュシュ 東成区大今里３丁目

酒々屋 東淀川区豊新３丁目

酒食道　服部食堂 北区中之島３丁目

酒食家　るぅぷ 住吉区長居東４丁目

酒人肴びりけん 北区曾根崎新地１丁目

寿酔KOOL 住吉区苅田７丁目

しゅせん 東住吉区田辺３丁目

酒膳　弥生 中央区島之内１丁目

酒膳皿あきんど 中央区東心斎橋２丁目

酒膳ちろり 淀川区西中島４丁目

酒仙房　金生 此花区梅香３丁目

酒鮮やっちん 淀川区塚本２丁目

酒談 西成区玉出西１丁目

酒中花　空心 西区新町１丁目

十鉄　東住吉店 東住吉区矢田１丁目

JEUDI　CAFE 西区南堀江１丁目

シュナステーション 中央区西心斎橋１丁目

じゅにや 浪速区難波中３丁目

守破離 中央区常盤町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

酒パンつつみ 中央区南船場１丁目

酒飯場さかもと 中央区北久宝寺町２丁目

酒飯場のずえや 平野区加美北６丁目

Jupiter 中央区東心斎橋２丁目

じゅぴたー 浪速区日本橋４丁目

酒房　えん 北区曾根崎新地１丁目

酒房　大阪屋 中央区千日前１丁目

酒房　なる　アベノ店 阿倍野区松崎町２丁目

酒房　ワビスケ 阿倍野区阿倍野筋１丁目

酒房居酒屋ななし 中央区瓦町２丁目

酒房一富士 中央区難波４丁目

酒房かみの 港区築港１丁目

酒房　京 平野区流町３丁目



施設名称 所在地

酒房くりや 福島区福島７丁目

酒房さくら 淀川区三国本町３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

酒房丹波屋 此花区四貫島１丁目

酒房ふじ 淀川区西三国３丁目

酒房 文 阿倍野区美章園２丁目

酒房豊後ぶんぷく 西成区山王１丁目

酒房松井 都島区東野田町３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

酒味泉ごえん屋 天王寺区玉造元町

酒味処ごろごろ亭 西区九条３丁目

酒味の蔵 中央区東心斎橋２丁目

樹木 北区菅栄町

酒遊宴 悠 東淀川区豊新４丁目

酒楽 東淀川区菅原７丁目

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

酒楽活菜　一歩 住吉区長居東４丁目

酒楽空間はなび 淀川区東三国４丁目

酒楽彩魚ざまに 東住吉区湯里６丁目

酒楽食彩ダイニング　女人 旭区千林２丁目

酒楽食遊　とも彩 西区江戸堀１丁目

酒楽だんだん 此花区西九条４丁目

酒楽　恒や 浪速区難波中３丁目

酒楽 とんぼ小寺 西淀川区福町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 福島区福島７丁目

Juliet 平野区瓜破東２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

JUN 北区堂島１丁目



施設名称 所在地

JUNE 北区曾根崎新地１丁目

じゅん 淀川区東三国４丁目

Jun 中央区東心斎橋１丁目

Jun 福島区吉野２丁目

j u e n 中央区千日前１丁目

じゅん 港区波除３丁目

JUN 中央区東心斎橋２丁目

順 生野区巽東１丁目

旬味やま川 北区紅梅町

旬菜ぼちぼち 都島区片町２丁目

味季おでん　花わさび 北区松ヶ枝町

旬花 福島区吉野２丁目

旬夏秋冬 中央区今橋３丁目

春夏秋冬新高店 淀川区新高６丁目

旬香ダイニング 浪速区恵美須東１丁目

春夏冬 淀川区西中島４丁目

旬感居酒屋。ひで家 住吉区苅田７丁目

旬魚・串揚げ居酒屋咲くら 北区梅田１丁目

旬魚菜　天 都島区都島本通２丁目

旬魚菜彩なかの家　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

旬魚酒菜和さび 東淀川区豊里２丁目

旬魚旬菜うおまん上本町店 天王寺区上本町６丁目

旬魚旬彩げんき 都島区片町２丁目

旬魚旬菜　つり宿 鶴見区安田１丁目

旬肴季菜 心から 淀川区西中島４丁目

旬肴　走 西成区山王２丁目

旬肴料理人裕 中央区道頓堀１丁目

旬ごはんとお酒　三心 都島区東野田町２丁目

旬ごはん　ほのぼの 都島区片町２丁目

しゅん菜 住吉区南住吉４丁目

俊彩 東淀川区豊新５丁目

恂さい 北区堂島１丁目

旬菜 浪速区幸町２丁目

旬彩　ばん東 都島区都島本通３丁目

旬菜　彌重 中央区谷町２丁目

旬彩甘の井 中央区西心斎橋１丁目



施設名称 所在地

旬彩庵　北浜店 中央区高麗橋１丁目

旬菜居酒屋　芽ん味 生野区小路東２丁目

旬菜居酒屋凛 東成区中道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

旬彩おばんざい大髙 浪速区戎本町１丁目

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

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

旬彩工房その田 住之江区南港中３丁目

旬菜肴房宮もと 東成区中道１丁目

旬菜　ココット 淀川区十三本町１丁目

旬菜ここ味 中央区東心斎橋１丁目

旬彩酒場えん 旭区高殿７丁目

旬彩酒場なごみ 住吉区苅田２丁目

旬菜　咲咲 北区曾根崎新地１丁目

旬菜 彩蔵 中央区淡路町２丁目

旬彩桜もみじ 平野区平野西５丁目

旬彩酒処ひろ 都島区片町２丁目

旬菜しゃぶ重 西区千代崎３丁目

旬菜酒家　源 天王寺区逢阪２丁目

旬菜酒房　宝隆丸 城東区鴫野東３丁目

旬菜酒房　遊や 東成区深江南１丁目

旬菜酒房　くにこし 都島区都島南通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

旬彩食堂　いろんなん 港区波除３丁目

旬彩旨魯 阿倍野区阪南町１丁目

旬彩鮨近江屋 東成区東小橋１丁目

旬菜・すし処　慶鮓 北区曾根崎新地１丁目

旬彩炭火　ほんぐん 東成区東小橋１丁目



施設名称 所在地

旬彩鮮魚・居酒屋漁り火 都島区中野町４丁目

旬菜鮮魚新町　源平 西区新町１丁目

旬菜創味あがっぽ 福島区福島７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

旬菜ダイニングＣＯＳＹ 東成区大今里西３丁目

旬彩ダイニングはんなり 東住吉区湯里６丁目

旬彩千逢途 北区堂島１丁目

旬彩つむぎ 淀川区西中島４丁目

旬菜手打そばだいちゃん 中央区日本橋２丁目

旬菜手料理  雲 阿倍野区旭町１丁目

旬彩堂 北区曾根崎新地１丁目

旬菜とお酒 まも梨 天王寺区石ケ辻町

旬彩十々 中央区玉造１丁目

旬彩処　典 中央区淡路町１丁目

旬彩なかじま商店 天王寺区玉造元町

旬菜仲むら 阿倍野区王子町２丁目

旬菜にしだ 北区曾根崎新地１丁目

旬菜　西むら 淀川区西中島４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

旬菜　花里 住之江区中加賀屋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

旬菜美酒ぷくぷく 都島区都島本通１丁目

旬菜ひとり鍋かりん 福島区福島５丁目

旬菜まさか 中央区宗右衛門町

旬菜　味空-みそら- 此花区春日出中１丁目

旬菜みつ 北区曾根崎新地１丁目

旬菜や　うりぼう 住吉区殿辻１丁目

旬彩屋はっかく 鶴見区放出東２丁目

旬彩やまぐち 旭区高殿７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



施設名称 所在地

旬彩楽市 北区曾根崎新地１丁目

旬菜楽酒 昌家 港区波除２丁目

旬菜料理おりがみ 淀川区東三国２丁目

旬彩料理せと 住吉区南住吉４丁目

旬彩料理　よつ葉 平野区加美東６丁目

旬彩　和央 福島区福島７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

旬菜和酒宣 生野区巽北２丁目

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

旬食美祭　恒雅 北区曾根崎新地１丁目

旬食和心　志 中央区高麗橋１丁目

しゅん須佐見 福島区福島７丁目

旬鮮　一準 都島区片町２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

旬鮮季菜 和楽 阿倍野区松崎町４丁目

旬鮮　銀　本店 淀川区西中島４丁目

旬鮮旨食　彩櫻 住吉区苅田７丁目

旬鮮美酒　楽 住吉区長居東４丁目

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

旬創菜じんや 淀川区西中島４丁目

旬草弥ひろ 天王寺区上汐３丁目

純ソウル料理明月館 天王寺区小橋町

じゅんちゃん 生野区鶴橋２丁目

淳ちゃん寿司 中央区千日前１丁目

じゅん亭 西淀川区野里２丁目

旬天　伸 天王寺区上汐３丁目

旬処 貴久治 淀川区西中島６丁目

旬の揚てんま 中央区東心斎橋１丁目

旬の味処　珍平 淀川区木川西３丁目

旬の味　遊肴 中央区東心斎橋２丁目

旬の味　わだつみ 城東区成育２丁目

旬の彩り百武 東淀川区小松１丁目

旬のおばんざい　地酒のはぜやん 浪速区難波中３丁目



施設名称 所在地

旬の蔵　輔 北区天神橋４丁目

旬のご馳走　もちづき 阿倍野区阿倍野筋１丁目

旬の魚と日本酒　福島　鈴庵 福島区福島２丁目

旬の酒場　さむらい 阿倍野区西田辺町１丁目

旬のさち 中央区伏見町２丁目

旬の実り稲穂 住之江区西住之江１丁目

瞬　BAR 西区九条南２丁目

春帆楼阿倍野店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

淳平寿し 西淀川区野里１丁目

じゅんぺー屋 東成区大今里２丁目

純米酒と葡萄酒　ＶｉＮ-ＶｉＮＯ 北区曾根崎新地１丁目

旬味　いやさか 淀川区十三東２丁目

旬味　えがわ 北区天満２丁目

旬味和しん 西区新町１丁目

旬味串喝やまや 中央区城見２丁目

旬味満菜居酒屋味寛 西区九条１丁目

旬味　柳井 中央区上汐２丁目

旬味よし田 旭区清水３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

旬野菜とおばんざい　たなごころ 北区天満橋１丁目

春陽 東淀川区菅原６丁目

旬楽ごはん　和和 都島区都島本通１丁目

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　なんばパークス店 浪速区難波中２丁目

恕庵 北区曾根崎新地１丁目

Joy 淀川区宮原２丁目

+JOY 北区曾根崎新地１丁目

JOY 中央区東心斎橋２丁目

JOY CLUB 北区曾根崎新地１丁目

JOYSOUND上本町駅前店 天王寺区上本町６丁目

JOYSOUND心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

JOYSOUND天王寺アポロ店 阿倍野区阿倍野筋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

JOYSOUND東三国店 淀川区東三国２丁目

ジョイ風月　風の街　京橋飛騨店 都島区東野田町３丁目



施設名称 所在地

ＪＯＹ風月・風の街　千林店 旭区千林２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

しょう 鶴見区横堤４丁目

笑 住之江区中加賀屋３丁目

翔 住之江区粉浜１丁目

承 中央区東心斎橋２丁目

勝ちゃん 東成区東小橋２丁目

しょう 西成区天下茶屋３丁目

条 北区曾根崎新地１丁目

上 中央区東心斎橋２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

生姜旨汁薄皮餃子「おり乃鶴」 福島区福島２丁目

笑合幸 福島区野田２丁目

生姜料理　福島　ぬくり 福島区福島７丁目

勝記点心楼 西区西本町１丁目

将棋バーウォーズ 北区曾根崎１丁目

将棋barルゥク 福島区福島７丁目

松吟庵 淀川区東三国１丁目

翔月 浪速区恵美須東１丁目

上月 北区堂島１丁目

奨拳 平野区流町３丁目

正源 城東区古市１丁目

松光庵 中央区宗右衛門町

昌順庵 淀川区田川２丁目

浄正 福島区福島５丁目

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・おばんざい美美ちゃん 鶴見区放出東３丁目

焼酎　おでんBAR 楽 大正区三軒家東１丁目

焼酎ぎゃらりぃさわ 西区本田３丁目



施設名称 所在地

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

松濤園 平野区加美北３丁目

上等カレー　日本橋店 浪速区日本橋４丁目

上等カレーBR 日本橋店 浪速区日本橋４丁目

上等カレー　BR長堀橋店 中央区島之内１丁目

上等カレー　本町4丁目店 中央区本町４丁目

上等カレー　阿波座店 西区西本町２丁目

上等カレー　なんばｗａｌｋ店 中央区千日前１丁目

上等カレー業物屋 西区江戸堀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

情熱うどん讃州　新大阪店 淀川区宮原４丁目

じょうのや　北浜店 中央区北浜３丁目

正八 住之江区御崎８丁目

菖蒲 北区曾根崎新地１丁目

笑福 梅田店 北区梅田１丁目

笑福とおるちゃん 東淀川区豊新３丁目

笑酒幕府　松乃城 西成区萩之茶屋１丁目

笑平 住之江区浜口東２丁目

しょうへい3000 中央区東心斎橋１丁目

賞味 阿倍野区阪南町２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

升屋 西成区千本中１丁目

常夜亭 徳 淀川区十三本町１丁目

常夜燈　曽根崎店 北区曾根崎２丁目

庄や肥後橋土佐堀通り店 西区江戸堀１丁目

醤油と貝と麺そして　人と夢 西淀川区柏里３丁目

醤油らーめんピース東三国店 淀川区東三国４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 淀川区東三国５丁目



施設名称 所在地

笑楽館 中央区千日前１丁目

笑楽酒場　とっしゃん 天王寺区堀越町

松蘭 生野区小路２丁目

祥隆 東淀川区西淡路３丁目

昇龍軒 都島区高倉町１丁目

昇六 西区靱本町１丁目

昭和 阿倍野区昭和町１丁目

匠和 阿倍野区昭和町１丁目

笑和 城東区中央３丁目

昭和サロンカフェ 阿倍野区昭和町４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　お初天神店 北区曾根崎２丁目

昭和大衆ホルモン　京橋店 都島区東野田町３丁目

昭和大衆ホルモン　十三店 淀川区十三本町１丁目

昭和大衆ホルモン　千日前店 中央区千日前２丁目

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

昭和町ボストンハルカスダイニング店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

昭和丸 北区梅田１丁目

昭和ロマンス酒場　難波中店 浪速区難波中１丁目

徐園 西区江戸堀１丁目

Joe 中央区心斎橋筋２丁目

ジョーク 中央区東心斎橋２丁目

JOKE CAFE 平野区喜連東３丁目

JoJi 都島区東野田町５丁目

庄助 西区九条１丁目

JOE'S BAR 東成区深江北１丁目

Jo's Bar 住之江区粉浜１丁目

JYO－ZETSU 倅 北区曾根崎２丁目

JO-BARA 北区堂島１丁目

JOE MAD SPECIAL 生野区小路東２丁目

食　いらっしゃいませ 東淀川区西淡路５丁目

食悦堂 阿倍野区昭和町５丁目

蜀漢 心斎橋店 中央区心斎橋筋１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



施設名称 所在地

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

食彩炉ばたこころ 東成区中本１丁目

食事小屋はむ86 中央区東心斎橋２丁目

食事処瀬戸 東淀川区瑞光２丁目

食事処　つし里 此花区西九条１丁目

食事処　飲処　阿蘇 東淀川区豊新１丁目

食事処　愛 中央区東心斎橋２丁目

食事処あらかると 北区池田町

食事処　潮路 西成区潮路１丁目

食事処とも 阿倍野区天王寺町北２丁目

食事処へそ 北区天神橋２丁目

食事処　寄り道 東住吉区針中野３丁目

食事処　励明園　 港区築港４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

食旬彩　ひで屋 生野区小路１丁目

しょくすい 北区天神橋２丁目

食酒家まるいち 東淀川区豊新４丁目

食膳軒 北区神山町

食鮮菜　啓 福島区吉野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　近鉄上本町店 天王寺区上本町６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

食堂カフェpotto関目店 城東区関目３丁目

食堂カフェpotto都島店 都島区友渕町２丁目

食堂酒場BUDDHAEATZ 天王寺区空清町

食堂さんさんじ 西区新町１丁目

食堂　しんや（居酒屋） 生野区林寺２丁目

蜀道鮮 中央区千日前１丁目



施設名称 所在地

食堂大学 東淀川区大隅１丁目

食堂PLUG 北区中崎西１丁目

食堂ペロ 鶴見区放出東３丁目

食堂やまかわ 西成区旭１丁目

食堂RUTA 中央区南船場２丁目

食堂WACCA 住吉区東粉浜３丁目

「食と酒」居酒屋かるだん 中央区日本橋２丁目

食人 阿倍野区西田辺町２丁目

食の縁 蒼乃 平野区喜連西６丁目

食へ集う　千す 東住吉区駒川４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

食游梅蘭 阿倍野区阿倍野筋１丁目

食よし川 浪速区難波中２丁目

食楽　こつま 北区中津１丁目

食lab 北区中崎２丁目

Chocolat 北区曾根崎新地１丁目

Chocolateショコラ 中央区宗右衛門町

ショコラ＆パルフェ　フロランタン 北区曾根崎新地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　大丸心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

叙々苑　ルクア大阪店 北区梅田３丁目

如水 福島区福島６丁目

初代 北区兎我野町

初代　エビス 浪速区恵美須東２丁目

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

色s 阿倍野区松崎町２丁目

Shot & Snack HIGASHI 港区波除３丁目

Shot bar Caprice 東淀川区豊新５丁目

ショット＆ワイン堂島グラッチェ 福島区福島５丁目

ShotBar　S-Heart 北区曾根崎２丁目

ショットバー・ハニーボックス 北区兎我野町

Shot Bar ADELANTE 中央区難波４丁目

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



施設名称 所在地

Shot BAR ウイスキー研究所 中央区宗右衛門町

Shot Bar es 淀川区十三本町１丁目

Shotbar EVER 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

ショットバー音蔵 住吉区我孫子５丁目

SHOTBAR 絆 住吉区長居２丁目

Shot Bar Quar 北区堂島１丁目

Shot Bar Gaily Moon 西淀川区野里１丁目

ShotBarK/T 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 KONG 北区堂山町

Shot Bar Son's Bar 西区江戸堀２丁目

ショットバー参番館 港区波除３丁目

ショットバーｇ 天王寺区悲田院町

Shot Bar Gee 北区堂山町

Shot Bar  GS 淀川区西中島４丁目

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

SHOTBAR タイニーバブルス・TINYBABBLES 淀川区十三東２丁目

笑と婆deminee 中央区心斎橋筋２丁目

Shotbar-DEN- 都島区東野田町５丁目

SHOT BAR TRIBE 北区神山町

Shot Bar Drop In 淀川区十三本町１丁目

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

Ｓｈｏｔ　Ｂａｒ　Ｂａｃｃｈｕｓ 東成区東小橋１丁目

ショットバーハレッパ 淀川区十三本町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 hool 東成区深江北３丁目

ショットバープラス 中央区宗右衛門町

Shot Bar blAst 中央区東心斎橋２丁目



施設名称 所在地

SHOTBAR　PEKO 北区茶屋町

SHOT BAR ボナセーラ 阿倍野区阿倍野筋１丁目

ShotBar Mozic 中央区東心斎橋１丁目

SHOTBAR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

Shot Bar Roulette 西区阿波座１丁目

SHOTBARREGULUS 北区曾根崎２丁目

SHOTBAR One or Eight 北区曾根崎１丁目

ショットパブ　児玉 東住吉区桑津１丁目

塩々 福島区玉川１丁目

SHOT BAR Sagittarius 東成区神路１丁目

ジョニーのからあげ　上本町店 天王寺区小橋町

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　天満店 北区天神橋４丁目

ジョニーのからあげ大池橋店 生野区田島１丁目

ジョニーのから揚げ　十三店／天天菜 淀川区木川西２丁目

ジョニーのからあげ放出店 城東区諏訪１丁目

ジョニーのからあげ東三国店 淀川区宮原５丁目

ジョニーのからあげ平野店 平野区背戸口５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

ジョニーのからあげ　都島店 都島区都島本通３丁目

庶民 都島区東野田町３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

GIORNO 西区北堀江１丁目

Joyeux 北区曾根崎新地１丁目

じょんのび 福島区福島５丁目

Jung kitchen　ジョン－キッチン 中央区島之内２丁目

SHILA 城東区中央１丁目

shiraz 港区波除３丁目

しらいし家 旭区中宮１丁目

白菊 天王寺区寺田町２丁目

しらさわ 西区京町堀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



施設名称 所在地

ジラフ京橋浪漫　東口店 都島区東野田町２丁目

慈琳 中央区内本町２丁目

シリンジェ 福島区福島５丁目

ZilL 淀川区東三国４丁目

Ｓｙｌｖｉａｎ 西区京町堀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 西成区天下茶屋北１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

汁なし　ゴリラ 阿倍野区阿倍野筋１丁目

汁なし坦坦麺専門　キング軒 北区梅田１丁目

シルバー 北区曾根崎新地１丁目

シルバー 大正区北恩加島１丁目

silver 都島区東野田町３丁目

シルバースプーン 港区波除３丁目

しるびあ 中央区東心斎橋２丁目

知留久　法善寺店 中央区難波１丁目

知留久　本店 北区曾根崎２丁目

知留久　OS店 北区曾根崎２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

素人料理の店こその 西区九条１丁目

ジローズ ジュニア 北区曾根崎新地１丁目

しろがね 東淀川区豊新３丁目

白木屋 東淀川区淡路４丁目

白木屋 天王寺区上本町６丁目

白木屋 此花区西九条３丁目

白木屋 中央区南船場３丁目

白木屋 中央区谷町４丁目

白木屋 浪速区敷津西２丁目

白木屋 東淀川区瑞光１丁目

白木屋 阿倍野区阿倍野筋２丁目

白木屋 北区茶屋町

白木屋 浪速区恵美須東１丁目

白木屋 中央区道頓堀１丁目

四六時中鶴見店 鶴見区鶴見４丁目



施設名称 所在地

城寿し 住之江区浜口西１丁目

しろねこ 天王寺区上本町６丁目

眞 中央区宗右衛門町

真 中央区東心斎橋２丁目

しん 西区江戸堀１丁目

陣 中央区宗右衛門町

JIN 淀川区西三国４丁目

盡 北区同心２丁目

じん 西区江之子島１丁目

仁 西区江之子島１丁目

仁 淀川区三国本町２丁目

新　京愛館 生野区中川２丁目

新明石 中央区心斎橋筋２丁目

新明石鮓 北区曾根崎新地１丁目

新歌丸寿司 中央区千日前１丁目

新大阪海鮮食堂おーうえすと 東淀川区東中島１丁目

新大阪きらく　アパホテル店 東淀川区東中島１丁目

新大阪焼そばセンター 淀川区宮原３丁目

新お多福 西成区天神ノ森１丁目

シンガーズクラブエデンPART2 阿倍野区松崎町２丁目

芯かつ 城東区中央３丁目

新勝太郎 中央区東心斎橋２丁目

新かどや 東成区東小橋３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

申記　上海餛飩 中央区千日前１丁目

心喜進 東淀川区菅原７丁目

新きみ乃 生野区桃谷３丁目

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

新京飯店 淀川区西中島４丁目

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

synchroシンクロ 北区堂山町
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甚九郎 淀川区東三国４丁目

真剣 旭区千林１丁目

新子 中央区宗右衛門町

新幸梅 中央区南久宝寺町３丁目

（新）西光園 生野区桃谷４丁目

心斎橋　魄瑛 中央区東心斎橋２丁目

心斎橋あまの井 中央区東心斎橋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　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

心斎橋でりしゃす 中央区心斎橋筋２丁目

みみう心斎橋店 中央区西心斎橋１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

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

心斎橋ミツヤ　アベノ店 天王寺区堀越町

心斎橋ミツヤ　京阪モール店 都島区東野田町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

心斎橋麓鳴舘 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

しん左衛門 此花区西九条３丁目

晋作 中央区東心斎橋２丁目

甚作 淀川区西三国１丁目

シンザンII 北区曾根崎２丁目

shinsya 北区曾根崎新地１丁目

森樹 東成区深江南１丁目

信洲　えびのや　大阪駅前第３ビル 北区梅田１丁目

信州庵 阿倍野区阿倍野筋１丁目

信州そば処　そじ坊 北区梅田１丁目



施設名称 所在地

信州そば処　そじ坊 中央区本町３丁目

信州そば処　そじ坊 北区梅田２丁目

信州そば処　そじ坊 都島区東野田町２丁目

信州そば処　そじ坊 中央区城見１丁目

信州そば処　そじ坊 北区梅田１丁目

信州そば処　そじ坊 鶴見区鶴見４丁目

信州そば処　そじ坊 中央区北浜１丁目

信州そば処　そじ坊　あべのルシアス店 阿倍野区阿倍野筋１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

真心旬香　色 城東区今福西１丁目

しんしん荘 住吉区長居東４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

真水無香 淀川区西中島４丁目

シンズキッチン 中央区日本橋１丁目

新助バール 住之江区新北島１丁目

新世界 浪速区恵美須東３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

新世界おやじの串や 浪速区恵美須東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　通天閣店 浪速区恵美須東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劇場前店 浪速区恵美須東２丁目

新世界串カツいっとく通天閣店 浪速区恵美須東２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

新世界串カツいっとく法善寺店 中央区難波１丁目

新世界串カツいっとく本店 浪速区恵美須東２丁目

 新世界串カツいっとく本町店 中央区備後町３丁目

新世界串かつおこま 都島区東野田町５丁目



施設名称 所在地

新世界串カツからさき別館 浪速区恵美須東２丁目

新世界串カツからさき本店 浪速区恵美須東２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

新世界串カツ山ちゃん2 浪速区恵美須東２丁目

新世改94ダイニング誠 城東区永田２丁目

新世界じゃんじゃん横丁　串かつ　勝大　京橋店 都島区東野田町５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

新世界じゃんじゃん横丁　串かつ　勝大　西中島店 淀川区西中島３丁目

新世界もつ鍋屋　北巽店 生野区巽北４丁目

新世界もつ鍋屋 京橋店 都島区東野田町３丁目

新世界もつ鍋屋 なんば店 浪速区難波中１丁目

新世界もつ鍋屋 福島店 福島区福島１丁目

新世界もつ鍋屋 本店 浪速区恵美須東１丁目

新鮮漁港　明石 淀川区十三東２丁目

新鮮酒場なり蔵 西区土佐堀３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

新鮮丸 福島区福島７丁目

中国酒菜　真怡記 西区靱本町１丁目

新大正庵 大正区三軒家東１丁目

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

Shin-Chan 北区曾根崎２丁目

新ちゃん 北区堂山町

しんちゃん　谷四店 中央区谷町３丁目

しんちゃん京橋店 都島区東野田町１丁目

新中国料理HARAKAWA 北区曾根崎新地１丁目

CinderellaBar 淀川区西中島３丁目

真道京橋 都島区東野田町１丁目

新徳 都島区都島本通２丁目

真 肉焼屋 淀川区十三本町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

心白 西区土佐堀１丁目

新橋立呑処へそ　南森町店 北区天神橋３丁目



施設名称 所在地

甚ハ 中央区今橋３丁目

Cymbidium 北区曾根崎新地１丁目

新深江礁 東成区深江南１丁目

新福菜館　京橋店 都島区東野田町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

Simple58 住之江区中加賀屋４丁目

仁坊 北区堂山町

新豊年 生野区新今里３丁目

新ほてい 中央区難波千日前

新町あだち 西区新町３丁目

新町海鮮酒場うおのや 西区新町１丁目

新町蕎麦切りてるてる 西区新町１丁目

新町冨久鮓 西区新町１丁目

新町都城 西区新町１丁目

新町やまがそば 西区阿波座１丁目

新町ら～めん 西区新町３丁目

ginmillLanchy 北区堂島１丁目

新三浦　大阪 北区大淀中１丁目

真味大串 浪速区元町２丁目

仁家 生野区巽中３丁目

陣屋 天王寺区真法院町

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

真湯 北区曾根崎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 福島区鷺洲３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

新楽食堂　串家物語　ヨドバシ梅田店 北区大深町

新力 天王寺区堀越町

JIN-LOW 中央区宗右衛門町

神和牛 天王寺区下味原町



施設名称 所在地

新和食みやけ 北区大淀中１丁目

新和食きくい 都島区東野田町１丁目

す。 浪速区恵美須東２丁目

粋 北区堂島１丁目

粋sui 北区曾根崎新地１丁目

水庵 北区中崎西１丁目

スイーツカフェ＆バー　フィナンシェ 北区曾根崎新地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　天王寺ミオ店 天王寺区悲田院町

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

Sweet's 北区角田町

スイートサロンクイン 東成区東小橋３丁目

Sweet Bar Chocolat 都島区東野田町３丁目

スイートメモリー 淀川区西中島３丁目

SEE-YA 福島区吉野３丁目

隨縁亭 浪速区湊町１丁目

隨縁亭 中央区城見２丁目

隨縁亭 北区梅田３丁目

酔歌 浪速区恵美須東１丁目

Suica 中央区東心斎橋２丁目

すいか 北区堂島１丁目

酔歌 福島区吉野３丁目

水雅 中央区大手前１丁目

粋花KYKあべのハルカス近鉄本店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

粋花KYKてんのうじミオ店 天王寺区悲田院町

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

水月 北区堂島１丁目

彗月 中央区瓦屋町１丁目

酔虎伝　阿倍野店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

酔虎伝てんのじ村 天王寺区堀越町

酔虎伝　阪急東通店 北区堂山町

粋彩ＳＡＫＵ 西区北堀江２丁目

粋翔苑 阿倍野区西田辺町１丁目

瑞祥苑 旭区森小路１丁目



施設名称 所在地

酔巣 中央区島之内２丁目

スイスホテル南海大阪タボラ36　Tavola36 中央区難波５丁目

綏泉 中央区難波１丁目

酔泉 東成区東中本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

粋味酒楽     みやちゃん   生野区田島１丁目

粋麺あみ乃や 中央区難波４丁目

酔楽 都島区東野田町３丁目

翠蓮 中央区宗右衛門町

ZOO 旭区清水３丁目

SweetBasil 北区大淀南１丁目

Ｓｗｅｅｔ　Ｍｏｏｎ 北区神山町

スウィングシング 東淀川区相川２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

superjap 中央区日本橋２丁目

スーパートモコ 淀川区十三本町１丁目

スーパードライ梅田 北区西天満４丁目

スーパードライOCATモール 浪速区湊町１丁目

すーぱー百番 北区角田町

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

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

末広 西区九条３丁目

すえひろ 北区芝田２丁目

すえひろ 城東区東中浜３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

すえもと 住吉区我孫子５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



施設名称 所在地

SKYGARDEN 300 阿倍野区阿倍野筋１丁目

SKY  CRUISER 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

スカイダイニング＆バー　ブルーバード 北区角田町

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

SKYLOVE 城東区成育５丁目

スカポンタン 北区菅栄町

SCALA 西区新町１丁目

杉 西淀川区姫里２丁目

すぎ寿司 住吉区殿辻２丁目

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

杉の子パート2 都島区東野田町３丁目

杉野商店 東住吉区湯里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

杉本酒店 天王寺区空堀町

すき焼き　串カツ　はるな 中央区南本町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

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

すき焼き梅田 北区芝田１丁目

すき焼き串焼き北斗　ＧＥＭＳなんば店 中央区難波３丁目

すきやきダイニングHiro 福島区福島１丁目

好きやねん青山 港区市岡元町３丁目

すきやねんTONKO 港区波除３丁目

suk 中央区東心斎橋２丁目

ScuBar 北区曾根崎２丁目

スクデット 北区天神橋１丁目

助左　 港区弁天５丁目

scot's Maggie 中央区平野町１丁目

スゴロク 東住吉区北田辺２丁目

須佐 中央区瓦屋町１丁目

寿し　あや瀬 北区梅田１丁目

すし　一喜 平野区長吉長原４丁目



施設名称 所在地

鮨　おぎ堂 北区堂島１丁目

鮨　慎之介 中央区安土町２丁目

鮨　大吾 北区曾根崎２丁目

鮨　大心 北区天神橋５丁目

鮨　たくま 中央区南本町３丁目

鮨　武徳 淀川区三国本町１丁目

鮨 千陽 福島区福島５丁目

鮨　なか田 北区中之島５丁目

すし　はん田 旭区新森１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

鮨　まつやま 福島区福島５丁目

鮨　美寿志 北区中之島３丁目

鮨　む田 西区京町堀１丁目

鮨・酒・肴　杉玉　京橋 都島区東野田町１丁目

すし青木 福島区福島６丁目

寿司 赤酢道頓堀店 中央区道頓堀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

鮓  あさ吉 西区新町４丁目

鮨あずま 北区曾根崎新地１丁目

鮨天使 北区天神橋５丁目

すし活魚　魚蔵 西区江戸堀１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

寿司居酒屋じゅん平 浪速区塩草３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

すし居酒屋まるはち 東成区大今里西３丁目

すし一 淀川区西中島４丁目

鮨一 中央区千日前１丁目

寿司一 旭区大宮５丁目

寿し一 都島区都島南通２丁目

寿司一　 東淀川区南江口３丁目

すし市 天王寺区上汐３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
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すし一貫 天王寺区大道５丁目

寿司一心 北区堂山町

鮨伊吹 西区京町堀１丁目

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

すし　魚貴 北区梅田１丁目

寿司魚傑 東住吉区照ケ丘矢田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

鮨えび 生野区勝山北１丁目

鮨えびす 生野区中川西２丁目

鮨右衛門 住吉区長居東３丁目

すしおやじ巻平 生野区小路東２丁目

寿司海匠 北区堂島１丁目

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

すし数 福島区大開１丁目

すし割鮮天山 天王寺区大道１丁目

寿し割烹　魚市 阿倍野区阿倍野筋１丁目

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

すし寛 西成区太子１丁目

寿司・季節料理あまつ 西成区潮路２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

鮨　吉弥 北区国分寺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

鮨銀 中央区難波千日前

鮨銀鱗 住之江区北加賀屋２丁目

寿し久保 北区曾根崎新地１丁目

寿し佳 天王寺区舟橋町

鮨けやき 中央区西心斎橋１丁目

すし健 大正区平尾５丁目

すし源 西区九条１丁目

寿し元dining 西区江戸堀１丁目

鮨源兵衛 中央区南船場４丁目



施設名称 所在地

鮨こいき 天王寺区勝山４丁目

すし幸 西成区潮路１丁目

すし工房すし吉 中央区淡路町１丁目

スシコーヒー 西区南堀江３丁目

すし小島 北区曾根崎新地１丁目

鮨・ご馳走処　やく藏 西区江戸堀１丁目

鮨　琥珀 中央区内平野町１丁目

すし駒 都島区高倉町３丁目

鮨　さえき 福島区大開１丁目

寿司さか本 福島区海老江２丁目

すし礫 北区曾根崎新地１丁目

すし猿 平野区瓜破５丁目

鮨三心 中央区内久宝寺町２丁目

鮨　しお津 北区西天満４丁目

寿司繁 東住吉区北田辺４丁目

鮨しばた 北区曾根崎新地１丁目

鮨旬魚彩　きぐち 住吉区苅田７丁目

すし昌 生野区巽西２丁目

寿司　焼酎　みずしま 北区本庄東１丁目

鮨笑ねはち 福島区福島４丁目

鮨　尽誠 中央区心斎橋筋２丁目

鮨司すず芽 中央区日本橋２丁目

寿司鈴若 阿倍野区旭町２丁目

鮨　すばる 西区江戸堀１丁目

すし清 天王寺区国分町

鮨泉水 天王寺区上汐３丁目

鮨 仙酢 大阪駅前店 北区芝田１丁目

鮨　仙酢　総本店 北区曾根崎新地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

寿し　大 北区堂島１丁目

寿司たいすけ 中央区宗右衛門町

寿司ダイニングＳａｂｕ 住之江区北加賀屋１丁目

鮨ダイニング龍 福島区福島２丁目

鮨　髙雄 中央区難波千日前

鮨髙瀬 平野区長吉長原１丁目

鮨瀧本 北区堂島１丁目



施設名称 所在地

すし武 生野区小路東２丁目

すし武 住之江区粉浜１丁目

鮨武わ 中央区南船場２丁目

すし辰 阿倍野区阪南町１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

すし馳走魚谷 中央区東心斎橋２丁目

鮨知春 城東区鴫野東３丁目

寿司茶屋　すし活 港区波除３丁目

すし忠 中央区東心斎橋２丁目

寿し兆 住吉区苅田３丁目

寿し長 住吉区帝塚山東１丁目

寿し長　栄 北区天満２丁目

寿司常 北区天神橋２丁目

すし常 都島区片町２丁目

すし常 住吉区苅田７丁目

すしつむぎ 北区曾根崎新地１丁目

すし鶴新深江店 東成区神路３丁目

鮨Ｄ 中央区平野町２丁目

寿司哲 東淀川区淡路４丁目

鮨天寿 中央区上本町西５丁目

すし天　はし本 西成区玉出中２丁目

すし天ぷらめ組 東淀川区下新庄６丁目

寿し道楽 住吉区長居東４丁目

鮨処　うお徳 北区池田町

寿司処　うを七 生野区巽中１丁目

すし処　香味岡 福島区福島７丁目

寿司処　喜与丸 北区梅田３丁目

鮨処　金城 北区曾根崎新地１丁目

鮨処　八三郎 中央区難波１丁目

鮨処　ひかり 北区天神橋４丁目

すし処　誠 住吉区我孫子西２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

すし処一徹 住吉区墨江４丁目

すし処うえの 淀川区十三本町１丁目

寿司処 海屋 福島区大開１丁目

寿司処えにし 北区天神橋５丁目



施設名称 所在地

鮨処音羽 北区梅田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 淀川区東三国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

鮨処寛龍 北区曾根崎新地１丁目

鮨処　寛龍　本通り店 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

寿し処黒杉 北区堂島浜１丁目

鮨処こに志 阿倍野区旭町２丁目

すし処賛志郎 浪速区難波中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　たかはし 北区堂島１丁目

すし処 髙松 阿倍野区昭和町２丁目

寿司処たくみ 北区池田町

鮨処多田 北区曾根崎新地１丁目

寿司処多もん 北区天神橋５丁目

すし処つま美 福島区福島４丁目

鮨処敏 福島区福島７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

鮨処一 西区阿波座１丁目

すし処　八孝 天王寺区上本町６丁目

すし処　八ちゃん 淀川区三国本町３丁目

寿し処英 北区曾根崎新地１丁目

すし処ひでまる 中央区釣鐘町１丁目

鮨処平野 北区曾根崎新地１丁目

すし処びんび 天王寺区玉造元町

寿司処　坊主 東淀川区瑞光１丁目



施設名称 所在地

寿司処まえ田 北区天神橋４丁目

すし処　松本 中央区東心斎橋１丁目

寿司処みやもと 浪速区元町２丁目

すし処　美旨 東住吉区東田辺３丁目

鮨処やま本 北区曾根崎新地１丁目

鮨処　よし田 住之江区東加賀屋３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

寿司と酒Marry 北区芝田１丁目

鮨　徳久利 中央区上汐１丁目

すし富 東住吉区駒川１丁目

すし富　龍 天王寺区玉造本町

すし留 淀川区宮原２丁目

すし豊 阿倍野区王子町２丁目

寿司とら 東淀川区井高野１丁目

すし中 都島区都島本通３丁目

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

鮨なかもと 中央区難波千日前

鮨永吉 福島区福島２丁目

寿司ニハ 阿倍野区阪南町１丁目

鮨のぐち 北区曾根崎新地１丁目

すしの助　西中島店 淀川区西中島３丁目

寿司bar えびやん 中央区東心斎橋２丁目

sushi場あーげん家 福島区福島１丁目

寿司バーげん家 淀川区木川東３丁目

寿司BAR　〇ＢＯＺＵ（まるぼうず） 港区波除３丁目

寿司バール　漁祭　福島店 福島区福島７丁目

寿司はせ川 中央区東心斎橋１丁目

すしはな上本町店 天王寺区上本町６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

鮨　林田 北区西天満２丁目

鮨はや田 中央区伏見町２丁目

鮨春政 阿倍野区西田辺町２丁目



施設名称 所在地

すし半大正店 大正区三軒家西１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 東成区東小橋１丁目

すし秀 中央区千日前１丁目

寿司広 東淀川区東中島１丁目

寿し宏 淀川区宮原５丁目

鮨　廣見 北区曾根崎新地１丁目

鮨 福萬 中央区瓦屋町１丁目

すしふく吉 北区西天満４丁目

寿司富久佳　富国生命ビル店 北区小松原町

すし藤田 西区江戸堀１丁目

寿司ふじ本 北区東天満２丁目

鮨藤もと 西区新町２丁目

鮨ふみ 福島区福島７丁目

すし平 西成区鶴見橋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

鮨まごのて 天王寺区真田山町

すし正 西淀川区御幣島２丁目

寿し正 浪速区大国３丁目

すし雅 淀川区十三本町２丁目

寿司正 鶴見区諸口４丁目

すし政 都島区東野田町３丁目

すし政　中店 北区天神橋５丁目

すし政　東店 北区天神橋５丁目

すし政　西店 北区黒崎町

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

すしまる屋 淀川区東三国４丁目

すし萬 中央区心斎橋筋１丁目

すし萬 阿倍野区阿倍野筋１丁目

すし萬　近鉄百貨店上本町店１２階店 天王寺区上本町６丁目

すし　みさわ 北区堂島１丁目

寿司みらく 中央区東心斎橋２丁目

寿司むら尾 西区九条１丁目

鮨村上二郎 北区曾根崎新地１丁目

すし屋　蓮太郎 福島区福島７丁目
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寿し家げん 旭区赤川２丁目

すし屋の居酒屋　甚 城東区鴫野東１丁目

sujeo 西区北堀江３丁目

寿し吉 生野区鶴橋２丁目

寿司よし 城東区諏訪４丁目

寿し吉 中央区南船場２丁目

鮨よし 中央区石町２丁目

すし良 淀川区三津屋北１丁目

鮨よしたけ 東成区大今里３丁目

鮨　よね田 東淀川区豊新５丁目

寿し隆 住吉区長居４丁目

すし陵 都島区東野田町１丁目

鮨ろく 北区西天満４丁目

鮨わきた 北区堂島１丁目

鮨航 阿倍野区松崎町２丁目

鈴園 西淀川区千舟２丁目

すずき 西成区山王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

すずのね 北区堂島１丁目

すずめ 中央区東心斎橋２丁目

すずめ 旭区赤川２丁目

すずめの巣 西成区梅南１丁目

すず屋 淀川区十三東２丁目

すずや 旭区高殿２丁目

鈴屋 東成区中本３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

すずらん 平野区長吉出戸３丁目

スター 生野区桃谷３丁目

スナックStar 北区堂島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

Start 住之江区中加賀屋３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

スターライト 都島区東野田町３丁目
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STAR☆LIGHT 中央区谷町９丁目

Starry Sky 北区堂島１丁目

Stylish Bar わんすもあー 福島区大開１丁目

stylish bar VALET 中央区東心斎橋２丁目

STYLE 淀川区木川東４丁目

style 中央区宗右衛門町

Style 北区堂島１丁目

スタジアムゲン 住之江区中加賀屋２丁目

スタジオ　イオロス　（Studio Aeolus) 天王寺区上汐４丁目

Studio&Caf'e Make 浪速区芦原１丁目

スタジオKM 西淀川区御幣島２丁目

スタジオJ 西成区旭１丁目

スタジオJBL 福島区大開１丁目

STUDIO BAR ALDO　 福島区吉野３丁目

すだちの花 中央区上町１丁目

STUNNING LOUNGE 北区天神橋４丁目

すたみな太郎NEXTドン・キホーテ道頓堀御堂筋店 中央区西心斎橋２丁目

すたみな太郎平野加美店 平野区加美東１丁目

STANDARD OSAKA 中央区南久宝寺町４丁目

Standing　Grill　Wine　百 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

スタンディングバー酒甲 淀川区新高３丁目

STANDING BAR STAND 大正区平尾４丁目

StandingBarふぅ～。 此花区梅香１丁目

スタンド 中央区東心斎橋１丁目

スタンド　アナザー98 浪速区恵美須東１丁目

スタンド　カッコ 都島区都島本通３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

standup 淀川区十三本町２丁目

スタンド　あら木 西成区千本中１丁目

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
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スタンドうみねこ はなれ 中央区心斎橋筋２丁目

スタンドエイジ 福島区鷺洲２丁目

すたんど　カメレオン 東住吉区針中野３丁目

Stand Kitchen Emi Syokudo 西成区玉出東２丁目

STAND KING CONG 中央区日本橋２丁目

スタンドくりけん 阿倍野区昭和町１丁目

スタンド酒場ずいき 北区兎我野町

スタンド酒場ＢＥＡＶＥＲ 淀川区十三本町１丁目

スタンドしまうま 中央区内本町２丁目

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

スタンド新町 西区新町４丁目

STAND 2nd 中央区南本町１丁目

stand soji 阿倍野区西田辺町１丁目

スタンドソバサンカク 中央区難波千日前

スタンドソバサンカクプラスヒツジホシ 淀川区十三本町２丁目

すたんど　太雅 北区天満２丁目

STAND　TIGER　TIGER 福島区福島３丁目

スタンド高千穂 西成区山王３丁目

スタンド　たかちゃん 大正区三軒家西１丁目

STAND TAMATSU 西成区天神ノ森１丁目

スタンドちょびっと 淀川区塚本２丁目

スタンド　ツマミグイ 浪速区難波中３丁目

スタンド富 阿倍野区阿倍野筋１丁目

スタンドなかにし 住吉区苅田５丁目

スタンド煮ガ味 淀川区十三東３丁目

スタンドにしき 中央区難波千日前

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

スタンドバーじょうじ 都島区中野町５丁目

すたんどBAR　TAI　THAI 浪速区難波中２丁目

stand bar Chiaki 北区天神橋４丁目

スタンドはじめ 天王寺区舟橋町

スタンドbasue 北区西天満５丁目

stand HACHI 西淀川区御幣島２丁目

スタンド華子 西成区橘２丁目

STAND PUB 天王寺区上本町６丁目



施設名称 所在地

スタンドバルマルツ 阿倍野区松崎町２丁目

STAND BB 中央区日本橋１丁目

スタンドふじ 阿倍野区阿倍野筋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

すたんどぼぶ 西区靱本町３丁目

スタンド マルカツ 北区梅田１丁目

スタンド三日月 中央区南船場３丁目

スタンド緑橋 東成区東中本１丁目

STANDmee 中央区難波千日前

スタンドメトロ 西成区花園南２丁目

スタンドもぐ 北区梅田１丁目

スタンドBゆきちゃん 都島区東野田町５丁目

すたんど酔至屋 浪速区恵美須西３丁目

スタンド四坪 淀川区十三東２丁目

stand liber 中央区心斎橋筋２丁目

スタンピート   ＳＴＡＭＰＥＤＥ　 北区曾根崎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

スッポン料理　豊水 生野区生野西４丁目

Stare 都島区内代町１丁目

STINGER 淀川区西中島３丁目

STING 淀川区十三本町２丁目

ステーキ・鉄板居酒屋鍛冶屋 西成区玉出西１丁目

ＳＴＥＡＫ＆ＢＡＲ　ＢｌｏｃｋなんばＣＩＴＹ店 浪速区難波中２丁目

ステーキ＆ハンバーグぶどう亭 北区梅田１丁目

Steak&Wine Griante Umeda 北区芝田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 ChevalRouge 北区堂島１丁目

ステーキいぐち 北区曾根崎新地１丁目

ステーキガスト大阪鷺洲店 福島区鷺洲５丁目

ステーキキッチンKENYA 福島区福島３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 大阪松竹座店 中央区道頓堀１丁目

STEAK THE FIRST 北新地 北区曾根崎新地１丁目

ステーキ食堂かど家　西田辺店 阿倍野区西田辺町１丁目

ステーキ食堂　BECO　京橋店 都島区東野田町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



施設名称 所在地

ステーキ食堂Lamp 中央区玉造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

ステーキ鉄板ssense 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

ステーキとおやさい なおちゃん 北区池田町

ステーキのどん城東古市店 城東区古市３丁目

ステーキハウス　近江 都島区東野田町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　トライ　肥後橋店 西区江戸堀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

ステーキハウス黒川 北区曾根崎新地１丁目

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

すてーきはうす寿々 中央区道頓堀２丁目

ステーキハウス仲間 北区曾根崎新地１丁目

ステーキハウス野田 北区曾根崎２丁目

ステーキハウス　薔薇園 北区中崎３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　LEVEL　ONE 中央区道頓堀１丁目

ステーキハウス　ロイン　ＨＥＰ　ＮＡＶＩＯ 北区角田町

STEAKE HOUSE ロマン亭 ounce 地下鉄新大阪店 淀川区西中島５丁目

ステーキバッカナーレ 淀川区西中島２丁目

ステーキファイブ南森町店 北区天神橋２丁目

STEAK MASADA 北区堂島１丁目

ステーキミハラ 中央区東心斎橋１丁目

ステーキリバーベ　上新庄店 東淀川区豊新５丁目

ステーキリバーベ　寺田町店 天王寺区寺田町２丁目

ステーキリバーベ　西田辺店 阿倍野区昭和町５丁目

ステーキリバーベ　深江橋店 城東区諏訪４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



施設名称 所在地

ステージハウス　チャコ 西淀川区御幣島２丁目

ステージプラス 阿倍野区松崎町２丁目

素敵家 西区阿波座１丁目

STEP BY STEP 浪速区浪速東１丁目

Step HALL 北区中津１丁目

Steady 北区曾根崎新地１丁目

Stella 西区阿波座１丁目

Stella 淀川区西中島４丁目

STELLA MARIA 淀川区新北野１丁目

ステレオ 中央区瓦屋町３丁目

すとうぶ 東住吉区駒川４丁目

ストークサウス 中央区難波４丁目

story 北区曾根崎新地１丁目

story 住之江区中加賀屋３丁目

Story 北区西天満６丁目

STORY 中央区道頓堀１丁目

STRAPIENO 住吉区苅田９丁目

ストリーム 中央区心斎橋筋２丁目

Stray Sheep 西淀川区柏里３丁目

storage 中央区東心斎橋２丁目

ストレートプール 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

stomp 中央区東心斎橋１丁目

SUNAO食堂 中央区北浜東

すなおや 淀川区新高３丁目

すなおや食堂 淀川区西中島５丁目

すなおや新大阪店 淀川区西中島７丁目

すなっく　Amie 東淀川区淡路４丁目

スナック　アミー 阿倍野区阪南町５丁目

SNACK　アモーレ 生野区巽東１丁目

スナック　あんこ 港区波除３丁目

スナック　いい友 浪速区恵美須東１丁目

スナック一番館 城東区今福東２丁目

Snack O-HATSU 北区曾根崎２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



施設名称 所在地

すなっく　我夢 西区九条１丁目

スナック　カメレオン 北区天神橋３丁目

スナック　加代 東淀川区豊新３丁目

すなっく　かわい 西区九条１丁目

スナックGAN×2 ガンガン 中央区東心斎橋２丁目

スナック　キャピタル 都島区東野田町５丁目

スナック　金魚 西区九条１丁目

スナック　GEMI 天王寺区石ケ辻町

スナック　相良 浪速区桜川４丁目

（スナック）幸子 生野区巽西３丁目

スナック　詩苑 西淀川区姫島１丁目

スナック　シゲ 中央区難波４丁目

スナック　島 淀川区十三本町１丁目

スナック　JUJU苑 福島区大開１丁目

スナック　純 港区市岡２丁目

すなっく　すず 中央区東心斎橋２丁目

スナック　すもも 城東区今福西３丁目

スナック　　スリーエイト 淀川区十三本町１丁目

スナック　たのし美 中央区東心斎橋２丁目

すなっく　だんだん 住之江区北加賀屋１丁目

スナック　暖々 港区波除３丁目

スナック　Ｔｕｍｉｋｉ 港区磯路１丁目

スナック　ニュー慶 生野区新今里３丁目

スナック　ノン 天王寺区下味原町

Snack bar otona 都島区都島南通２丁目

ＳＮＡＣＫ　Ｂａｎａｙ 中央区千日前１丁目

スナック　花水木 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

スナック　瓢箪 浪速区浪速東１丁目

スナック　ブルーメ 中央区千日前１丁目

スナック　フロンティア 都島区東野田町５丁目

スナック　マイドリーム 都島区東野田町３丁目

スナック　マリモ 旭区高殿７丁目

スナック　路 淀川区東三国１丁目

スナック　リーフ 住之江区粉浜１丁目

すなっく　りかちゃん 西淀川区姫島１丁目

スナック　りんどう 西区九条１丁目

スナック　レン 西成区鶴見橋１丁目



施設名称 所在地

スナック　Y 城東区野江４丁目

スナック　ｙ２　CLUB 都島区東野田町３丁目

スナック　わび助 生野区巽東１丁目

スナック　ん 東淀川区豊新５丁目

すなっくR 平野区平野西３丁目

スナック　愛 住之江区中加賀屋３丁目

スナック　愛 中央区東心斎橋２丁目

スナック愛 旭区生江１丁目

スナック愛 福島区吉野２丁目

スナック　あいちゃん 淀川区新高５丁目

すなっく葵 淀川区塚本２丁目

スナック　葵 生野区巽南３丁目

スナック青山 都島区都島本通３丁目

スナック赤坂 福島区野田３丁目

スナック茜 都島区高倉町３丁目

スナック明 中央区東心斎橋２丁目

スナックアキ 港区夕凪１丁目

スナック　あけの 西淀川区柏里２丁目

スナック　あげまん 此花区春日出中１丁目

スナックアコ 淀川区東三国５丁目

スナックＡz 城東区成育５丁目

スナック　阿蘇 淀川区十三本町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

SNACK ATLUS 平野区流町１丁目

すなっくあまん 都島区東野田町５丁目

スナック　アムール 中央区宗右衛門町

スナックアンコール 住之江区粉浜１丁目

スナック　アンコール 東淀川区豊新４丁目

スナックAnge 東成区神路１丁目

スナック杏 都島区都島本通１丁目

スナック杏 平野区喜連西３丁目

スナック杏 大正区三軒家東１丁目

スナック＆ダイニング　孝 天王寺区東高津町

snack&BAR203 淀川区西中島３丁目

Snack&Bar Salute 城東区今福西３丁目

スナック生 中央区宗右衛門町

スナックいずみ 中央区東心斎橋２丁目



施設名称 所在地

スナックいづも 淀川区十三本町２丁目

スナック一花 浪速区浪速西１丁目

スナック１９６９ 北区曾根崎新地１丁目

スナックいつか 東成区神路３丁目

スナック　いっちゃんの店 北区曾根崎２丁目

スナックいづみ 都島区都島南通１丁目

スナック絲 旭区新森２丁目

スナック以風季 平野区平野市町３丁目

スナック．．．ｉｎｇ 西淀川区姫島１丁目

スナック インディアン 中央区島之内２丁目

snack Walk 東淀川区豊里６丁目

スナック宇治 此花区四貫島１丁目

スナック  EIGHT 淀川区三国本町３丁目

スナック衣肖 阿倍野区西田辺町１丁目

スナック笑み 北区曾根崎新地１丁目

スナック　エム 住之江区西住之江２丁目

スナックM's 大正区三軒家西１丁目

スナック　エモ(愛慕) 北区天神橋４丁目

スナック恵理 都島区東野田町３丁目

SNACKえんどう 北区曾根崎新地１丁目

すなっく扇 淀川区加島２丁目

スナック　オールイン 都島区大東町１丁目

スナックOZ 北区曾根崎新地１丁目

スナックおだ 生野区新今里３丁目

スナック親爺パート２ 浪速区恵美須東１丁目

snack Kite 天王寺区東高津町

スナックかおり 福島区福島６丁目

スナック　和 住吉区我孫子１丁目

スナック　ガス燈 中央区難波４丁目

スナック喝采 北区堂山町

スナックかな 都島区内代町２丁目

snackkana 淀川区西三国３丁目

スナック　かりん 東成区深江北１丁目

スナック　華恋 西区九条１丁目

スナック　絆 浪速区恵美須東１丁目

すなっく京 北区浪花町

スナック　キララ 淀川区東三国５丁目

スナックきり子 大正区千島２丁目



施設名称 所在地

スナック樹林 住吉区長居東４丁目

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

スナック　グレ 北区天神橋４丁目

スナックＫｅｉ 淀川区宮原２丁目

すなッくK 大正区泉尾４丁目

スナック　桂 住之江区粉浜１丁目

スナックケイ 住之江区緑木１丁目

スナックＫ 東淀川区豊新３丁目

SNACK　CoCo 東成区中道１丁目

スナック心 此花区四貫島２丁目

スナックコネコ 中央区心斎橋筋２丁目

スナック小姫 大正区南恩加島２丁目

スナックこびん 生野区新今里３丁目

snack3150 北区堂島１丁目

スナック咲 福島区吉野２丁目

snack咲 中央区東心斎橋２丁目

スナックさくら 福島区大開１丁目

スナックさくら 大正区平尾５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

ＳＮＡＣＫ　ＪＪ 東住吉区駒川４丁目

スナック　ジェラシー 都島区片町２丁目

スナック汐音 天王寺区上汐３丁目

スナック　JEWEL 大正区三軒家東１丁目

スナック　シュシュ 東成区神路１丁目

スナックジュリアン 生野区巽北２丁目

スナックJUN 浪速区恵美須東１丁目

スナックJune 北区堂山町

スナック淳 中央区心斎橋筋２丁目

スナック　ジュン 淀川区三津屋北１丁目

スナックJun 平野区加美西２丁目

スナック純 平野区平野西４丁目

スナック潤 阿倍野区西田辺町１丁目

スナック祥 城東区古市１丁目

スナックジョワ 淀川区十三本町１丁目

スナック　涼風 此花区西九条３丁目



施設名称 所在地

すなっくすずらん 都島区都島南通１丁目

スナックすみれ 淀川区西中島３丁目

スナック世津子 住之江区中加賀屋３丁目

スナックセブン 西成区梅南１丁目

スナック千龍 大正区小林西２丁目

スナックソウル 西区九条１丁目

スナック soiree 住之江区中加賀屋３丁目

スナックダイニングRimi 住之江区中加賀屋３丁目

スナック　ダイヤ 中央区道頓堀１丁目

スナック　たけ乃 中央区谷町９丁目

ＳＮＡＣＫ玉ちゃん北新地店 北区曾根崎新地１丁目

snack Chiii 平野区平野市町１丁目

スナック千葉 中央区東心斎橋２丁目

スナック　ちびくろ 住吉区我孫子１丁目

スナック　茶居夢 東成区中道１丁目

スナック チャウ 大正区平尾５丁目

スナックチャボ 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

スナックツースリー 23 東淀川区小松１丁目

SnackTsuKi 旭区新森２丁目

すなっくてまり 西区九条１丁目

スナック　てんぐ 中央区難波４丁目

スナック　殿 大正区平尾４丁目

スナック　TOMO 福島区福島３丁目

スナックとんちゃん 中央区千日前１丁目

スナック　なお 浪速区恵美須東１丁目

スナックなおみ 淀川区西三国３丁目

スナック奈加乃 淀川区東三国２丁目

スナック長野 北区堂島１丁目

スナックなじみ 港区築港４丁目

スナック　ナナ 東淀川区豊新１丁目

スナック　南実 生野区巽南５丁目

スナック２３ 淀川区十三本町１丁目

すなっく日本一 浪速区恵美須東１丁目

スナック　new　ハイハイ 都島区東野田町３丁目

スナックにんじん 平野区喜連西４丁目

スナック根っ子 中央区千日前２丁目

スナックのぶ 港区弁天４丁目



施設名称 所在地

スナックのぶえ 港区三先２丁目

スナックのんのん 城東区諏訪４丁目

スナックバー 城 中央区東心斎橋２丁目

Snack bar Diamond 淀川区西中島３丁目

SNACK BAR 7-NANA- 阿倍野区西田辺町１丁目

スナック　華 福島区大開１丁目

スナック花束 阿倍野区丸山通１丁目

スナックパピヨン 住吉区遠里小野１丁目

スナックはやぶさ 大正区泉尾２丁目

SNACK　はる菜 中央区千日前１丁目

スナックはるみ 西成区天下茶屋３丁目

スナック伴佳 大正区三軒家東１丁目

スナック　妃 港区波除３丁目

Snack Bee 中央区東心斎橋１丁目

スナックピープル 天王寺区堀越町

スナックピエロ 旭区高殿６丁目

スナックvictory 大正区平尾５丁目

スナックひつじ 淀川区塚本２丁目

スナックひとみ 中央区東心斎橋２丁目

スナック　瞳 淀川区西三国３丁目

スナック仁美 都島区東野田町５丁目

すなっくひな 西淀川区大和田３丁目

スナック　ひまつぶし 中央区東心斎橋２丁目

スナックひまわり 港区弁天４丁目

スナック姫 阿倍野区阿倍野筋５丁目

スナック　姫 住吉区長峡町

スナックHIRO 平野区瓜破１丁目

スナック廣 西成区花園南１丁目

スナック　裕美 住之江区北加賀屋２丁目

SNACK51 生野区巽中１丁目

SnacK風雅1 東淀川区淡路４丁目

スナックブーケ 淀川区東三国１丁目

スナック BooZER 大正区泉尾４丁目

スナックBOON 都島区東野田町３丁目

スナック梟 住吉区長居１丁目

スナック富士 浪速区恵美須東１丁目

スナックぷちリバティ 住吉区苅田８丁目

スナック　プティ 大正区小林東３丁目



施設名称 所在地

スナック冬記 中央区宗右衛門町

スナック　ふらんどる 中央区東心斎橋２丁目

スナックフレーズ 北区兎我野町

スナックプレゴ 東淀川区瑞光２丁目

スナックフレンド 大正区三軒家東１丁目

スナックベティ 福島区吉野１丁目

スナック　ぼたん 淀川区十三本町１丁目

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

スナックボン 城東区今福西３丁目

スナックBond 住之江区中加賀屋３丁目

スナック　マーくん 浪速区恵美須東１丁目

snackMai 淀川区西中島４丁目

スナック舞 平野区長吉六反１丁目

スナック舞 平野区瓜破１丁目

スナック舞 東淀川区豊新３丁目

スナックMy舞 中央区東心斎橋２丁目

スナック舞夢 阿倍野区西田辺町１丁目

スナックマインド 北区本庄東１丁目

スナックまえだ 東成区中本３丁目

スナック　マキ 大正区三軒家東１丁目

スナック正 浪速区恵美須東１丁目

スナックまさみ 淀川区西三国３丁目

スナック魔女 都島区都島南通１丁目

スナックまち子 中央区千日前２丁目

スナック眞理 東成区神路１丁目

スナック　まりこ 住吉区長居西２丁目

スナック美恵 中央区難波４丁目

スナックミエ 阿倍野区王子町１丁目

スナック美花 東淀川区井高野１丁目

スナック　ミカ 大正区泉尾２丁目

スナック三木 中央区道頓堀１丁目

スナックミキ 此花区西九条１丁目

スナックみこ 東淀川区豊新３丁目

snack33 淀川区塚本２丁目

スナック美咲 淀川区三国本町３丁目

スナック岬 浪速区恵美須東１丁目

スナックみさと 西区九条３丁目



施設名称 所在地

スナック路 福島区大開１丁目

スナックみつえ 淀川区三津屋北１丁目

スナック　みどり 東淀川区豊新５丁目

スナック実 北区堂山町

スナック　Miya 住之江区東加賀屋４丁目

スナックＭｅｗ 中央区釣鐘町１丁目

SNACKMIYOMIYO2 東淀川区瑞光２丁目

スナックミルキー 西成区玉出西２丁目

スナック　ムーラン 天王寺区堂ケ芝１丁目

スナックめい 淀川区西三国３丁目

SNACK Mei 淀川区十三本町１丁目

スナックメルシー 北区天神橋７丁目

スナック　もも 平野区平野南３丁目

スナックモンロー 港区波除３丁目

スナック八重 淀川区新高２丁目

スナックやすらぎ 中央区心斎橋筋２丁目

スナック弥生 中央区宗右衛門町

スナック　ヤング 西成区松２丁目

スナック優 旭区新森２丁目

スナック　ゆうこ 中央区東心斎橋２丁目

スナック　ゆうこ 港区三先２丁目

スナック由紀 大正区南恩加島３丁目

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

スナックゆめ 浪速区浪速東１丁目

スナックゆん 北区南森町１丁目

スナック　よい・そい 浪速区恵美須東１丁目

すなっく　よこはま 都島区東野田町５丁目

スナック　よし坊 生野区新今里４丁目

スナック与太ばなし 中央区千日前１丁目

スナック淀 淀川区東三国１丁目

Snack Loung 朱里宮 中央区本町２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

スナックラパン 都島区都島南通２丁目

スナックLOVE YOUだよ 中央区宗右衛門町

スナック　ラベンダー 福島区大開１丁目

スナックリーフ 大正区三軒家東１丁目



施設名称 所在地

スナック　リープ 中央区心斎橋筋２丁目

スナックりさ 中央区東心斎橋１丁目

スナックりな 西区九条１丁目

スナック　リバーサイド 西成区天下茶屋３丁目

スナックりぼん 都島区東野田町３丁目

すなつくりょう 中央区宗右衛門町

snack凛 大正区三軒家東１丁目

スナック凛 北区堂島１丁目

スナックLINK 西成区千本南１丁目

スナック林檎 東住吉区中野４丁目

スナック林檎 東住吉区杭全５丁目

snack Ruby 平野区瓜破２丁目

スナックRei 福島区福島７丁目

スナックロータス 東淀川区西淡路４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　若草 中央区宗右衛門町

スナック　わがまま　きまま 淀川区東三国１丁目

スナックOne 東成区深江北１丁目

snack-One- 都島区東野田町５丁目

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

素の壱 西成区岸里１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

SPICY  BUCK 西区西本町１丁目

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

スパイス串居酒屋　酔 阿倍野区阪南町５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

スパイス茂 西区南堀江１丁目

Spice Jungle 北区堂山町

スパイス食堂サワキチ　南船場店 中央区南船場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



施設名称 所在地

スパイス食堂ニッキ 西区立売堀１丁目

SPICE STAND 556 阿倍野区王子町３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

スパイスマート　スパイスカレー＆バー 住吉区苅田６丁目

SPINY OYSTER BAR 福島区福島３丁目

スパゲッティ　タブキ 浪速区難波中３丁目

スパシーボ 西成区南津守６丁目

SPARROW 港区波除３丁目

SPIN 住之江区中加賀屋３丁目

sfida 北区同心２丁目

ＳＰＯＯＮＳ　ＣＡＦＥ 天王寺区茶臼山町

SPLASH 北区堂山町

SPLIT 西淀川区佃１丁目

S P R I N G X 北区大深町

Ｓｐｒｅａｄ 西区西本町２丁目

スプレンディード 北区梅田２丁目

スペインバル谷町クジラ 中央区谷町３丁目

スペインバルTiburon 淀川区十三本町２丁目

スペインバルmassa　京橋店 都島区東野田町１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 大正区三軒家東１丁目

space 東成区東小橋１丁目

space 淀川区十三本町１丁目

Space Station 中央区西心斎橋２丁目

スペースＭｕ　ＳｐａｃｅＭｕ 天王寺区烏ケ辻２丁目

スペースラウンジ トミー 城東区鴫野東２丁目

spaceringdining 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

spello 中央区久太郎町１丁目

Sports & Dining BAR Abani 東淀川区東中島１丁目

SPORTS BAR YES 中央区宗右衛門町

SportsBar25 住之江区東加賀屋４丁目

Sports bar609 東住吉区中野４丁目

スポーツマンクラブポール 中央区東心斎橋２丁目



施設名称 所在地

スマイル 中央区島之内２丁目

Smile 都島区都島本通３丁目

Smile 都島区都島本通３丁目

笑　居酒屋カラオケ 淀川区十三本町２丁目

スマイル カフェ 東成区中道４丁目

Smile Kitchen 西区立売堀１丁目

すまいる研究所 北区堂山町

寿実 西区九条１丁目

炭イタリアンdottii 北区中崎１丁目

寿美恵 東淀川区瑞光１丁目

SuMiKa 中央区東心斎橋２丁目

SUMIKA 淀川区東三国５丁目

すみか 北区堂島１丁目

炭kappohirac 中央区安堂寺町２丁目

炭割烹誉 北区堂山町

すみか亭 西淀川区歌島１丁目

炭繁 淀川区西中島４丁目

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

炭匠　薫 住吉区苅田５丁目

炭匠きしもと 阿倍野区昭和町１丁目

炭達磨 北区豊崎５丁目

炭太郎 生野区桃谷２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

住成屋 住之江区中加賀屋４丁目

炭のあかり松本 住吉区東粉浜１丁目

住之江新浅草 住之江区西住之江２丁目

炭の屋 生野区巽中４丁目

炭火 中央区久太郎町４丁目

炭火　串焼きや　れんと 福島区福島１丁目

炭火居酒屋　やな川 天王寺区舟橋町

炭火イタリアン　CARBO 北区堂山町

炭火割烹いなせ 都島区都島本通４丁目

炭火割烹うち田 住吉区長居１丁目

炭火かわらや 中央区宗右衛門町

炭火串焼　そら 北区曾根崎２丁目

炭火串焼き　鳥料理　ともじろう 淀川区三津屋北１丁目



施設名称 所在地

炭火串焼あおい鶏 城東区成育４丁目

炭火串焼　市 中央区南久宝寺町３丁目

炭火串焼きたむら 城東区古市３丁目

炭火串焼きたこきち 福島区吉野３丁目

炭火串焼き　松ちゃん 東住吉区針中野３丁目

炭火酒場　まんてんや 住吉区苅田７丁目

炭火ざく 北区西天満４丁目

炭火酒菜gnocchi 阿倍野区阿倍野筋１丁目

炭味旬菜　収穫 福島区福島５丁目

炭火食堂みのり 東住吉区杭全１丁目

炭火ステーキレモン 北区曾根崎新地１丁目

炭火ぢどり焼き　えん 住吉区苅田７丁目

炭火陶板おどりや 鶴見区諸口３丁目

炭火鳥焼肉しちりんや　堺筋本町店 中央区備後町１丁目

炭火とワイン　天王寺店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

炭火とワイン　福島店 福島区福島７丁目

炭火とワイン京橋店 都島区東野田町１丁目

炭火とワインなんば店 中央区難波３丁目

炭火肉酒場　肉まる 天王寺区玉造元町

炭火美酒処  ちょび 住吉区長居３丁目

炭火ビストロ　Souple 中央区釣鐘町１丁目

炭火ホルモンそがん今里店 生野区新今里３丁目

炭火ホルモン貴之助 中央区宗右衛門町

炭火三日月 北区堂島１丁目

炭火もも焼き妻 城東区関目５丁目

炭火屋　一 鶴見区今津南１丁目

炭火屋　やちゃぼう 天王寺区上本町６丁目

炭火焼　味味鳥 中央区道頓堀１丁目

炭火焼　煙 北区曾根崎２丁目

炭火焼　煙 浪速区難波中１丁目

炭火焼　静 住之江区西加賀屋４丁目

炭火焼＆焼酎BAR 焼庵 中央区道頓堀２丁目

炭火焼き居酒屋ごくう 平野区喜連西３丁目

炭火焼居酒屋とりきち 城東区今福西１丁目

炭火焼居酒屋ハム 城東区成育４丁目

炭火焼炎心2 阿倍野区昭和町５丁目

炭火焼き牛タン＆やきとり KITETSU 都島区都島本通３丁目

炭火焼 くまがや 淀川区西中島１丁目



施設名称 所在地

炭火焼黒毛和牛専門店 岐山 淀川区十三東１丁目

炭火焼　櫻坊 港区夕凪２丁目

スミビヤキ笹 東淀川区瑞光１丁目

炭火焼き三平 中央区宗右衛門町

炭火焼柴家 西区九条１丁目

炭火焼食堂トロンペ 西区阿波座１丁目

炭火焼食堂　膠 中央区淡路町３丁目

炭火焼ダイニングLONGHORN 淀川区新高６丁目

炭火焼　玉屋 旭区大宮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

炭火焼と鍋料理たちばな 阿倍野区阿倍野筋２丁目

炭火焼鳥　青山商店 中央区谷町６丁目

炭火焼鳥　うめし 港区三先２丁目

炭火焼鳥　おび 東住吉区鷹合４丁目

炭火焼鳥　吉鳥　都島本通店 都島区都島本通３丁目

炭火焼鳥　くわどり 福島区吉野２丁目

炭火焼鳥　地鶏料理専門店　酉乃市 北区芝田１丁目

炭火やきとり　じゅまん 城東区中央１丁目

炭火焼鳥　真骨鳥　京橋店 都島区東野田町３丁目

炭火焼鳥　真骨鳥　虎目横丁店 中央区千日前２丁目

炭火焼とり　たくぼ 阿倍野区美章園２丁目

炭火焼鳥　矮鶏 西区土佐堀１丁目

炭火焼鳥　ちんどん淡路店 東淀川区淡路４丁目

炭火焼鳥　とこ葉　なんば店 中央区千日前１丁目

炭火焼鳥　とりだん玉出店 西成区玉出西２丁目

炭火焼鳥　鳥ちょうちん 西区西本町１丁目

炭火焼鳥　鳥ちょうちん淀屋橋店 中央区北浜３丁目

炭火焼とり　にいたか 天王寺区堀越町

炭火焼鶏　羽風 住吉区長居東４丁目

炭火焼鶏　一（はじめ） 旭区森小路２丁目

炭火焼鳥　炉暖　新大阪東口店 東淀川区西淡路１丁目

炭火やきとり・とり鍋　輪 西成区松１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

炭火焼鳥あおとり 西区江戸堀３丁目

炭火焼鳥赤目 天王寺区上汐３丁目

炭火焼とり安喜 住吉区苅田７丁目



施設名称 所在地

炭火焼き鳥　あじと 平野区長吉出戸４丁目

炭火焼鳥いこか 中央区大手通３丁目

炭火焼鳥一兆 浪速区日本橋東１丁目

炭火焼鳥一兆 中央区東心斎橋２丁目

炭火焼鳥うめ木 西成区千本中１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

炭火焼鳥かしわ家 淀川区東三国１丁目

炭火焼鳥かどや 東淀川区北江口１丁目

炭火焼鳥鴨久 東淀川区豊里６丁目

炭火焼鳥 かわ八 東成区深江北１丁目

炭火焼鳥がんばりや 北区東天満１丁目

炭火焼鳥　きたや 西淀川区柏里２丁目

炭火焼鳥　きち蔵 西区立売堀３丁目

炭火焼鳥吉鳥 城東区今福東２丁目

炭火やきとり　銀星 東成区東小橋１丁目

炭火焼鳥　蔵々 淀川区三津屋北１丁目

炭火焼鳥くわどり　十三店 淀川区十三東２丁目

炭火焼鳥呉越 旭区清水４丁目

炭火焼鳥GOEMON 城東区今福東２丁目

炭火焼鳥コクレ 福島区福島３丁目

炭火焼鳥小鉄 淀川区西中島６丁目

炭火焼鳥地酒創味 天王寺区上本町６丁目

炭火焼鳥　昌太郎 西区九条１丁目

炭火焼鳥　心 東淀川区淡路４丁目

炭火焼鳥心 阿倍野区阪南町５丁目

炭火焼鳥しん 城東区東中浜３丁目

炭火焼　鳥清 中央区東心斎橋１丁目

炭火やきとりZen 東住吉区駒川５丁目

炭火やきとり大志 大正区南恩加島２丁目

炭火焼鳥　匠 旭区森小路２丁目

炭火焼鳥ちんどん長居店 住吉区長居東３丁目

炭火焼鳥つくね屋 中央区道修町３丁目

炭火焼鳥　土の子 天王寺区舟橋町

炭火焼鳥　つむぎ 阿倍野区阿倍野筋４丁目

炭火焼鳥鉄カブト 福島区吉野２丁目

炭火焼鳥と旨豚まこ家 中央区難波３丁目



施設名称 所在地

炭火焼鳥とおり 中央区船越町２丁目

炭火焼鶏と釜飯のizakaya CoCo 淀川区東三国１丁目

炭火焼鳥とと 住之江区御崎６丁目

炭火焼鳥と鶏肴　keshiki. 中央区東心斎橋１丁目

炭火焼鳥とり央 福島区福島２丁目

炭火焼鳥 鶏co 中央区宗右衛門町

炭火焼鳥　とり香 西成区萩之茶屋３丁目

炭火焼鳥　とり小僧 西区京町堀３丁目

炭火焼鳥とりだん 中央区備後町２丁目

炭火焼鳥とりだんあびこ店 住吉区苅田５丁目

炭火焼鳥とりだん京橋店 都島区東野田町４丁目

炭火焼鳥とりだん南巽店 生野区巽南３丁目

炭火焼鳥　鳥久 西淀川区御幣島１丁目

炭火焼鳥　鳥久 淀川区加島３丁目

炭火焼鳥　鶏福 西区土佐堀３丁目

炭火焼鳥　鳥まる 淀川区西中島５丁目

炭火焼鳥なかお 中央区瓦町１丁目

炭火焼鳥なかんむり 都島区東野田町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

炭火焼鳥　hanna 花 住吉区沢之町１丁目

炭火焼き鳥　春のおがわ 生野区巽中３丁目

炭火焼鳥はれるや 福島区福島８丁目

炭火やきとり　ひか 住吉区長居３丁目

炭火焼き鳥　日向 浪速区難波中１丁目

炭火焼鳥ひろすけ 淀川区東三国６丁目

炭火焼鳥ふぁみりーとりの匠あべの店 阿倍野区阿倍野筋１丁目

炭火やきとり藤 北区天神橋４丁目

炭火焼鳥まー坊 都島区東野田町４丁目

炭火焼鶏まくら 淀川区東三国４丁目

炭火焼鳥　政 福島区福島３丁目

炭火焼鳥　正家 北区堂島１丁目

炭火焼鳥まんてん 西区江之子島１丁目

炭火焼鶏みむら 城東区関目５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

炭火焼鶏やすまろ 此花区春日出中１丁目



施設名称 所在地

炭火焼鳥やまさん 淀川区塚本２丁目

炭火焼鳥　69鶏 住吉区苅田３丁目

炭火焼鳥炉暖天満橋店 中央区谷町１丁目

炭火焼鳥わがや 中央区千日前１丁目

炭火焼やきとりわ吉 旭区高殿２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

炭火やきとん丸寿 西区江戸堀１丁目

炭火やきとん丸寿 中央区高麗橋１丁目

炭火焼直島 西区南堀江２丁目

炭火焼直島 東心斎橋店 中央区東心斎橋１丁目

 炭火焼肉とくとく 西区立売堀１丁目

炭火焼肉　一兆 北区兎我野町

炭火焼肉　かよう亭 城東区関目３丁目

炭火焼肉　河内屋 城東区蒲生１丁目

炭火焼肉　心斎 中央区西心斎橋１丁目

炭火焼肉　銅羅 港区市岡元町３丁目

炭火焼肉　野田肉焼屋 福島区吉野２丁目

炭火焼肉　莉心 中央区久太郎町３丁目

炭火焼肉　隆 天王寺区東上町

炭火焼肉１．６１８ 東成区中道４丁目

炭火焼肉岩崎塾　天六店 北区菅栄町

炭火焼肉カルビ庵　塚本店 淀川区塚本２丁目

炭火焼肉　かんてき 旭区千林１丁目

炭火焼肉きただ 旭区千林１丁目

炭火焼肉キョロちゃん 東成区中道１丁目

炭火焼肉久太郎 鶴見区安田１丁目

炭火焼肉　けむたい家 中央区北浜東

炭火焼肉炫屋 生野区中川西２丁目

炭火焼肉　煌 天王寺区東上町

炭火焼肉こぎや 生野区巽中３丁目

炭火焼肉ここから屋 福島区福島１丁目

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3丁目 浪速区元町３丁目

炭火焼肉じゃけぇ  東淀川店 東淀川区大桐３丁目

炭火焼肉酒家　牛角十三店 淀川区十三東２丁目

炭火焼肉すずや 城東区今福西１丁目

炭火焼肉精竜 北区浪花町



施設名称 所在地

炭火焼肉全力ホルモンふみや 中央区博労町４丁目

炭火焼肉ソウル 浪速区敷津西２丁目

炭火焼肉大歓 中央区東心斎橋１丁目

炭火焼肉　大正ぱっぷはうす 大正区平尾５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　但馬屋　東三国 淀川区東三国６丁目

炭火焼肉たむら 城東区中央１丁目

炭火焼肉だんらん 住吉区万代３丁目

炭火焼肉蔓牛 中央区瓦屋町３丁目

炭火焼肉　弁慶 中央区千日前２丁目

炭火焼肉ホルモン　いっき 鶴見区鶴見５丁目

炭火焼肉・ホルモン　うし政 淀川区西宮原２丁目

炭火焼肉ホルモンこてつ塚本店 淀川区塚本２丁目

炭火焼肉ホルモンじゃん 中央区東心斎橋１丁目

炭火焼肉ほんまち 西区西本町１丁目

炭火焼肉　もくれん 東淀川区豊新３丁目

炭火焼バールVOLTA 北区曾根崎新地１丁目

炭火焼　華 淀川区西中島５丁目

炭火焼　ぼちぼちいこか 淀川区塚本２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

炭火焼みくりん坊 港区市岡元町３丁目

炭火焼みや澤東野田店 都島区東野田町２丁目

炭火焼みや澤本店 都島区片町２丁目

炭火焼め組 港区波除２丁目

炭火焼料理専門店　和元 中央区大手前１丁目

炭火焼わや 北区天神橋５丁目

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

炭焼あきない 天王寺区上本町６丁目

炭焼居酒屋けむり 中央区谷町６丁目

炭焼居酒屋もりを 福島区福島７丁目

炭焼割烹　歩 中央区東心斎橋２丁目

炭焼kitchen だいだい 中央区徳井町１丁目

炭焼キッチン　つかみ鶏 東淀川区相川１丁目

炭焼きキッチンTenten 中央区心斎橋筋１丁目



施設名称 所在地

炭焼牛たん東山ルクア大阪店 北区梅田３丁目

炭焼巧房とり乃 中央区西心斎橋２丁目

炭焼ごちそう美酒ぴたり　アメ村店 中央区西心斎橋２丁目

炭焼ごちそう美酒ぴたり　心斎橋店 中央区心斎橋筋１丁目

炭焼き・幸 中央区東心斎橋１丁目

炭焼酒場 gaku 淀川区東三国４丁目

炭焼酒場　まさむね 北区池田町

炭焼酒場　森田家　上新庄店 東淀川区豊新５丁目

炭焼き酒場招手屋 鶴見区放出東３丁目

炭焼酒場　木亭屋（きてや） 旭区森小路１丁目

炭焼き酒場　志 北区天神橋１丁目

炭焼酒場たなか屋 天王寺区上本町４丁目

炭焼酒場はるはる 淀川区十三本町２丁目

炭焼地鶏　いとちゃん 住之江区東加賀屋４丁目

炭焼地鶏　近江 北区堂山町

炭焼地鶏　煽 中央区谷町７丁目

炭焼地鶏　鳥健 中央区久太郎町２丁目

炭焼地鶏　鳥健 北区天神橋１丁目

炭焼地鶏鳥重 住吉区苅田６丁目

炭焼地鶏　楽や 都島区都島中通３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

炭焼きジョニー　西中島店 淀川区西中島３丁目

炭焼きジョニーウツボキッチン 西区京町堀１丁目

炭焼き専門ひととき 北区兎我野町

炭焼茶屋　やけぼっくい 大正区三軒家西１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

炭焼ビギー 阿倍野区西田辺町１丁目

炭焼きビストロオー 北区中崎２丁目

すみやき　ヒノコ 福島区福島３丁目

炭焼ホルモン七福 浪速区恵美須東２丁目

炭焼ホルモンでこ 東住吉区鷹合４丁目

炭焼水七輪焼肉匠たじま 中央区安土町３丁目


