
市区町村 店舗種別 店舗名

大阪市北区  BAR Geee!!

大阪市北区  BAR members BAR EAST

大阪市北区 298梅田1号店 1000円焼肉　298梅田1号店

大阪市北区 Ace KITASHINCHI Ace KITASHINCHI 

大阪市北区 bar 66

大阪市北区 BAR 67k"

大阪市北区 bar Ace

大阪市北区 BAR almalio

大阪市北区 BAR ARGUS 北新地

大阪市北区 BAR Aria

大阪市北区 BAR astau

大阪市北区 Bar Bar   石原

大阪市北区 ＢＡＲ ＢＡＲ  ＥＮＤ  ＵＰ

大阪市北区 BAR BAR 3PIECE

大阪市北区 Bar Bar Ailes

大阪市北区 BAR BAR　Altair

大阪市北区 BAR BAR BEAR

大阪市北区 Bar Bar Blue Bird  

大阪市北区 BAR BAR CAPTAIN KANGAROO

大阪市北区 Bar Bar Charlie キタ館

大阪市北区 BAR Bar　F*CK

大阪市北区 BAR BAR Flex

大阪市北区 BAR bar GORILLA

大阪市北区 bar bar inspire

大阪市北区 ＢＡＲ Bar Lounge　コウ

大阪市北区 Bar Bar Mosquito

大阪市北区 BAR BAR PARKMORE

大阪市北区 BAR BAR PRECIOUS SALON

大阪市北区 BAR Bar PΛNCH LINE

大阪市北区 BAR Bar Redia

大阪市北区 BAR Bar room402

大阪市北区 BAR Bar S-1

大阪市北区 Bar Bar STYLE

大阪市北区 BAR BAR TEX

大阪市北区 BAR BAR W

大阪市北区 BAR BAR　モルタル

大阪市北区 Bar Bar 旭星

大阪市北区 bar bar 樹江

大阪市北区 BAR Bar 織田

大阪市北区 bar BAR303

大阪市北区 Bar Bar589

大阪市北区 Bar BARDEEP

大阪市北区 Bar Bar旭星

大阪市北区 BAR ＢＡＲ天五屋

大阪市北区 BAR Ｂｅ１

大阪市北区 BAR BELLA

大阪市北区 BAR BIGBANG

大阪市北区 Bar BlinK

大阪市北区 BAR Brilliant.

大阪市北区 Bar Bull

大阪市北区 BAR cafe&bar SPLASH

大阪市北区 ＢＡＲ Ｃｉｕｂ　ＢＩＤＡＮ

大阪市北区 bar CODE

大阪市北区 BAR dolce

大阪市北区 BAR ENER

大阪市北区 BAR Everyone's Good House

大阪市北区 BAR Forest

大阪市北区 bar Gacha Bar

大阪市北区 BAR hang out

大阪市北区 BAR Helo-Helo

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）
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大阪市北区 bar hush!

大阪市北区 BAR io's bar 25

大阪市北区 bar KATZE

大阪市北区 bar KIZUNA

大阪市北区 BAR LAMP

大阪市北区 BAR L'ecca

大阪市北区 Bar Legame

大阪市北区 Bar LinkBar金城

大阪市北区 BAR ＬＯＬ

大阪市北区 BAR Luana

大阪市北区 BAR MANY MORE

大阪市北区 bar MAUJU3CAFE

大阪市北区 ＢＡＲ ＭＥＧＡＢＹＴＥ

大阪市北区 BAR MeiZSTORE

大阪市北区 BAR minｰnaｰba

大阪市北区 BAR MIX BAR M3

大阪市北区 BAR MOAI THE BAR

大阪市北区 BAR motaba

大阪市北区 BAR MURA BAR

大阪市北区 Bar MUSIC BAR すいか

大阪市北区 BAR Music bar 唯心くくる

大阪市北区 BAR Music Bar 唯心音　くくる

大阪市北区 bar P o P o 

大阪市北区 Bar Pa・RaShutO

大阪市北区 Bar pink adobe

大阪市北区 bar Ｐｒｉｍａ

大阪市北区 BAR REVE

大阪市北区 BAR S

大阪市北区 BAR SHALOSH

大阪市北区 BAR stand bar  Chiaki

大阪市北区 BAR Sunny-B

大阪市北区 bar SUPREME

大阪市北区 BAR switch279

大阪市北区 BAR T?K?B

大阪市北区 BAR The Public stand 梅田阪急東通り店

大阪市北区 Bar TRAIN×2

大阪市北区 ＢＡＲ ｔｕｒｕ

大阪市北区 BAR WHITE RABBIT TAVERN

大阪市北区 bar with...

大阪市北区 BAR WOW

大阪市北区 ＢＡＲ あじゃり

大阪市北区 BAR エヴァ

大阪市北区 BAR エレファンツ

大阪市北区 BAR おれのルーツ

大阪市北区 BAR クラグリ…。

大阪市北区 BAR スペースモンキー

大阪市北区 BAR だいにんぐばぁ・おきたでんき

大阪市北区 BAR ドアラウンジ北新地

大阪市北区 BAR ビタミンE

大阪市北区 bar ミオレ

大阪市北区 BAR ゆんたく。

大阪市北区 bar 粋-sui-

大阪市北区 BAR 函館Bar Hamed

大阪市北区 BAR 北新地ARGUS

大阪市北区 BAR 遊びBARルーツ

大阪市北区 Bar 嫣ENN

大阪市北区 bar BAR OJK

大阪市北区 Bar カラオケBar Tomo

大阪市北区 BAR、バル 青ノBAR或ルとき

大阪市北区 BARラウンジ ARCADIA

大阪市北区 ＢＡＲラウンジ Ｖｏｃｅ
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大阪市北区 BBQ 中之島オープンテラス

大阪市北区 BISTRO BISTRO TSUNORI 

大阪市北区 Cafe&Bar Pile Driver

大阪市北区 Cafe&Bar YOKOMACHI

大阪市北区 cafe&bar&coworking R_JAZZ_ESPRESSO

大阪市北区 CLUB CLUB　ＲＥＧＵＬＵＳ

大阪市北区 Ｃｏｆｆｅｅ＆ＢＡＲ Ｐｉｌｅ　Ｄｒｉｖｅｒ

大阪市北区 Dining BAR 砂浜DINING BAR Shape Beach 梅田店

大阪市北区 INDIAN RESTAURANT INDIAN RESTAURANT BAR BANJARA

大阪市北区 jazz 喫茶 じゃず家

大阪市北区 mimizuku easy bar mimizuku easy bar

大阪市北区 Music  Bar Music Bar ~唯心音 くくる~

大阪市北区 PUB、居酒屋 ALE HOUSE 加美屋

大阪市北区 Whisky Bar BAR PARKMORE

大阪市北区 アイスキャンデーとジェラート販売 ＰｏＰｏｋｉ

大阪市北区 アジアンレストラン BALILax　ＴＨＥ　ＧＡＲＤＥＮ梅田

大阪市北区 アジアンレストラン バリラックス ザ ガーデン 梅田

大阪市北区 アジア食堂 カオヤム堂

大阪市北区 アジア料理店 Re:ENT楽韓堂

大阪市北区 アジア料理店 アジアンバルフロッグス

大阪市北区 アップルパイ製造・販売 RINGOルクア大阪店

大阪市北区 アミューズメントバー ＡＳＯＢＩＢＡＲ　お初天神店

大阪市北区 イカ焼き屋 世界

大阪市北区 イタリアン BABBINO

大阪市北区 イタリアン cucina　cucina

大阪市北区 イタリアン CUISINE　MA

大阪市北区 イタリアン D e e l

大阪市北区 イタリアン Daniel.K

大阪市北区 イタリアン LINK DINING

大阪市北区 イタリアン nagagutsu

大阪市北区 イタリアン osteria zicca

大阪市北区 イタリアン Pelcola　HEPFIVE店

大阪市北区 イタリアン PIZZERIA L.F.C

大阪市北区 イタリアン Restaurant&Bar 　ジローズ・ジュニア

大阪市北区 イタリアン ROCCO

大阪市北区 イタリアン S DINING

大阪市北区 イタリアン TORERO TAKEUCHI

大阪市北区 イタリアン uvauva

大阪市北区 イタリアン アッソダヤマグチ

大阪市北区 イタリアン イタメシヤエイト

大阪市北区 イタリアン イタリアンニトロ

大阪市北区 イタリアン オステリア　コモドヒロ

大阪市北区 イタリアン センバキッチン　グリーンハウス

大阪市北区 イタリアン トラットリア ピッツェリア アレグロ梅田店

大阪市北区 イタリアン ピグボッテ梅田

大阪市北区 イタリアン ピッツェリア　ステラ―ト

大阪市北区 イタリアン 魚屋のトラットリア アレグロペッシェ

大阪市北区 イタリアン 炭焼きフレンチ　Falo　NISHIDERIA

大阪市北区 イタリアン 堂島グラッチェ南森町店

大阪市北区 イタリアン 梅田　ブルーバード

大阪市北区 イタリアン 葡萄酒屋 by allegro

大阪市北区 イタリアン　レストラン GARA KITCHEN

大阪市北区 イタリアン、ワインバー、ダイニングバー nota 

大阪市北区 イタリアン、和食、ダイニングバー XEX　WEST

大阪市北区 イタリアン×クラフトビール CRAFT BEER HOUSE molto!! 阪急グランドビル店

大阪市北区 イタリアン・ピザレストラン pizzeria da ciro

大阪市北区 イタリアンダイニング Prego.

大阪市北区 イタリアンバール PIENO festa

大阪市北区 イタリアンバール オステリア　ミラ

大阪市北区 イタリアンバール れもんや

大阪市北区 イタリアンバル BANCO天満店
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大阪市北区 イタリアンバル cafe and bar SOL

大阪市北区 イタリアンバル cafe＆bar　SOL

大阪市北区 イタリアンバル CIAO NATURE

大阪市北区 イタリアンバル sol saliente

大阪市北区 イタリアンバル SOLA　梅田店

大阪市北区 イタリアンバル イタリアンバル　-TARU-

大阪市北区 イタリアンバル ケラケラヴィータ

大阪市北区 イタリアンバル センバキッチン北梅田

大阪市北区 イタリアンバル バール　ガルゴッタ

大阪市北区 イタリアンバル バールマン天六店

大阪市北区 イタリアンレストラン CherryJam

大阪市北区 イタリアンレストラン GARB weeks

大阪市北区 イタリアンレストラン Giungino

大阪市北区 イタリアンレストラン HIYOMORi

大阪市北区 イタリアンレストラン osteria zicca

大阪市北区 イタリアンレストラン PIZZA SALVATORE CUOMO & The BAR

大阪市北区 イタリアンレストラン PIZZERIA JILL

大阪市北区 イタリアンレストラン QUINTOCANTO

大阪市北区 イタリアンレストラン Residence garden RISTORANTE AFREAK

大阪市北区 イタリアンレストラン YUNiCO（ユニコ）

大阪市北区 イタリアンレストラン イタリアンキッチン　サー

大阪市北区 イタリアンレストラン イタリ庵 老松通 エクウス

大阪市北区 イタリアンレストラン イル　ギオットーネ　ディ　ピュー

大阪市北区 イタリアンレストラン ヴィア ジオーベ クアットロ

大阪市北区 イタリアンレストラン オービカ モッツァレラ バー

大阪市北区 イタリアンレストラン オステリアガウダンテ大阪駅前第4ビル店

大阪市北区 イタリアンレストラン カーサディオーロ

大阪市北区 イタリアンレストラン カンティーナ・アルバロンガ

大阪市北区 イタリアンレストラン グランフロント大阪 ドンナゴロージ

大阪市北区 イタリアンレストラン ケラケラクランツ

大阪市北区 イタリアンレストラン ピグレコ

大阪市北区 イタリアンレストラン マイアミガーデン阪急三番街店

大阪市北区 イタリアンレストラン ミアスタンド

大阪市北区 イタリアンレストラン モデナマーマ　大阪天満宮前店

大阪市北区 イタリアンレストラン リストランテ翔21

大阪市北区 イタリアンレストラン ワインとオマール海老の店　UOMO

大阪市北区 イタリアンレストラン ワインの酒場。Di PUNTO桜橋店

大阪市北区 イタリアンレストラン ワンバーマイアミパティオ梅田店

大阪市北区 イタリアンレストラン 伊庵

大阪市北区 イタリアンレストラン 北新地伊庵

大阪市北区 イタリアンレストラン、和食レストラン、ダイニングバー XEX　WEST

大阪市北区 イタリアンレストランバー Five北新地

大阪市北区 イタリアン等 中之島 LOVE CENTRAL

大阪市北区 イタリア酒場 イタリア酒場 ザ・ランデブー

大阪市北区 イタリア酒場 よし屋

大阪市北区 イタリア料理 DELTA

大阪市北区 イタリア料理 ＥＮＴＲＡＴＡ　ナビオ店

大阪市北区 イタリア料理 PIERO

大阪市北区 イタリア料理 Rosticceria da Babbo ロスティッチェリア・ダ・バッボ

大阪市北区 イタリア料理 Umezaki

大阪市北区 イタリア料理 Via.T.Tasso57

大阪市北区 イタリア料理 いったらんかい

大阪市北区 イタリア料理 イルソーレTEN-３

大阪市北区 イタリア料理 カプリチョーザリンクスウメダ店

大阪市北区 イタリア料理 ココット

大阪市北区 イタリア料理 タベルナ・ラ・キアーヴェ

大阪市北区 イタリア料理 タベルナキンタ

大阪市北区 イタリア料理 レオーネ

大阪市北区 イタリア料理 伊藤家の食堂コラソン

大阪市北区 イタリア料理 世界のワイン博物館

大阪市北区 イタリア料理店 CASA HOMS
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大阪市北区 イタリア料理店 il PePe

大阪市北区 イタリア料理店 La Barcaccia

大阪市北区 イタリア料理店 MAKIBI

大阪市北区 イタリア料理店 ottonove

大阪市北区 イタリア料理店 Pane e Vino

大阪市北区 イタリア料理店 ricco e bello

大阪市北区 イタリア料理店 Ristorante 迫

大阪市北区 イタリア料理店 イタリア食堂　サルディーナ

大阪市北区 イタリア料理店 イタリア大衆酒場　堂島グラッチェ　上通り店

大阪市北区 イタリア料理店 イタリア大衆食堂　堂島グラッチェ　本店

大阪市北区 イタリア料理店 オステリアダパオロ

大阪市北区 イタリア料理店 タベルナキンタ

大阪市北区 イタリア料理店 トラットリア ゼータ

大阪市北区 イタリア料理店 トラットリア ニコ

大阪市北区 イタリア料理店 リストランテ・クロノス

大阪市北区 イタリア料理店 リストランテ・ヒロ　Osaka

大阪市北区 イタリア料理店 株式会社エスタディオ

大阪市北区 イタリア料理店 炭火イタリアン　CARBO

大阪市北区 イタリア料理店 天満イタリアンsolaio

大阪市北区 イタリア料理店 南森町ロマンチック食堂

大阪市北区 インド・ネパール料理レストラン インド・ネパール料理　サダナ

大阪市北区 インドネシア料理 バグースインドネシアンキッチン

大阪市北区 インド料理レストラン インド料理シュリアルナ

大阪市北区 インド料理店 ガネーシュN

大阪市北区 インド料理店 パリワール南扇町

大阪市北区 インド料理店 ママインディアンレストラン

大阪市北区 ウイスキーバー Bar  HIBIKI

大阪市北区 うどん 釜たけうどん　リンクス梅田店

大阪市北区 うどん 釜たけうどん　新梅田食道街店

大阪市北区 うどん・しゃぶしゃぶ 讃岐うどん・しゃぶしゃぶ　粂屋(くめや）

大阪市北区 うどんそば屋 つるつる庵

大阪市北区 うどん屋 うどん王　ホワイティうめだ店

大阪市北区 うどん屋 うどん花きり

大阪市北区 うどん屋 さぬきうどん　めりけんや

大阪市北区 うどん屋 たかはた西店

大阪市北区 うどん屋 たかはた東店

大阪市北区 うどん屋 つつみや

大阪市北区 うどん屋 つるとんたん TOP CHEFS

大阪市北区 うどん屋 つるまる　天一店

大阪市北区 うどん屋 つるまる　南森町店

大阪市北区 うどん屋 つるまる饂飩　南森町2丁目店

大阪市北区 うどん屋 めん家だるま堂

大阪市北区 うどん屋 ルクア  本町製麺所 天

大阪市北区 うどん屋 讃岐うどん今雪

大阪市北区 うどん屋 心斎橋　にし家　グランフロント大阪店

大阪市北区 うどん屋 大阪だしのうどん屋ひろひろ

大阪市北区 うどん屋 得得南森町店

大阪市北区 うどん屋 北新地本通り　つるとんたん琴しょう楼

大阪市北区 うどん屋 本町製?所　天　ルクア大阪店

大阪市北区 うどん屋 本町製麺所 天

大阪市北区 うどん屋 麺匠の心つくし　つるとんたん北新地店

大阪市北区 うどん屋 饂飩の四國西梅田店

大阪市北区 うどん居酒屋 北新地うどん薮や

大阪市北区 うどん店 たけちゃんうどん

大阪市北区 うどん店 つるまる饂飩　かっぱ横丁店

大阪市北区 うどん店 はなまるうどん天神橋筋三丁目店

大阪市北区 うどん店 加寿屋　北新地店

大阪市北区 うどん店 極楽うどんTKUルクア大阪店

大阪市北区 うどん店 細うどん　黒門さかえ

大阪市北区 うなぎ・日本料理 大阪竹葉亭

大阪市北区 うなぎ屋 うなぎ徳大阪店
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大阪市北区 うなぎ屋 魚伊 天五店

大阪市北区 うなぎ居酒屋 うなぎ　串料理　いづも　ルクア

大阪市北区 エジプト料理　 エジプト料理 Meya Meya メヤメヤ

大阪市北区 エスニック料理店 オリエンタルスプーン

大阪市北区 オイスターバー 梅田ワーフ

大阪市北区 オイスターバー（牡蠣専門店 MEAT＆OYSTER　ＴＨＥ　ＰＡＲＴＹ

大阪市北区 オーガニックバー オーガニックＢＡＲ　ＭＩＬＩ

大阪市北区 オーセンティック　バー BAR YAMAGAMI 

大阪市北区 オーセンティック バー クルラホン

大阪市北区 オーセンティックBAR Jigger

大阪市北区 オーセンティックショットバー ジム・マッキュワンバー

大阪市北区 オーセンティックバー Bar Arlequin

大阪市北区 オーセンティックバー Bar Canon

大阪市北区 オーセンティックバー Bar Eskal

大阪市北区 オーセンティックバー BAR HERMITAGE

大阪市北区 オーセンティックバー BAR La Vita

大阪市北区 オーセンティックバー Bar Leigh

大阪市北区 オーセンティックバー BAR PLUS Ｌ

大阪市北区 オーセンティックバー ＢＡＲ　ＰＲＥＭＩＥＲ

大阪市北区 オーセンティックバー BAR Trotro

大阪市北区 オーセンティックバー BAR white L

大阪市北区 オーセンティックバー Bar　アルルカン

大阪市北区 オーセンティックバー Bar 石田

大阪市北区 オーセンティックバー bar.k

大阪市北区 オーセンティックバー ＢＡＲアイラ・ミスト

大阪市北区 オーセンティックバー BARアイラ・ミスト

大阪市北区 オーセンティックバー BAR道成

大阪市北区 オーセンティックバー cafe&bar warm

大阪市北区 オーセンティックバー Le chemin

大阪市北区 オーセンティックバー SHOTBAR  PEKO

大阪市北区 オーセンティックバー THE BAR OSAKA

大阪市北区 オーセンティックバー スーペルノーバ北新地店

大阪市北区 オーセンティックバー バー・サンドリオン

大阪市北区 オーセンティックバー バー瀧

大阪市北区 おでん 万ん卯

大阪市北区 おでん 万ん卯別館

大阪市北区 おでん　たこ焼き たこ焼きとおでん　ＹＡＴＡＫＯＩ　梅田店

大阪市北区 おでん屋 ぉ田

大阪市北区 おでん屋 丸喜酒店

大阪市北区 おでん屋 常夜燈　曾根崎店

大阪市北区 おでん屋 大阪飲酒倶楽部JINBO

大阪市北区 おでん屋 北新地　わか芽

大阪市北区 おでん料理専門店 おでん料理・地酒　北新地六根

大阪市北区 おにぎり屋 おにぎり竜

大阪市北区 おにぎり屋 ぼんたぼんたLINKS UMEDA店

大阪市北区 おにぎり屋 めはり屋文在ヱ門

大阪市北区 おにぎり屋 ルクア大阪・ブーズキッチン

大阪市北区 おばんざい おばんざい都月

大阪市北区 おばんざい お酒と手料理　うさぎ

大阪市北区 おばんざい、カラオケバー ね音

大阪市北区 おばんざいバー おかずや　つきみ

大阪市北区 おばんざいや おばんざいや万菜

大阪市北区 おばんざいや 和酒　有泉

大阪市北区 おばんざい屋 酒処 晴天

大阪市北区 おばんざい屋 旬彩　千逢途

大阪市北区 おばんざい屋 美酒嘉肴せん

大阪市北区 オフィス事務全般 株式会社アベニールコーポレーション

大阪市北区 オムライス サロン卵と私　ルクア大阪店

大阪市北区 オムライス 長屋オムライス大阪駅前第１ビル店

大阪市北区 オムライス 長屋オムライス大阪駅前第３ビル

大阪市北区 オムライス屋 北極星　ルクア大阪店
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大阪市北区 オムライス屋 卵と私ホワイティ梅田店

大阪市北区 お菓子屋 まるしげホワイティ梅田店

大阪市北区 お好み焼 ぷれじでんと千房北店

大阪市北区 お好み焼 千房ハービスPLAZA梅田支店

大阪市北区 お好み焼 鉄板　厳島

大阪市北区 お好み焼　鉄板焼き あべちゃん

大阪市北区 お好み焼、焼そば、鉄板焼の専門店 ぼてぢゅう かっぱ横丁店

大阪市北区 お好み焼、焼そば、鉄板焼の専門店 ぼてぢゅう 阪急サン広場店

大阪市北区 お好み焼、焼そば、鉄板焼の専門店 ぼてぢゅう 梅田店

大阪市北区 お好み焼、焼そば、鉄板料理 千房梅新支店

大阪市北区 お好み焼、鉄板焼き。 お好み、鉄板焼き　堀川

大阪市北区 お好み焼き Pasania -　パセミヤ

大阪市北区 お好み焼き お好みたまちゃん

大阪市北区 お好み焼き お好み焼Sakura

大阪市北区 お好み焼き お好み焼き　めっせ熊　梅田店

大阪市北区 お好み焼き お好み焼き　五郎ッペ食堂

大阪市北区 お好み焼き お好み焼きてんぐ西梅田店

大阪市北区 お好み焼き 厳島

大阪市北区 お好み焼き 鶴橋風月　LINKS UMEDA店

大阪市北区 お好み焼き 鶴橋風月　阪急32番街店

大阪市北区 お好み焼き 鶴橋風月　梅田お初天神通り店

大阪市北区 お好み焼き　鉄板 お好み焼き　鉄板　さくら

大阪市北区 お好み焼き　鉄板焼 ぷれじでんと千房 北店

大阪市北区 お好み焼き　鉄板焼き お好み焼き　鉄板焼き　カマダキッチン

大阪市北区 お好み焼き　鉄板焼き店 お好み焼き　鉄板焼き　はな　

大阪市北区 お好み焼き、鉄板焼き、串揚げ お好み　鉄板　串揚げ　田なか

大阪市北区 お好み焼き・鉄板焼き お好み・鉄板焼き 堀川

大阪市北区 お好み焼き屋 （株）ひろかずや

大阪市北区 お好み焼き屋 いくの桃太郎ルクア大阪店

大阪市北区 お好み焼き屋 お好み焼　鉄板焼　おもろみ

大阪市北区 お好み焼き屋 お好み焼き工房　メロディ

大阪市北区 お好み焼き屋 お好み鉄板がるぼ

大阪市北区 お好み焼き屋 はた坊

大阪市北区 お好み焼き屋 ルクアバルチカ・お好みたまちゃん

大阪市北区 お好み焼き屋 ルクア大阪・お好みたまちゃん

大阪市北区 お好み焼き屋 京ちゃばな　北新地店

大阪市北区 お好み焼き屋 清十郎　グランフロント店

大阪市北区 お好み焼き屋 創作お好み焼き　オセロ

大阪市北区 お好み焼き屋 鉄板バルCOCOLO69

大阪市北区 お好み焼き屋 桃太郎　ルクア大阪店

大阪市北区 お好み焼き屋 美舟

大阪市北区 お好み焼き鉄板焼 お好み焼き鉄板焼ひろ

大阪市北区 お好み焼き鉄板焼き お好み・鉄板焼き　南森KONOMU

大阪市北区 お好み焼き店 BnD

大阪市北区 お好み焼き店 お好み焼き　つる家

大阪市北区 お好み焼き店 お好み焼き 宮生

大阪市北区 お好み焼き店 お好み焼き千草

大阪市北区 お好み焼き店 お好み焼つる家

大阪市北区 お好み焼き店 ニューワクラ LINKS UMEDA店

大阪市北区 お好み焼き店 錦わらい 梅田茶屋町店

大阪市北区 お好み焼き店 小皿中華 桃天 LINKS UMEDA 店

大阪市北区 お好み焼屋 お好み焼　てんぐ　中津店

大阪市北区 お好み焼屋 お好み焼　ゆかり天三店

大阪市北区 お好み焼屋 千房　曽根崎店

大阪市北区 お好み焼専門店 ゆかり　宴　阪急東通り店

大阪市北区 お好み焼専門店 ゆかりWhityうめだ店

大阪市北区 お好み焼専門店 ゆかり曽根崎本店

大阪市北区 お好み焼専門店 ゆかり富国生命ビル店

大阪市北区 お好み焼店 ねぎ焼やまもと　梅田エスト店

大阪市北区 お好み鉄板焼 お好み鉄板焼　堀川

大阪市北区 お寿司屋 さかなやのmaru寿司
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大阪市北区 お寿司屋 浪花奴寿し

大阪市北区 お食事処 お食事処　さかえ

大阪市北区 お鍋屋 博多味処いろは北新地店

大阪市北区 ガールズバー ichigo ichie

大阪市北区 ガールズバー She’s bar　1st

大阪市北区 ガールズバー she’s bar 2nd

大阪市北区 カウンタースナック ぎんぱり

大阪市北区 カウンター割烹 あけくれ　神田川

大阪市北区 かしみん焼き 泉州かしみんやき　箱　北新地店

大阪市北区 カジュアルラウンジ 大家

大阪市北区 カジュアルレストラン　 シンガポールシーフードリパブリック大丸梅田店

大阪市北区 カジュアルレストラン、カフェ THE PLACE

大阪市北区 ガストロ酒場 ガブリッチ

大阪市北区 かつ丼専門店 喝鈍

大阪市北区 かに料理 かに道楽　梅田店

大阪市北区 かに料理 かに道楽　北新地店

大阪市北区 カフェ 85stcoffee

大阪市北区 カフェ ８９cafe

大阪市北区 カフェ Aile cafe

大阪市北区 カフェ Bodaiju Cafe

大阪市北区 カフェ Caf?＆Bar DEUR 大阪

大阪市北区 カフェ Cafe Fate

大阪市北区 カフェ cafe&books bibliotheque

大阪市北区 カフェ chano-ma茶屋町

大阪市北区 カフェ chano-ma梅田/LUCUA1100

大阪市北区 カフェ Ciel Bleu

大阪市北区 カフェ Dallmayr Cafe & Shop

大阪市北区 カフェ Drip-X-Caf? ホテルヴィスキオ大阪

大阪市北区 カフェ Drip-X-Caf? ホワイティ泉の広場

大阪市北区 カフェ Drip-X-Caf? 中之島フェスティバルプラザ

大阪市北区 カフェ elicafe by Cafe-inn

大阪市北区 カフェ Gallery&Cafe　Tine Lente

大阪市北区 カフェ HERMITS（エルミッツ）

大阪市北区 カフェ KAMIYAMA lobby

大阪市北区 カフェ KIEFELホワイティウメダ

大阪市北区 カフェ Mercedes me Osaka DOWNSTAIRS COFFEE

大阪市北区 カフェ NORTH LOUNGE北欧館

大阪市北区 カフェ Nuts Day

大阪市北区 カフェ Picco Latte

大阪市北区 カフェ RJ cafe

大阪市北区 カフェ ROCCA&FRIENDS COFFEE FLOW

大阪市北区 カフェ SHIMANO SQUARE

大阪市北区 カフェ THE ALLEY　NU茶屋町

大阪市北区 カフェ THE ALLEY 梅田エスト　店

大阪市北区 カフェ THEODOR  TEA  STAND

大阪市北区 カフェ TOWER RECORDS CAFE 梅田NU茶屋町店

大阪市北区 カフェ UMEDA BOX cafe&space

大阪市北区 カフェ WIRED CAFEルクア大阪

大阪市北区 カフェ アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル

大阪市北区 カフェ アルモニーアンブラッセ大阪　CAFE  Allons-y!

大阪市北区 カフェ うさぎカフェ

大阪市北区 カフェ エスタシオンカフェ グラン

大阪市北区 カフェ オートバックスカーズカフェ

大阪市北区 カフェ カフェ・テラス

大阪市北区 カフェ カフェあばんて

大阪市北区 カフェ カフェブレーク　ホワイティ梅田店

大阪市北区 カフェ カフェラポーズ大阪店

大阪市北区 カフェ カフェラボグランフロント大阪店

大阪市北区 カフェ カフェルカ　堂島アバンザ店

大阪市北区 カフェ カラーズ

大阪市北区 カフェ カンテ・グランデ　中津本店
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大阪市北区 カフェ キョーワズ珈琲

大阪市北区 カフェ グランフロント大阪　SOHOLM  CAFE＆DINING　梅田店

大阪市北区 カフェ クリスピー・クリーム・ドーナツ ディアモール大阪店

大阪市北区 カフェ コインロッカービル

大阪市北区 カフェ シアトルズベストコーヒー　関電ビル店

大阪市北区 カフェ スターバックスコーヒー　梅田エスト店

大阪市北区 カフェ スターバックスコーヒーLUCUA1100 2階グランマルシェ店

大阪市北区 カフェ セカンドルームカフェ

大阪市北区 カフェ たたみカフェあんき。

大阪市北区 カフェ タリーズコーヒー阪急大阪梅田駅３F店

大阪市北区 カフェ タリーズコーヒー梅田NU　Chayamachi店

大阪市北区 カフェ タリーズコーヒー梅田茶屋町MBS店

大阪市北区 カフェ デリカフェ 大阪North

大阪市北区 カフェ デリカフェ･キッチン 大阪

大阪市北区 カフェ デリカフェ･キッチン 大阪mido

大阪市北区 カフェ デリカフェエキスプレス 大阪

大阪市北区 カフェ デリカフェエキスプレス 大阪mini

大阪市北区 カフェ ナカザキカフェ

大阪市北区 カフェ ハンズカフェ梅田

大阪市北区 カフェ ピエロドピエロ

大阪市北区 カフェ ピピネラキッチン

大阪市北区 カフェ ベシャメルカフェ

大阪市北区 カフェ マザーリーフディアモールフィオレ店

大阪市北区 カフェ めがね製作所カフェ藍丸

大阪市北区 カフェ リンツショコラカフェルクア大阪店

大阪市北区 カフェ ローズガーデンダイナーリンクスウメダ

大阪市北区 カフェ ワーズカフェ

大阪市北区 カフェ 伊右衛門カフェ　ルクアイーレ店

大阪市北区 カフェ 高級芋菓子　しみず

大阪市北区 カフェ 阪急三番街・こなな

大阪市北区 カフェ 三番街リバーカフェ

大阪市北区 カフェ 上島珈琲店OAPタワー店

大阪市北区 カフェ 星乃珈琲店　天神橋筋六丁目店

大阪市北区 カフェ 星乃珈琲店阪急三番街店

大阪市北区 カフェ 大阪ステーションシティ　バール・デルソーレ

大阪市北区 カフェ 茶青花

大阪市北区 カフェ 中之島プラザ　カフェ エルム

大阪市北区 カフェ 堂島新藤田ビル店

大阪市北区 カフェ & バー Paradise & Lunch

大阪市北区 カフェ　バー　ランチ　スイーツ　 Cafe & Bar Lago di cielo Parco　ラーゴ・ディ・チェーロ・パルコ

大阪市北区 カフェ＆バー LINDA BAR

大阪市北区 カフェ＆バー PRONTO ILBAR中之島ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾌﾟﾗｻﾞ店

大阪市北区 カフェ＆バー カフェ＆バー「グーテ」

大阪市北区 カフェ＆バー クラシック音楽カフェ＆バー　アランフェス

大阪市北区 カフェ＆バー プロント新梅田食道街

大阪市北区 カフェ＆バー プロント東梅田店

大阪市北区 カフェ＆バー プロント梅田楽天地ビル店

大阪市北区 カフェ&バー マルシン

大阪市北区 カフェ＆バー 阪急かっぱ横丁店

大阪市北区 カフェ&パブ Casa La PAVONI

大阪市北区 カフェ&ワインバー L’occas - bar ? vin - ロカス　西天満

大阪市北区 カフェ、ラウンジ、バー、レストラン UPSTAIRZ

大阪市北区 カフェ、雑貨店 kaicocafe

大阪市北区 カフェ・バー カフェ＆バー　グーテ

大阪市北区 カフェ・バー ビアテリアプロント大阪堂島店

大阪市北区 カフェ・バー 中国茶とお酒のお店 喜助

大阪市北区 カフェー サラtoアン

大阪市北区 カフェダイニングバー Rudelicious

大阪市北区 カフェテリア（食堂） NAKAMOS　daining

大阪市北区 カフェとスープカリー たたみカフェあんき。

大阪市北区 カフェバー Cafe bar ImaDomA
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大阪市北区 カフェバー ＣＯＲＮｉＣＥ

大阪市北区 カフェバー Grow

大阪市北区 カフェバー La dicha / barmoonwalk 大阪梅田店

大阪市北区 カフェバー mosh

大阪市北区 カフェバー Ray

大阪市北区 カフェバー SBASE

大阪市北区 カフェバー オープンドア

大阪市北区 カフェバー バナナヤ

大阪市北区 カフェバー ワンズアレイ

大阪市北区 カフェバーラウンジ 北新地Snow

大阪市北区 カフェベーカリー サンエトワール天満店

大阪市北区 カフェレストラン bibbaR

大阪市北区 カフェレストラン Kamiyama lobby 

大阪市北区 カフェレストラン ＷＥＳＴ

大阪市北区 カフェレストラン ドゥ・レコンパンス

大阪市北区 カフェレストラン 低糖質cafe&bar華美

大阪市北区 カフェレストラン 堂島カフェ

大阪市北区 カラオケ JOYSOUND北花田店

大阪市北区 カラオケ カラオケパーティールーム　GUY

大阪市北区 カラオケ カラオケ館　北新地御堂筋店

大阪市北区 カラオケ カラオケ館　北新地店

大阪市北区 カラオケ カラオケ喫茶ピア

大阪市北区 カラオケ コート・ダジュール泉の広場店

大阪市北区 カラオケ サロンド、アムール

大阪市北区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　SJK茶屋町店

大阪市北区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　阪急かっぱ横丁店

大阪市北区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　阪急東通3号店

大阪市北区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　阪急東通店

大阪市北区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　阪急東通本店

大阪市北区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　茶屋町店

大阪市北区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　天六店

大阪市北区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　梅田芝田町店

大阪市北区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　北新地店

大阪市北区 カラオケ ビッグエコー天神橋5丁目店

大阪市北区 カラオケ ビッグエコー天満駅前店

大阪市北区 カラオケ ペルレ

大阪市北区 カラオケ 花みずき

大阪市北区 カラオケ　スナック メンバーズ　こはる

大阪市北区 カラオケ バー unbar ESPOIR  

大阪市北区 カラオケ&バー ラウンジ テス

大阪市北区 カラオケ・バー ディーバ

大阪市北区 カラオケ･ワイン･バー 飛夢坊偉 (TOM･BOY)

大阪市北区 カラオケBAR BAR  とらぴかる

大阪市北区 カラオケbar bar the GORILLA

大阪市北区 カラオケBAR Karaoke Bar Solo Solo

大阪市北区 カラオケBAR アカネ　~シフクノオト~

大阪市北区 カラオケスナック Bro's（ブロス）

大阪市北区 カラオケスナック Here's TO YOU

大阪市北区 カラオケスナック Karin

大阪市北区 カラオケスナック Suger Suger

大阪市北区 カラオケスナック アスカ

大阪市北区 カラオケスナック あとりえ

大阪市北区 カラオケスナック カラコール

大阪市北区 カラオケスナック かりんとう

大阪市北区 カラオケスナック クラブハウスKio

大阪市北区 カラオケスナック スナック　やんぐ

大阪市北区 カラオケスナック やどり木

大阪市北区 カラオケスナック わんぱく

大阪市北区 カラオケスナック 和風スナック加代

大阪市北区 カラオケスナック 蕾夢

大阪市北区 カラオケバー 777
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大阪市北区 カラオケバー  Kei-ya

大阪市北区 カラオケバー 「gyAnきてやラスたいネ！」

大阪市北区 カラオケバー 2-K

大阪市北区 カラオケバー Aile

大阪市北区 カラオケバー BAN×KARA北新地

大阪市北区 カラオケバー BAR 北酒場

大阪市北区 カラオケバー C-2

大阪市北区 カラオケバー funky space HEAVEN

大阪市北区 カラオケバー JOYCLUB

大阪市北区 カラオケバー karaoke酒nack NO.3

大阪市北区 カラオケバー Lyric

大阪市北区 カラオケバー Monkey Do

大阪市北区 カラオケバー Night Birds

大阪市北区 カラオケバー no.20

大阪市北区 カラオケバー Pace パーチェ

大阪市北区 カラオケバー Second　Base　香音

大阪市北区 カラオケバー Ｓｕｎ－Ｑ

大阪市北区 カラオケバー unbar ESPOIR

大阪市北区 カラオケバー unbar ESPOIR 

大阪市北区 カラオケバー あさ乃

大阪市北区 カラオケバー エスポワール

大阪市北区 カラオケバー カラオケバー　TAMANE

大阪市北区 カラオケバー カラオケバーワンモア

大阪市北区 カラオケバー グラン・エスポワール

大阪市北区 カラオケバー シェリ

大阪市北区 カラオケバー すなっく京

大阪市北区 カラオケバー フルール

大阪市北区 カラオケバー ミステリーゾーン　みちづれ

大阪市北区 カラオケバー レガロ

大阪市北区 カラオケバー 綾沙乃

大阪市北区 カラオケバー 新梅田食道街　プルニエ カラオケ店

大阪市北区 カラオケバー 浮き世

大阪市北区 カラオケライブ・バー ミスティ－

大阪市北区 カラオケラウンジ salon de Ryoma

大阪市北区 カラオケラウンジ ギブクイーン

大阪市北区 カラオケラウンジ ラウンジ　あかり

大阪市北区 カラオケラウンジ 音鳴り　森口

大阪市北区 カラオケレストラン SLUSH

大阪市北区 カラオケ飲食 汎家

大阪市北区 カラオケ喫茶 アンジュ

大阪市北区 カラオケ喫茶 カラオケ　オクターブ

大阪市北区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶バーYUI

大阪市北区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶ブルブル

大阪市北区 カラオケ喫茶 のんべえ

大阪市北区 カラオケ喫茶 歌謡ステージ　こ・ぶ・し

大阪市北区 カラオケ喫茶＆スナック カラオケ喫茶＆スナックキャット

大阪市北区 カラオケ酒場 カラオケ酒場two

大阪市北区 カラオケ店 ビッグエコーお初天神店

大阪市北区 カラオケ店 ビッグエコー阪急東通り店

大阪市北区 カラオケ店 ビッグエコー曽根崎お初天神通り店

大阪市北区 カラオケ店 ビッグエコー梅田中央店

大阪市北区 カラオケ店 ビッグエコー梅田東通り店

大阪市北区 カラオケ店 リーマンズクラブ・サラ

大阪市北区 カレー ダイヤモンドカリー

大阪市北区 カレー ワタナベカリー

大阪市北区 カレーハウス サンマルコ

大阪市北区 カレー屋 Zipangu Curry Caf? 和風カレーHiGE BozZ

大阪市北区 カレー屋 スパイス食堂ベホマズン

大阪市北区 カレー屋 ブルーノ　HEPナビオ店

大阪市北区 カレー屋 旧ヤム鐵道

大阪市北区 カレー屋 大阪天神橋カレー
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大阪市北区 カレー屋 北新地カリクロ

大阪市北区 カレー屋 本格スパイスカレー【ヤドカリー 】

大阪市北区 カレー専門店 ピッコロ　JR大阪駅店

大阪市北区 カレー店 CURRY&GRILL 葡萄匠屋

大阪市北区 カレー店 あいまい

大阪市北区 カレー店 あいまいカレー

大阪市北区 カレー店 サンマルコ　大阪ステーションシティ店

大阪市北区 カレー店 ポンガラカレー　阪急サン広場店

大阪市北区 カレー店 上等カレー天神橋店

大阪市北区 ガレット・クレープ CREPERIE Le Beurre Noisette

大阪市北区 キッチンバー kitchen,bar,1982 PapaHemingway

大阪市北区 キャバクラ CLUB  LAMKVEIL

大阪市北区 キャバクラ CLUB LUXY

大阪市北区 キャバクラ CLUB　METEOR

大阪市北区 キャバクラ CLUB ONE CHAN梅田

大阪市北区 キャバクラ club RUBY

大阪市北区 キャバクラ First class

大阪市北区 キャバクラ エロチカセブン

大阪市北区 キャバクラ 制コレ

大阪市北区 キャバクラ 堂山VIPクリニック

大阪市北区 キャバレー Club心

大阪市北区 キャバレー 北新地 王様

大阪市北区 ギャラリー カフェ ギャラリー＆カフェMATSURI

大阪市北区 クラブ ageha　KITASHINCHI

大阪市北区 クラブ CLUB Baron

大阪市北区 クラブ CLUB calm

大阪市北区 クラブ ＣＬＵＢ　ＰＥＮＩＮＳＵＬＡ

大阪市北区 クラブ club The ONE

大阪市北区 クラブ CLUB　ZerO

大阪市北区 クラブ CLUB グリシーヌ

大阪市北区 クラブ ｃｌｕｂ　ピアノ　フォルテ

大阪市北区 クラブ ｃｌｕｂ　ピアノ　北新地

大阪市北区 クラブ JAM

大阪市北区 クラブ Kirara

大阪市北区 クラブ ｍｅｚｚｏ　ｐｉａｎｏ

大阪市北区 クラブ Salon de O

大阪市北区 クラブ VOGUE

大阪市北区 クラブ Wellness　club

大阪市北区 クラブ アモン

大阪市北区 クラブ うえむら

大阪市北区 クラブ クラブ　カプリス

大阪市北区 クラブ クラブ　セブンフロアー

大阪市北区 クラブ クラブ 山名

大阪市北区 クラブ クラブグレイル

大阪市北区 クラブ クラブ萌

大阪市北区 クラブ クラブ薔薇

大阪市北区 クラブ はつ瀬

大阪市北区 クラブ プチ山名

大阪市北区 クラブ メンバーズ　悦

大阪市北区 クラブ ラ・スール

大阪市北区 クラブ 山名 別館

大阪市北区 クラブ 司

大阪市北区 クラブ 松屋

大阪市北区 クラブ 神　原

大阪市北区 クラブ 有馬

大阪市北区 クラフトビアバー クラフトビアマーケットルクア大阪店

大阪市北区 クラフトビール専門店 あわくれ。

大阪市北区 クラブラウンジ クラブ　ヴィキューナ

大阪市北区 クラブラウンジ クラブ　センチュリオン

大阪市北区 クラブラウンジ クラブ　ブルータス

大阪市北区 くわ焼き店 一富士南森町店
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大阪市北区 ゲイバー SUCCESSOR

大阪市北区 ケーキ屋 ポアール・ド・ノール

大阪市北区 ケーキ屋 ミャムミャム

大阪市北区 ケーキ販売、カフェ店 ア・ラ・カンパーニュ大阪茶屋町店

大阪市北区 ケータリング Michi Catering LAB

大阪市北区 コーヒーショップ ANAクラウンプラザホテル大阪　カフェ・イン・ザ・パーク

大阪市北区 コーヒーショップ＆バー Gr?n/Blau

大阪市北区 コールドプレスジュースショップ ビーアップクレンジングジューサリー

大阪市北区 ごはん屋 米処　さらさ

大阪市北区 コラボカフェ スクウェア・エニックスカフェオオサカ

大阪市北区 コンセプトバー 放課後駄菓子バーA-55

大阪市北区 さつまいも菓子の製造及び販売 miniらぽPLUS＋JR大阪駅桜橋口店

大阪市北区 さつまいも菓子製造及び販売 らぽっぽmini-on JR大阪駅店

大阪市北区 さつまいも菓子製造及び販売 らぽっぽ阪急梅田駅店

大阪市北区 サロンバー Salon de S

大阪市北区 サンドイッチ店 北新地サンド

大阪市北区 サンドイッチ販売 「＆グーテ」阪急梅田本店

大阪市北区 サンドウィッチ専門店 ばんざい亭

大阪市北区 ジャズバー Jazz Bar インディゴブルー

大阪市北区 ジャズバー Meursault2ndclub

大阪市北区 しゃぶしゃぶ しゃぶしゃぶはじめ

大阪市北区 しゃぶしゃぶ しゃぶしゃぶ温野菜お初天神店

大阪市北区 しゃぶしゃぶ しゃぶしゃぶ温野菜梅田HEP通り店

大阪市北区 しゃぶしゃぶ しゃぶ扇　HEPナビオ店

大阪市北区 しゃぶしゃぶ 神戸牛にいたか

大阪市北区 しゃぶしゃぶ 包みハンバーグ　SEN　HEPナビオ店

大阪市北区 しゃぶしゃぶ 北新地しゃぶ亭

大阪市北区 しゃぶしゃぶ/すき焼き すきやき・しゃぶしゃぶ　石田  ハービスPLAZA店

大阪市北区 しゃぶしゃぶ/すき焼き食べ放題 但馬屋  LINKS UMEDA店

大阪市北区 しゃぶしゃぶ屋 あぐー総本店　小野

大阪市北区 しゃぶしゃぶ屋 しちろう

大阪市北区 しゃぶしゃぶ屋 しゃぶしゃぶ  ぐるまん

大阪市北区 しゃぶしゃぶ屋 しゃぶしゃぶ屋 一豚

大阪市北区 しゃぶしゃぶ屋 しゃぶしゃぶ温野菜　北新地店

大阪市北区 しゃぶしゃぶ屋 しゃぶ亭

大阪市北区 しゃぶしゃぶ屋 しゃぶ亭　阪急かっぱ横丁店

大阪市北区 しゃぶしゃぶ屋 大阪牛しゃぶの会

大阪市北区 しゃぶしゃぶ屋 北海しゃぶしゃぶ

大阪市北区 しゃぶしゃぶ屋 北新地　しゃぶ亭

大阪市北区 しゃぶしゃぶ日本料理 しゃぶしゃぶ日本料理たちばな　阪急うめだ本店

大阪市北区 シャンパンバー R Shamp

大阪市北区 ジューススタンド くだものだもの

大阪市北区 ジューススタンド ジューサーバーホワイティ梅田店

大阪市北区 ジューススタンド 果汁屋 Product by Sakai阪急梅田店

大阪市北区 ジュース惣菜販売 アヤオグレドゥヴァン

大阪市北区 シュガーリングサロン Dahlia ダリア

大阪市北区 ショークラブ バーレスク大阪

大阪市北区 ショーハウス ドン釜ワールド

大阪市北区 ショーパブ ジェール

大阪市北区 ショーパブ ジャック＆ベティー

大阪市北区 ショーパブ 西洋館

大阪市北区 ショット　バー g_bless

大阪市北区 ショット バー SHOT BAR TRIBE

大阪市北区 ショット バー 善三郎 BAR

大阪市北区 ショットバー BAR BANKS

大阪市北区 ショットバー Bar Calm

大阪市北区 ショットバー Bar Elephant Circus

大阪市北区 ショットバー BAR　Harmonie　アルモニ

大阪市北区 ショットバー Bar Jin 仁、

大阪市北区 ショットバー Bar MaLLow

大阪市北区 ショットバー BAR MiDiAN
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大阪市北区 ショットバー Cafe&Bar ＬＵＮＡ

大阪市北区 ショットバー DUCKS!OSAKA

大阪市北区 ショットバー Equator

大阪市北区 ショットバー Fitting Bar Daphne

大阪市北区 ショットバー Funk Bar Zip

大阪市北区 ショットバー J’s Bar

大阪市北区 ショットバー OasisBar   Shin

大阪市北区 ショットバー paradox

大阪市北区 ショットバー ＲＡＩＮＢＯＷ

大阪市北区 ショットバー Shot bar Song Line 

大阪市北区 ショットバー SHOT BAR Ｔｉｄｅ

大阪市北区 ショットバー SHOT BAR Tide 南森町店

大阪市北区 ｼｮｯﾄﾊﾞｰ SHOTBAR2ndNOBU

大阪市北区 ショットバー アイロニック

大阪市北区 ショットバー サントリーバー樽

大阪市北区 ショットバー スタンドアルル

大阪市北区 ショットバー バーネムリ

大阪市北区 ショットバー 酒場トペ

大阪市北区 ショットバー 新梅田食道街　プルニエ

大阪市北区 ショットバー 曽根崎心空

大阪市北区 ショットバー 北サンボア洋酒店

大阪市北区 ショットバー 北新地BarB-TRIP

大阪市北区 ショットバー、喫茶店 ベル

大阪市北区 ジンギスカン屋 ビールと羊

大阪市北区 スープカレー専門店 spice＆sweets KAJU

大阪市北区 スープ屋 スープストックトーキョールクア大阪店

大阪市北区 すし まぐろ一徹　天六店

大阪市北区 すし 天すし

大阪市北区 すし・和食 すし処おとわ 船大工店

大阪市北区 すし・和食 すし処おとわ 北新地本通店

大阪市北区 すし・和食 鮨処 北新地音羽別館

大阪市北区 すし・和食 鮨処音羽 ルクアイーレ店

大阪市北区 すし・和食 鮨処音羽 北新地永楽店

大阪市北区 すし屋 すし礫

大阪市北区 すし屋 すし萬　うめだ阪急店

大阪市北区 すし屋 すし萬　リーガロイヤルホテル店

大阪市北区 すし屋 鮨　まつもと

大阪市北区 すし割烹店 味わい心 来海

大阪市北区 すし処　泰楽 すし処　泰楽

大阪市北区 すし店 すし処次郎丸

大阪市北区 すし店 や満祢

大阪市北区 スタンディングバー スイッチバー茶屋町店

大阪市北区 スタンディングバー スイッチバー東通り店

大阪市北区 スタンディング日本酒BAR 和酒BARま

大阪市北区 ステーキ ステーキハウス　大和

大阪市北区 ステーキ ステーキハウス野田

大阪市北区 ステーキ　鉄板焼き　 ステーキデボン

大阪市北区 ステーキ＆ハンバーグ BLA diner	LINKS UMEDA店

大阪市北区 ステーキ＆ワイン　バル グリアンテ梅田

大阪市北区 ステーキハウス OUTBACK STEAKHOUSE 梅田店

大阪市北区 ステーキハウス Wolfgang's Steakhouse Osaka 

大阪市北区 ステーキハウス ステーキハウス　トライ　駅前第1ビル店

大阪市北区 ステーキハウス ステーキハウス　野田

大阪市北区 ステーキハウス ステーキハウス和豪

大阪市北区 ステーキハウス ステーキ蔵文

大阪市北区 ステーキハウス ビフテキのカワムラpremium北新地店

大阪市北区 ステーキハウス 神戸ステーキＡ－１北新地店

大阪市北区 ステーキハウス 鉄板ステーキ淀屋

大阪市北区 ステーキハウス 肉処たまい

大阪市北区 ステーキハウス 北新地店

大阪市北区 ステーキハウス 貮拾四番館
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大阪市北区 ステーキハンバーグ店 1ポンドのステーキハンバーグ タケル 阪急三番街店

大阪市北区 ステーキハンバーグ店 1ポンドのステーキハンバーグ タケル　天満店

大阪市北区 ステーキレストラン 鉄板焼＆WINEの但馬屋

大阪市北区 ステーキ屋 源兵衛

大阪市北区 ステーキ専門店 炭火焼ステーキ岡田

大阪市北区 ステーキ店 やっぱりステーキ 南森町駅前店

大阪市北区 スナック 39

大阪市北区 スナック 316

大阪市北区 スナック 514

大阪市北区 スナック 0/40(ラブ フォーティ)

大阪市北区 スナック abend

大阪市北区 スナック Ace KITASHINCHI 

大阪市北区 スナック akky-B

大阪市北区 スナック ansony

大阪市北区 スナック Athena

大阪市北区 スナック AuRa

大阪市北区 スナック balmy

大阪市北区 スナック Bar 316

大阪市北区 スナック Bar Lounge　慈花

大阪市北区 スナック Beans

大阪市北区 スナック BECOT

大阪市北区 スナック BlueDaisy

大阪市北区 スナック cafe&Bar 桃

大阪市北区 スナック Cafe&Bar桃

大阪市北区 スナック calla   からー

大阪市北区 スナック callカラー

大阪市北区 スナック Ｃａｒｎｉｖａｌ

大阪市北区 スナック CAROL

大阪市北区 スナック CASA NAGANO

大阪市北区 スナック Charo

大阪市北区 スナック charo チャロ

大阪市北区 スナック chiaki

大阪市北区 スナック Chirin

大阪市北区 スナック chocolat  

大阪市北区 スナック co SEKI

大阪市北区 スナック cocoRie

大阪市北区 スナック Colors

大阪市北区 スナック Dear マール

大阪市北区 スナック ＤＩＶＡ

大阪市北区 スナック DIVA

大阪市北区 スナック E and S

大阪市北区 スナック ef  

大阪市北区 スナック EMANON

大阪市北区 スナック Ｅｎｃｈａｎｔｅｅ

大阪市北区 スナック Enchantee

大阪市北区 スナック Eny Time

大阪市北区 スナック FLAME

大阪市北区 スナック for you 伸子

大阪市北区 スナック Fresta

大阪市北区 スナック GARNET

大阪市北区 スナック GAZIN  ガザン

大阪市北区 スナック Genty

大阪市北区 スナック Gluck

大阪市北区 スナック GROW

大阪市北区 スナック jinny

大阪市北区 スナック K2.

大阪市北区 スナック komi

大阪市北区 スナック koyuki

大阪市北区 スナック La  SALUTE

大阪市北区 スナック ＬＡＰＩＳ

大阪市北区 スナック Lounge孝子
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大阪市北区 スナック LUIルーイ

大阪市北区 スナック Ｍａｒｃｅｌｉｎｅ

大阪市北区 スナック MEMBERS いろは

大阪市北区 スナック miley

大阪市北区 スナック Mint

大阪市北区 スナック MISA  HOUSE

大阪市北区 スナック momo

大阪市北区 スナック Moon Bar

大阪市北区 スナック New Snack Kaori

大阪市北区 スナック night spot jolly

大阪市北区 スナック NOTANI

大阪市北区 スナック OWL

大阪市北区 スナック P.Collection

大阪市北区 スナック Pace

大阪市北区 スナック Passage

大阪市北区 スナック PEG LINE

大阪市北区 スナック petite milk

大阪市北区 スナック Ｒ

大阪市北区 スナック Ｒoom多賀

大阪市北区 スナック sachi

大阪市北区 スナック Seren Dipity-セレンディピティ-

大阪市北区 スナック Shaka shaka

大阪市北区 スナック snack3150

大阪市北区 スナック ＳＮＡＣＫ玉ちゃん北新地

大阪市北区 スナック Sparkle

大阪市北区 スナック Steady

大阪市北区 スナック Ｓｔｒａｎｇｅ　Ｆｒｕｉｔ

大阪市北区 スナック Sunack inまゆみ

大阪市北区 スナック suns

大阪市北区 スナック T a l k  S o n g   M s

大阪市北区 スナック T-DA

大阪市北区 スナック ThiDa

大阪市北区 スナック tierra

大阪市北区 スナック Trinity トリニティ

大阪市北区 スナック U's　inn

大阪市北区 スナック WA

大阪市北区 スナック Yuuki

大阪市北区 スナック アール

大阪市北区 スナック アキ

大阪市北区 スナック アクティⅡ

大阪市北区 スナック あさつき

大阪市北区 スナック アタッシュモン

大阪市北区 スナック アビリティー

大阪市北区 スナック あん

大阪市北区 スナック うたり亭

大阪市北区 スナック うちなー

大阪市北区 スナック エアル

大阪市北区 スナック エスアール 

大阪市北区 スナック エスポワール

大阪市北区 スナック エピ―メロン。

大阪市北区 スナック かおる

大阪市北区 スナック カサブランカ

大阪市北区 スナック カミング

大阪市北区 スナック カラコール

大阪市北区 スナック カルネ

大阪市北区 スナック ガンダーラ

大阪市北区 スナック キャナル

大阪市北区 スナック グー

大阪市北区 スナック グリュック

大阪市北区 スナック クルール

大阪市北区 スナック グレ
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大阪市北区 スナック くろこ家

大阪市北区 スナック コスモス

大阪市北区 スナック こと美

大阪市北区 スナック さち音

大阪市北区 スナック サロンド川辺

大阪市北区 スナック さろん森野

大阪市北区 スナック サントリー   ローズ

大阪市北区 スナック サントリーアダルト

大阪市北区 スナック シェルブール

大阪市北区 スナック しじみ

大阪市北区 スナック シュエット

大阪市北区 スナック ジュエル

大阪市北区 スナック ジュライ

大阪市北区 スナック ジョリーソワレ澤岻

大阪市北区 スナック シレーヌ

大阪市北区 スナック スイトピィ

大阪市北区 スナック すなっく　　やよい

大阪市北区 スナック スナック  ワンネス

大阪市北区 スナック スナック Ree

大阪市北区 スナック スナック　Star

大阪市北区 スナック スナック　グレ

大阪市北区 スナック スナック　チャボ

大阪市北区 スナック スナック　のんべえ

大阪市北区 スナック スナック　ピーシーズ

大阪市北区 スナック スナック　マインド

大阪市北区 スナック スナック　ロン

大阪市北区 スナック スナック　花

大阪市北区 スナック スナック　実

大阪市北区 スナック スナック１９６９

大阪市北区 スナック スナックjune

大阪市北区 スナック スナックRail～レイル～

大阪市北区 スナック スナックたんぽぽ

大阪市北区 スナック スナックマキ

大阪市北区 スナック スナックまろうど

大阪市北区 スナック スナックゆん

大阪市北区 スナック スナックロン

大阪市北区 スナック スナック黒

大阪市北区 スナック スナック凛

大阪市北区 スナック スローインター

大阪市北区 スナック セレネ

大阪市北区 スナック ソファー

大阪市北区 スナック タイガー’sBar

大阪市北区 スナック たかはし?members?

大阪市北区 スナック たちばな

大阪市北区 スナック ちかバー

大阪市北区 スナック ちなみ

大阪市北区 スナック チワワ

大阪市北区 スナック ドッスン

大阪市北区 スナック トモ

大阪市北区 スナック ないといん　ゆう

大阪市北区 スナック ながもと

大阪市北区 スナック ニュードン

大阪市北区 スナック ニューナイト

大阪市北区 スナック のんのん。

大阪市北区 スナック はうおり

大阪市北区 スナック はる

大阪市北区 スナック パレ　水野

大阪市北区 スナック パンテール

大阪市北区 スナック ぱんぷきん９１

大阪市北区 スナック ぴえろ

大阪市北区 スナック ピザ＆スコッチハウス　カーニバル
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大阪市北区 スナック ふぁぼり

大阪市北区 スナック ぶーめらん

大阪市北区 スナック フォーナイン

大阪市北区 スナック プチ・シャンス

大阪市北区 スナック プランタン

大阪市北区 スナック プリティー

大阪市北区 スナック ペーパームーン

大阪市北区 スナック ペグライン

大阪市北区 スナック ホワイトベア

大阪市北区 スナック ポワロ

大阪市北区 スナック ま ろ う ど

大阪市北区 スナック まどか

大阪市北区 スナック ミサハウス

大阪市北区 スナック みんなのひみつきち

大阪市北区 スナック メンバーズ  かとれあ

大阪市北区 スナック ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ　シャン

大阪市北区 すなっく メンバーズ・yagi

大阪市北区 スナック メンバーズKitano

大阪市北区 スナック ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞKitano

大阪市北区 スナック メンバーズ直美

大阪市北区 スナック メンバーズ舞子

大阪市北区 スナック メンバーズ夢

大阪市北区 スナック メンバーズ野原

大阪市北区 スナック モナリザ

大阪市北区 スナック やなぎ屋

大阪市北区 スナック やまざき

大阪市北区 スナック やんちゃ姫

大阪市北区 スナック ユニコーン

大阪市北区 スナック よしとみ

大阪市北区 スナック よりみち

大阪市北区 スナック ラ･シｪ－ル

大阪市北区 スナック ラ・メール

大阪市北区 スナック らんぶる

大阪市北区 スナック リゾートイン・  ディパーチャ

大阪市北区 スナック リッシュ

大阪市北区 スナック ル・アンジェ

大阪市北区 スナック るくらん

大阪市北区 スナック レインボー

大阪市北区 スナック レオ　メンバーズ

大阪市北区 スナック レスト

大阪市北区 スナック レフュージ

大阪市北区 スナック レフュージ  

大阪市北区 スナック ローズ

大阪市北区 スナック ロミオ&ジュリエット

大阪市北区 スナック わんぱく

大阪市北区 スナック 愛サラン

大阪市北区 スナック 愛佳

大阪市北区 スナック 愛子

大阪市北区 スナック 井戸

大阪市北区 スナック 一万田

大阪市北区 スナック 渦流

大阪市北区 スナック 英　湖

大阪市北区 スナック 英國館倶楽部

大阪市北区 スナック 燕

大阪市北区 スナック 艶

大阪市北区 スナック 加津

大阪市北区 スナック 花

大阪市北区 スナック 花すみれ

大阪市北区 スナック 花水木

大阪市北区 スナック 釜屋梅八郎

大阪市北区 スナック 貴船
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大阪市北区 スナック 空 ～Sora～

大阪市北区 スナック 絹の道

大阪市北区 スナック 光海

大阪市北区 スナック 咲

大阪市北区 スナック 三九

大阪市北区 スナック 樹の下

大阪市北区 スナック 春奈家

大阪市北区 スナック 小さなスナック　順子

大阪市北区 スナック 条

大阪市北区 スナック 埴輪

大阪市北区 スナック 森本

大阪市北区 スナック 真夏

大阪市北区 スナック 水月

大阪市北区 スナック 赤いルビー

大阪市北区 スナック 千倉

大阪市北区 スナック 蔵DEUX

大阪市北区 スナック 蔵ＤＥＵＸ

大阪市北区 スナック 多英

大阪市北区 スナック 朝からスナックあきな

大阪市北区 スナック 長野

大阪市北区 スナック 桃田

大阪市北区 スナック 灯

大阪市北区 スナック 藤花

大阪市北区 スナック 堂山

大阪市北区 スナック 堂島ビバーソ

大阪市北区 スナック 童

大阪市北区 スナック 徳永

大阪市北区 スナック 奈美

大阪市北区 すなっく 輩樽

大阪市北区 スナック 八重

大阪市北区 スナック 美やわ喜

大阪市北区 スナック 美月

大阪市北区 スナック 北新地　さらさ

大阪市北区 スナック 北新地　光海

大阪市北区 スナック 北新地さらさ

大阪市北区 スナック 悠you

大阪市北区 スナック 遊空間 Shinsui Ⅱ

大阪市北区 スナック 鈴蘭

大阪市北区 スナック 和音（ハーモニー）

大阪市北区 スナック 和気

大阪市北区 スナック 和来

大阪市北区 スナック 壽～Kotoho～

大阪市北区 スナック 梟あうる

大阪市北区 スナック 游

大阪市北区 スナック 絲-Ito-

大阪市北区 スナック エフアール

大阪市北区 スナック ちゃんね?家

大阪市北区 スナック　 まろうど

大阪市北区 スナック　bar 美奈　Mina

大阪市北区 スナック　ラウンジ Fairy

大阪市北区 スナック　ラウンジ Hanahana

大阪市北区 スナック＆飲食 　スナック喝采

大阪市北区 スナック、カラオケバー ひでちゃんと

大阪市北区 スナック、ラウンジ、バー Lounge Chirp

大阪市北区 スナック・バー CINQ

大阪市北区 スナックバー サロンド・なな子

大阪市北区 スナックバー スナック OZ

大阪市北区 スナックバー マイバレリーナー

大阪市北区 スナックバー ルージュ

大阪市北区 スナックラウンジ プチ・セブン

大阪市北区 スナックラウンジ リップルVIPビル　Saloon de JOY
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大阪市北区 スパゲッティ屋 洋麺屋五右衛門ホワイティ梅田店

大阪市北区 スペインバル Adesso

大阪市北区 スペインバル Bar Espanol LABDEGA

大阪市北区 スペインバル BAR　ESPANOL PEQUENO

大阪市北区 スペインバル Bar Espnol LABODEGA グランフロント大阪店

大阪市北区 スペインバル ＮI?O TRAVIESO

大阪市北区 スペインバル ドノスティア

大阪市北区 スペインバル ハモネリア　ベジョータ　ギョクロ

大阪市北区 スペインバル 天満ビストロワイン酒場　Gobu＋

大阪市北区 スペインレストラン バルマル　エスパーニャ西梅田本店

大阪市北区 スペイン料理＆バル スペイン料理＆バル　ローザ・ローハ

大阪市北区 スペイン料理店 ＢＡＮＤＡグランフロント大阪店

大阪市北区 スペイン料理店 Bohemian　Bohemian

大阪市北区 スペイン料理店 スペイン料理CAN BASHI

大阪市北区 スペシャルティコーヒー、フルーツシロップジュース、スパイスカレー、ビーフストロガノフ、焼菓子 提供の喫茶店ハライソ　haraiso4345

大阪市北区 スポーツバー Seed-Supporter's Field-

大阪市北区 スポーツバー スポーツバー マイアリーノ

大阪市北区 スリランカ料理レストラン Ａｍｂａｌａｍａ

大阪市北区 セルフうどん はなまるうどん北新地店

大阪市北区 そうめん屋 五色そうめんBar ぶろんれちゅ

大阪市北区 そば、和食 そば和食　湖中　梅田スカイビル店

大阪市北区 そば・うどん屋 御鷹茶屋　阪急三番街店

大阪市北区 そば・うどん屋 若菜そば　阪急茶屋町口店

大阪市北区 そば・うどん屋 若菜そば　阪急梅田店

大阪市北区 そば・丼類・豆腐料理 香りそばと手づくり豆冨　かさね

大阪市北区 そば屋 そば処　更科

大阪市北区 そば屋 そば処三起

大阪市北区 そば屋 喜庵

大阪市北区 そば屋 天神　土山人

大阪市北区 そば店 深川

大阪市北区 ソフトクリーム スウェーデン

大阪市北区 ダーツカフェ ダーツカフェデルタ梅田店

大阪市北区 ダーツバー BeeRUSH梅田

大阪市北区 ダーツバー Bee梅田

大阪市北区 ダーツバー ex

大阪市北区 ダーツバー glad

大阪市北区 ダーツバー JADE

大阪市北区 ダーツバー デルタ梅田店

大阪市北区 ダーツバー 忘我スタジアム

大阪市北区 タイカラオケバー MOMO ShotBar

大阪市北区 ダイドードリンコ株式会社　本社 ダイドードリンコ株式会社　本社

大阪市北区 ダイナミックキッチン 燦  ヒルトンプラザウエスト店

大阪市北区 ダイニング 響 中之島フェスティバルプラザ店

大阪市北区 ダイニングカフェ ツェープラス

大阪市北区 ダイニングバー AGENT

大阪市北区 ダイニングバー BAR l'asil～かいどうの屋根裏

大阪市北区 ダイニングバー Bistro

大阪市北区 ダイニングバー CHEERS 1ST

大阪市北区 ダイニングバー DEUX

大阪市北区 ダイニングバー Dining Bar

大阪市北区 ダイニングバー Dining Bar Italian

大阪市北区 ダイニングバー Dining Bar JiNnO

大阪市北区 ダイニングバー Dining Bar Lien

大阪市北区 ダイニングバー Dining Bar M's

大阪市北区 ダイニングバー DINING BAR RUSH

大阪市北区 ダイニングバー DINING BAR 楽都

大阪市北区 ダイニングバー do with cafe

大阪市北区 ダイニングバー D-tail

大阪市北区 ダイニングバー ESTASI 

大阪市北区 ダイニングバー ＧＯＯＤ　ＥＡＴ　ＴＡＢＬＥ　＆　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ＢＡＲ

大阪市北区 ダイニングバー ＧＲＩＬＬ＆ＢＡＲ　ＤＩＮＩＮＧ　燦　大丸梅田店
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大阪市北区 ダイニングバー GRILL&BAR SOULWOOD

大阪市北区 ダイニングバー GUFO-Bianco

大阪市北区 ダイニングバー kureyjenny

大阪市北区 ダイニングバー Lamp

大阪市北区 ダイニングバー module

大阪市北区 ダイニングバー Ragga Ragga

大阪市北区 ダイニングバー Ramo

大阪市北区 ダイニングバー RUDYS CLUB DELICIOUS

大阪市北区 ダイニングバー SAKE&WINE 吉乃

大阪市北区 ダイニングバー WINE SPACE CORK

大阪市北区 ダイニングバー yozakura

大阪市北区 ダイニングバー YUMMY SMILE

大阪市北区 ダイニングバー ZEN

大阪市北区 ダイニングバー アンド　ダイニング

大阪市北区 ダイニングバー キッチンレモンバー

大阪市北区 ダイニングバー クラスファイブ

大阪市北区 ダイニングバー サクラbar

大阪市北区 ダイニングバー サントリーバー＆ダイニング　カーナバル

大阪市北区 ダイニングバー サントリーバー＆ダイニング　水響亭

大阪市北区 ダイニングバー スカイダイニング＆バーラウンジ　トップサーティ

大阪市北区 ダイニングバー スカイパブ　トップサーティ

大阪市北区 ダイニングバー スカイラウンジ　スターダスト

大阪市北区 ダイニングバー ダイニングバーDANK

大阪市北区 ダイニングバー ダイニングバーボギー

大阪市北区 ダイニングバー デリカ　バー・ユウ

大阪市北区 ダイニングバー とらんぷ

大阪市北区 ダイニングバー にわとり

大阪市北区 ダイニングバー バージュニパー

大阪市北区 ダイニングバー パパミラノ　阪急グランドビル店

大阪市北区 ダイニングバー バンドワゴン

大阪市北区 ダイニングバー 北新地　山吹

大阪市北区 ダイニングバー 老松町RABbit

大阪市北区 ダイニングビアバー DollDress

大阪市北区 ダイビングショップ アズールダイブプロジェクト梅田店

大阪市北区 タイレストラン タイ料理　ヌンディアウ

大阪市北区 タイレストラン チェディルアンハービスエント

大阪市北区 タイレストラン バーンスキタイ

大阪市北区 タイ屋台居酒屋 タイ屋台９９９　梅田店

大阪市北区 たい焼き屋 たい焼き甘味処おめでたい

大阪市北区 タイ料理 タイ料理プリック天満

大阪市北区 タイ料理 ルクア大阪　マンゴツリーカフェ大阪

大阪市北区 タイ料理レストラン クンテープルクア大阪店

大阪市北区 タイ料理レストラン コサムイ  バイ　チェディルアン　ハービスENTプラザ店

大阪市北区 タイ料理レストラン タイ料理スウィートバジル

大阪市北区 タイ料理屋 マンゴツリーキッチンカオマンガイ大阪

大阪市北区 タイ料理屋さん 天満のタイ酒場　玲

大阪市北区 タイ料理店 クワンチャイ　梅田店

大阪市北区 タイ料理店 タイハーブレストラン　ソムタムbyクワンチャイ

大阪市北区 タイ料理店 ヌンディアウ Nueng Deaw

大阪市北区 たこやき屋 たこ焼き 神

大阪市北区 たこ焼き たこランラン

大阪市北区 たこ焼き屋 TAKO BUSTERS

大阪市北区 たこ焼き屋 エキマルシェ大阪

大阪市北区 たこ焼き屋 くくるエキマルシェ大阪

大阪市北区 たこ焼き屋 くくるエキマルシェ大阪店

大阪市北区 たこ焼き屋 こなもん屋 大阪天満宮店

大阪市北区 たこ焼き屋 タコハウス

大阪市北区 たこ焼き屋 たこ焼き 天神

大阪市北区 たこ焼き屋 たこ焼き道楽わなか　天四店

大阪市北区 たこ焼き屋 たこ焼き発祥の店　会津屋　梅田店

大阪市北区 たこ焼き屋 たこ茶
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大阪市北区 たこ焼き屋 新梅田食道街　はなだこ

大阪市北区 たこ焼き屋 天満たこ焼き酒場GOBUGOBU

大阪市北区 たこ焼き屋 道頓堀　くくる　大丸梅田店

大阪市北区 たこ焼き屋 道頓堀 くくる 大丸梅田店

大阪市北区 たこ焼き屋 北新地　たこ長

大阪市北区 たこ焼き屋 北新地 たなか

大阪市北区 たこ焼き屋 明石焼　ぶぶ亭

大阪市北区 たこ焼き居酒屋 たこ焼き酒場 しん家

大阪市北区 たこ焼き店 あべのたこやき　やまちゃん　ルクア大阪店

大阪市北区 たこ焼き等　製造販売 たこ八　梅地下店

大阪市北区 たこ焼屋 たこ焼道楽わなか　天四店

大阪市北区 たこ焼屋 たこ焼道楽わなか　天六店

大阪市北区 たこ料理 たこ酒場 くれおーる LINKS梅田店

大阪市北区 たこ料理店 たこ酒場 くれおーる リンクス梅田店

大阪市北区 だし茶漬け＋肉うどん だし茶漬けえん＋肉うどん　ルクア大阪店

大阪市北区 チーズとワインのお店 チーズとWINEホワイティ梅田店

大阪市北区 チャーハン屋 オムちゃん食堂

大阪市北区 ちゃんこ鍋屋 相撲茶屋　寺尾　大阪店

大阪市北区 ちゃんぽん、皿うどん リンガーハット

大阪市北区 チョコレート専門店 ショコラティエ　パレ ド オール

大阪市北区 つけめん、らーめん 阪急三番街　つけめんＴＥＴＳＵ

大阪市北区 つけ麺・ラーメン店 つけ麺処つぼや 梅田店

大阪市北区 つばき つばき

大阪市北区 ティーサロン ダマンリュミエール　阪急うめだ本店

大阪市北区 ティースタンド comma tea 阪急大阪梅田駅前店

大阪市北区 ティースタンド machi machi 阪急梅田店

大阪市北区 ティースタンド コンマトゥーゴー　ルクア大阪店

大阪市北区 テイクアウト専門ケーキ店 CAKE LABO MELT

大阪市北区 ディスコ オンアンドオン

大阪市北区 ディッシュバー Dish Bar cheRish

大阪市北区 てっちり専門店 ふぐ好　北新地店

大阪市北区 てんぷら なにわ瓢天　梅田スカイビル店

大阪市北区 とうふ料理 豆富百珍　八かく庵

大阪市北区 ドーナッツ屋 はらドーナッツ　天神橋店

大阪市北区 ドーナツ製造・販売店 ミスタードーナツ阪神大阪梅田駅店

大阪市北区 ドリンクスタンド CoCo都可　梅田店

大阪市北区 ドリンク専門店 THE DRINK BOX.

大阪市北区 とり焼肉 とり焼肉　とり軍

大阪市北区 とんかつ とんかつ薩摩  LINKS UMEDA店

大阪市北区 とんかつ 大阪ルクアイーレ

大阪市北区 トンカツ屋 グローバルトンカツ　わたなべ

大阪市北区 とんかつ屋 とんかつ　小ばやし

大阪市北区 とんかつ屋 とんかつ頑固梅三小路店

大阪市北区 とんかつ屋 とんかつ喜多呂

大阪市北区 とんかつ屋 とんかつ新宿さぼてん

大阪市北区 とんかつ屋 とんかつ梅八　阪急三番街店

大阪市北区 とんかつ屋 井筒まい泉株式会社

大阪市北区 とんかつ屋 匠揚げ　むつみ

大阪市北区 とんかつ屋 豚晴　本店

大阪市北区 とんかつ屋 北新地エペ

大阪市北区 とんかつ店 とんかつKYK　阪急３２番街店

大阪市北区 とんかつ店 とんかつKYK　阪急三番街店

大阪市北区 とんかつ店 粋花KYK大阪ステーションシティ店

大阪市北区 ナイト club REAL

大阪市北区 ナイトクラブ ?

大阪市北区 ナイトクラブ AJITO

大阪市北区 ナイトクラブ ANNEX　WIN

大阪市北区 ナイトクラブ ANNEX　WIN　VIP

大阪市北区 ナイトクラブ ar

大阪市北区 ナイトクラブ aR.アール

大阪市北区 ナイトクラブ Bambi
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大阪市北区 ナイトクラブ BARON

大阪市北区 ナイトクラブ BeBe倶楽部

大阪市北区 ナイトクラブ Blanc chouette

大阪市北区 ナイトクラブ club  ZiZi

大阪市北区 ナイトクラブ ＣＬＵＢ　Ｂｒａｎｇｅ

大阪市北区 ナイトクラブ club chambre

大阪市北区 ナイトクラブ ＣＬＵＢ　CHARITES

大阪市北区 ナイトクラブ CLUB CHOP

大阪市北区 ナイトクラブ CLUB　D'or

大阪市北区 ナイトクラブ ＣＬＵＢ　ＧＵＩＮＮＥＳＳ

大阪市北区 ナイトクラブ ＣＬＵＢ　ＬＥＧＧＥＮＤＡ

大阪市北区 ナイトクラブ ＣＬＵＢ　Ｌｏｔｕｓ

大阪市北区 ナイトクラブ CLUB　LUPIN

大阪市北区 ナイトクラブ CLUB PICCADILLY UMEDA OSAKA

大阪市北区 ナイトクラブ club　selene

大阪市北区 ナイトクラブ ＣＬＵＢ　Ｓｔｅｌｌａ

大阪市北区 ナイトクラブ ＣＬＵＢ　Vｅｓｕｖｉｏ

大阪市北区 ナイトクラブ CLUB　WIN

大阪市北区 ナイトクラブ CLUB　WIN　VIP

大阪市北区 ナイトクラブ club ZiZi

大阪市北区 ナイトクラブ Club ダンテ

大阪市北区 ナイトクラブ ＣＬＵＢ　ディオ

大阪市北区 ナイトクラブ CLUB のぶ

大阪市北区 ナイトクラブ CLUB 工藤

大阪市北区 ナイトクラブ ClubHatchOsaka

大阪市北区 ナイトクラブ ｃｌｕｂ月兎

大阪市北区 ナイトクラブ CLUB山咲

大阪市北区 ナイトクラブ first　ファースト

大阪市北区 ナイトクラブ FOLK&FOLK

大阪市北区 ナイトクラブ Glamorous

大阪市北区 ナイトクラブ Jay

大阪市北区 ナイトクラブ Kimura

大阪市北区 ナイトクラブ La Coeur

大阪市北区 ナイトクラブ la Sopa

大阪市北区 ナイトクラブ la.belle coco

大阪市北区 ナイトクラブ Ｌa.Madonna

大阪市北区 ナイトクラブ LISBOA

大阪市北区 ナイトクラブ Lounge　阿南

大阪市北区 ナイトクラブ Loungeねもふぃら

大阪市北区 ナイトクラブ Macherie

大阪市北区 ナイトクラブ MAISON DE TOMOKO

大阪市北区 ナイトクラブ Members' cuore

大阪市北区 ナイトクラブ Member's cuore

大阪市北区 ナイトクラブ music-inn クラブ洋

大阪市北区 ナイトクラブ NIGHT ＆ BELL

大阪市北区 ナイトクラブ OBSCURE

大阪市北区 ナイトクラブ OWL OSAKA

大阪市北区 ナイトクラブ PARK

大阪市北区 ナイトクラブ Perchoir

大阪市北区 ナイトクラブ ReI

大阪市北区 ナイトクラブ Ｒｏｏｍ

大阪市北区 ナイトクラブ Salon de JUJU

大阪市北区 ナイトクラブ SOURIRE

大阪市北区 ナイトクラブ Statice

大阪市北区 ナイトクラブ Ｓｔａｔｉｃｅ

大阪市北区 ナイトクラブ Teras

大阪市北区 ナイトクラブ TURTLEBAY

大阪市北区 ナイトクラブ UNJOUR

大阪市北区 ナイトクラブ ｕｎｏ  ｂａｒ.

大阪市北区 ナイトクラブ ｕｎｏ ｂａｒ.

大阪市北区 ナイトクラブ VANCOOL
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大阪市北区 ナイトクラブ VEGA

大阪市北区 ナイトクラブ アンナプルナ

大阪市北区 ナイトクラブ ヴォレ

大阪市北区 ナイトクラブ エクセレント幸子

大阪市北区 ナイトクラブ エンジェルフェザー

大阪市北区 ナイトクラブ オーガスタクラブ 

大阪市北区 ナイトクラブ カーサディユキコ

大阪市北区 ナイトクラブ クラブ　アカラ

大阪市北区 ナイトクラブ クラブ　ジュメイラ

大阪市北区 ナイトクラブ クラブ　ステラ

大阪市北区 ナイトクラブ クラブ　セラヴィ

大阪市北区 ナイトクラブ クラブ　ベスビオ

大阪市北区 ナイトクラブ クラブ　ラフィーネ

大阪市北区 ナイトクラブ クラブ　レジェンダ

大阪市北区 ナイトクラブ クラブシャガール

大阪市北区 ナイトクラブ クラブタワー

大阪市北区 ナイトクラブ クラブブコ

大阪市北区 ナイトクラブ クラブ岩﨑

大阪市北区 ナイトクラブ クラブ樹里

大阪市北区 ナイトクラブ クラブ真

大阪市北区 ナイトクラブ クラブ乱

大阪市北区 ナイトクラブ サロン・ド・ダリア

大阪市北区 ナイトクラブ ジャンゴー

大阪市北区 ナイトクラブ ゼウス＆ヘラ

大阪市北区 ナイトクラブ たかむら。

大阪市北区 ナイトクラブ なでしこ

大阪市北区 ナイトクラブ のえる山咲

大阪市北区 ナイトクラブ ベルベージュ

大阪市北区 ナイトクラブ マダム小阪

大阪市北区 ナイトクラブ ミニョン

大阪市北区 ナイトクラブ みやこ雫

大阪市北区 ナイトクラブ ミュゼルヴァ

大阪市北区 ナイトクラブ メンバーズ 維

大阪市北区 ナイトクラブ メンバーズ和

大阪市北区 ナイトクラブ よろこび

大阪市北区 ナイトクラブ ラ・メゾンノード

大阪市北区 ナイトクラブ ラウンジ 中村

大阪市北区 ナイトクラブ ラウンジ粋

大阪市北区 ナイトクラブ ラパス

大阪市北区 ナイトクラブ リトルハッピー

大阪市北区 ナイトクラブ リブレット

大阪市北区 ナイトクラブ ルームラビット

大阪市北区 ナイトクラブ ロッサクリスティーナ梅田

大阪市北区 ナイトクラブ 岡田

大阪市北区 ナイトクラブ 関西堂山空港

大阪市北区 ナイトクラブ 吉永

大阪市北区 ナイトクラブ 宮上

大阪市北区 ナイトクラブ 京瑚

大阪市北区 ナイトクラブ 倶楽部　夢屋

大阪市北区 ナイトクラブ 倶楽部うえだ

大阪市北区 ナイトクラブ 松屋

大阪市北区 ナイトクラブ 織姫

大阪市北区 ナイトクラブ 水嶋

大阪市北区 ナイトクラブ 千扇

大阪市北区 ナイトクラブ 大阪メルヘン

大阪市北区 ナイトクラブ 大石

大阪市北区 ナイトクラブ 田上

大阪市北区 ナイトクラブ 藤原

大阪市北区 ナイトクラブ 美人茶屋

大阪市北区 ナイトクラブ 穂希

大阪市北区 ナイトクラブ 和璃



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市北区 ナイトクラブ 戀

大阪市北区 ナイトクラブ 煌

大阪市北区 ナイトクラブ　ラウンジ DOUX

大阪市北区 ナイトクラブ（ダンス） MAHARAJA MINAMI

大阪市北区 ナイトクラブ(ラウンジ) 華れん

大阪市北区 ナイトクラブ等接待を伴う飲食店、ラウンジ Club Briller

大阪市北区 ナイトバー ウォーターボーイズ

大阪市北区 ナイトバー シェルブール

大阪市北区 ナイトラウンジ Lounge いづみ

大阪市北区 ナイトラウンジ サロンド坪井

大阪市北区 ナイトラウンジ ポムドール

大阪市北区 バー 141

大阪市北区 バー ?toile du Soir 

大阪市北区 バー ［２４/７］

大阪市北区 バー 『吉．』

大阪市北区 バー 30/50

大阪市北区 バー 3F

大阪市北区 バー 4U

大阪市北区 バー 5001年

大阪市北区 バー ACE KITASHINCHI18

大阪市北区 バー acoeur ア・クール

大阪市北区 バー acoeur(アクール)

大阪市北区 バー AGAIN

大阪市北区 バー AKANTE

大阪市北区 バー alam

大阪市北区 バー Alone  Cafe＆Bar 運

大阪市北区 バー anan

大阪市北区 バー ANTENNA

大阪市北区 バー Asahi

大阪市北区 バー Asteria

大阪市北区 バー AXCELIFE

大阪市北区 バー AZAS'

大阪市北区 バー azure

大阪市北区 バー BaBar 北新地

大阪市北区 バー Baby Flamingo

大阪市北区 バー Bacchus

大阪市北区 バー Bar  3103

大阪市北区 バー Bar  C-covo 

大阪市北区 バー BAR  CROSS

大阪市北区 バー ＢＡＲ  ＥＮＤ  ＵＰ

大阪市北区 バー BAR  JUGEMU

大阪市北区 バー Bar  memphis

大阪市北区 バー BAR  PROGRESSO 

大阪市北区 バー Bar  ShareAmi

大阪市北区 バー Bar 303

大阪市北区 バー ＢＡＲ　ＡＬＩＶＥ

大阪市北区 バー Bar AO

大阪市北区 バー Bar arara

大阪市北区 バー Ｂａｒ　Ａｒｐｅｇｇｉｏ

大阪市北区 バー Bar Augusta 

大阪市北区 バー Bar Avalon

大阪市北区 バー Bar Bull 北新地店

大阪市北区 バー bar Cajun Moon

大阪市北区 バー Bar Capricorn 

大阪市北区 バー bar COOL

大阪市北区 バー Bar Craftman

大阪市北区 バー BAR CUE'S

大阪市北区 バー Bar E・L

大阪市北区 バー Bar earth

大阪市北区 バー ＢＡＲ　Ｆ∀ＫＥ

大阪市北区 バー BAR FAKE
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大阪市北区 バー BAR　FROLIC

大阪市北区 バー Bar giraffe

大阪市北区 バー Bar Hang On

大阪市北区 バー BAR HIRAMATSU UMEDA

大阪市北区 バー Bar　Hope

大阪市北区 バー bar jiji

大阪市北区 バー Bar lounge S

大阪市北区 バー Bar M

大阪市北区 バー BAR Magic Time

大阪市北区 バー ＢＡＲ　ＭＡＮＡ

大阪市北区 バー BAR MERRY

大阪市北区 バー BAR MilleVor

大阪市北区 バー BAR MM

大阪市北区 バー Bar　Ms

大阪市北区 バー BAR NARITA

大阪市北区 バー BAR NYAGO KITASHINCHI

大阪市北区 バー BAR RAY -LUXE-

大阪市北区 バー bar Rish incanto

大阪市北区 バー BAR room NG

大阪市北区 バー Bar Rosebank

大阪市北区 バー BAR S

大阪市北区 バー BAR SAGITTA

大阪市北区 バー Bar　ShareAmi

大阪市北区 バー Bar SK OCEANS

大阪市北区 バー Bar SPORTS運慶

大阪市北区 バー BAR STRAIGHT

大阪市北区 バー Bar TANPOPO

大阪市北区 バー Bar Tember

大阪市北区 バー BAR THE MEMORY

大阪市北区 バー BAR TOBE...

大阪市北区 バー BAR UDA

大阪市北区 バー BAR V

大阪市北区 バー Bar vigor

大阪市北区 バー BAR VIOLIN

大阪市北区 バー Bar Workaholic

大阪市北区 バー Bar あかり

大阪市北区 バー BAR さくら屋

大阪市北区 バー BAR 蓮

大阪市北区 バー Ｂａｒ　凛

大阪市北区 バー Bar34

大阪市北区 バー BAR821 北新地店

大阪市北区 バー Bar821北新地店

大阪市北区 バー BARASSI5

大阪市北区 バー BarMoonWalk阪急中通店

大阪市北区 バー BARＺ

大阪市北区 バー Barうぶすな

大阪市北区 バー Barひろこ

大阪市北区 バー Barわかな

大阪市北区 バー BAR一真

大阪市北区 バー BAR宗

大阪市北区 バー BAR大阪喫茶部

大阪市北区 バー bar連

大阪市北区 バー Base　Bar　木香

大阪市北区 バー bateau ivre バトーイーブル

大阪市北区 バー Be1

大阪市北区 バー BEAR plus

大阪市北区 バー benefit

大阪市北区 バー Bibimbar堂山店

大阪市北区 バー BLUEBERRY HILL

大阪市北区 バー BlueHole

大阪市北区 バー BOOKMARK
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大阪市北区 バー BRONZE　GATE

大阪市北区 バー bula

大阪市北区 バー Cafetin de Buenos Aires

大阪市北区 バー CAPSULE

大阪市北区 バー CCハウスなかしま

大阪市北区 バー CinCin

大阪市北区 バー Cirque du HAT

大阪市北区 バー club vogue

大阪市北区 バー colonie

大阪市北区 バー CONNECT

大阪市北区 バー Coupy

大阪市北区 バー COZO

大阪市北区 バー Cure

大阪市北区 バー DADAN

大阪市北区 バー DAWN(ドーン)

大阪市北区 バー DETOUR

大阪市北区 バー diningsalon T2

大阪市北区 バー Dio

大阪市北区 バー do? ma?na

大阪市北区 バー do? ma-na

大阪市北区 バー Dokkyun

大阪市北区 バー DUNGAREE

大阪市北区 バー E★SPOT

大阪市北区 バー en Reve

大阪市北区 バー EST BAR わか屋

大阪市北区 バー Etoile du Soir

大阪市北区 バー EXPLOSION

大阪市北区 バー FAMILIA

大阪市北区 バー Felice フェリーチェ 

大阪市北区 バー ＦＯＬＫ

大阪市北区 バー fouatons

大阪市北区 バー FrenZ-FrenZY

大阪市北区 バー FUJIWARA

大阪市北区 バー G clef

大阪市北区 バー Gacha2

大阪市北区 バー Ｇａｃｈａ２

大阪市北区 バー Genty

大阪市北区 バー Gezellig

大阪市北区 バー ginmill Lanchy

大阪市北区 バー GIRAFE 

大阪市北区 バー gl♂be

大阪市北区 バー GOHAN

大阪市北区 バー Graffiti  Joker

大阪市北区 バー GRAMERCY

大阪市北区 バー G's

大阪市北区 バー GuLf

大阪市北区 バー hal

大阪市北区 バー Hi-PEARL

大阪市北区 バー HOME

大阪市北区 バー Homebar chocolat

大阪市北区 バー Honey-na

大阪市北区 バー Hug

大阪市北区 バー humming bird

大阪市北区 バー I.Bar

大阪市北区 バー IRIS

大阪市北区 バー It’s...@cafe

大阪市北区 バー Ｊａｓｍｉｎｅ

大阪市北区 バー jazzbar96

大阪市北区 バー J's OSAKA

大阪市北区 バー J'Sbar

大阪市北区 バー ＫＪ
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大阪市北区 バー KJ

大阪市北区 バー K's bar

大阪市北区 バー K's HILLS

大阪市北区 バー K's 倶楽部

大阪市北区 バー KURIA

大阪市北区 バー Labo

大阪市北区 バー LaLa

大阪市北区 バー LE JOUET

大阪市北区 バー Legame

大阪市北区 バー Link

大阪市北区 バー LIVE　SPOT　ｆｇ

大阪市北区 バー LOCHNORTH

大阪市北区 バー Love22

大阪市北区 バー Luana

大阪市北区 バー LuNa Feliz

大阪市北区 バー Lupo

大阪市北区 バー LU-PU

大阪市北区 バー Maison de 多久子

大阪市北区 バー Ｍａｒｉｎｅ

大阪市北区 バー member’s Bacchus

大阪市北区 バー Members Bar 石本

大阪市北区 バー member's MANBOU

大阪市北区 バー minimum

大阪市北区 バー Mirage

大阪市北区 バー Mirage Part2

大阪市北区 バー Mister Kelly's Side Bar

大阪市北区 バー Mity

大阪市北区 バー moo

大阪市北区 バー Ｍｏｒｅ

大阪市北区 バー MURA BAR MEFULL茶屋町店

大阪市北区 バー ＮＡＫＡＹＡＮ ＢＡＲ

大阪市北区 バー nao's place

大阪市北区 バー No.19

大阪市北区 バー OasisBar   Shin

大阪市北区 バー Octave

大阪市北区 バー Oggi Novita

大阪市北区 バー ＯＬＩＶＥ　ＧＡＲＤＥＮ

大阪市北区 バー ONE☆PEACE

大阪市北区 バー PADDY'S

大阪市北区 バー ParPunte

大阪市北区 バー PASHA

大阪市北区 バー peter

大阪市北区 バー Petite Soleil

大阪市北区 バー Piccolo Bar

大阪市北区 バー plumeria

大阪市北区 バー Ponimoi

大阪市北区 バー Premiere

大阪市北区 バー riluce

大阪市北区 バー RIVOLI

大阪市北区 バー Roi

大阪市北区 バー sake倶楽部 しの

大阪市北区 バー ＳＡＬＡＭＡＴ

大阪市北区 バー salon

大阪市北区 バー salon1201

大阪市北区 バー Seed

大阪市北区 バー Share

大阪市北区 バー SHIFT

大阪市北区 バー SNOW

大阪市北区 バー STARBOARD

大阪市北区 バー Stylish salon 凜

大阪市北区 バー SURE×SURE
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大阪市北区 バー switch279

大阪市北区 バー T＆T

大阪市北区 バー tack

大阪市北区 バー TERAMOTO

大阪市北区 バー THE BANZAI

大阪市北区 バー The grass

大阪市北区 バー THE ROYAL MILE

大阪市北区 バー The 酒庫

大阪市北区 バー Tomarigi

大阪市北区 バー TOSSY

大阪市北区 バー TRIGGER

大阪市北区 バー tsuru

大阪市北区 バー VIP

大阪市北区 バー VUVVLE

大阪市北区 バー Ｗｈｉｓｋｙ　Ｂｏｔｔｌｅ　Ｂａｒ

大阪市北区 バー Wine Bar Sato

大阪市北区 バー WORLD PUB × Jun

大阪市北区 バー Ｘ’ｍａｓ

大阪市北区 バー Z

大阪市北区 バー アクアノートミドル

大阪市北区 バー アダムエヴァ

大阪市北区 バー あわ葡萄

大阪市北区 バー アンシグネ

大阪市北区 バー アンビエンテ

大阪市北区 バー ヴィーナス

大阪市北区 バー ウーニーポンポンカウカウ

大阪市北区 バー ヴェレゾン

大阪市北区 バー エノテカ　ノイ

大阪市北区 バー エリア１

大阪市北区 バー エル

大阪市北区 バー オレンジ

大阪市北区 バー お酒の美術館 大阪駅前第1ビル店

大阪市北区 バー お初天神ハイボールバー

大阪市北区 バー カァラ

大阪市北区 バー ガチンコ

大阪市北区 バー がばちょ！

大阪市北区 バー ガリアーノ

大阪市北区 バー きのぴぃ～ず

大阪市北区 バー ぐぅー

大阪市北区 バー グラシア

大阪市北区 バー クリスマス

大阪市北区 バー コレクション

大阪市北区 バー ザ・ベストテン

大阪市北区 バー さくら樹

大阪市北区 バー さらぼ～ん

大阪市北区 バー サントリーローズ

大阪市北区 バー ジ・アザーサイド

大阪市北区 バー シカゴロック

大阪市北区 バー ショット　バー　アルカンジュ

大阪市北区 バー スカイラウンジ スターダスト

大阪市北区 バー すぐ

大阪市北区 バー ステラ

大阪市北区 バー スペード

大阪市北区 バー セルフバー　ナベ

大阪市北区 バー ぜん○

大阪市北区 バー たかはら

大阪市北区 バー たかま

大阪市北区 バー てげてげAZUMAN

大阪市北区 バー とだ

大阪市北区 バー トリュフバー

大阪市北区 バー トレジャー
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大阪市北区 バー ドン釜ゴールド

大阪市北区 バー ナッシュヴィル

大阪市北区 バー ネストボックス

大阪市北区 バー バー ごんべえ

大阪市北区 バー バー　フェニックス

大阪市北区 バー バー　ヤマグチ

大阪市北区 バー バークラブクラブ

大阪市北区 バー パール

大阪市北区 バー はなぞの

大阪市北区 バー バル八屋

大阪市北区 バー ビーチ

大阪市北区 バー ビート

大阪市北区 バー ヒステリックス

大阪市北区 バー ビューラウンジバー41

大阪市北区 バー プールバリー

大阪市北区 バー フォルティシモ 

大阪市北区 バー ふらみんご

大阪市北区 バー ブリックス

大阪市北区 バー ポパイ

大阪市北区 バー ポポロ

大阪市北区 バー ホワッツ・ニュー

大阪市北区 バー ボンヌシャンス

大阪市北区 バー マイアミ

大阪市北区 バー マイニングルーム

大阪市北区 バー マザー

大阪市北区 バー マジックバーミストフェリーズ

大阪市北区 バー マジックバーランディー

大阪市北区 バー まつうら

大阪市北区 バー ミーファイユ

大阪市北区 バー みぽら 

大阪市北区 バー ムーラン・ド・ロンシャン

大阪市北区 バー メイドBAR『太陽と月』

大阪市北区 バー メンバーズ　リロ

大阪市北区 バー もんきーぱんち

大阪市北区 バー ラ、ロッシュ

大阪市北区 バー ラパン

大阪市北区 バー ランナーズBAR　蒼い月人

大阪市北区 バー ルチアーノ

大阪市北区 バー レオン

大阪市北区 バー レクラン

大阪市北区 バー レッドファイヴ

大阪市北区 バー ロックバーセブンス

大阪市北区 バー 綾

大阪市北区 バー 永楽町倶楽部

大阪市北区 バー 雅乃

大阪市北区 バー 街の灯り

大阪市北区 バー 篠原

大阪市北区 バー 旬菜BAR志づ

大阪市北区 バー 小忘我

大阪市北区 バー 心cocoro

大阪市北区 バー 心水

大阪市北区 バー 新梅田食道街　梅田サンボア

大阪市北区 バー 仁坊

大阪市北区 バー 盛田バー

大阪市北区 バー 千の奏

大阪市北区 バー 善三郎ＢＡＲ

大阪市北区 バー 蔵場

大阪市北区 バー 大人 -Adult-

大阪市北区 バー 卓球バーパレット北新地店

大阪市北区 バー 暖

大阪市北区 バー 天獄
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大阪市北区 バー 天真爛漫PAGODA

大阪市北区 バー 天神橋パスタホール

大阪市北区 バー 嶋村

大阪市北区 バー 堂島　grand bar

大阪市北区 バー 堂島サンボア バー

大阪市北区 バー 堂島サンボアバー

大阪市北区 バー 南国物語-マハロ-

大阪市北区 バー 虹

大阪市北区 バー 日本酒とウイスキー こばち

大阪市北区 バー 熱帯魚BAR　近藤熱帯魚店

大阪市北区 バー 梅田FLAMiNGO

大阪市北区 バー 八屋

大阪市北区 バー 北新地BUNNY

大阪市北区 バー 北新地en

大阪市北区 バー 北新地さぁや

大阪市北区 バー 北新地バーシャカラ

大阪市北区 バー 北新地マッスルバー

大阪市北区 バー 矢野

大阪市北区 バー 令和

大阪市北区 バー 和洋酒 mii

大阪市北区 バー 棗

大阪市北区 パー Bar Nagi

大阪市北区 パー ライトゲージ

大阪市北区 バー　クラブ サロンド舞

大阪市北区 バー ラウンジ BARBARA VICTORIAN

大阪市北区 バー ラウンジ もめん亭

大阪市北区 バー（オーセンティックスタイル） SHOT BAR One or Eight

大阪市北区 バー(飲食店) BAR YOSHIDA

大阪市北区 バー，キャバレー，ナイトクラブ Blue Wave

大阪市北区 バー、　飲食店 Cepage

大阪市北区 バー、ゲストハウス Uvillage

大阪市北区 バー、スナック 蘭

大阪市北区 バー、ラウンジ CLUB JOY

大阪市北区 バー・クラブ（ラウンジ）但し本申請時点においてカラオケ無し 癒 Nao

大阪市北区 バー・スナック・ラウンジ 令恩

大阪市北区 バークラブ カマNベール

大阪市北区 バースナック 結　you

大阪市北区 パーティー・イベントスペース ガーデンラウンジ

大阪市北区 バーバー とき

大阪市北区 バーベキュー場 SORASITA　天六

大阪市北区 バーラウンジ bar lounge 松田

大阪市北区 バーラウンジ Bonheur ボヌール

大阪市北区 バーラウンジ Lounge AUN

大阪市北区 バーラウンジ LOUVE

大阪市北区 バーラウンジ LOUVE　ルーヴ

大阪市北区 バーラウンジ musique Ange 

大阪市北区 バーラウンジ Ｐｅｏｎｙ

大阪市北区 バーラウンジ Style

大阪市北区 バーラウンジ アンタレス

大阪市北区 バーラウンジ かのん筧　

大阪市北区 バーラウンジ キャル(CALL)

大阪市北区 バーラウンジ ジ・オープン

大阪市北区 バーラウンジ 和扇

大阪市北区 バイキングレストラン THE　BUFFET　＆　Marche

大阪市北区 ハイボール 居酒屋 エスプリ ギャザ阪急

大阪市北区 ハイボール 居酒屋 エスプリ 北阪急ビル

大阪市北区 バスクチーズケーキ MAKKURO ホワイティうめだ店

大阪市北区 パスタ にんにく屋五右衛門　HEPファイブ店

大阪市北区 パスタ 先斗入ル　ヨドバシ梅田店

大阪市北区 パスタ 洋麺屋五右衛門　阪急32番街店

大阪市北区 パスタ 洋麺屋五右衛門　大阪ステーションシティ店
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大阪市北区 パスタ 洋麺屋五右衛門　大阪駅店

大阪市北区 パスタ専門店 ＨＥＰナビオ　壁の穴

大阪市北区 パスタ専門店 ルクア大阪　島パスタMIKE

大阪市北区 パブ music pub 2nd

大阪市北区 パブ The Blarney stone

大阪市北区 パブ WORLD PUB

大阪市北区 パブ　バー お酒の美術館　お初天神店

大阪市北区 パブ、ラウンジ 川口

大阪市北区 バル BAR QUINTA

大阪市北区 バル carnevor 茶屋町店

大阪市北区 バル ＴＨＥ　ＡＧＩＮＧ　ＨＯＵＳＥ　１７９５　大阪マルビル店

大阪市北区 バル ＴＨＥ　ＡＧＩＮＧ　ＨＯＵＳＥ　１７９５　堂島店

大阪市北区 バル センバキッチン北梅田店

大阪市北区 バル ちゃぶ台バル　Aggi

大阪市北区 バル ちょっとバルBoo

大阪市北区 バル モツーダ　大阪マルビル店

大阪市北区 バル ローマ軒 ドーチカ店

大阪市北区 バル ローマ軒 阪急三番街店

大阪市北区 バル 海老talianバル

大阪市北区 バル 魚deバール　ウオチカ。

大阪市北区 バル 中崎バル　エストレージャ

大阪市北区 バル 堂島プラス ダイニング

大阪市北区 バル 肉びすとろ熟 ルクア１１００店

大阪市北区 バル 酒場 バルチョップ

大阪市北区 バル（居酒屋） ミートボール食堂oluolu

大阪市北区 バル、居酒屋 中華バルサワダ

大阪市北区 バル・バール・ ＢＢＱ３３

大阪市北区 パン・サンドイッチ販売 「エーワンベーカリー」ＪＲ大阪駅店

大阪市北区 パン・洋菓子販売 「エーワンベーカリー」梅田店

大阪市北区 パンケーキ屋 FLIPPER'S 梅田エスト店

大阪市北区 ハンバーガーショップ RUBBER SOUL

大阪市北区 ハンバーガーショップ マクドナルド新梅田店

大阪市北区 ハンバーガー屋 クアアイナ　ルクア大阪店

大阪市北区 ハンバーグ＆ステーキ 神戸れんが亭

大阪市北区 パン屋 カンテ・ベーカリー

大阪市北区 パン屋 高級食パン専門店　大阪梅田茶屋町店

大阪市北区 パン屋 北新地ドッグ　北新地店

大阪市北区 ビアガーデン ANAクラウンプラザホテル大阪　ビアガーデン

大阪市北区 ビアガーデン CRAFT　BEER　GARDEN　OSAKA

大阪市北区 ビアガーデン ROOFTOP BEER&GRILL G8

大阪市北区 ビアスタンド CRAFT BEER BASE BRANCH

大阪市北区 ピアノバー Cloud9 

大阪市北区 ピアノバー Le Verre

大阪市北区 ピアノバー nightspot  小椋

大阪市北区 ピアノバー バーアマンテ

大阪市北区 ピアノバー(カラオケ有り) サダクロ

大阪市北区 ピアノラウンジ ラ・セーヌ

大阪市北区 ピアノラウンジ ラ・ムー

大阪市北区 ピアノラウンジ 前田　MAEDA

大阪市北区 ビアバー LOFT101 大阪キタ店

大阪市北区 ビアバー クラフトビアマーケット ホワイティうめだ店

大阪市北区 ビアバー ホワイティうめだ／クラフトビアマーケットホワイティうめだ店

大阪市北区 ビアバー、ヱビスビール専門店 YEBISU　BAR　ホワイティうめだ店

大阪市北区 ビアパブ CRAFT BEER BASE BUD

大阪市北区 ビアパブ ベルギービールPub　ドルフィンズ梅田店

大阪市北区 ビアパブ兼酒屋 CRAFT BEER BASE

大阪市北区 ビアホール AVAN

大阪市北区 ビアホール スーパードライ梅田店

大阪市北区 ビアホール ビアブルグ 梅田

大阪市北区 ビアホール フェスティバール＆ビアホール

大阪市北区 ビアホール 世界のビール博物館　グランフロント大阪店
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大阪市北区 ビアレストラン bahnhof　ニューミュンヘン

大阪市北区 ビアレストラン BR第一生命ビル店

大阪市北区 ビアレストラン CRAFT BEER HOUSE molto!!

大阪市北区 ビアレストラン craftbeer&whisky ハッチオ

大阪市北区 ビアレストラン umbrella

大阪市北区 ビアレストラン umbrella RiB

大阪市北区 ビアレストラン キュッヒェ　ニューミュンヘン

大阪市北区 ビアレストラン キリンシティ梅三小路店

大阪市北区 ビアレストラン サクラノミヤ ニュートバコ

大阪市北区 ビアレストラン 曽根崎店

大阪市北区 ビアレストラン 北大使館

大阪市北区 ピザデリバリー ピザハット梅田店

大阪市北区 ビストロ BISTRO O

大阪市北区 ビストロ G'dayワイン食堂

大阪市北区 ビストロ スタンドシャン食-OSAKA梅田エスト-

大阪市北区 ビストロ スタンドシャン食-OSAKA北新地-

大阪市北区 ビストロ ル・コントワール・ド・シャンパン食堂

大阪市北区 ビストロ 俺のフレンチ梅田

大阪市北区 ビストロ  バー  ビストロ バー クゥー ドゥ ヴァン

大阪市北区 ピッツェリア PIZZA423

大阪市北区 ピッツェリア Pizzeria Cinq

大阪市北区 ビフテキ専門店 網焼ビフテキ　小松屋

大阪市北区 ビュッフェ 元気になる農場レストラン　モクモク

大阪市北区 ﾋﾞｭｯﾌｪレストラン ザ・プラチナム　ルクア大阪

大阪市北区 ピラティススタジオ アールパーム

大阪市北区 ファーストフード ｳｪﾝﾃﾞｨｰｽﾞ･ﾌｧｰｽﾄｷｯﾁﾝ　梅田HEPナビオ店

大阪市北区 ファーストフード ｳｪﾝﾃﾞｨｰｽﾞ･ﾌｧｰｽﾄｷｯﾁﾝ　梅田芝田町店

大阪市北区 ファーストフード サブウェイ梅田富国生命ビル店

大阪市北区 ファーストフード モスバーガー南森町店

大阪市北区 ファーマーズバル BELLA　BOCCA

大阪市北区 ファストフード TACOBELL阪急三番街店

大阪市北区 ファストフード 松屋　角田町店

大阪市北区 ファストフード 松屋　桜橋店

大阪市北区 ファストフード 松屋　中崎町店

大阪市北区 ファストフード 松屋　天神橋六丁目店

大阪市北区 ファストフード 松屋　南森町駅前店

大阪市北区 ファストフード 松屋　梅田角田町店

大阪市北区 ファストフード 松屋　梅田神山町店

大阪市北区 ファストフード 松屋　梅田店

大阪市北区 ファストフード 麺家 大阪みどう

大阪市北区 ファミリーレストラン ガスト天神橋筋六丁目店

大阪市北区 ファミリーレストラン ザブッフェアンドマルシェ　グランフロント大阪店

大阪市北区 ファミリーレストラン ロイヤルホスト東天満店

大阪市北区 フィットネスクラブ クロスフィット 梅田ウエスト

大阪市北区 フードインキュベーター OSAKA FOOD LAB

大阪市北区 フードコート UMEDA　FOOD　HALL

大阪市北区 フードバー ちょっとながやま

大阪市北区 フォトスタジオ フォトスタジオ虎屋

大阪市北区 ふぐ　鱧料理 河豚家　ゆめふくお初天神

大阪市北区 ふぐ・鱧料理専門店 たらふく堂山店

大阪市北区 ふぐ・鱧料理専門店 たらふく北新地総本店

大阪市北区 ふぐ・鱧料理専門店 ふぐの神

大阪市北区 ふぐ屋 大阪とらふぐの会　PREMIUM

大阪市北区 ふぐ料理 キュイジーヌ福の舞

大阪市北区 ふぐ料理 ふぐ料理　たらふく北新地

大阪市北区 ふぐ料理 玄品　北新地

大阪市北区 ふぐ料理 焼きふぐ優ふく

大阪市北区 ふぐ料理 堂島　幸鶴

大阪市北区 ふぐ料理屋 戴天ふぐ曽根崎御坊

大阪市北区 ふぐ料理専門店 ふぐや　さでん

大阪市北区 ふぐ料理専門店 ふぐ天神
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大阪市北区 ふぐ料理専門店 泳ぎとらふぐ料理専門店　あじ平曽根崎

大阪市北区 ふぐ料理専門店 北新地　ふぐまる

大阪市北区 ふぐ料理店 梅田　ふぐ乃介

大阪市北区 ブラジル料理店 バルバッコア梅田店

大阪市北区 フランス料理 La Terrasse NAKANOSHIMA

大阪市北区 フランス料理 アクサングラーブ　ル・ソレイユ

大阪市北区 フランス料理 しまなみふれんちMurakami

大阪市北区 フランス料理 シャンパン食堂

大阪市北区 フランス料理 ヒルトンプラザウエスト　yasai french N.R

大阪市北区 フランス料理 リュミエール大阪KARATO

大阪市北区 フランス料理 レストランオリビエ

大阪市北区 フランス料理 洋食レストランカラーズ

大阪市北区 フランス料理店 A TABLE

大阪市北区 フランス料理店 MON CHARME par monsieur K

大阪市北区 フランス料理店 ビストロケヤマネ

大阪市北区 フランス料理店 ラトリエドギニョールエマデロン

大阪市北区 フランス料理店 レストラン ヴァリエ

大阪市北区 フランス料理店 西洋料理　いまとむかし

大阪市北区 フルーツジュース メイクマイ  LINKS UMEDA店

大阪市北区 フルーツパーラー ごほうび　パーラー  LINKS UMEDA店

大阪市北区 フルーツパーラー マルトメ・ザ・ジューサリー パフェテリア

大阪市北区 フレンチ 北新地koutaro

大阪市北区 フレンチバル le comptoir

大阪市北区 フレンチバル petit comptoir

大阪市北区 フレンチレストラン Bon Soleil

大阪市北区 フレンチレストラン CHEZ DEUXIEME いわむら

大阪市北区 フレンチレストラン Ｃｕｇｎｅｔｔｅ

大阪市北区 フレンチレストラン Prune

大阪市北区 フレンチレストラン quatre lapin　北梅田

大阪市北区 フレンチレストラン ラグナヴェールプレミア

大阪市北区 フレンチレストラン レストラン・ルミエール

大阪市北区 フレンチレストラン ロアラブッシュおでゅら

大阪市北区 フレンチレストラン 梅田　肉ビストロ　Forgiven

大阪市北区 フレンチ煮込み ラグー

大阪市北区 ベーカリーi デニッシュバー西梅田店

大阪市北区 ベーカリーカフェ Ｒｏｄ梅田エスト店

大阪市北区 ベーカリーカフェ クックハウス ホワイティうめだ店

大阪市北区 ベーカリーカフェ やまびこベーカリー

大阪市北区 ベーカリーレストラン ベーカリーレストラン　サンマルク

大阪市北区 ベトナム料理・バル ベトナム屋台酒場 デンロン

大阪市北区 ベトナム料理屋 ベトナム酒場ビアホイ

大阪市北区 ホストクラブ ATOM-UMEDA-

大阪市北区 ホストクラブ CLUB GRAN

大阪市北区 ホストクラブ CLUB VANQUISH

大阪市北区 ホットサンドとチーズ、カフェ Re-life ON THE TABLE

大阪市北区 ホットドッグスタンド FRANK THE BAR

大阪市北区 ポップアップショップ(食物販) CHIKAMISE

大阪市北区 ホテル及び館内料飲施設 noku 大阪

大阪市北区 ホテル内レストラン イタリアンレストラン ベラ コスタ

大阪市北区 ホテル内レストラン オールデイダイニング リモネ

大阪市北区 ホテル内レストラン カウンター割烹 みおつくし

大阪市北区 ホテル内レストラン すし萬（リーガロイヤルホテル店）

大阪市北区 ホテル内レストラン セラーバー

大阪市北区 ホテル内レストラン つる家（リーガロイヤルホテル店）

大阪市北区 ホテル内レストラン なか田（リーガロイヤルホテル店）

大阪市北区 ホテル内レストラン メインラウンジ

大阪市北区 ホテル内レストラン リーチバー

大阪市北区 ホテル内レストラン レストラン シャンボール

大阪市北区 ホテル内レストラン 神戸吉兆（リーガロイヤルホテル店）

大阪市北区 ホテル内レストラン 中国料理 皇家龍鳳

大阪市北区 ホテル内レストラン 中之島 なだ万（リーガロイヤルホテル店）
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大阪市北区 ホテル内レストラン 鶴屋八幡（リーガロイヤルホテル店）

大阪市北区 ホテル内レストラン 鉄板焼・焼肉なにわ

大阪市北区 ホテル内レストラン 東京 竹葉亭（リーガロイヤルホテル店）

大阪市北区 ホテル内レストラン 道頓堀 今井（リーガロイヤルホテル店）

大阪市北区 ホテル内レストラン 日本料理 なかのしま

大阪市北区 ホルモン屋 牛串焼きゴーゴーホルモン亭

大阪市北区 ホルモン鉄板焼き 天神ホルモン

大阪市北区 ホルモン鍋 丹波鍋ホルモンかわむら

大阪市北区 マグロ専門店の運営と店頭にて販売の2形態 鮪達人 天神店

大阪市北区 マジックバー お酒とマジック　バーノンズバー

大阪市北区 マジックバー お酒とマジックの店　バーノンズバー

大阪市北区 マレーシア料理 マレーシアボレ

大阪市北区 ミニクラブ Priv.Ayaka

大阪市北区 ミニラウンジ Angela ala 

大阪市北区 ミュージックバー BAR  IVY

大阪市北区 ミュージックバー Breath

大阪市北区 ミュージックバー ラルゴ

大阪市北区 メイド喫茶 まーめいど梅田店

大阪市北区 メキシコ料理 ルクア大阪　墨国回転鶏料理ルクアイーレ店

大阪市北区 メンバーズサロン L?nghis

大阪市北区 もつ鍋屋 ふくみ屋　天満店

大阪市北区 もつ鍋屋 京もつ鍋　亀八お初天神裏参道店

大阪市北区 もつ鍋屋 黒毛和牛肉匠　いちえ　本邸

大阪市北区 もつ鍋屋 博多もつ鍋おおやま　リンクスウメダ

大阪市北区 もつ鍋専門店 博多もつ鍋おおやま大阪駅

大阪市北区 もんじゃ焼き屋 もんじゃ焼

大阪市北区 もんじゃ焼き屋 兎我野おこげもんじゃ 山本

大阪市北区 やきとり屋 やきとり正や南森町店

大阪市北区 やきとり屋 やきとり大吉 天神橋店

大阪市北区 やきとり料理　定食　お弁当 正起屋　ホワイティ梅田店

大阪市北区 やきとり料理　定食　お弁当 正起屋　阪急三番街店

大阪市北区 ラーメン らーめん　あらうま堂　桜橋店

大阪市北区 ラーメン らーめん　おちゃらん屋

大阪市北区 ラーメン らーめん　古今亭

大阪市北区 ラーメン らーめん　段七　梅田店

大阪市北区 ラーメン 一蘭　梅田芝田店

大阪市北区 ラーメン 清乃堂山

大阪市北区 ラーメン 石田一龍　大阪天満店

大阪市北区 ラーメン 長浜ラーメン清乃

大阪市北区 ラーメン 天洋 中崎町

大阪市北区 ラーメン 麺処えぐち

大阪市北区 ラーメン 洛二神

大阪市北区 ラーメンや 梅田阪急東通店

大阪市北区 ラーメン屋 エストフードホール　らーめん雲雀

大阪市北区 ラーメン屋 オールドセレクション　阪急東通り店

大阪市北区 ラーメン屋 おばちゃんとこ

大阪市北区 ラーメン屋 つけ麺ラーメン　とがの屋

大阪市北区 ラーメン屋 どうとんぼり神座　ルクア大阪店

大阪市北区 ラーメン屋 はまぐりラーメン しえる

大阪市北区 らーめん屋 ふく流らーめん轍

大阪市北区 ラーメン屋 ぺぺラーメン

大阪市北区 ラーメン屋 まんねん　梅田本店

大阪市北区 ラーメン屋 らーめん　あらうま堂

大阪市北区 ラーメン屋 らーめん2国　お初天神店

大阪市北区 ラーメン屋 らーめん伊藝

大阪市北区 ラーメン屋 ラーメン横綱阪急三番街店

大阪市北区 ラーメン屋 らーめん五劫のすりきれ

大阪市北区 ラーメン屋 らぁ麺きくはん

大阪市北区 ラーメン屋 一蘭梅田阪急東通り店

大阪市北区 ラーメン屋 一蘭梅田阪急東通店

大阪市北区 ラーメン屋 金彩?KinIro?
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大阪市北区 ラーメン屋 銀座篝

大阪市北区 ラーメン屋 香住北よし蟹ラーメン・ごはん専門店

大阪市北区 ラーメン屋 阪急三番街

大阪市北区 ラーメン屋 三番街宝来

大阪市北区 ラーメン屋 煮干しらーめん玉五郎阪急三番街店

大阪市北区 ラーメン屋 煮干しらーめん玉五郎大阪駅前第4ビル店

大阪市北区 ラーメン屋 上海

大阪市北区 ラーメン屋 新地ら?めん　近松

大阪市北区 ラーメン屋 大龍ラーメン

大阪市北区 ラーメン屋 中華そばひよこ

大阪市北区 ラーメン屋 町田商店北新地店

大阪市北区 ラーメン屋 天洋　中崎町店

大阪市北区 ラーメン屋 東呉台湾牛肉麺

大阪市北区 ラーメン屋 藤平ラーメン堂島

大阪市北区 ラーメン屋 藤平ラーメン堂島店

大阪市北区 ラーメン屋 博多一幸舎 エキマルシェ大阪店

大阪市北区 ラーメン屋 博多新風ラーメン食堂ルクア大阪店

大阪市北区 ラーメン屋 麺や 六三六　茶屋町店

大阪市北区 ラーメン屋 麺や六三六 江坂店

大阪市北区 ラーメン屋 麺屋　船橋

大阪市北区 らーめん専門店 丹頂　天神橋店

大阪市北区 ラーメン店 SHIROMARU BASE 梅田店

大阪市北区 ラーメン店 どうとんぼり神座　ルクア大阪店

大阪市北区 ラーメン店 どうとんぼり神座　阪急三番街店

大阪市北区 ラーメン店 ペペラーメン

大阪市北区 ラーメン店 みつか坊主

大阪市北区 らーめん店 ら～めん小菜　古潭

大阪市北区 ラーメン店 一風堂 梅田店

大阪市北区 ラーメン店 鴨ふじ

大阪市北区 ラーメン店 京都 麺屋たけ井 阪急梅田店

大阪市北区 ラーメン店 傾奇御麺　天神橋本店

大阪市北区 らーめん店 古潭　かっぱ横丁店

大阪市北区 らーめん店 古潭　中津本店

大阪市北区 らーめん店 古潭　梅田店

大阪市北区 ラーメン店 虎ノ王梅田１号店

大阪市北区 ラーメン店 虎ノ王梅田２号店

大阪市北区 ラーメン店 煮干しらーめん玉五郎　北新地店

大阪市北区 ラーメン店 天神ラーメン

大阪市北区 ラーメン店 味噌担担麺style林

大阪市北区 ラーメン店 麺屋・國丸。梅田店

大阪市北区 ラーメン店 麺屋たけ井　大阪阪急梅田店

大阪市北区 ラーメン店 麺匠　一本道

大阪市北区 ラーメン店 麺乃國+西天満店

大阪市北区 ライブBAR M  Akiyama 

大阪市北区 ライブカフェバー What'sUp?

大阪市北区 ライブバー Gang Gang Gang

大阪市北区 ライブバー Live Bar Story

大阪市北区 ライブバー Live in Page1

大阪市北区 ライブバー LiveBar B-flat

大阪市北区 ライブバー Open Mic Spase & Bar D45

大阪市北区 ライブバー サウンドエレガンス

大阪市北区 ライブバー ライブ　イン　ページワン

大阪市北区 ライブバー ライブスポットｆｇ

大阪市北区 ライブハウス ROYALHORSE

大阪市北区 ライブハウス 兼レストラン Mister Kelly's

大阪市北区 ライブレストラン Bonilla

大阪市北区 ライブレストラン ＪＡＺＺ・ＯＮ　ＴＯＰ

大阪市北区 ライブレストランジャズバー ニューサントリー５

大阪市北区 ライブ居酒屋 島唄ライブ琉球

大阪市北区 ラウジン 北新地パリ、ヌボ-

大阪市北区 ラウンジ 　北新地　メンバーズ　グリーン
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大阪市北区 ラウンジ ［ AQUA ］

大阪市北区 ラウンジ 1080°

大阪市北区 ラウンジ ＡＥＧＩＳ

大阪市北区 ラウンジ Angie

大阪市北区 ラウンジ Apollon

大阪市北区 ラウンジ B.M.T

大阪市北区 ラウンジ Barlounge  NARUMI

大阪市北区 ラウンジ Barlounge NARUMI

大阪市北区 ラウンジ Blue Cherry

大阪市北区 ラウンジ Bonita ボニータ

大阪市北区 ラウンジ CALLA

大阪市北区 ラウンジ CARA

大阪市北区 ラウンジ Cherish(シェリス)

大阪市北区 ラウンジ Clair

大阪市北区 ラウンジ Col

大阪市北区 ラウンジ Ｃｏｌｏｒｓ

大阪市北区 ラウンジ Cristal　A

大阪市北区 ラウンジ Cymbidium

大阪市北区 ラウンジ Deza

大阪市北区 ラウンジ foryou

大阪市北区 ラウンジ FUKU

大阪市北区 ラウンジ GIFT

大阪市北区 ラウンジ GO-SPOT

大阪市北区 ラウンジ Grace

大阪市北区 ラウンジ Gracia

大阪市北区 ラウンジ hanahana

大阪市北区 ラウンジ INDIGO.

大阪市北区 ラウンジ IRI

大阪市北区 ラウンジ ｊ

大阪市北区 ラウンジ koto

大阪市北区 ラウンジ Launge Jun

大阪市北区 ラウンジ Lienリアン

大阪市北区 ラウンジ LINDO

大阪市北区 ラウンジ LOTUS

大阪市北区 ラウンジ Lounge  gryps

大阪市北区 ラウンジ Lounge  M

大阪市北区 ラウンジ Ｌounge  新井

大阪市北区 ラウンジ Lounge an

大阪市北区 ラウンジ Lounge Queen

大阪市北区 ラウンジ lounge 新井

大阪市北区 ラウンジ LOUVEルーヴ

大阪市北区 ラウンジ lux bar freesia

大阪市北区 ラウンジ Ｍ＆Ｍ

大阪市北区 ラウンジ Ma-kun

大阪市北区 ラウンジ medellin

大阪市北区 ラウンジ Member's chaemant

大阪市北区 ラウンジ Members' Cuore

大阪市北区 ラウンジ Member's　Force

大阪市北区 ラウンジ Member's　Force Sound

大阪市北区 ラウンジ member's Port

大阪市北区 ラウンジ MEMBERS ＴＡＬＯＳ KITASHINCHI

大阪市北区 ラウンジ Member's Ty-ra KITASHINCHI

大阪市北区 ラウンジ member's りん

大阪市北区 ラウンジ More-rate

大阪市北区 ラウンジ MyMy

大阪市北区 ラウンジ myning room

大阪市北区 ラウンジ non

大阪市北区 ラウンジ Oggi　オジ

大阪市北区 ラウンジ Ｐａｒｔｙ×２

大阪市北区 ラウンジ Pi?ce

大阪市北区 ラウンジ plisisr那津子
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大阪市北区 ラウンジ potbelly

大阪市北区 ラウンジ REI

大阪市北区 ラウンジ Riry

大阪市北区 ラウンジ ROCOCO

大阪市北区 ラウンジ Room

大阪市北区 ラウンジ Sakura

大阪市北区 ラウンジ salon  de momo

大阪市北区 ラウンジ Salon  de nene

大阪市北区 ラウンジ salon de momo

大阪市北区 ラウンジ Salon Rossa  サロン. ロッサ

大阪市北区 ラウンジ saloon 有村

大阪市北区 ラウンジ SANTE

大阪市北区 ラウンジ Selfish

大阪市北区 ラウンジ ＳＥＶＥＮ ＦＯＲ

大阪市北区 ラウンジ Shi an

大阪市北区 ラウンジ Starry Sky

大阪市北区 ラウンジ Stylish Lounge  心愛

大阪市北区 ラウンジ The-Bleue-

大阪市北区 ラウンジ Ｕ.Ｋ

大阪市北区 ラウンジ Viola（ヴィオラ）

大阪市北区 ラウンジ XYZ

大阪市北区 ラウンジ you2

大阪市北区 ラウンジ アヴァロン

大阪市北区 ラウンジ アップロード

大阪市北区 ラウンジ アノ?anneau?

大阪市北区 ラウンジ アン

大阪市北区 ラウンジ いち蘭

大阪市北区 ラウンジ いわせ

大阪市北区 ラウンジ うさぎ

大阪市北区 ラウンジ エタニティー

大阪市北区 ラウンジ エリア

大阪市北区 ラウンジ オリーヴ

大阪市北区 ラウンジ カサブランカ

大阪市北区 ラウンジ きたがき

大阪市北区 ラウンジ ギフト

大阪市北区 ラウンジ キャビン

大阪市北区 ラウンジ キャラバン セライエ

大阪市北区 ラウンジ きらら

大阪市北区 ラウンジ クラブ セブンフロアー

大阪市北区 ラウンジ クラブ　なかむら

大阪市北区 ラウンジ クラブ弄珠

大阪市北区 ラウンジ クリスタル

大阪市北区 ラウンジ クレイン

大阪市北区 ラウンジ こうさぎ

大阪市北区 ラウンジ ここbyミカド

大阪市北区 ラウンジ ザ・リッチ

大阪市北区 ラウンジ さくら草

大阪市北区 ラウンジ サテン・ヴェール

大阪市北区 ラウンジ ザプレイモアジュニア

大阪市北区 ラウンジ サロン　ド　クィーン

大阪市北区 ラウンジ サロンド　森山

大阪市北区 ラウンジ サロンド　大島

大阪市北区 ラウンジ シークレット

大阪市北区 ラウンジ スカーレット

大阪市北区 ラウンジ スピア

大阪市北区 ラウンジ すみか

大阪市北区 ラウンジ セブンフロアー

大阪市北区 ラウンジ チェリーヴィラ

大阪市北区 ラウンジ なかた

大阪市北区 ラウンジ ハーフムーン

大阪市北区 ラウンジ パインバー
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大阪市北区 ラウンジ パリ、ヌボ-

大阪市北区 ラウンジ パレス

大阪市北区 ラウンジ パレ井上

大阪市北区 ラウンジ ぴあの

大阪市北区 ラウンジ ピットイン

大阪市北区 ラウンジ ひろ乃

大阪市北区 ラウンジ プチエトランゼ

大阪市北区 ラウンジ プチフルール

大阪市北区 ラウンジ プチメール佐竹

大阪市北区 ラウンジ プチ山名

大阪市北区 ラウンジ ブランノワール 

大阪市北区 ラウンジ プリンス・プリンス

大阪市北区 ラウンジ ブルジュ

大阪市北区 ラウンジ プレゴ

大阪市北区 ラウンジ プレミア

大阪市北区 ラウンジ まつだ

大阪市北区 ラウンジ マニフィーク

大阪市北区 ラウンジ みなせ

大阪市北区 ラウンジ ミュージックインま都お

大阪市北区 ラウンジ メンバーズ  クオーレ

大阪市北区 ラウンジ メンバーズ あや乃

大阪市北区 ラウンジ メンバーズ　薩摩

大阪市北区 ラウンジ メンバースこのみ

大阪市北区 ラウンジ メンバーズサロン大小路

大阪市北区 ラウンジ メンバーズラウンジ　スピア

大阪市北区 ラウンジ メンバーズ池上

大阪市北区 ラウンジ メンバーズ中井

大阪市北区 ラウンジ メンバーズ兆家

大阪市北区 ラウンジ メンバーズ藤原

大阪市北区 ラウンジ ラ・ムー

大阪市北区 ラウンジ ライムライト

大阪市北区 ラウンジ ラウンジ  Funny

大阪市北区 ラウンジ ラウンジ　ＰＥＡＣＥ

大阪市北区 ラウンジ ラウンジ　クィーン

大阪市北区 ラウンジ ラウンジ たかはし

大阪市北区 ラウンジ ラウンジ　たつ己

大阪市北区 ラウンジ ラウンジ　ファンタジア　

大阪市北区 ラウンジ ラウンジ　ポルト

大阪市北区 ラウンジ ラウンジ　まり

大阪市北区 ラウンジ ラウンジ 海

大阪市北区 ラウンジ ラウンジLara

大阪市北区 ラウンジ ラウンジクィーン

大阪市北区 ラウンジ ラウンジリーブル

大阪市北区 ラウンジ ラウンジ縁

大阪市北区 ラウンジ ラウンジ太陽

大阪市北区 ラウンジ ラウンジ都志

大阪市北区 ラウンジ らうんじ夢乃

大阪市北区 ラウンジ ラサ

大阪市北区 ラウンジ リトルハッピー

大阪市北区 ラウンジ リｭンヌ

大阪市北区 ラウンジ ルミエール

大阪市北区 ラウンジ レーヴ

大阪市北区 ラウンジ レストコーナー史

大阪市北区 ラウンジ ろまん亭

大阪市北区 ラウンジ 羽屋

大阪市北区 ラウンジ 卯月

大阪市北区 ラウンジ 卯月(うづき)

大阪市北区 ラウンジ 艶

大阪市北区 ラウンジ 会員制WITCLUB冨樫

大阪市北区 ラウンジ 橘

大阪市北区 ラウンジ 恵美
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大阪市北区 ラウンジ 月

大阪市北区 ラウンジ 月香-gekka-

大阪市北区 ラウンジ 己知色

大阪市北区 ラウンジ 五島

大阪市北区 ラウンジ 光　hikaru

大阪市北区 ラウンジ 香子

大阪市北区 ラウンジ 香妃

大阪市北区 ラウンジ 香凛

大阪市北区 ラウンジ 佐竹

大阪市北区 ラウンジ 珠洲

大阪市北区 ラウンジ 初瀨

大阪市北区 ラウンジ 西家

大阪市北区 ラウンジ 奏や

大阪市北区 ラウンジ 中井

大阪市北区 ラウンジ 杜乃家

大阪市北区 ラウンジ 鴇

大阪市北区 ラウンジ 凪

大阪市北区 ラウンジ 入山

大阪市北区 ラウンジ 梅新

大阪市北区 ラウンジ 伯舞

大阪市北区 ラウンジ 白真

大阪市北区 ラウンジ 北クラブ

大阪市北区 ラウンジ 北新地　こくらげ

大阪市北区 ラウンジ 北新地　パリ・ヌボー

大阪市北区 ラウンジ 北新地　らるじゅ

大阪市北区 ラウンジ 北新地　桃や

大阪市北区 ラウンジ 北新地Room

大阪市北区 ラウンジ 北新地こくらげ

大阪市北区 ラウンジ 本通り 伽羅

大阪市北区 ラウンジ 唯

大阪市北区 ラウンジ 有諏川

大阪市北区 ラウンジ 遊いんぐ

大阪市北区 ラウンジ 鈴　Rin

大阪市北区 ラウンジ 和彩　ゆか都

大阪市北区 ラウンジ 琥珀

大阪市北区 ラウンジ　 えん寿

大阪市北区 ラウンジ 宍戸

大阪市北区 ラウンジ  本間

大阪市北区 ラウンジ　接客を伴う飲食業 Lounge an

大阪市北区 ラウンジ＆バー BOX&BAR MOMOKA

大阪市北区 ラウンジ、ナイトクラブ 妃

大阪市北区 ラウンジBar ラウンジ真珠

大阪市北区 ラウンジバー Chemin

大阪市北区 ラウンジバー e L

大阪市北区 ランチ、ディナー ばとん

大阪市北区 リラクゼーション バリニーズサロン波音

大阪市北区 レコードバー MOON　SHINE

大阪市北区 レストラン 20 Lounge

大阪市北区 レストラン ARATA

大阪市北区 レストラン ARCANA

大阪市北区 レストラン Beer Bar 肉彩

大阪市北区 レストラン BELLA　PORTO

大阪市北区 レストラン BeNe　Nu茶屋町店

大阪市北区 レストラン bills大阪

大阪市北区 レストラン Cafe Destine

大阪市北区 レストラン CRAFTMAN UMAMI

大阪市北区 レストラン dining SAKURA

大阪市北区 レストラン ｅ

大阪市北区 レストラン Eggs 'n Things梅田茶屋町店

大阪市北区 レストラン EMIS'KITCHEN

大阪市北区 レストラン Felicite
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大阪市北区 レストラン Good Provision New York

大阪市北区 レストラン Grand champs

大阪市北区 レストラン GUMBO AND OYSTER BAR　梅田NU茶屋町店

大阪市北区 レストラン HATSU

大阪市北区 レストラン IBERICO-YA　北新地店

大阪市北区 レストラン J'adore　茶屋町

大阪市北区 レストラン JYO-ZETSU

大阪市北区 レストラン JYO-ZETSU　倅

大阪市北区 レストラン Largo

大阪市北区 レストラン Lawry's The Prime Rib OSAKA

大阪市北区 レストラン LITTLE　MONSTER

大阪市北区 レストラン luvwine

大阪市北区 レストラン madamGORILLA

大阪市北区 レストラン Maison4125

大阪市北区 レストラン mi casita

大阪市北区 レストラン Micasita+

大阪市北区 レストラン MuuMuuDiner　茶屋町店

大阪市北区 レストラン ＮＯＵＶＥヌーヴ

大阪市北区 レストラン Ｏｙ‐ｄｅやす

大阪市北区 レストラン Premium Marche ROMAN

大阪市北区 レストラン Quiet Storm Cafe 

大阪市北区 レストラン RISTORANTE  con fuoco

大阪市北区 レストラン Tana La Terrazza

大阪市北区 レストラン TGI Fridays梅田店

大阪市北区 レストラン THE OYSTER ROOM 梅田ハービスエント店

大阪市北区 レストラン tokachi's  market

大阪市北区 レストラン ttt

大阪市北区 レストラン Ｕ．ＫＡＩ

大阪市北区 レストラン YAMAGOYA

大阪市北区 レストラン アゴラシオン

大阪市北区 レストラン アルモニーアンブラッセ大阪　レストランRAYON

大阪市北区 レストラン アレコレ　阪急三番街店

大阪市北区 レストラン アンシャンテ

大阪市北区 レストラン アンシャンテハービス梅田

大阪市北区 レストラン ヴィア　ジィオーベ　クアットロ

大阪市北区 レストラン ウメダステーション オイスターバー　阪急グランドビル店

大阪市北区 レストラン エキポンテベッキオ

大阪市北区 レストラン エルトロ神戸

大阪市北区 レストラン カジュアルアメリカンレストランBB'S。

大阪市北区 レストラン ガニュ・パン

大阪市北区 レストラン がんこ阪急三番街店

大阪市北区 レストラン がんこ阪急東通り店

大阪市北区 レストラン がんこ曾根崎本店

大阪市北区 レストラン がんこ天満寿司店

大阪市北区 レストラン がんこ堂島アバンザ店

大阪市北区 レストラン がんこ梅田OS店

大阪市北区 レストラン がんこ梅田本店

大阪市北区 レストラン グリル大宮　グランフロント大阪店

大阪市北区 レストラン こがんこ梅田店

大阪市北区 レストラン こなな 

大阪市北区 レストラン こなな 　エキマルシェ大阪店

大阪市北区 レストラン サラベス大阪

大阪市北区 レストラン シャンデリアテーブル

大阪市北区 レストラン すし半　天神橋店

大阪市北区 レストラン スペインバル＆ダイニング　ルース

大阪市北区 レストラン ソウル トゥ ソウル

大阪市北区 レストラン ダイナーコインロッカー

大阪市北区 レストラン ダイニングキッチンRYU

大阪市北区 レストラン ダイニングしゅす

大阪市北区 レストラン ちょうつがひ　阪急グランドビル店

大阪市北区 レストラン トムクリオーザ
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大阪市北区 レストラン ナポリの食堂アルバータアルバータ大阪マルビル店

大阪市北区 レストラン ナレッジサロン

大阪市北区 レストラン ニトロ

大阪市北区 レストラン バケット　ヨドバシ梅田店

大阪市北区 レストラン ハワイアンパンケーキファクトリー　ＬＩＮＫＳ　ＵＭＥＤＡ

大阪市北区 レストラン ビストロTHEキャンプ

大阪市北区 レストラン ﾋﾞｽﾄﾛﾊﾞﾙ　ｽﾊﾟｯｶｱﾙﾊﾞｰﾀ

大阪市北区 レストラン フェリシテ

大阪市北区 レストラン フランダーステイル　ハービスプラザ梅田店

大阪市北区 レストラン プロントイルバール　大阪駅店

大阪市北区 レストラン プロントイルバール大阪

大阪市北区 レストラン ボノ

大阪市北区 レストラン ポルケッタ　ＬＩＮＫＳ　ＵＭＥＤＡ

大阪市北区 レストラン ミートラッシュリンクス梅田店

大阪市北区 レストラン メゾンB

大阪市北区 レストラン モード ディ ポンテベッキオ

大阪市北区 レストラン モスクワプリュスシェミ

大阪市北区 レストラン ラヴァーニャ

大阪市北区 レストラン ラルゴ

大阪市北区 レストラン リストランテ・リナッシェレ・ドウジマ

大阪市北区 レストラン ループス

大阪市北区 レストラン ルミエール・スール

大阪市北区 レストラン レストラン　カハラ

大阪市北区 レストラン レストラン　マルマン

大阪市北区 レストラン レストランALASKAフェスティバルタワー

大阪市北区 レストラン レストランいずみ

大阪市北区 レストラン ロスインカス

大阪市北区 レストラン 楽食倶楽部　裏小路牛肉店

大阪市北区 レストラン 関電会館　エルガーデン

大阪市北区 レストラン 京の町

大阪市北区 レストラン 京懐石 美濃吉 竹茂楼 ホテル阪急インターナショナル店

大阪市北区 レストラン 九州の旬 博多廊 大阪店

大阪市北区 レストラン 弘屋

大阪市北区 レストラン 香り串揚げ口勝

大阪市北区 レストラン 国立国際美術館レストラン muse

大阪市北区 レストラン 自由亭 新梅田

大阪市北区 レストラン 周山

大阪市北区 レストラン 旬穀旬菜

大阪市北区 レストラン 上海バール

大阪市北区 レストラン 上海食亭

大阪市北区 レストラン 心たけ　KOKOROTAKE

大阪市北区 レストラン 心斎橋ミツヤ　ホワイティ梅田店

大阪市北区 レストラン 神戸屋シルフィー　ルクア大阪店

大阪市北区 レストラン 西天満ループス

大阪市北区 レストラン 昔洋食みつけ亭　阪急三番街店

大阪市北区 レストラン 曽根崎ワイン食堂リモーネ

大阪市北区 レストラン 大阪大学中之島センター　カフェテリアスコラ

大阪市北区 レストラン 炭焼牛たん東山 ルクア大阪店

大阪市北区 レストラン 炭焼牛たん東山ルクア大阪店

大阪市北区 レストラン 築地食堂源ちゃん　大阪ルクア店

大阪市北区 レストラン 茶屋町ファクトリーカフェ

大阪市北区 レストラン 中央電気倶楽部　３階食堂

大阪市北区 レストラン 中国名菜銀座アスター　阪急うめだ本店

大阪市北区 レストラン 昼酒場こみち

大阪市北区 レストラン 鼎泰豊阪急うめだ本店

大阪市北区 レストラン 博多もつ鍋やまや

大阪市北区 レストラン 博多もつ鍋やまや　エキマルシェ大阪店

大阪市北区 レストラン 北新地 響香

大阪市北区 レストラン 洋食クラブ　En

大阪市北区 レストラン 洋食レストラン　カラーズ

大阪市北区 レストラン 洋食倶楽部EN
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大阪市北区 レストラン 和伊バル　たなかキカク

大阪市北区 レストラン　 麒麟のまち

大阪市北区 レストラン　バー PEROPEROBAR

大阪市北区 レストラン　バル Bella  Bocca  NU茶屋町店

大阪市北区 レストラン＆バー max osaka 梅田店

大阪市北区 レストラン（中国料理） 青冥　大丸梅田店

大阪市北区 レストラン（中国料理） 青冥　堂島本店

大阪市北区 レストラン、居酒屋 さわら＆カスエラロハ

大阪市北区 レストラン・バー セラ・アンフィニィ

大阪市北区 レストランバー ｄｅｐｏｔ

大阪市北区 レストランバー LAURANT

大阪市北区 レストランバー TUCUSI

大阪市北区 レストランバー レストランバー　トリッキーズ

大阪市北区 レストランバー レストランバー・コホク

大阪市北区 レストランバー 株式会社リアルドリンクス

大阪市北区 レストランバー 天神橋サンボア

大阪市北区 ロックバー ＲＯＣＫＢＡＲ　ＳＴＡＲ☆ＭＩＮE

大阪市北区 ロビーラウンジ ANAクラウンプラザホテル大阪　ロビーラウンジ

大阪市北区 ワインサロン Pecorara

大阪市北区 ワインショップ ワインショップマチュール

大阪市北区 ワインバー ??iving

大阪市北区 ワインバー Antic Wine

大阪市北区 ワインバー APIARIUM

大阪市北区 ワインバー C Republic

大阪市北区 ワインバー Decanter

大阪市北区 ワインバー DSO09

大阪市北区 ワインバー ｍaison

大阪市北区 ワインバー Pens?e

大阪市北区 ワインバー Petite Wine Salon SANAGIYA

大阪市北区 ワインバー Rumor’s 

大阪市北区 ワインバー salon de moonlight 

大阪市北区 ワインバー Se Reposer

大阪市北区 ワインバー Tappoタッポ

大阪市北区 ワインバー ＶＩＮ　ｄｅ　ＶＩＮ

大阪市北区 ワインバー vino e cucina T appo

大阪市北区 ワインバー V'l? l'Bon Vent

大阪市北区 ワインバー wine bar 酒春 Le Cheval

大阪市北区 ワインバー y et vin,sourire

大阪市北区 ワインバー アイニーク

大阪市北区 ワインバー アノット

大阪市北区 ワインバー ヴィンテージイン

大阪市北区 ワインバー オールージュ

大阪市北区 ワインバー キッチンバーメランジュ

大阪市北区 ワインバー コッポレッタ

大阪市北区 ワインバー フィレール

大阪市北区 ワインバー ぶどう畑

大阪市北区 ワインバー マルシェのバール

大阪市北区 ワインバー ワイン＆キッチンバー　キャナル

大阪市北区 ワインバー ワインサロン ル・タン

大阪市北区 ワインバー ワインバーランジュヴァン

大阪市北区 ワインバー ワインバー樹

大阪市北区 ワインバー わいんばるMandou

大阪市北区 ワインバー ワイン酒場 BORRACHO

大阪市北区 ワインバー ワイン酒場BORRACHO

大阪市北区 ワインバー 中村や

大阪市北区 ワインバー &レストラン ワインバー＆レストラン　フジマル食堂

大阪市北区 ワインバー｜ La pupilla

大阪市北区 ワインバル OSAKA na kitchen阪急大阪梅田駅3F改札内店

大阪市北区 ワインバル スクデット

大阪市北区 ワインバル ぶどう酒バル虎月堂

大阪市北区 ワインレストラン Pur
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大阪市北区 ワイン食堂 Taxedo park

大阪市北区 ワイン食堂 ワイン食堂　ブラン シュエット

大阪市北区 医療 うつみ鍼灸整骨院

大阪市北区 一人しゃぶしゃぶ屋 しゃぶはうす

大阪市北区 一品料理、割烹、居酒屋 伊々

大阪市北区 飲み屋 吉田スヰッチ

大阪市北区 飲み屋 北新地サンボア

大阪市北区 飲食 un

大阪市北区 飲食 ルトゥール

大阪市北区 飲食 バル ベジタブルキッチンonion

大阪市北区 飲食、タイ料理バル 東京ガパオLINKS UMEDA店

大阪市北区 飲食業 メンバーズ　小坂

大阪市北区 飲食店 　　　　合林

大阪市北区 飲食店 bar la cour

大阪市北区 飲食店 Bar 来夢

大阪市北区 飲食店 BARカサブランカ

大阪市北区 飲食店 Cepage

大阪市北区 飲食店 CLUB fleur de Pink

大阪市北区 飲食店 Club Maria

大阪市北区 飲食店 ClubJOY

大阪市北区 飲食店 enishi RELAX DINING

大阪市北区 飲食店 GOLD

大阪市北区 飲食店 greco

大阪市北区 飲食店 HUNTER

大阪市北区 飲食店 JBar

大阪市北区 飲食店 JO-BARA

大阪市北区 飲食店 kirico

大阪市北区 飲食店 Lapis Lazuli

大阪市北区 飲食店 LinkLab

大阪市北区 飲食店 LITTLE BAR

大阪市北区 飲食店 LOTUS

大阪市北区 飲食店 Lounge Chirp

大阪市北区 飲食店 Mary&Hotrock

大阪市北区 飲食店 meat＆３choice Hands

大阪市北区 飲食店 Menber’s藤原

大阪市北区 飲食店 MUSE

大阪市北区 飲食店 Noir Larmes

大阪市北区 飲食店 PADDLE

大阪市北区 飲食店 Rily

大阪市北区 飲食店 ROMA-KEN　阪神梅田店

大阪市北区 飲食店 ScuBar

大阪市北区 飲食店 SHIBIRE-NOODLES　銀座　蝋燭屋　OSAKA

大阪市北区 飲食店 Strawberry Time

大阪市北区 飲食店 Todo O Mundo

大阪市北区 飲食店 アイビー

大阪市北区 飲食店 あかね

大阪市北区 飲食店 アマポーラ Amapola

大阪市北区 飲食店 えちごや

大阪市北区 飲食店 おむらいす屋

大阪市北区 飲食店 お食事処　いづみや

大阪市北区 飲食店 カチャトーレヤマガミ

大阪市北区 飲食店 かつくら梅田茶屋町店

大阪市北区 飲食店 クラフトビールタップヨドバシ梅田店

大阪市北区 飲食店 サラマンジェ　 KADOYA  角屋

大阪市北区 飲食店 サロンド・サバニー

大阪市北区 飲食店 シャドレ

大阪市北区 飲食店 シャンデリ

大阪市北区 飲食店 セイム

大阪市北区 飲食店 たつ己

大阪市北区 飲食店 タベルナエントラータ　堂島店

大阪市北区 飲食店 だまれトリ　梅田本店
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大阪市北区 飲食店 チキン南蛮のお店

大阪市北区 飲食店 トンテキのとんちゃん

大阪市北区 飲食店 ひまわり

大阪市北区 飲食店 ベルエポック

大阪市北区 飲食店 ミッテラン二世

大阪市北区 飲食店 メンバーズ　　結

大阪市北区 飲食店 モリタ屋

大阪市北区 飲食店 もんぱーる

大阪市北区 飲食店 ラ・ボーテ

大阪市北区 飲食店 ラウンジMaki

大阪市北区 飲食店 レストラン　ノワドココ

大阪市北区 飲食店 ローマ軒大阪駅前第3ビル店

大阪市北区 飲食店 ロマン亭　エキマルシェ店

大阪市北区 飲食店 ロマン亭　ルクア店

大阪市北区 飲食店 伽羅

大阪市北区 飲食店 家庭料理 まこ

大阪市北区 飲食店 家庭料理　阿喜

大阪市北区 飲食店 家庭料理 阿喜

大阪市北区 飲食店 家庭料理まこ

大阪市北区 飲食店 家庭料理みよちゃん

大阪市北区 飲食店 会員制　藤田

大阪市北区 飲食店 割烹　うえの

大阪市北区 飲食店 割烹　むつごろう

大阪市北区 飲食店 金ぷら　づぼら

大阪市北区 飲食店 倶楽部　夢一夜

大阪市北区 飲食店 厳選鴨料理と生パスタのお店　なに屋

大阪市北区 飲食店 肴の酒 こなから

大阪市北区 飲食店 四六時中　LINKS UMEDA

大阪市北区 飲食店 旬彩軒みずの

大阪市北区 飲食店 新梅田食道街　おおさかぐりる

大阪市北区 飲食店 新梅田食道街　カレーショップマサラ

大阪市北区 飲食店 新梅田食道街　ザ・ステーキ・バー

大阪市北区 飲食店 新梅田食道街　しんきょうパートⅠ

大阪市北区 飲食店 新梅田食道街　しんきょうパートⅡ

大阪市北区 飲食店 新梅田食道街　笑卵

大阪市北区 飲食店 新梅田食道街　平和樓

大阪市北区 飲食店 人家

大阪市北区 飲食店 粋

大阪市北区 飲食店 川添

大阪市北区 飲食店 大阪豚汁　エキマルシェ店

大阪市北区 飲食店 炭と地酒とたしなみワイン　kai本店　醸す

大阪市北区 飲食店 炭火焼とワインの酒場VOLTA北新地店

大阪市北区 飲食店 中国料理　星華

大阪市北区 飲食店 堂山

大阪市北区 飲食店 寅馬

大阪市北区 飲食店 姫

大阪市北区 飲食店 北新地 喜多郎寿し

大阪市北区 飲食店 北新地　馬虎亜（キタシンチバトラー）

大阪市北区 飲食店 野々村

大阪市北区 飲食店 有諏川

大阪市北区 飲食店 橙ポン酢製作所

大阪市北区 飲食店　 GIRAFFE

大阪市北区 飲食店　ダイニングバー Sweet  Moon

大阪市北区 飲食店（懐石など） 御料理　大嵓埜　（おおくらの」

大阪市北区 飲食店、韓国料理屋 東京純豆腐大阪マルビル店

大阪市北区 飲食店BAR PERTICA

大阪市北区 飲食店ナイトクラブ き・ら・ら・

大阪市北区 飲食店のバー べるBAR

大阪市北区 鰻屋 うなぎ徳

大阪市北区 曳船業 三洋海事株式会社

大阪市北区 宴会場 大阪大学中之島センター　交流サロン　サロン・ド・ラミカル



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市北区 沖縄料理 海の彼方

大阪市北区 沖縄料理 鶏と島ごはん　パナリ堂

大阪市北区 沖縄料理屋 沖縄料理しーさ茶屋町店

大阪市北区 沖縄料理店 おばぁの味　てぃーあんだ

大阪市北区 屋外ビアガーデン リバーサイド・ビアガーデン

大阪市北区 屋形船 KPG RIVER CRUISE

大阪市北区 屋形船 メリーグリーン

大阪市北区 屋台 ほんまのYATAI天満

大阪市北区 牡蠣居酒屋 かき鐵

大阪市北区 音楽バー REQUIN

大阪市北区 音楽雑貨店 レオノーレ

大阪市北区 家庭料理 家庭料理　かりん

大阪市北区 家庭料理 家庭料理　淀

大阪市北区 家庭料理 家庭料理なか

大阪市北区 家庭料理 なか 家庭料理 なか

大阪市北区 家庭料理（飲食店) 北新地鳥羽

大阪市北区 家庭料理居酒屋 堂島 味彩家

大阪市北区 家庭料理焼酎処 いもの蔵

大阪市北区 家庭料理店 恕庵

大阪市北区 火鍋専門店 火鍋 成都

大阪市北区 菓子の製造販売、喫茶店 La Granda Famili Nakazakicho

大阪市北区 菓子販売店 新梅田食道街　洋菓子のヒロタ

大阪市北区 会員制 韓国料理店 Tenta

大阪市北区 会員制 韓国料理店 天太

大阪市北区 会員制クラブ 上通り　森口

大阪市北区 会員制スナック member's snack for k

大阪市北区 会員制ラウンジ カムパネルラ

大阪市北区 会員制レストラン エスカイヤクラブOSビル

大阪市北区 会員制レストラン エスカイヤクラブ大阪駅前第3ビル

大阪市北区 会員制焼肉 きみや大阪本店

大阪市北区 回転寿司 くら寿司ビナリオ梅田店

大阪市北区 回転寿司 くら寿司天六駅前店

大阪市北区 回転寿司 回転寿司がんこエキマルシェ大阪店

大阪市北区 回転寿司 大起水産回転寿司　ホワイティうめだ店

大阪市北区 懐石料理 梅の花　梅田店

大阪市北区 海鮮居酒屋 てつたろう 梅田中崎町店

大阪市北区 海鮮居酒屋 わいわい酒家楽  LINKS UMEDA店

大阪市北区 海鮮居酒屋 磯乃家

大阪市北区 海鮮居酒屋 魚盛　堂島アバンザ店

大阪市北区 海鮮居酒屋 東通りまぐろセンター

大阪市北区 海鮮食堂 築地食堂 源ちゃん

大阪市北区 海鮮料理　和食 はまぐり庵

大阪市北区 海鮮料理　和食 はまぐり庵-吉祥別邸-

大阪市北区 海鮮丼屋 海鮮丼　きよ丸

大阪市北区 海鮮丼専門店 大阪・堂島　とろ家

大阪市北区 蟹料亭 蟹善

大阪市北区 割烹 すたんど割烹若桜

大阪市北区 割烹 雅しゅとうとう

大阪市北区 割烹 海鮮割烹　籔

大阪市北区 割烹 割烹 がはは

大阪市北区 割烹 割烹　まつもと

大阪市北区 割烹 割烹　香悦

大阪市北区 割烹 割烹　天五屋

大阪市北区 割烹 割烹 味菜

大阪市北区 割烹 割烹いぐち

大阪市北区 割烹 割烹まつもと

大阪市北区 割烹 季節料理　選

大阪市北区 割烹 蕎麦　福一

大阪市北区 割烹 御料理うえの

大阪市北区 割烹 香住 北よし 天満別館店

大阪市北区 割烹 小径
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大阪市北区 割烹 大美

大阪市北区 割烹 長樂

大阪市北区 割烹 北新地　魚菜　まさ志

大阪市北区 割烹 北新地　平八

大阪市北区 割烹 北新地 和牛割烹 穐山

大阪市北区 割烹 北新地銀杏

大阪市北区 割烹 料理屋仲島

大阪市北区 割烹 和おん銀沙

大阪市北区 割烹・小料理屋 北新地　十?

大阪市北区 割烹居酒屋 さのよいよい　北新地

大阪市北区 割烹居酒屋 北新地　湊

大阪市北区 割烹店 ふくのや

大阪市北区 割烹日本料理店 和料理  信

大阪市北区 割烹料理 海心

大阪市北区 割烹料理 四季彩菜柴田

大阪市北区 割烹料理 入道

大阪市北区 割烹料理 福助

大阪市北区 割烹料理屋 割烹 知利十里

大阪市北区 割烹料理屋 北新地　君しま

大阪市北区 割烹料理店 割烹むつごろう

大阪市北区 割烹料理店 割烹丸八

大阪市北区 割烹料理店 割烹橋本

大阪市北区 割烹料理店 割烹秋やま

大阪市北区 割烹料理店 割烹堂島

大阪市北区 割烹料理店 季節料理喬司

大阪市北区 割烹料理店 喬司

大阪市北区 割烹料理店 老松割烹「あ・うん」

大阪市北区 活伊勢海老料理レストラン 活伊勢海老料理中納言　大阪駅前第三ビル店

大阪市北区 釜飯屋 炭焼と釜飯　さかぐち

大阪市北区 釜揚げスパゲッティー 洋麺屋五右衛門

大阪市北区 鴨料理 AnaTra

大阪市北区 缶詰バー 山田屋

大阪市北区 韓国家庭料理 コリアンダイニング　シジャン

大阪市北区 韓国家庭料理店 釜山家庭料理　車

大阪市北区 韓国居酒屋 とろ?りチーズ×韓国料理　錦　梅田店

大阪市北区 韓国料理 グランフロント大阪・韓国料理韓美膳

大阪市北区 韓国料理 シンガネ

大阪市北区 韓国料理 家

大阪市北区 韓国料理 東京純豆腐　HEPナビオ店

大阪市北区 韓国料理 東京純豆腐　大阪マルビル店

大阪市北区 韓国料理 東京純豆腐HEPナビオ店

大阪市北区 韓国料理、焼肉屋 やさい村元気

大阪市北区 韓国料理屋 bibim'ルクア大阪店

大阪市北区 韓国料理屋 韓国家庭料理コキリ

大阪市北区 韓国料理屋 韓国酒場コッキオ　ルクア大阪店

大阪市北区 韓国料理専門店 BeniBeni南森町店

大阪市北区 韓国料理専門店 紅紅南森町店

大阪市北区 韓国料理店 韓喰

大阪市北区 韓国料理店 韓国厨房 水剌間

大阪市北区 韓国料理店 韓国料理×チーズ ソウルラブ 梅田店

大阪市北区 韓国料理店 北新地冷麺館

大阪市北区 喫茶 Pop'n Fruit Cafe

大阪市北区 喫茶 SALIDA

大阪市北区 喫茶 カフェ　英國屋

大阪市北区 喫茶 カフェ・ド・カンパーニュ

大阪市北区 喫茶 カフェ・ド・クレバー

大阪市北区 喫茶 カフェテラス　銀木犀

大阪市北区 喫茶 パウンドハウス梅田店

大阪市北区 喫茶 堂島喫茶SUI

大阪市北区 喫茶 珈琲店スパニョラ

大阪市北区 喫茶＆ラウンジ Rock The 花兎
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大阪市北区 喫茶、スナック Believe?ビリーブ?

大阪市北区 喫茶、居酒屋 喫茶＆洋風居酒屋　マルマン

大阪市北区 喫茶、洋酒酒場 ヒルトンサンボア

大阪市北区 喫茶・バー Bar.際

大阪市北区 喫茶店 cafe月兎

大阪市北区 喫茶店 GARDEN

大阪市北区 喫茶店 RJcafe

大阪市北区 喫茶店 The Lobby

大阪市北区 喫茶店 アイビー

大阪市北区 喫茶店 カフェ２ｗ２

大阪市北区 喫茶店 カフェビストロ　ブーニャブーニャ

大阪市北区 喫茶店 シルヴァー　大阪市立科学館店

大阪市北区 喫茶店 タリーズコーヒー ルクアイーレ5F店

大阪市北区 喫茶店 タリーズコーヒー大丸梅田店

大阪市北区 喫茶店 タリーズコーヒー大阪ステーションシティ店

大阪市北区 喫茶店 トップスカフェ阪急三番街店

大阪市北区 喫茶店 にしむら珈琲店　梅田店

大阪市北区 喫茶店 マンダリン

大阪市北区 喫茶店 ロビー喫茶　サリダ

大阪市北区 喫茶店 ロンドン・ティールーム　阪急メンズ館店

大阪市北区 喫茶店 雅楽茶

大阪市北区 喫茶店 丸福珈琲店

大阪市北区 喫茶店 喫茶　ビクター

大阪市北区 喫茶店 喫茶BC

大阪市北区 喫茶店 喫茶Ｙ

大阪市北区 喫茶店 喫茶サモア

大阪市北区 喫茶店 喫茶ビクター

大阪市北区 喫茶店 喫茶モーデン

大阪市北区 喫茶店 阪急三番街　シルクレーム

大阪市北区 喫茶店 咲良天神橋

大阪市北区 喫茶店 桜さく

大阪市北区 喫茶店 新阪急ホテルアネックス カフェクレール

大阪市北区 喫茶店 焙煎工房カフェ・ド タイムリー 天神橋店

大阪市北区 喫茶店 珈琲館茶屋町アプローズ店

大阪市北区 喫茶店 珈琲専門店マック

大阪市北区 喫茶店　バー cafe bar 203

大阪市北区 宮崎料理専門店 グランフロント大阪　宮崎料理万作

大阪市北区 牛かつ屋 もと村　ルクア店

大阪市北区 牛たん 牛たん仙台辺見　ハービス大阪店

大阪市北区 牛たん 牛たん仙台辺見　阪急32番街店

大阪市北区 牛たん屋 牛たん炭焼　利久

大阪市北区 牛丼チェーン 吉野家新梅田食道街店

大阪市北区 居酒屋 38

大阪市北区 居酒屋 6年4組　梅田分校

大阪市北区 居酒屋 94やきFactory

大阪市北区 居酒屋 BACK9

大阪市北区 居酒屋 BAR　自由気MaMa

大阪市北区 居酒屋 bazaar

大阪市北区 居酒屋 Cerdo y Pato

大阪市北区 居酒屋 Crackle

大阪市北区 居酒屋 diningbar couzen 

大阪市北区 居酒屋 EST

大阪市北区 居酒屋 Foods&Beer アレグレ

大阪市北区 居酒屋 FOODTRUCK

大阪市北区 居酒屋 Fujitaka

大阪市北区 居酒屋 GENYA

大阪市北区 居酒屋 goutｸﾞｰ

大阪市北区 居酒屋 HORMOSH

大阪市北区 居酒屋 HUB LINKS UMEDA店

大阪市北区 居酒屋 HUB中之島フィスティバルプラザ店

大阪市北区 居酒屋 HUB東梅田店
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大阪市北区 居酒屋 HUB梅田茶屋町アプローズ店

大阪市北区 居酒屋 HUB梅田茶屋町店

大阪市北区 居酒屋 HUB梅田東通り店

大阪市北区 居酒屋 Hugglife*

大阪市北区 居酒屋 izakaya kamonn

大阪市北区 居酒屋 izakaya逢夢

大阪市北区 居酒屋 ＪＲガード下キッチン　ＴＯＮＫＵＵ

大阪市北区 居酒屋 kitchen なかの家

大阪市北区 居酒屋 ＫＯＮＡＲＥ～こなれ～熟成肉　熟成魚

大阪市北区 居酒屋 LUPIN

大阪市北区 居酒屋 ｍａｉｍａｉ

大阪市北区 居酒屋 MEAT BOY N.Y / チーズファクトリー 梅田店

大阪市北区 居酒屋 MEAT MARKET

大阪市北区 居酒屋 ＭＩＴＳＵＫＥ　阪急グランドビル店

大阪市北区 居酒屋 Ｎ白木屋 大阪梅田茶屋町口駅前店

大阪市北区 居酒屋 Okitaya　梅田東通り店

大阪市北区 居酒屋 okitaya梅田東通り店

大阪市北区 居酒屋 okitaya本店

大阪市北区 居酒屋 okiumiya

大阪市北区 居酒屋 ＰＡＯ２

大阪市北区 居酒屋 ＰＡＯ２お初天神

大阪市北区 居酒屋 pit master vamos 梅田

大阪市北区 居酒屋 PREMIUM播鳥

大阪市北区 居酒屋 Rose Marry　

大阪市北区 居酒屋 ＳＡＢＡＲ阪急三番街店

大阪市北区 居酒屋 SAKE BAR 誉

大阪市北区 居酒屋 SAKE DINING FUJI

大阪市北区 居酒屋 SkyDust 

大阪市北区 居酒屋 SNACKえんどう

大阪市北区 居酒屋 SOTTAKU

大阪市北区 居酒屋 sourire

大阪市北区 居酒屋 tokachi's market

大阪市北区 居酒屋 TORICO MEAT 梅田店

大阪市北区 居酒屋 torico358

大阪市北区 居酒屋 WHITE ・CROW

大阪市北区 居酒屋 WINEHALL GLAMOUR 中之島

大阪市北区 居酒屋 あ　んぼ

大阪市北区 居酒屋 あおぎり

大阪市北区 居酒屋 あかね

大阪市北区 居酒屋 アジアン居酒屋ナリヤ

大阪市北区 居酒屋 あたりや食堂　東通り店

大阪市北区 居酒屋 アトム食堂

大阪市北区 居酒屋 あふろ

大阪市北区 居酒屋 あほ

大阪市北区 居酒屋 アメリカンバー１９６９

大阪市北区 居酒屋 ありがっさま

大阪市北区 居酒屋 ありもと

大阪市北区 居酒屋 あんじゅう

大阪市北区 居酒屋 いおり

大阪市北区 居酒屋 イタリアン酒場サルーテ

大阪市北区 居酒屋 イタリア肉食堂PERO天満店

大阪市北区 居酒屋 いちげん屋

大阪市北区 居酒屋 いろどり 大阪駅前西梅田店

大阪市北区 居酒屋 インド料理酒場　おしゃん亭

大阪市北区 居酒屋 ヴァンドキッチン

大阪市北区 居酒屋 うえだ

大阪市北区 居酒屋 うおじゅう

大阪市北区 居酒屋 うおまん梅田イーマ店

大阪市北区 居酒屋 うずまき伸介奄美の巻

大阪市北区 居酒屋 うたげどころ　うおっしゅ

大阪市北区 居酒屋 ウメダクダン
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大阪市北区 居酒屋 エキナカ酒場　うしお店

大阪市北区 居酒屋 えこひいき阪急東中通り店

大阪市北区 居酒屋 エントラータ茶屋町

大阪市北区 居酒屋 エントラータ茶屋町店

大阪市北区 居酒屋 おうち居酒屋ちろり

大阪市北区 居酒屋 おおぼけこぼけ

大阪市北区 居酒屋 おかんの台所

大阪市北区 居酒屋 おごっちsou

大阪市北区 居酒屋 おでん??スタンド　三徳六味

大阪市北区 居酒屋 おでんおぐら

大阪市北区 居酒屋 おでんと鴨蕎麦 居酒屋じんべえ3ビル店

大阪市北区 居酒屋 おでんと鴨蕎麦居酒屋じんべえ

大阪市北区 居酒屋 おでんや三徳六味

大阪市北区 居酒屋 おでん屋　権兵衛

大阪市北区 居酒屋 おでん八重福

大阪市北区 居酒屋 おばんざい「しば田」

大阪市北区 居酒屋 おばんざいHARU

大阪市北区 居酒屋 おばんざいバー　笑

大阪市北区 居酒屋 オペレッタ５２

大阪市北区 居酒屋 お魚ときどきお肉　うまみ屋

大阪市北区 居酒屋 お魚ときどきお肉　梅田店

大阪市北区 居酒屋 お菜屋わだ家　お初天神店

大阪市北区 居酒屋 お酒がススムごはんや1975

大阪市北区 居酒屋 お酒とお歌おさと

大阪市北区 居酒屋 お初天神店

大阪市北区 居酒屋 お食事処　きしがみ

大阪市北区 居酒屋 お料理　雨ニモマケズ

大阪市北区 居酒屋 かがやきキッチン

大阪市北区 居酒屋 かがやきダイナー

大阪市北区 居酒屋 かき小屋フィーバー1111　天満店

大阪市北区 居酒屋 がってん3ビル店

大阪市北区 居酒屋 かっぽうぎ　ドーチカ店

大阪市北区 居酒屋 かっぽうぎ　芝田店

大阪市北区 居酒屋 かっぽうぎ　芝田東店

大阪市北区 居酒屋 かっぽうぎ　南森町天神橋店

大阪市北区 居酒屋 かっぽうぎ　梅田センタービル店

大阪市北区 居酒屋 かっぽうぎ大阪駅前第3ビル店

大阪市北区 居酒屋 かどや

大阪市北区 居酒屋 カフェバー１９６９

大阪市北区 居酒屋 かりゆしナイト

大阪市北区 居酒屋 カンパーニュ　ワイン酒場

大阪市北区 居酒屋 きさらぎ北新地店

大阪市北区 居酒屋 キタのみかん

大阪市北区 居酒屋 きち屋

大阪市北区 居酒屋 キッチン酒場　こぶた

大阪市北区 居酒屋 キリンケラーヤマト曽根崎店

大阪市北区 居酒屋 キリンケラーヤマト大阪駅前店

大阪市北区 居酒屋 キリンケラーヤマト東梅田店

大阪市北区 居酒屋 キングオブキングス

大阪市北区 居酒屋 ぎんすけ中津店

大阪市北区 居酒屋 きんぴら

大阪市北区 居酒屋 くいもんや　たいへい

大阪市北区 居酒屋 くまくま

大阪市北区 居酒屋 グランフロント大阪　博多漁家　磯貝

大阪市北区 居酒屋 グランフロント大阪南館　YELLOW

大阪市北区 居酒屋 グランポレールワインバーオーサカ

大阪市北区 居酒屋 グリルワイン百

大阪市北区 居酒屋 ケニー

大阪市北区 居酒屋 コウハク ルクア店

大阪市北区 居酒屋 コシネクト

大阪市北区 居酒屋 ごっど
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大阪市北区 居酒屋 こにし

大阪市北区 居酒屋 ごはんや一芯

大阪市北区 居酒屋 ゴ飯+飲ミと唄　反欠

大阪市北区 居酒屋 サーモンベーネ 梅田茶屋町店

大阪市北区 居酒屋 さかづき

大阪市北区 居酒屋 サカナとカニの場　Casavaカサバ

大阪市北区 居酒屋 さくら北夙川

大阪市北区 居酒屋 さつま料理　島国

大阪市北区 居酒屋 しおや　本店

大阪市北区 居酒屋 しずか

大阪市北区 居酒屋 しもたや梅三小路店

大阪市北区 居酒屋 シャーロックホームズ

大阪市北区 居酒屋 しゃかりき432゛堂山店

大阪市北区 居酒屋 しゃも　三郎店

大阪市北区 居酒屋 ジョニーのからあげ 天満店

大阪市北区 居酒屋 ジョニーのからあげ大阪駅ビル店

大阪市北区 居酒屋 ジョニーのからあげ東梅田店

大阪市北区 居酒屋 スタンド  ふじもと

大阪市北区 居酒屋 スタンドしょう

大阪市北区 居酒屋 スパイス食堂　サワキチ　兎我野店

大阪市北区 居酒屋 すまいる研究所

大阪市北区 居酒屋 せった

大阪市北区 居酒屋 そざい庵

大阪市北区 居酒屋 ダイナー空亀

大阪市北区 居酒屋 ダイワ食堂 天五店

大阪市北区 居酒屋 たか鳥 お初天神店

大阪市北区 居酒屋 たか鳥 西梅田店

大阪市北区 居酒屋 たか鳥 天神橋店

大阪市北区 居酒屋 たか鳥梅田店

大阪市北区 居酒屋 たきはた

大阪市北区 居酒屋 たこやき王子 お初天神2号店

大阪市北区 居酒屋 たこ焼き居酒屋となりや

大阪市北区 居酒屋 たこ焼き酒場しん家

大阪市北区 居酒屋 たこ焼とおでん　池下

大阪市北区 居酒屋 たこ梅 東店

大阪市北区 居酒屋 たこ梅 分店

大阪市北区 居酒屋 たこ梅 北店

大阪市北区 居酒屋 たちまち

大阪市北区 居酒屋 たなごころ　梅田店

大阪市北区 居酒屋 たべてや一得福島店

大阪市北区 居酒屋 たゆたゆお初天神

大阪市北区 居酒屋 たよし曽根崎店

大阪市北区 居酒屋 たよし第２ビル店

大阪市北区 居酒屋 た藁や 天満店

大阪市北区 居酒屋 チキンチキン

大阪市北区 居酒屋 ちくちくや梅三小路店

大阪市北区 居酒屋 ちずり

大阪市北区 居酒屋 つぼキムチ北新地店

大阪市北区 居酒屋 てけてけ阪急梅田店

大阪市北区 居酒屋 てけてけ梅田お初天神店

大阪市北区 居酒屋 でこ

大阪市北区 居酒屋 てっぺん　天六店

大阪市北区 居酒屋 テン

大阪市北区 居酒屋 テング酒場　曽根崎お初天神通り店

大阪市北区 居酒屋 テンマ スタンド コバチ

大阪市北区 居酒屋 とっつぁん　天三店

大阪市北区 居酒屋 とっつぁん　天満店

大阪市北区 居酒屋 とっつぁん　天六店

大阪市北区 居酒屋 とっつぁん　南森町店

大阪市北区 居酒屋 ともかず商店

大阪市北区 居酒屋 とも亀
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大阪市北区 居酒屋 とりひめ　お初天神店

大阪市北区 居酒屋 とりぶん

大阪市北区 居酒屋 とりぼうず

大阪市北区 居酒屋 とり焼き  さじ

大阪市北区 居酒屋 とり甚

大阪市北区 居酒屋 とろさば料理専門店SABAR

大阪市北区 居酒屋 どんがめ　大阪駅前第二ビル店

大阪市北区 居酒屋 ないな

大阪市北区 居酒屋 なかい山

大阪市北区 居酒屋 なかなか

大阪市北区 居酒屋 なかの家OAPタワー店

大阪市北区 居酒屋 なごみ台所　呑味笑

大阪市北区 居酒屋 にいやま

大阪市北区 居酒屋 にこにこぱんだ

大阪市北区 居酒屋 ニコノスタンド

大阪市北区 居酒屋 ニコノトナリ

大阪市北区 居酒屋 にしかわや

大阪市北区 居酒屋 ニュー浅草

大阪市北区 居酒屋 ぬる燗佐藤大坂

大阪市北区 居酒屋 のぶちゃん

大阪市北区 居酒屋 のぶちゃん　お初天神店

大阪市北区 居酒屋 ハイボールバー梅田1923

大阪市北区 居酒屋 ハイボールバー梅田楽天地1923

大阪市北区 居酒屋 ぱちぱち

大阪市北区 居酒屋 はま食堂

大阪市北区 居酒屋 はま乃や　天神橋店

大阪市北区 居酒屋 ハライッパイ

大阪市北区 居酒屋 バルザル天満店

大阪市北区 居酒屋 ビストロとんとろすぶた　そら

大阪市北区 居酒屋 ビストロ居酒屋カウラナキッチンワイキキ

大阪市北区 居酒屋 ひなせ

大阪市北区 居酒屋 ひら井

大阪市北区 居酒屋 ピルピル&生ハム専門店LUPIN

大阪市北区 居酒屋 ピンクのヨイドレ鯨

大阪市北区 居酒屋 びんびや

大阪市北区 居酒屋 ピンポンバー　天五バス停前

大阪市北区 居酒屋 フェルナンドキッチン

大阪市北区 居酒屋 ふかもと　博多串焼卸 ウマカーよかばい

大阪市北区 居酒屋 ふ留井

大阪市北区 居酒屋 べけす

大阪市北区 居酒屋 べじとん　中崎

大阪市北区 居酒屋 ベディママ

大阪市北区 居酒屋 ペル－居酒屋　ふぁにーと

大阪市北区 居酒屋 ぽち火

大阪市北区 居酒屋 ホルモン酒場ヤマホル

大阪市北区 居酒屋 ホワイティ梅田

大阪市北区 居酒屋 ぼん蔵

大阪市北区 居酒屋 マウントスギ

大阪市北区 居酒屋 マキシ亭　３ビル店

大阪市北区 居酒屋 まぐろセンター　東通り店

大阪市北区 居酒屋 まこと

大阪市北区 居酒屋 まさいち屋

大阪市北区 居酒屋 まだらや

大阪市北区 居酒屋 まだん阪急東通り店

大阪市北区 居酒屋 まるや

大阪市北区 居酒屋 マル長鮮魚店

大阪市北区 居酒屋 みずぐち

大阪市北区 居酒屋 みつ葉

大阪市北区 居酒屋 みわ屋南森町店

大阪市北区 居酒屋 モーリ亭

大阪市北区 居酒屋 もっこすprimo
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大阪市北区 居酒屋 もつ焼のんき天神橋店

大阪市北区 居酒屋 もつ福

大阪市北区 居酒屋 もんじゃ居酒屋　ひめ

大阪市北区 居酒屋 やきとり 大吉 長尾店

大阪市北区 居酒屋 やきとり居酒屋DAIGOMI53

大阪市北区 居酒屋 やきとり正や　梅田曽根崎店

大阪市北区 居酒屋 ヤマネヤ(ｸﾞﾘﾙ＆ﾜｲﾝ　ｸﾘｰﾑｷｯﾁﾝ)

大阪市北区 居酒屋 やまんそら

大阪市北区 居酒屋 ゆずの小町 梅田店

大阪市北区 居酒屋 ゆずの庭梅田店

大阪市北区 居酒屋 よし家

大阪市北区 居酒屋 より道

大阪市北区 居酒屋 らむ屋　岩本

大阪市北区 居酒屋 ルクア

大阪市北区 居酒屋 レストランOKINAWA

大阪市北区 居酒屋 わくら家お初天神店

大阪市北区 居酒屋 わすれな草

大阪市北区 居酒屋 わたる 西梅田店

大阪市北区 居酒屋 わたる 天満店

大阪市北区 居酒屋 わっしょい酒場　縁

大阪市北区 居酒屋 わらやき屋 北新地

大阪市北区 居酒屋 愛志蔵

大阪市北区 居酒屋 囲炉端

大阪市北区 居酒屋 囲炉裏と釜飯しずる

大阪市北区 居酒屋 磯丸水産　大阪駅前第2ビル店

大阪市北区 居酒屋 磯丸水産　天満駅前店

大阪市北区 居酒屋 磯丸水産　梅田お初天神前店

大阪市北区 居酒屋 一騎討ち

大阪市北区 居酒屋 一心はなれ　いっぽ

大阪市北区 居酒屋 一天

大阪市北区 居酒屋 一番どり　梅田店

大阪市北区 居酒屋 一番どり 梅田店

大阪市北区 居酒屋 一富士

大阪市北区 居酒屋 壱岐の家

大阪市北区 居酒屋 壱岐島　本店

大阪市北区 居酒屋 壱番鶏

大阪市北区 居酒屋 稲田屋

大阪市北区 居酒屋 羽根つき焼小籠包鼎‘s

大阪市北区 居酒屋 奄美島料理てぃだ

大阪市北区 居酒屋 炎LAVITA

大阪市北区 居酒屋 横綱　お初天神

大阪市北区 居酒屋 横綱　東通り

大阪市北区 居酒屋 横綱　堂山

大阪市北区 居酒屋 沖縄キッチンてりとりー

大阪市北区 居酒屋 沖縄居酒屋 轟屋

大阪市北区 居酒屋 沖縄酒場あしびなー

大阪市北区 居酒屋 沖縄食堂ハイサイ　HEPナビオ店

大阪市北区 居酒屋 沖縄料理　じゅまる

大阪市北区 居酒屋 屋台居酒屋 大阪 満マル 天神橋3丁目店

大阪市北区 居酒屋 屋台居酒屋 大阪 満マル 天神橋5丁目店

大阪市北区 居酒屋 屋台酒場リーダー

大阪市北区 居酒屋 屋台餃子　第一ビル本店

大阪市北区 居酒屋 佳酒佳菜　花はな

大阪市北区 居酒屋 可真人

大阪市北区 居酒屋 家庭料理なごみ酒 ほのぼの

大阪市北区 居酒屋 家庭料理の店 かめや

大阪市北区 居酒屋 花ごころ

大阪市北区 居酒屋 花狩人かとう

大阪市北区 居酒屋 花門

大阪市北区 居酒屋 賀茂ん

大阪市北区 居酒屋 海鮮一番
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大阪市北区 居酒屋 海鮮何処　とも吉　太融寺店

大阪市北区 居酒屋 海鮮居酒屋 海幸丸 百番

大阪市北区 居酒屋 海鮮居酒屋おか長

大阪市北区 居酒屋 海鮮処とも吉西梅田店

大阪市北区 居酒屋 海都

大阪市北区 居酒屋 海藤花

大阪市北区 居酒屋 楽蔵うたげ/湊一や　梅田店

大阪市北区 居酒屋 割鮮　吉在門

大阪市北区 居酒屋 活きな男の酒処　くぼ田

大阪市北区 居酒屋 活魚専門　隆勢丸

大阪市北区 居酒屋 株式会社桝田商店

大阪市北区 居酒屋 鴨と日本酒五角

大阪市北区 居酒屋 甘太郎阪急梅田店

大阪市北区 居酒屋 甘太郎梅田HEP通り店

大阪市北区 居酒屋 韓国酒場コッキオEST店

大阪市北区 居酒屋 韓国酒場コッキオホワイティうめだ店

大阪市北区 居酒屋 丸虎フラワー

大阪市北区 居酒屋 喜禄

大阪市北区 居酒屋 器楽ダイニングπ

大阪市北区 居酒屋 季節の家庭料理　なごみ

大阪市北区 居酒屋 季節の鍋　縁

大阪市北区 居酒屋 季節料理　天羽　丸八

大阪市北区 居酒屋 季節料理梅田四季

大阪市北区 居酒屋 鬼やんま。

大阪市北区 居酒屋 吉鳥大淀店

大阪市北区 居酒屋 吉豊

大阪市北区 居酒屋 宮崎うまか　茶屋町DDハウス

大阪市北区 居酒屋 宮崎うまか　梅田店

大阪市北区 居酒屋 宮崎酒場 ゑびす

大阪市北区 居酒屋 宮崎地鶏　みやかん

大阪市北区 居酒屋 宮崎地鶏炭火焼「車」梅田店

大阪市北区 居酒屋 宮崎料理 万作 グランフロント大阪店

大阪市北区 居酒屋 弓しげ

大阪市北区 居酒屋 牛串焼き　ゴーゴーホルモン亭

大阪市北区 居酒屋 居酒や　若つき

大阪市北区 居酒屋 居酒屋  浜村

大阪市北区 居酒屋 居酒屋 でん

大阪市北区 居酒屋 居酒屋　虎連坊　ヒルトンプラザウエスト

大阪市北区 居酒屋 居酒屋　照

大阪市北区 居酒屋 居酒屋 大黒 堂山店

大阪市北区 居酒屋 居酒屋 樽正

大阪市北区 居酒屋 居酒屋　兆か繁

大阪市北区 居酒屋 居酒屋　天佑

大阪市北区 居酒屋 居酒屋　飛

大阪市北区 居酒屋 居酒屋　本陣

大阪市北区 居酒屋 居酒屋　末広

大阪市北区 居酒屋 居酒屋　絆

大阪市北区 居酒屋 居酒屋１９６９

大阪市北区 居酒屋 居酒屋うろ

大阪市北区 居酒屋 居酒屋おおえす　ホワイティうめだ店

大阪市北区 居酒屋 居酒屋がたろ

大阪市北区 居酒屋 居酒屋かねこ

大阪市北区 居酒屋 居酒屋きのえ

大阪市北区 居酒屋 居酒屋けんぞう

大阪市北区 居酒屋 居酒屋さかづき

大阪市北区 居酒屋 居酒屋さん　ゆめしずく

大阪市北区 居酒屋 居酒屋とりぞう

大阪市北区 居酒屋 居酒屋なんもり壱番

大阪市北区 居酒屋 居酒屋にくぞう

大阪市北区 居酒屋 居酒屋はちきん

大阪市北区 居酒屋 居酒屋まだらや
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大阪市北区 居酒屋 居酒屋もつぞう

大阪市北区 居酒屋 居酒屋やえがき

大阪市北区 居酒屋 居酒屋圭一

大阪市北区 居酒屋 居酒屋樽正

大阪市北区 居酒屋 居酒屋本陣

大阪市北区 居酒屋 居酒屋柚

大阪市北区 居酒屋 居心伝　天六店

大阪市北区 居酒屋 漁師酒場あらき

大阪市北区 居酒屋 魚と日本のお酒　むく

大阪市北区 居酒屋 魚と野菜と天ぷらと　大衆酒場リベリー

大阪市北区 居酒屋 魚屋スタンドふじ子

大阪市北区 居酒屋 魚舟　梅田店

大阪市北区 居酒屋 魚匠　銀平　グランフロント店

大阪市北区 居酒屋 魚場　春夏秋冬

大阪市北区 居酒屋 魚頂点酒場まつり

大阪市北区 居酒屋 魚民 大阪梅田茶屋町口駅前店

大阪市北区 居酒屋 曲ル角ニハ泡喰ライ

大阪市北区 居酒屋 玉乃光酒蔵　梅田店

大阪市北区 居酒屋 玉鬘

大阪市北区 居酒屋 錦

大阪市北区 居酒屋 近江

大阪市北区 居酒屋 銀平  北新地店

大阪市北区 居酒屋 銀平北新地店

大阪市北区 居酒屋 九州うまか 梅田店

大阪市北区 居酒屋 九州うまか梅田店

大阪市北区 居酒屋 九州かし◯や本庄店

大阪市北区 居酒屋 九州だんじ　お初天神店

大阪市北区 居酒屋 九州もん

大阪市北区 居酒屋 喰人 芝田本店

大阪市北区 居酒屋 喰人 東通り店

大阪市北区 居酒屋 空ガーデン

大阪市北区 居酒屋 串BAKU

大阪市北区 居酒屋 串イッカお初天神店

大阪市北区 居酒屋 串イッカ天満店

大阪市北区 居酒屋 串イッカ梅田東通り店

大阪市北区 居酒屋 串かつ　せみまる

大阪市北区 居酒屋 串カツ酒場　天満店

大阪市北区 居酒屋 串しゃぶ　菜彩

大阪市北区 居酒屋 串庵

大阪市北区 居酒屋 串焼　くる味

大阪市北区 居酒屋 串焼き居酒屋　結び。

大阪市北区 居酒屋 串焼き満天 ルクア大阪店

大阪市北区 居酒屋 串焼き満天ルクア大阪店

大阪市北区 居酒屋 串天ぷら酒場レレレ

大阪市北区 居酒屋 串揚厨房　Kanta

大阪市北区 居酒屋 熊本 馬源

大阪市北区 居酒屋 群醸日和

大阪市北区 居酒屋 憩酒屋　まぁる

大阪市北区 居酒屋 鶏っく　HEPナビオ店

大阪市北区 居酒屋 鶏っく　うめきた店

大阪市北区 居酒屋 鶏家 六角鶏　堂山

大阪市北区 居酒屋 鶏鳥Ｋｉｔｃｈｅｎゆう　曽根崎

大阪市北区 居酒屋 権之介 梅田

大阪市北区 居酒屋 賢人－かしこびと－

大阪市北区 居酒屋 賢人ーかしこびとー

大阪市北区 居酒屋 元祖串しゃぶ専門店まつたけ

大阪市北区 居酒屋 幻想の国のアリス 梅田

大阪市北区 居酒屋 個室和食　北新地　曉

大阪市北区 居酒屋 五鉄

大阪市北区 居酒屋 御影郷ふくじゅ

大阪市北区 居酒屋 御料理ほり川
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大阪市北区 居酒屋 紅谷

大阪市北区 居酒屋 紅梅LOVER OSAKA

大阪市北区 居酒屋 佐賀の日本酒と和心料理　笑日志

大阪市北区 居酒屋 妻味

大阪市北区 居酒屋 彩鶏鳥

大阪市北区 居酒屋 菜な　ルクア大阪店

大阪市北区 居酒屋 菜彩旬美 冨々 ブリーゼブリーゼ

大阪市北区 居酒屋 阪急三番街　島ぬ風

大阪市北区 居酒屋 肴や はなさく

大阪市北区 居酒屋 肴家　いしはら

大阪市北区 居酒屋 薩摩ごかもん 西梅田本店

大阪市北区 居酒屋 薩摩ごかもん 梅田茶屋町本店

大阪市北区 居酒屋 薩摩魚鮮水産梅田北口芝田店

大阪市北区 居酒屋 三間堂中之島ダイビル店

大阪市北区 居酒屋 讃岐うどん八屋

大阪市北区 居酒屋 仔牛

大阪市北区 居酒屋 旨い酒と肴　呑喜

大阪市北区 居酒屋 旨味研究１２８

大阪市北区 居酒屋 治之助　ＮＵ茶屋町店

大阪市北区 居酒屋 七つ家

大阪市北区 居酒屋 七津屋大阪駅前第4ビル店

大阪市北区 居酒屋 七福神南森町店

大阪市北区 居酒屋 車家ジョニー東梅田店

大阪市北区 居酒屋 手羽先唐揚･鳥料理　匠

大阪市北区 居酒屋 酒　ヤドカリ食堂

大阪市北区 居酒屋 酒さんぽ道　ちろり庵

大阪市北区 居酒屋 酒とチーズと自由とENERGY

大阪市北区 居酒屋 酒と肴　ＳＵＩＧＥＩ

大阪市北区 居酒屋 酒の奥田

大阪市北区 居酒屋 酒や肴 よしむら

大阪市北区 居酒屋 酒楽いのうえ

大阪市北区 居酒屋 酒魚鶏家　ニカク

大阪市北区 居酒屋 酒菜　竹井

大阪市北区 居酒屋 酒肴 デンデケ

大阪市北区 居酒屋 酒肴 木ばやし

大阪市北区 居酒屋 酒肴人三昧人

大阪市北区 居酒屋 酒々菜々　遊た～ん

大阪市北区 居酒屋 酒場　オルイン

大阪市北区 居酒屋 酒場　ばんと

大阪市北区 居酒屋 酒場　ふじなべ

大阪市北区 居酒屋 酒場おか長大阪駅前第3ビルB1店

大阪市北区 居酒屋 酒場サダキチ

大阪市北区 居酒屋 酒場のパチモンウォーズ

大阪市北区 居酒屋 酒場やまと

大阪市北区 居酒屋 酒場ラジカル

大阪市北区 居酒屋 酒場リベリー episode2。

大阪市北区 居酒屋 酒食道　服部食堂

大阪市北区 居酒屋 酒人肴びりけん

大阪市北区 居酒屋 酒蔵呑

大阪市北区 居酒屋 酒蔵鍋

大阪市北区 居酒屋 酒房うおまん

大阪市北区 居酒屋 酒房うおまんLINK UMEDA店

大阪市北区 居酒屋 酒房うおまんLINKS UMEDA店

大阪市北区 居酒屋 酒友はなび

大阪市北区 居酒屋 酒友龍馬　東通店

大阪市北区 居酒屋 樹

大阪市北区 居酒屋 春　夏　冬

大阪市北区 居酒屋 旬の蔵　輔

大阪市北区 居酒屋 旬魚・串揚げ屋酒屋　咲くら　大阪マルビル店

大阪市北区 居酒屋 旬彩　楽市

大阪市北区 居酒屋 旬彩dinning  一歩
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大阪市北区 居酒屋 旬彩アメリア

大阪市北区 居酒屋 旬彩ダイニング　新浪花

大阪市北区 居酒屋 旬菜　みつ

大阪市北区 居酒屋 旬菜おばんざい　花彩

大阪市北区 居酒屋 旬菜酒楽　こざくら

大阪市北区 居酒屋 旬菜和酒　味彩

大阪市北区 居酒屋 旬味えがわ

大阪市北区 居酒屋 旬味ひげ

大阪市北区 居酒屋 旬和席　うおまんイーマ梅田店

大阪市北区 居酒屋 旬和席うおまん　西梅田本店

大阪市北区 居酒屋 恕楽

大阪市北区 居酒屋 勝山亭

大阪市北区 居酒屋 匠味

大阪市北区 居酒屋 小粋家庭料理きくの

大阪市北区 居酒屋 小料理　和

大阪市北区 居酒屋 小料理「和」

大阪市北区 居酒屋 昭和丸

大阪市北区 居酒屋 焼きとり居酒家りときや　南森町店

大阪市北区 居酒屋 焼き鳥 野乃鳥 天参亭

大阪市北区 居酒屋 焼き鳥 野乃鳥 梅味堂

大阪市北区 居酒屋 焼酎Bar くらくら

大阪市北区 居酒屋 笑  WARA

大阪市北区 居酒屋 笑酒  たまちゃん

大阪市北区 居酒屋 笑門酒房だんけ

大阪市北区 居酒屋 食べ呑み処　５４

大阪市北区 居酒屋 食事処へそ

大阪市北区 居酒屋 食堂　燈

大阪市北区 居酒屋 心　東通り店

大阪市北区 居酒屋 新ちゃん

大阪市北区 居酒屋 新世界じゃんじゃん 梅田店

大阪市北区 居酒屋 新世界串カツいっとく阪急梅田かっぱ横丁店　

大阪市北区 居酒屋 新世界串カツいっとく阪急梅田三番街店

大阪市北区 居酒屋 新世界串カツいっとく阪急梅田東通店

大阪市北区 居酒屋 新世界串カツいっとく阪急梅田堂山店

大阪市北区 居酒屋 新世界串カツいっとく大阪駅前第1ビル店

大阪市北区 居酒屋 新世界串カツいっとく大阪駅前第3ビル店

大阪市北区 居酒屋 新世界串カツいっとく大阪駅前第4ビル店

大阪市北区 居酒屋 新多聞酒蔵

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　Binario

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　train-TRAIN

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　おていちゃん

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　すけさん

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　とり平総本店

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　とり平中店

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　とり平北店

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　ル・ヴァンビアン

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　鴨門

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　丸

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　喜楽

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　金盃

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　玄武

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　山守屋

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　春駒

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　旬鮮市場GYOぎょ魚

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　初音

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　焼味尽とくちゃん

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　焼味尽本舗

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　新喜楽

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　赤のれん

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　大阪一とり平本店

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　中村や
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大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　奴

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　奴2号店

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　凸デコ

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　百百

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　北海　

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　北京

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　味楽

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　木曽路

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　立呑や いしもん

大阪市北区 居酒屋 新梅田食道街　炉ばた然家

大阪市北区 居酒屋 森ん家

大阪市北区 居酒屋 吹上庵北新地

大阪市北区 居酒屋 粋なおつまみとお酒　にこ

大阪市北区 居酒屋 生ハムと酒処　アカリ

大阪市北区 居酒屋 西松家　梅田店

大阪市北区 居酒屋 西成二代目にしかわや

大阪市北区 居酒屋 西天満　たんたん

大阪市北区 居酒屋 赤から梅田HEPナビオ店

大阪市北区 居酒屋 赤から梅田中央店

大阪市北区 居酒屋 赤から梅田東通り店

大阪市北区 居酒屋 赤のれん 梅田店

大阪市北区 居酒屋 赤垣屋　なんばウォーク店

大阪市北区 居酒屋 赤垣屋　梅田店

大阪市北区 居酒屋 赤白

大阪市北区 居酒屋 赤白 三番街店

大阪市北区 居酒屋 絶対唐揚

大阪市北区 居酒屋 千歳屋

大阪市北区 居酒屋 扇町酒場絆や

大阪市北区 居酒屋 選れ寄れ酒場

大阪市北区 居酒屋 鮮菜厨房　一心

大阪市北区 居酒屋 鮮酒鮮味工房「若狭」ドーチカ店

大阪市北区 居酒屋 創作鉄板mo-ri OAP店

大阪市北区 居酒屋 惣菜酒房　きままや

大阪市北区 居酒屋 惣作料理　喜きつ

大阪市北区 居酒屋 総作居酒屋　大和

大阪市北区 居酒屋 泰三屋

大阪市北区 居酒屋 台所や

大阪市北区 居酒屋 台湾まるごと食べ放題　台湾夜市　梅田店

大阪市北区 居酒屋 大安

大阪市北区 居酒屋 大坂おでん焼とん久　グランフロント大阪店

大阪市北区 居酒屋 大阪　はなび

大阪市北区 居酒屋 大阪飲酒倶楽部JINBO

大阪市北区 居酒屋 大衆イタリアン屋台ブドウヤ　中津

大阪市北区 居酒屋 大衆酒場　ながはま

大阪市北区 居酒屋 大衆酒場 集 Tsudoi

大阪市北区 居酒屋 大衆酒場　昭和ゴールデン第4ビル店

大阪市北区 居酒屋 大衆酒場　松屋

大阪市北区 居酒屋 大衆食堂ぬ。

大阪市北区 居酒屋 大甚

大阪市北区 居酒屋 大峰

大阪市北区 居酒屋 大葉屋

大阪市北区 居酒屋 但馬屋

大阪市北区 居酒屋 樽正

大阪市北区 居酒屋 炭VINOギャザ阪急梅田店

大阪市北区 居酒屋 炭で肉

大阪市北区 居酒屋 炭火 三日月

大阪市北区 居酒屋 炭火を囲む　わだ

大阪市北区 居酒屋 炭火串焼そら

大阪市北区 居酒屋 炭火焼diningおかげ家　梅田店

大阪市北区 居酒屋 炭火焼河内鴨と地鶏専門店　鷹佑　北新地本店

大阪市北区 居酒屋 炭火焼鳥　とり銀　梅田茶屋町本店
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大阪市北区 居酒屋 炭火焼鳥　久勝

大阪市北区 居酒屋 炭火焼鳥 酉乃市

大阪市北区 居酒屋 炭火焼鳥がんばりや

大阪市北区 居酒屋 炭火焼鳥壱庵

大阪市北区 居酒屋 炭焼きBAR　心　梅田店

大阪市北区 居酒屋 炭焼きと日本酒　吟助　茶屋町店

大阪市北区 居酒屋 炭焼き商店　だんや

大阪市北区 居酒屋 炭焼と和酒 ひとしお

大阪市北区 居酒屋 炭焼地鶏鳥健

大阪市北区 居酒屋 鍛冶二丁　HEPナビオ店

大阪市北区 居酒屋 地どり焼でんえん

大阪市北区 居酒屋 地魚食堂  鯛之鯛

大阪市北区 居酒屋 地鶏専門店マルエ

大阪市北区 居酒屋 地産酒場　十八番

大阪市北区 居酒屋 地酒とおばんざい にしやま

大阪市北区 居酒屋 地酒屋　いわ月

大阪市北区 居酒屋 馳走とお酒　讃岐うどん　山地

大阪市北区 居酒屋 竹乃膳

大阪市北区 居酒屋 茶屋町　かん菜

大阪市北区 居酒屋 茶屋町個室炉端　楽兵衛

大阪市北区 居酒屋 中華バル　神山小籠包

大阪市北区 居酒屋 中之島　ほんなん鉄火

大阪市北区 居酒屋 中之島うおまん

大阪市北区 居酒屋 朝獲れ　ぐあん

大阪市北区 居酒屋 長浜ラーメンやっさん

大阪市北区 居酒屋 鳥よし茶屋

大阪市北区 居酒屋 鳥逢酢

大阪市北区 居酒屋 鳥逢酢　ウラ天六店

大阪市北区 居酒屋 鳥貴族　お初天神店

大阪市北区 居酒屋 鳥貴族　阪急東通り2号店

大阪市北区 居酒屋 鳥貴族　阪急東通り3号店

大阪市北区 居酒屋 鳥貴族　曽根崎センタービル店

大阪市北区 居酒屋 鳥貴族　太融寺店

大阪市北区 居酒屋 鳥貴族　天神橋店

大阪市北区 居酒屋 鳥貴族　北新地店

大阪市北区 居酒屋 鳥匠

大阪市北区 居酒屋 鳥大将

大阪市北区 居酒屋 鳥二郎　お初天神店

大阪市北区 居酒屋 鳥二郎　東通り店

大阪市北区 居酒屋 塚田農場梅田ギャザ阪急

大阪市北区 居酒屋 塚田農場梅田阪急東通り店

大阪市北区 居酒屋 椿

大阪市北区 居酒屋 鉄ぱん居酒屋　ここ家

大阪市北区 居酒屋 鉄板もんじゃ　歩

大阪市北区 居酒屋 鉄板や「かんろ」天六店

大阪市北区 居酒屋 鉄板居酒屋介JIRO

大阪市北区 居酒屋 鉄板串・鉄板料理TAB

大阪市北区 居酒屋 鉄板串酒場しん家

大阪市北区 居酒屋 鉄板焼　べろべろばあ

大阪市北区 居酒屋 鉄板焼きとん

大阪市北区 居酒屋 鉄板焼鳥　くちばし　北新地店

大阪市北区 居酒屋 鉄板食堂　Te-ssaN

大阪市北区 居酒屋 鉄板大衆酒場　高はし

大阪市北区 居酒屋 天ぷら海鮮　五福　お初天神店

大阪市北区 居酒屋 天ぷら海鮮米福

大阪市北区 居酒屋 天ぷら海鮮米福　西梅田店

大阪市北区 居酒屋 天ぷら鉄板焼き酒場しん家

大阪市北区 居酒屋 天草の恵

大阪市北区 居酒屋 天満貝蒸屋

大阪市北区 居酒屋 天満産直市場

大阪市北区 居酒屋 天満酒蔵
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大阪市北区 居酒屋 天満寅蔵

大阪市北区 居酒屋 天六nico

大阪市北区 居酒屋 田ごと

大阪市北区 居酒屋 田なか

大阪市北区 居酒屋 登富弥

大阪市北区 居酒屋 土間土間茶屋町店

大阪市北区 居酒屋 東方見聞録　阪急梅田店

大阪市北区 居酒屋 東北だべさ

大阪市北区 居酒屋 湯浅港

大阪市北区 居酒屋 豆富百珍　八かく庵　ＳＧＢ店

大阪市北区 居酒屋 豆富百珍　八かく庵　大阪マルビル店

大阪市北区 居酒屋 堂山餃子チャオズ

大阪市北区 居酒屋 堂島精肉店

大阪市北区 居酒屋 堂島米酒会所

大阪市北区 居酒屋 得一

大阪市北区 居酒屋 寅八商店　梅田店

大阪市北区 居酒屋 寅八商店梅田店

大阪市北区 居酒屋 酉分グランドビル店

大阪市北区 居酒屋 豚匠　堂島邸

大阪市北区 居酒屋 呑み処　うつのみ屋

大阪市北区 居酒屋 呑み処　美和んとこ

大阪市北区 居酒屋 呑処 はせがわ

大阪市北区 居酒屋 呑処 はせがわ はなれ

大阪市北区 居酒屋 呑助

大阪市北区 居酒屋 呑蔵

大阪市北区 居酒屋 鍋KING

大阪市北区 居酒屋 鍋守　堂島店

大阪市北区 居酒屋 南の島酒場てりとりー

大阪市北区 居酒屋 南森町いち五郎

大阪市北区 居酒屋 楠木フサエ　はなれ

大阪市北区 居酒屋 楠木フサエおもや

大阪市北区 居酒屋 楠木フサエ本店

大阪市北区 居酒屋 二階のはま田

大阪市北区 居酒屋 肉と魚と日本酒　照　梅田店

大阪市北区 居酒屋 肉ろばたcarne

大阪市北区 居酒屋 肉飯製作所　モツ二スト

大阪市北区 居酒屋 肉牧場コマツバラファーム

大阪市北区 居酒屋 日本のものだけ　リール食堂

大阪市北区 居酒屋 日本酒　福

大阪市北区 居酒屋 日本酒・米屋 蔵バル 梅田店

大阪市北区 居酒屋 日本酒かんき

大阪市北区 居酒屋 日本酒ダイニング　あばれん房

大阪市北区 居酒屋 日本酒バル らんぷ

大阪市北区 居酒屋 日本酒まつやま

大阪市北区 居酒屋 日本酒食堂ＳＯ－ＫＥＮ

大阪市北区 居酒屋 播鳥　西梅田店

大阪市北区 居酒屋 播鳥　天満店

大阪市北区 居酒屋 播鳥　南森町北店

大阪市北区 居酒屋 播鳥　北新地本店

大阪市北区 居酒屋 馬肉屋たろちゃん北新地店

大阪市北区 居酒屋 馬ールPERO 梅田お初天神店

大阪市北区 居酒屋 梅の小町梅田店

大阪市北区 居酒屋 梅小町

大阪市北区 居酒屋 梅田ごだいご

大阪市北区 居酒屋 梅田チューハイ３５

大阪市北区 居酒屋 梅田丸岸

大阪市北区 居酒屋 梅田個室居酒屋　心粋?cocoroiki?

大阪市北区 居酒屋 梅田麹室 豊祝

大阪市北区 居酒屋 梅田麹室豊祝

大阪市北区 居酒屋 梅田産直市場

大阪市北区 居酒屋 梅田大衆酒場　H
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大阪市北区 居酒屋 梅田東通り肉寿司

大阪市北区 居酒屋 梅田日本酒ニューエビス

大阪市北区 居酒屋 博多バル　中村屋

大阪市北区 居酒屋 博多もつ鍋やまや

大阪市北区 居酒屋 博多火の音水の音ハービスプラザ店

大阪市北区 居酒屋 麦酒＆洋食スタンド　グリル異人館大阪駅前第3ビル店

大阪市北区 居酒屋 八銭　梅田

大阪市北区 居酒屋 板さんとシェフの創作居酒屋バンダリア

大阪市北区 居酒屋 備長炭火焼とり悠

大阪市北区 居酒屋 備長炭焼き鳥こころ

大阪市北区 居酒屋 美酒美肴くすのき

大阪市北区 居酒屋 美食 暖心

大阪市北区 居酒屋 美食米門梅田

大阪市北区 居酒屋 浜焼ドラゴン

大阪市北区 居酒屋 浜焼ドラゴン大阪駅前第三ビル店

大阪市北区 居酒屋 富士一　梅田店

大阪市北区 居酒屋 風季

大阪市北区 居酒屋 福味

大阪市北区 居酒屋 米と葡萄

大阪市北区 居酒屋 弁天本店

大阪市北区 居酒屋 穂々恵み

大阪市北区 居酒屋 北海道キタ酒場　梅田店

大阪市北区 居酒屋 北海道知床漁場　天神橋店

大阪市北区 居酒屋 北海道料理 北新地太田 

大阪市北区 居酒屋 北新地  上月

大阪市北区 居酒屋 北新地　こまつ

大阪市北区 居酒屋 北新地　暁　別館

大阪市北区 居酒屋 北新地　宿

大阪市北区 居酒屋 北新地　大鍋や　本店

大阪市北区 居酒屋 北新地ＭｕＤＡＮ

大阪市北区 居酒屋 北新地たゆたゆDX

大阪市北区 居酒屋 北新地たゆたゆ本店

大阪市北区 居酒屋 北新地乾杯

大阪市北区 居酒屋 北新地小西

大阪市北区 居酒屋 北新地鳥屋

大阪市北区 居酒屋 北北新地

大阪市北区 居酒屋 本庄レトロ燈

大阪市北区 居酒屋 満ぞく屋　天満店

大阪市北区 居酒屋 味いちもんめ

大阪市北区 居酒屋 味もんじ

大阪市北区 居酒屋 味やまさき

大阪市北区 居酒屋 民食　しゃもじ

大阪市北区 居酒屋 無法松　東通り

大阪市北区 居酒屋 霧島黒豚と九州料理　北新地コトブキ

大阪市北区 居酒屋 野菜巻き串ともつ鍋　おくお　天満店

大阪市北区 居酒屋 野菜肉巻き串ぐるり　天五店

大阪市北区 居酒屋 野菜肉巻き串ぐるり　天満扇町店

大阪市北区 居酒屋 愉快酒場　大阪駅前第１ビル店

大阪市北区 居酒屋 癒酒屋　お花

大阪市北区 居酒屋 遊遊中之島フェステバル店

大阪市北区 居酒屋 陽菜喰

大阪市北区 居酒屋 卵料理とお酒　猫と卵

大阪市北区 居酒屋 裏天満こばち屋

大阪市北区 居酒屋 立ち飲み海

大阪市北区 居酒屋 立ち飲み満天屋

大阪市北区 居酒屋 立ち呑み・居酒屋　ちひろ

大阪市北区 居酒屋 立飲みだるま亭

大阪市北区 居酒屋 立呑　中津3-17-5

大阪市北区 居酒屋 立呑み　たに

大阪市北区 居酒屋 立呑み　丘（ひるず）

大阪市北区 居酒屋 立呑みうめや
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大阪市北区 居酒屋 立呑みビストロ　やまもと

大阪市北区 居酒屋 立呑み処 七津屋 大阪駅前第2ビル店

大阪市北区 居酒屋 立呑み処「七津屋 大阪駅前第2ビル店」

大阪市北区 居酒屋 立呑処へそ　南森町店

大阪市北区 居酒屋 琉球泡盛酒場　とぅるるん

大阪市北区 居酒屋 龍のえん

大阪市北区 居酒屋 龍ノ蔵　天満天神店

大阪市北区 居酒屋 龍馬本店

大阪市北区 居酒屋 料理舎ドラキチ

大阪市北区 居酒屋 料理処　くいしん坊

大阪市北区 居酒屋 料理処 河春

大阪市北区 居酒屋 料理処　河春　

大阪市北区 居酒屋 練天はなび

大阪市北区 居酒屋 炉ばたのぎんすけ中津店

大阪市北区 居酒屋 炉ばた焼 漁火

大阪市北区 居酒屋 炉ばた焼 妻籠

大阪市北区 居酒屋 炉ばた焼 馬籠

大阪市北区 居酒屋 炉ばた焼 網衆

大阪市北区 居酒屋 炉ばた焼 網場

大阪市北区 居酒屋 炉ばた茶屋 旅籠

大阪市北区 居酒屋 炉端   零

大阪市北区 居酒屋 炉端焼き   味香佐

大阪市北区 居酒屋 炉端焼き酒場　中々　堂島店

大阪市北区 居酒屋 浪花ろばた　頂鯛

大阪市北区 居酒屋 浪花ろばた八角梅田D.Dハウス店

大阪市北区 居酒屋 浪速割烹居酒家おかだ

大阪市北区 居酒屋 和～なごみ～

大阪市北区 居酒屋 和づつみ

大阪市北区 居酒屋 和ばる　湊

大阪市北区 居酒屋 和み処　千鈴

大阪市北区 居酒屋 和佐

大阪市北区 居酒屋 和酒バル101

大阪市北区 居酒屋 和食　よっしゃ

大阪市北区 居酒屋 和食バル タケイチ

大阪市北区 居酒屋 和食個室　北新地　曉

大阪市北区 居酒屋 和食個室　北新地曉

大阪市北区 居酒屋 和膳和酒油屋

大阪市北区 居酒屋 和風居酒屋　咲くら　阪急グランドビル店

大阪市北区 居酒屋 和風居酒屋　咲くらマルビル

大阪市北区 居酒屋 和流味処　歌留多

大阪市北区 居酒屋 和琉味処　歌留多

大阪市北区 居酒屋 和翔栄

大阪市北区 居酒屋 碗

大阪市北区 居酒屋 丼　勝山

大阪市北区 居酒屋 樅

大阪市北区 居酒屋 燻製バルけむパー

大阪市北区 居酒屋 犇屋　梅田店

大阪市北区 居酒屋 蜆食堂

大阪市北区 居酒屋 贔屓屋HEP通り店

大阪市北区 居酒屋 贔屓屋茶屋町店

大阪市北区 居酒屋 餃子 新井

大阪市北区 居酒屋 餃子がぎょうさん天佑

大阪市北区 居酒屋 餃子の勝

大阪市北区 居酒屋 餃子製造販売店 南森町いち五郎

大阪市北区 居酒屋　ハンバーグ　ステーキ 大衆肉酒場　きたうち

大阪市北区 居酒屋&カレー 中崎町でん

大阪市北区 居酒屋（焼き鳥） 北新地　鶏屋　さん羽

大阪市北区 居酒屋、うどん屋 佐勘　本店

大阪市北区 居酒屋、うどん店 北前居酒屋　佐勘

大阪市北区 居酒屋、寿司 裏天満ちょうちん通り肉寿司

大阪市北区 居酒屋、焼鳥屋 焼鳥スミス
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大阪市北区 居酒屋・食堂 阪急グランドビル　つかだ食堂阪急32番街店

大阪市北区 居酒屋・食堂 炊き餃子　川添

大阪市北区 居酒屋ダイニング 麦とろ自然生物語

大阪市北区 居酒屋バー Take-Sake

大阪市北区 居酒屋レストラン 串カツAGEHA

大阪市北区 居酒屋割烹 居酒屋割烹ほたる

大阪市北区 魚介料理、海鮮料理 たなごころ

大阪市北区 蕎麦と釜飯 炭と蕎麦と釜めし　はら田

大阪市北区 蕎麦と地鶏串焼 弦

大阪市北区 蕎麦屋 そばよし　リンクス梅田店

大阪市北区 蕎麦屋 そば處　とき

大阪市北区 蕎麦屋 ろあん　大阪堂島店

大阪市北区 蕎麦屋 衣笠

大阪市北区 蕎麦屋 蕎麦と肴巻き はたやま

大阪市北区 蕎麦屋 蕎麦らうんじ東山

大阪市北区 蕎麦屋 蕎麦専門店　しのぶ庵

大阪市北区 蕎麦屋 手打蕎麦 守破離　堂島店

大阪市北区 蕎麦屋 大幸庵　玄

大阪市北区 蕎麦屋 炭と蕎麦 しろや

大阪市北区 蕎麦屋 北新地　とき

大阪市北区 蕎麦屋 本庄やまがそば

大阪市北区 蕎麦居酒屋 石挽き十割蕎麦　玄盛

大阪市北区 蕎麦店 香幸凛

大阪市北区 郷土料理 はまじま

大阪市北区 郷土料理店 宇和海料理　藝夢

大阪市北区 近江牛専門店 近江牛と有機野菜の呑処ひだまり

大阪市北区 串カツ Ohana 北新地店

大阪市北区 串かつ 串かつ　赤とんぼ

大阪市北区 串かつ 串かつだるま　ルクア大阪店

大阪市北区 串かつ 串かつ三樹

大阪市北区 串かつ 串揚げキッチンだん梅田店

大阪市北区 串カツ 七福神扇町駅前店

大阪市北区 串カツとたこ焼き屋 浪花タコとハイボールホワイティうめだ店

大阪市北区 串カツ屋 串カツ　新八景

大阪市北区 串かつ屋 串かつだるま　クロス茶屋町店

大阪市北区 串かつ屋 串かつだるま　北新地店

大阪市北区 串かつ屋 串かつもりもりや

大阪市北区 串カツ屋 串カツ七福神　本店

大阪市北区 串カツ屋 串かつ松葉

大阪市北区 串カツ屋 串カツ専門店　縁日

大阪市北区 串かつ屋 松葉ルクア大阪店

大阪市北区 串かつ屋 松葉総本店

大阪市北区 串かつ屋 松葉総本店、松葉ルクア大阪店

大阪市北区 串カツ屋 鳥の巣

大阪市北区 串かつ屋 豚珍串

大阪市北区 串カツ屋 揚八

大阪市北区 串カツ屋 揚八/九志焼亭

大阪市北区 串かつ専門店 こーとれっと知留久

大阪市北区 串カツ専門店 串カツ　七福神

大阪市北区 串かつ専門店 串かつにし川

大阪市北区 串カツ専門店 串の坊 梅田スカイビル店

大阪市北区 串カツ専門店 串の坊 北新地西店

大阪市北区 串カツ専門店 串の坊 北新地東店

大阪市北区 串かつ専門店 串揚げ　かな山

大阪市北区 串カツ専門店 串揚げしんば

大阪市北区 串かつ専門店 春夏秋冬

大阪市北区 串かつ専門店 知留久OS店

大阪市北区 串カツ専門店 北新地西店

大阪市北区 串カツ専門店 有限会社  亀・串の坊

大阪市北区 串焼 串焼　一直

大阪市北区 串焼き屋 串樽
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大阪市北区 串焼バル 鉄板串焼バル　鉄平

大阪市北区 串揚げ ANAクラウンプラザホテル大阪　春夏秋冬

大阪市北区 串揚げ 創作串揚げとワイン 串柾 

大阪市北区 串揚げビュッフェ 串家物語ヨドバシ梅田店

大阪市北区 串揚げ屋 きわ味　北新地店

大阪市北区 串揚げ屋 フレンチ串揚げ BEIGNET

大阪市北区 串揚げ屋 串揚げ和や

大阪市北区 串揚げ屋 旬ｓ

大阪市北区 串揚げ屋 北新地しじみ

大阪市北区 串揚げ店 Cuisine d'Osaka Ryo

大阪市北区 鶏割烹 鶏割烹ならや

大阪市北区 鶏鍋屋 道頓堀あかい北店

大阪市北区 鶏料理 軍鶏と旨い酒　らっき

大阪市北区 鶏料理 博多華味鳥ヒルトンウエスト店

大阪市北区 鶏料理 博多華味鳥梅田店

大阪市北区 鶏料理屋 とり天

大阪市北区 鶏料理屋 活地鶏料理　北新地　ひないや

大阪市北区 鶏料理専門店 わっぜ

大阪市北区 鶏料理店 うのあん

大阪市北区 個室日本料理店 日本料理 八幸

大阪市北区 紅茶専門店 Tea House 茶摩

大阪市北区 高級クラブ Club真

大阪市北区 高級クラブ クラブ　アロー北新地

大阪市北区 高級クラブ クラブ　ザ　コート

大阪市北区 高級クラブ クラブ　ザ　ワールド

大阪市北区 高級クラブ クラブ　ジュニア

大阪市北区 黒毛和牛料理専門店 永楽町スエヒロ本店

大阪市北区 骨付鳥専門店 骨付鳥　一鶴　西梅田店

大阪市北区 讃岐うどん　しゃぶしゃぶ 粂屋

大阪市北区 四川名菜 中国料理　ロドス

大阪市北区 室内BBQ ニッカブロックパーク天神橋店

大阪市北区 社員食堂 CUIMOTTE

大阪市北区 社交飲食業 CLUB HORUS

大阪市北区 社交飲食業 ももいろキャンパス

大阪市北区 社交飲食業　( ラウンジ　) 株式会社　淳　西洋館　淳

大阪市北区 社交飲食店 Aka Saka

大阪市北区 社交飲食店 EVE MOTION

大阪市北区 社交飲食店 奏音?kanon?

大阪市北区 社交飲食店（キャバレークラブ） club NOW

大阪市北区 社交飲料店 石見

大阪市北区 手作り豆腐と香りそば かさね

大阪市北区 手掴みシーフードレストラン ダンシングクラブ大阪

大阪市北区 酒屋 荻野酒店

大阪市北区 酒屋　立ち呑み 西海酒販ＢＬＵＥＷＡＴＥＲ

大阪市北区 酒場 choito

大阪市北区 酒場 ワイン酒場　トマト

大阪市北区 酒場 洋酒の店ギルビヰ

大阪市北区 酒販店 浅野日本酒店UMEADA

大阪市北区 酒販店 大阪府酒造協同組合

大阪市北区 寿司 すしの助　中津店

大阪市北区 寿司 まるまん寿司 天五店

大阪市北区 寿司 丸万寿司OAP店

大阪市北区 寿司 元祖ぶっちぎり寿司　魚心梅田店

大阪市北区 寿司 元祖ぶっちぎり寿司　魚心本店

大阪市北区 寿司 築地寿司清大丸梅田店

大阪市北区 寿司 鮨とSAKE   茶屋町Marry

大阪市北区 寿司・海鮮料理 鮨うろこ

大阪市北区 寿司・日本料理 うを佐

大阪市北区 寿司・和食料理店 じねん　お初天神店

大阪市北区 寿司ネ屋 新地鮓ゆうじろう

大阪市北区 寿司屋 きわ心
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大阪市北区 寿司屋 さかえすし　東通り店

大阪市北区 寿司屋 すし　みさわ

大阪市北区 寿司屋 すしまる 阪急サン広場店

大阪市北区 寿司屋 すしみさわ

大阪市北区 寿司屋 ロール寿司　だぶるくぉてーしょん粋

大阪市北区 寿司屋 磯寿司北新地店

大阪市北区 寿司屋 回転寿司日本一 ヨドバシ店

大阪市北区 寿司屋 海仙亀多寿司本店

大阪市北区 寿司屋 丸万寿司 曽根崎店

大阪市北区 寿司屋 丸万寿司 東通り店

大阪市北区 寿司屋 丸万寿司 堂山店

大阪市北区 寿司屋 丸万寿司 本店

大阪市北区 寿司屋 亀すし　総本店

大阪市北区 寿司屋 亀多寿司別館

大阪市北区 寿司屋 銀座　久兵衛　帝国ホテル大阪店

大阪市北区 寿司屋 慶鮓

大阪市北区 寿司屋 寿し 花ざくら

大阪市北区 寿司屋 寿司　中村

大阪市北区 寿司屋 寿司赤酢別邸

大阪市北区 寿司屋 寿司惣彩　えんた

大阪市北区 寿司屋 天満市場奴寿し

大阪市北区 寿司屋 騰寿し

大阪市北区 寿司屋 縄寿司　曽根崎店

大阪市北区 寿司屋 本等鮨 海馬 梅田店

大阪市北区 寿司屋 亮

大阪市北区 寿司屋 礒寿司北新地店

大阪市北区 寿司屋 鮨と肴はやみ

大阪市北区 寿司屋 鮨処 利久

大阪市北区 寿司割烹 北新地五郎寿し

大阪市北区 寿司他 高木鮮魚店阪急梅田店

大阪市北区 寿司店 さかなやのmaru寿司　ルクア店

大阪市北区 寿司店 乾山　北新地店

大阪市北区 寿司店 寿し　あや瀬

大阪市北区 寿司店 寿し　久保

大阪市北区 寿司店 寿し処　粋

大阪市北区 寿司店 寿司　活魚　こころ

大阪市北区 寿司店 寿司ふじ本

大阪市北区 寿司店 天神寿司

大阪市北区 寿司店 立ち寿し　しおや店

大阪市北区 寿司店 鮓　ゆうじろう

大阪市北区 寿司店 鮨　やました

大阪市北区 寿司店 鮨処 写楽 第一店

大阪市北区 寿司店 鮨処 写楽 第四店

大阪市北区 宿泊施設、レストラン、宴会場 ホテルグランヴィア大阪

大阪市北区 宿泊施設内レストラン イビス大阪梅田 COOKPARK

大阪市北区 熟女キャバクラ CLUB　OLDIES（オールディーズ）

大阪市北区 熟女キャバクラ 熟女倶楽部　初恋

大阪市北区 旬菜居酒屋 ばんこ天満駅前店

大阪市北区 小料理屋 DELI CHICA

大阪市北区 小料理屋 ことわ

大阪市北区 小料理屋 一輪

大阪市北区 小料理屋 季節料理　中家

大阪市北区 小料理屋 小料理　よねむら

大阪市北区 小料理屋 槙の

大阪市北区 小料理屋 与志

大阪市北区 小料理店 季節料理ふじ

大阪市北区 焼き鳥 若どり屋　天満

大阪市北区 焼き鳥 炭焼酒場　まさむね

大阪市北区 焼き鳥　鍋　ビール　居酒屋　宴会 鳥よし茶屋

大阪市北区 焼き鳥・唐揚げ　鶏惣菜販売店 鶏三和 阪神梅田本店

大阪市北区 焼き鳥屋 YAKITORI EXPRESS EST梅田店
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大阪市北区 焼き鳥屋 ベルギービールと焼き鳥の店　なかい梅田店

大阪市北区 焼き鳥屋 金八っつぁん

大阪市北区 焼き鳥屋 鶏屋Jizo

大阪市北区 焼き鳥屋 鶏匠 井ぐち

大阪市北区 焼き鳥屋 鶏匠　暁

大阪市北区 焼き鳥屋 酒と焼鳥　SAKETORY

大阪市北区 焼き鳥屋 焼き鳥 角兵衛

大阪市北区 焼き鳥屋 焼鳥Kawaguchi

大阪市北区 焼き鳥屋 炭火焼き居酒屋　鳥どり　北新地店

大阪市北区 焼き鳥屋 炭匠御厨

大阪市北区 焼き鳥屋 炭焼き商店　だんや中津店

大阪市北区 焼き鳥屋 炭焼屋かっぱ

大阪市北区 焼き鳥屋 炭焼呑処うまとら

大阪市北区 焼き鳥屋 鳥仙 天六店

大阪市北区 焼き鳥屋 鳥坊

大阪市北区 焼き鳥屋 鉄板焼鳥ニワ

大阪市北区 焼き鳥屋 唐津ん　のぼせもん

大阪市北区 焼き鳥屋 闘鶏三郎

大阪市北区 焼き鳥屋 闘鶏次郎

大阪市北区 焼き鳥屋 闘鶏本店

大阪市北区 焼き鳥屋 北新地　うの屋　永楽店

大阪市北区 焼き鳥屋 北新地 うの屋 上通り店

大阪市北区 焼き鳥屋 北新地しえん

大阪市北区 焼き鳥屋 和歌鳥

大阪市北区 焼き鳥居酒屋 焼き鳥クカバラ

大阪市北区 焼き鳥店 とり徹

大阪市北区 焼き鳥店 純系名古屋コーチン 鳥長

大阪市北区 焼き肉店 炭火焼肉　明昇苑　梅田茶屋町店

大阪市北区 焼き肉店 板前焼肉一笑　北新地離宮

大阪市北区 焼き肉店 北新地はらみ　天満店

大阪市北区 焼とり屋 炭火焼とり 萬作

大阪市北区 焼酎BAR多幸 焼酎バルＢＡＲ多幸

大阪市北区 焼酎バー ちょい

大阪市北区 焼鳥 おし鳥

大阪市北区 焼鳥 トリオ　天満店

大阪市北区 焼鳥 とり焼き  さじ

大阪市北区 焼鳥 もつ焼き　えるびす

大阪市北区 焼鳥 鶏皮鶏飯

大阪市北区 焼鳥 炭火焼鳥　権兵衛　ルクア大阪店

大阪市北区 焼鳥 博多串焼きバッテンよかとぉとほ三十歩店

大阪市北区 焼鳥 博多串焼きバッテンよかとぉ天満店

大阪市北区 焼鳥 博多串焼きバッテンよかとぉ北新地店

大阪市北区 焼鳥・鶏料理 焼鳥　ボトルバード　LINKS UMEDA店

大阪市北区 焼鳥・鶏料理 炭火焼鳥　権兵衛　ルクア大阪店

大阪市北区 焼鳥・鶏料理 炭火焼鳥　権兵衛　茶屋町店

大阪市北区 焼鳥・鶏料理 炭火焼鳥　権兵衛　南森町店

大阪市北区 焼鳥・鳥料理 炭火焼鳥　権兵衛　梅北店

大阪市北区 焼鳥屋 kawaguchi

大阪市北区 焼鳥屋 YAKITORI SHOP KAFU

大阪市北区 焼鳥屋 いちばん地鶏阪急梅田店

大阪市北区 焼鳥屋 チキンハウス一歩

大阪市北区 焼鳥屋 トリワインPIKOSHHHUお初天神店

大阪市北区 焼鳥屋 とり逹

大阪市北区 焼鳥屋 やきとりばかや

大阪市北区 焼鳥屋 熊の焼鳥　本店

大阪市北区 焼鳥屋 鶏と鰻 のぐち

大阪市北区 焼鳥屋 鶏屋　はっぽんめ

大阪市北区 焼鳥屋 焼鳥 ひらい

大阪市北区 焼鳥屋 焼鳥×バール torico358

大阪市北区 焼鳥屋 焼鳥kawaguchi

大阪市北区 焼鳥屋 焼鳥みなみ
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大阪市北区 焼鳥屋 焼鳥吾一

大阪市北区 焼鳥屋 炭火焼とり　えんや　梅田店

大阪市北区 焼鳥屋 炭火焼鳥　正家

大阪市北区 焼鳥屋 炭火焼鳥権兵衛　ルクア大阪店

大阪市北区 焼鳥屋 炭焼屋かっぱ

大阪市北区 焼鳥屋 鳥貴族　梅田DDハウス店

大阪市北区 焼鳥屋 備長炭やきとり 坂上家

大阪市北区 焼鳥居酒屋 焼鳥　YAMATO

大阪市北区 焼鳥店 びすとろ炭火焼一星

大阪市北区 焼鍋 焼鍋肉たむら　天満総本店

大阪市北区 焼肉 1000円焼肉　298梅田3号店

大阪市北区 焼肉 お肉や　牛田羊

大阪市北区 焼肉 てこ舞

大阪市北区 焼肉 ホルモン　肉五郎

大阪市北区 焼肉 ルクア大阪店

大阪市北区 焼肉 阿蘇熔岩石焼といとい穴座

大阪市北区 焼肉 牛角梅田お初天神店

大阪市北区 焼肉 叙々苑 ルクア大阪店

大阪市北区 焼肉 小川商店　天5店

大阪市北区 焼肉 昭和大衆ホルモン　お初天神店

大阪市北区 焼肉 昭和大衆ホルモン　梅田東通り店

大阪市北区 焼肉 焼肉　トラジルクア大阪店

大阪市北区 焼肉 焼肉　ふじ山

大阪市北区 焼肉 焼肉 ホルモン 大阪ちりとり鍋 テツ

大阪市北区 焼肉 焼肉　虎龍　浪漫亭

大阪市北区 焼肉 焼肉　名門　舌一

大阪市北区 焼肉 焼肉ジャパン

大阪市北区 焼肉 焼肉どんどん東通り店

大阪市北区 焼肉 焼肉どんどん北新地店

大阪市北区 焼肉 焼肉五苑　北新地店

大阪市北区 焼肉 新鮮ホルモン酒場　ごっつ　天満店

大阪市北区 焼肉 曽根崎酒場情熱ホルモン

大阪市北区 焼肉 朝まで焼肉　でっせ346

大阪市北区 焼肉 天五酒場情熱ホルモン

大阪市北区 焼肉 梅田酒場情熱ホルモン

大阪市北区 焼肉 北新地てっぺん

大阪市北区 焼肉 北新地はらみ　

大阪市北区 焼肉 路地裏焼肉　マックスザホルモン

大阪市北区 焼肉 和みの創作焼肉　輝

大阪市北区 焼肉 和牛焼肉　MOO

大阪市北区 焼肉 和牛焼肉 泰山 南森町

大阪市北区 焼肉、しゃぶしゃぶ 桜

大阪市北区 焼肉・韓国料理 KollaBo北新地店

大阪市北区 焼肉ダイニング 焼肉の牛太本陣　LINKS UMEDA店

大阪市北区 焼肉レストラン 薩摩牛の蔵　梅新店

大阪市北区 焼肉レストラン 大同門 阪急三番街店

大阪市北区 焼肉屋 Barbeque&WineDining 黒毛和牛焼肉　きっしゃん

大阪市北区 焼肉屋 あぶりや曽根崎店

大阪市北区 焼肉屋 あぶりや梅田店

大阪市北区 焼肉屋 きっしゃん　北新地店

大阪市北区 焼肉屋 街の肉バル　Buff　南森町店　

大阪市北区 焼肉屋 厳選和牛 焼肉 犇屋 天満本店

大阪市北区 焼肉屋 玄風館

大阪市北区 焼肉屋 黒毛和牛焼肉みかく屋

大阪市北区 焼肉屋 黒毛和牛肉匠　いちえ　個室別邸

大阪市北区 焼肉屋 松永牧場　北新地

大阪市北区 焼肉屋 松永牧場　北新地店

大阪市北区 焼肉屋 焼肉　大番

大阪市北区 焼肉屋 焼肉　福屋

大阪市北区 焼肉屋 焼肉・しゃぶしゃぶ　たちばな

大阪市北区 焼肉屋 焼肉HANABI
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大阪市北区 焼肉屋 焼肉Lab

大阪市北区 焼肉屋 焼肉くろうど

大阪市北区 焼肉屋 焼肉ふうふう亭茶屋町店

大阪市北区 焼肉屋 焼肉ホルモン 坂上梅田本店

大阪市北区 焼肉屋 焼肉マル

大阪市北区 焼肉屋 焼肉ミナミ梅田店

大阪市北区 焼肉屋 焼肉蔵人

大阪市北区 焼肉屋 焼肉鷹ヶ巣阪急かっぱ横丁店

大阪市北区 焼肉屋 焼肉力丸お初天神店

大阪市北区 焼肉屋 焼肉力丸堂山店

大阪市北区 焼肉屋 焼肉弌

大阪市北区 焼肉屋 食道園北新地店

大阪市北区 焼肉屋 神戸あぶり牧場　本店

大阪市北区 焼肉屋 炭火焼肉精竜

大阪市北区 焼肉屋 鉄板牛串アベ亭

大阪市北区 焼肉屋 肉のあかい

大阪市北区 焼肉屋 肉彩一歩

大阪市北区 焼肉屋 肉匠みつ平

大阪市北区 焼肉屋 肉問屋梅田本店

大阪市北区 焼肉屋 梅田ホルモン堂　なかと

大阪市北区 焼肉屋 梅田明月館　堂山店

大阪市北区 焼肉屋 福園

大阪市北区 焼肉屋 北新地 うしのかみ

大阪市北区 焼肉屋 北新地はらみ別邸

大阪市北区 焼肉屋 北新地まほろば

大阪市北区 焼肉屋 本格焼肉炎武

大阪市北区 焼肉屋 和牛の紀楽

大阪市北区 焼肉屋 和牛まつした上通り店

大阪市北区 焼肉屋 和牛まつした本通り店

大阪市北区 焼肉屋 和牛焼肉　泰山　南森町

大阪市北区 焼肉屋 和牛焼肉泰山　南森町

大阪市北区 焼肉屋 和食焼肉和や

大阪市北区 焼肉屋 炙り焼肉　かるび家

大阪市北区 焼肉店 アジヨシ梅田東通り店

大阪市北区 焼肉店 カウンター焼肉　にしやん

大阪市北区 焼肉店 きっしゃん　永楽町　松

大阪市北区 焼肉店 ソソカルビ牛天

大阪市北区 焼肉店 ちからや天神橋四丁目店

大阪市北区 焼肉店 にくや萬野　お初天神裏参道店

大阪市北区 焼肉店 やきにく萬野　ルクア大阪店

大阪市北区 焼肉店 韓国焼肉 ウルトラソウル 梅田店

大阪市北区 焼肉店 厳選タン焼肉　縁Enishi

大阪市北区 焼肉店 焼肉 縁

大阪市北区 焼肉店 焼肉　虎龍　北新地店

大阪市北区 焼肉店 焼肉　虎龍　浪漫亭（ヤキニクコタツ　ロマンテイ）

大阪市北区 焼肉店 焼肉どうらくお初天神店

大阪市北区 焼肉店 焼肉どうらく天神橋三丁目店

大阪市北区 焼肉店 焼肉トラジ　ルクア大阪店

大阪市北区 焼肉店 焼肉トラジ　大阪ヒルトンプラザウエスト店

大阪市北区 焼肉店 焼肉ホルモン龍の巣　梅田ハナレ

大阪市北区 焼肉店 焼肉ホルモン龍の巣　梅田本館

大阪市北区 焼肉店 焼肉やまや梅田店

大阪市北区 焼肉店 焼肉ライク天満関テレ前店

大阪市北区 焼肉店 焼肉犀

大阪市北区 焼肉店 神戸あぶり牧場　阪急東通り店

大阪市北区 焼肉店 大阪ソソカルビ

大阪市北区 焼肉店 炭火焼の店焼肉茜

大阪市北区 焼肉店 炭火焼肉清次郎

大阪市北区 焼肉店 天満　肉焼屋

大阪市北区 焼肉店 肉卸 萬野屋 別邸

大阪市北区 焼肉店 肉匠牛次郎　お初天神店
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大阪市北区 焼肉店 白雲台グランフロント大阪店

大阪市北区 焼肉店 板前焼肉一笑　茶屋町店

大阪市北区 焼肉店 板前焼肉一笑　中津店

大阪市北区 焼肉店 板前焼肉一笑　北新地店

大阪市北区 焼肉店 北新地　まほろば

大阪市北区 焼肉店 北新地　神威

大阪市北区 焼肉店 北新地すがはら

大阪市北区 焼肉店 満福ホルモン

大阪市北区 焼肉店 味門

大阪市北区 焼肉店 和牛焼肉　泰山　南森町

大阪市北区 焼肉店 榮華亭お初天神店

大阪市北区 焼肉店 榮華亭梅田東通り

大阪市北区 上海料理店 小施哥哥

大阪市北区 食パン専門店 panya芦屋 ルクア大阪店

大阪市北区 食パン専門店 panya芦屋ルクア大阪店

大阪市北区 食事処 おばんざい　ひなた

大阪市北区 食事処 お食事処さかえ

大阪市北区 食事提供施設 Bar Okita

大阪市北区 食堂 OSAKA市役所食堂

大阪市北区 食堂 じゅうじゅう屋　森町食堂

大阪市北区 食堂 ダイニングひら山

大阪市北区 食堂 フェスティバルキッチン

大阪市北区 食堂 堺銀しゃりゲコ亭　じゅうじゅう屋　天神橋2丁目食堂

大阪市北区 食堂 農家ごはん　つかだ食堂　梅田茶屋町店

大阪市北区 食堂 梅田スタンド

大阪市北区 食堂 八百屋とごはん　うらや福島店

大阪市北区 食堂 路地裏食堂マチュナガ

大阪市北区 食堂、居酒屋 智屋

大阪市北区 食物販カフェ ベーグル&ベーグル　ルクア大阪店

大阪市北区 親子カフェ 親子カフェBabyleaf

大阪市北区 親子丼・唐揚げ定食販売 鶏三和 LUCUA大阪店

大阪市北区 親子丼・唐揚げ定食販売店 鶏三和

大阪市北区 水産物小売店 街のみなと　天神橋六丁目店

大阪市北区 水産物小売店と食堂 街のみなと　阪急三番街店

大阪市北区 水産物小売店と食堂 魚と海鮮鮨酒場　街のみなとルクア大阪店

大阪市北区 水晶鍋屋 和洋旬彩　北新地　てんり.

大阪市北区 水炊き屋 博多味処いろは　北新地店

大阪市北区 生パスタ ポポラマーマ　毎日インテシオ店

大阪市北区 石鍋専門店 圓石本店

大阪市北区 接客を伴う飲食店 榊

大阪市北区 接客を要する飲食店 ぱぴぷぺぽ

大阪市北区 接客業 大野プチボヌール

大阪市北区 接待を含む飲食店（懐石料理など） 御料理　大嵓埜（おおくらの）

大阪市北区 接待を伴うサービス業　ラウンジ GO SPOT

大阪市北区 接待を伴うラウンジ GITAN

大阪市北区 接待を伴うラウンジ salon de MISTY

大阪市北区 接待を伴う飲食業 c .cats

大阪市北区 接待を伴う飲食店 AZO  アズ

大阪市北区 接待を伴う飲食店 club ANEMONE 

大阪市北区 接待を伴う飲食店 club yukino

大阪市北区 接待を伴う飲食店 Member's STONE

大阪市北区 接待を伴う飲食店 Member'sSTONE

大阪市北区 接待を伴う飲食店 SIESTA

大阪市北区 接待を伴う飲食店 エトワール

大阪市北区 接待を伴う飲食店 クラブいちりん

大阪市北区 接待を伴う飲食店 クラブ桃

大阪市北区 接待を伴う飲食店 さち音

大阪市北区 接待を伴う飲食店 サテンヴェール

大阪市北区 接待を伴う飲食店 ピーチパイ

大阪市北区 接待を伴う飲食店 フェルメール

大阪市北区 接待を伴う飲食店 ホンキートンク
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大阪市北区 接待を伴う飲食店 メンバーズ 華

大阪市北区 接待を伴う飲食店 和ラウンジ朱音

大阪市北区 接待を伴う飲食店　スナック 	BAROQUE(バロック）

大阪市北区 接待を伴う飲食店　ラウンジ メンバーズ大島

大阪市北区 接待を伴う飲食店　ラウンジ　 BAROQUE

大阪市北区 接待飲食店 BENE

大阪市北区 接待飲食店 クロスワイクラブ

大阪市北区 接待飲食店 ここ　by  ミカド　membership

大阪市北区 接待飲食店 北新地GRANDE

大阪市北区 専門料理 恒雅

大阪市北区 専門料理店 リトル ボン

大阪市北区 鮮魚料理店 河野

大阪市北区 創作イタリアン m.o.p

大阪市北区 創作フレンチ　レストラン 北新地Ｃｈｉｅｆ　produced　by　Maitre　Renard

大阪市北区 創作割烹料理店 はも・ふぐ料理　創作割烹　新地のやすらぎ

大阪市北区 創作串揚げ 和洋串　ＰＡＮＫＯＹＡ

大阪市北区 創作料理 北新地食堂en

大阪市北区 創作料理、割烹、居酒屋 伊緒

大阪市北区 創作料理屋 つむぎ

大阪市北区 創作和食店 創作和食　まどあかり

大阪市北区 惣菜Bar 惣菜Bar  江川

大阪市北区 惣菜Bar 惣菜Bar 江川

大阪市北区 惣菜製造、販売業 クックデリ御膳　ルクア大阪店

大阪市北区 惣菜店 手づくりおかずななな中津店

大阪市北区 惣菜店 手づくりおかずななな天六店

大阪市北区 鯛焼き屋 大阪浪花家

大阪市北区 台湾ティーショップ CHA NUNG ルクア大阪店

大阪市北区 台湾茶屋 永福酒? LINKS梅田店

大阪市北区 台湾料理 ホワイティうめだ　台北餃子　張記

大阪市北区 台湾料理（小籠包専門店） 台湾タンパオ天五店

大阪市北区 台湾料理、中華料理 dapaidang105天満店

大阪市北区 台湾料理カフェ 騒豆花ホワイティうめだ店

大阪市北区 台湾料理店 台湾料理　味仙

大阪市北区 大山どり専門店 もも焼き大山 LINKS UMEDA店

大阪市北区 大衆居酒屋 徳田酒店第3ビルＢ２店

大阪市北区 大衆酒場 ウッディーパブ　山小屋

大阪市北区 探偵 ガルエージェンシー

大阪市北区 炭火焼き料理店 北新地SUMIYA

大阪市北区 炭火焼料理 炭火焼グリルカキヤス　大丸梅田店

大阪市北区 炭火焼料理　専門店 はまじま

大阪市北区 炭焼バル 炭屋キッチン やまや

大阪市北区 中華 梅蘭中の島フェスティバルプラザ店

大阪市北区 中華バル 中華バル　サワダ

大阪市北区 中華レストラン チャイニーズビストロ蘭亭　茶屋町店

大阪市北区 中華レストラン チャイニーズビストロ蘭亭　北新地店

大阪市北区 中華レストラン 黒龍天神樓

大阪市北区 中華レストラン 阪急グランドビル  小肥羊 大阪本店

大阪市北区 中華レストラン 大阪聘珍樓

大阪市北区 中華屋 KOTeTSU 華

大阪市北区 中華店 洞魔麗

大阪市北区 中華麺専門店 森町拌麺

大阪市北区 中華料理 けむり屋　お初天神店

大阪市北区 中華料理 チャイニーズビストロ明翔

大阪市北区 中華料理 リーツァンティン

大阪市北区 中華料理 海鮮酒家　海皇　大阪堂島店

大阪市北区 中華料理 三番街東春閣

大阪市北区 中華料理 旬彩軒みずの

大阪市北区 中華料理 大阪亭

大阪市北区 中華料理 肉屋の餃子バル

大阪市北区 中華料理 梅蘭　阪急三番街店

大阪市北区 中華料理 美食天地　遙華
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大阪市北区 中華料理 龍福小籠堂　Nu茶屋町店

大阪市北区 中華料理 珉珉曽根崎店

大阪市北区 中華料理レストラン 餃子の王将 阪急東通り店

大阪市北区 中華料理屋 大阪王将梅田太融寺店

大阪市北区 中華料理屋 餃子の山﨑

大阪市北区 中華料理店 華風菜春陽～味な旅～

大阪市北区 中華料理店 桂花

大阪市北区 中華料理店 幸福粥店 ハッピーコンジー

大阪市北区 中華料理店 幸福飯店 ハッピーハンテン

大阪市北区 中華料理店 三好

大阪市北区 中華料理店 焼賣太樓　OAP店

大阪市北区 中華料理店 焼賣太樓　桜橋店

大阪市北区 中華料理店 神戸元町別館牡丹園大阪店

大阪市北区 中華料理店 神戸元町別館牡丹園梅田エスト店

大阪市北区 中華料理店 中華 たけ亭

大阪市北区 中華料理店 中華料理　敦煌　西梅田北新地店

大阪市北区 中華料理店 餃子の王将 天四店

大阪市北区 中国料理 中国菜　香味(シャンウェイ)

大阪市北区 中国料理 中国菜feve.（フェーヴ）

大阪市北区 中国料理 中国名菜　陳麻婆豆腐ルクアイーレ大阪店

大阪市北区 中国料理 中国料理　瑞豊苑

大阪市北区 中国料理 中国料理　遙華

大阪市北区 中国料理 東春閣 三番街店

大阪市北区 中国料理レストラン CACAO SAMPAKA大丸梅田店

大阪市北区 中国料理レストラン シノワフジモリ

大阪市北区 中国料理レストラン 中国料理 燦宮

大阪市北区 中国料理レストラン 中国料理　燦宮

大阪市北区 中国料理レストラン 粤菜　沖花　張家台湾

大阪市北区 中国料理店 四川料理御馥大阪マルビル本店

大阪市北区 中国料理店 四川料理御馥中之島ダイビル店

大阪市北区 中国料理店 善道

大阪市北区 中国料理店 中国菜 香味

大阪市北区 中国料理店 中菜Ｌａｂｏ.朝陽

大阪市北区 中国料理店 避風塘みやざわ

大阪市北区 長崎・中国料理 ㈱中央軒　ドーチカ店

大阪市北区 長崎・中国料理 ㈱中央軒　ホワイティ梅田店

大阪市北区 長崎・中国料理 ㈱中央軒　マルビル店

大阪市北区 長崎・中国料理 ㈱中央軒　中津店

大阪市北区 鳥料理 新三浦　大阪

大阪市北区 定食、居酒屋 肴屋あしか

大阪市北区 定食、居酒屋 鳥料理藤よし中之島フェスティバルプラザ店

大阪市北区 定食・居酒屋 ひもの野郎　ナビオ店

大阪市北区 定食・居酒屋 ひもの野郎　第4ビル店

大阪市北区 定食屋 ごはん処　司

大阪市北区 定食屋 街かど屋　天神橋筋５丁目店

大阪市北区 定食屋 街かど屋　南森町店

大阪市北区 定食屋 玄三庵エスト店

大阪市北区 定食屋 食堂 N.A.

大阪市北区 定食屋 大阪トンテキ　ホワイティうめだ店

大阪市北区 定食屋 米処　さらさ

大阪市北区 鉄板 Teppan×Wine 堀 NISHIDERIA

大阪市北区 鉄板、カフェ 葉山珈琲　ホテルドンルクール大阪梅田店

大阪市北区 鉄板・お好み焼き屋 あや菜

大阪市北区 鉄板ステーキのお店（お客様の目の前の鉄板で調理します） 鉄板ステーキピュール

大阪市北区 鉄板ステーキ店 鉄板ステーキ　パイナップル

大阪市北区 鉄板居酒屋 鉄板diningだんぼ

大阪市北区 鉄板居酒屋 鉄板野郎　裏参道店

大阪市北区 鉄板串鉄板焼き TAB

大阪市北区 鉄板焼 Atout堂島

大阪市北区 鉄板焼 吟　ヒルトンプラザウエスト店

大阪市北区 鉄板焼 鉄板焼　tanpopo 
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大阪市北区 鉄板焼 鉄板焼　えん

大阪市北区 鉄板焼 鉄板焼 グリルロア

大阪市北区 鉄板焼 鉄板焼　リオ

大阪市北区 鉄板焼 鉄板焼　誉

大阪市北区 鉄板焼・お好み焼 あ・らん

大阪市北区 鉄板焼・お好み焼　提供 やきやき多幸じゅう

大阪市北区 鉄板焼き EMOI

大阪市北区 鉄板焼き IL Terra

大阪市北区 鉄板焼き ＳＴＥＡＫ　ＴＨＥ　ＦＩＲＳＴ　北新地

大阪市北区 鉄板焼き Teppan×Wine 堀 NISHIDERIA

大阪市北区 鉄板焼き Vin樹亭

大阪市北区 鉄板焼き ういすたりあ

大阪市北区 鉄板焼き おのみち屋

大阪市北区 鉄板焼き コアラ食堂

大阪市北区 鉄板焼き こてっぱん

大阪市北区 鉄板焼き パイナップル2

大阪市北区 鉄板焼き 鉄板ステーキ鐵

大阪市北区 鉄板焼き 鉄板ダイニング　ちゅらり

大阪市北区 鉄板焼き 鉄板焼き&Restaurant Bar caro

大阪市北区 鉄板焼き 鉄板焼き＆ワイン　KAi北新地店

大阪市北区 鉄板焼き 鉄板神社 北新地店

大阪市北区 鉄板焼き　お好み焼き 尾道むらかみ

大阪市北区 鉄板焼きお好み焼き 尾道　むらかみ

大阪市北区 鉄板焼きステーキハウス ステーキ＆ワイン　シュバルージュ

大阪市北区 鉄板焼き屋 お好み鉄板　のき

大阪市北区 鉄板焼き屋 ステーキ鉄板エッセンス

大阪市北区 鉄板焼き屋 てっぱん　色彩－北新地－

大阪市北区 鉄板焼き屋 みやび亭

大阪市北区 鉄板焼き屋 雅もん

大阪市北区 鉄板焼き屋 焼肉串 ツチケン

大阪市北区 鉄板焼き屋 曾根崎鉄板食堂はなたれ

大阪市北区 鉄板焼き屋 鉄板　ユニゾン

大阪市北区 鉄板焼き屋 鉄板ステーキ淀屋

大阪市北区 鉄板焼き屋 鉄板牛串 アベ亭

大阪市北区 鉄板焼き屋 鉄板焼き　華粋

大阪市北区 鉄板焼き屋 天神ホルモンホワイティ梅田

大阪市北区 鉄板焼き屋 北新地鉄板けん

大阪市北区 鉄板焼き店 お好み焼き・鉄板屋　葉なと

大阪市北区 鉄板焼き豚カツ屋 勇気楼

大阪市北区 鉄板焼ステーキ 元祖 鉄板焼ステーキみその 大阪店

大阪市北区 鉄板焼ステーキ 鉄板焼ステーキ隠岐

大阪市北区 鉄板焼屋(居酒屋) Take-RHY

大阪市北区 鉄板焼居酒屋 ＦＯＯＤＳＧＲＩＬＬ　焼栄

大阪市北区 鉄板焼店 ローズルーム大阪

大阪市北区 鉄板料理 鉄板食堂　Te-SsaN

大阪市北区 鉄板料理 鉄板料理 堂島

大阪市北区 鉄板料理店 鉄板料理　堂島

大阪市北区 天ぷら 一宝　茶屋町店

大阪市北区 天ぷら 天ぷら　こむぎ

大阪市北区 天ぷら屋 大阪天ぷら大吉　北新地

大阪市北区 天ぷら屋 天ぷら大吉　ホワイティうめだ店

大阪市北区 天ぷら屋 天麩羅　えびのや　南森町店

大阪市北区 天ぷら居酒屋 てんつく天

大阪市北区 天ぷら専門 おばた

大阪市北区 天ぷら専門店 芦屋天がゆルクア大阪店

大阪市北区 天ぷら専門店 中之島与太呂本店

大阪市北区 天ぷら専門店 天ぷら割烹 昌

大阪市北区 天ぷら店 なにわ天ぷら　維心

大阪市北区 天ぷら店 天ぷら　旬楽庵　おばた

大阪市北区 天ぷら店 天ぷら　和

大阪市北区 天ぷら料理 銀座ハゲ天
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大阪市北区 天婦羅屋 天ぷら　もり井

大阪市北区 天丼専門店 天丼専門店 丼丼亭 大阪ホワイティうめだ②店

大阪市北区 天麩羅・蕎麦屋 天麩羅とお蕎麦　三輪

大阪市北区 天麩羅屋 えびのやヨドバシ梅田店

大阪市北区 東南アジア食堂 東南アジア食堂マラッカ （カフェマラッカ）

大阪市北区 湯豆腐・一品料理 かどのや

大阪市北区 豚まん 551ＨＯＲＡＩ　梅田大丸店

大阪市北区 豚肉料理専門店 味見屋

大阪市北区 鍋屋 雲丹鍋うに吉

大阪市北区 鍋屋 鍋家だるま堂

大阪市北区 鍋屋 博多味処　水たきいろは　梅田店

大阪市北区 鍋屋 北新地　池田　銀なべ

大阪市北区 鍋料理屋 石鍋料理　健

大阪市北区 鍋料理屋 博多味処水たきいろは梅田店

大阪市北区 肉バル 天満駅前西洋酒場ゴブトレス

大阪市北区 肉バル 肉バルGAM 梅田お初天神店

大阪市北区 肉バル 肉食BAR　ガブリミート　梅田店

大阪市北区 肉ビストロ 肉屋のビストロTAJIMAYA LINKS UMEDA店

大阪市北区 肉屋 神戸れんが亭　大阪ステーションシティ店

大阪市北区 肉割烹 吟北新地店

大阪市北区 肉割烹 初代ちから

大阪市北区 肉割烹 北新地肉星

大阪市北区 肉割烹　ステーキ 松阪牛　きし庵

大阪市北区 肉料理 宙空 そらそら

大阪市北区 肉料理 味粋千なり

大阪市北区 肉料理 六感　はなれ

大阪市北区 肉料理専門店 梅田肉料理きゅうろく

大阪市北区 肉料理店 稀凡

大阪市北区 日本そば店 日本そば　やぶそば

大阪市北区 日本蕎麦 中之島　吉祥庵

大阪市北区 日本蕎麦屋 出入橋　助六

大阪市北区 日本酒・おでんスタンド ◎おでん×スタンド三徳六味

大阪市北区 日本酒BAR 和酒BAR　ま

大阪市北区 日本酒バー 日本酒　紫

大阪市北区 日本酒バー 日本酒とワインの店　藜（あかざ）

大阪市北区 日本酒バー 日本酒バー　山吹

大阪市北区 日本料理 あみ焼き　みよし

大阪市北区 日本料理 いわき

大阪市北区 日本料理 おくどさん小柴

大阪市北区 日本料理 かっぽう庵江上

大阪市北区 日本料理 グランフロント大阪　日本料理大坂ばさら

大阪市北区 日本料理 ご馳走家　箸の音

大阪市北区 日本料理 しゃぶしゃぶ桂　大阪マルビル店

大阪市北区 日本料理 ぼうず

大阪市北区 日本料理 近畿大学水産研究所

大阪市北区 日本料理 旬彩うち田

大阪市北区 日本料理 西梅田禅園

大阪市北区 日本料理 大阪なだ万

大阪市北区 日本料理 中之島 なだ万

大阪市北区 日本料理 日本料理　桂

大阪市北区 日本料理 日本料理　由多嘉

大阪市北区 日本料理 日本料理かが万

大阪市北区 日本料理 日本料理なかむら

大阪市北区 日本料理 梅田ジパング

大阪市北区 日本料理 福吉兆

大阪市北区 日本料理 北瑞苑

大阪市北区 日本料理 柳田゛

大阪市北区 日本料理 浪速割烹昇

大阪市北区 日本料理 和食　璃泉

大阪市北区 日本料理、飲食店 下桂茶屋　月波

大阪市北区 日本料理屋 うおまん西梅田本店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市北区 日本料理店 クエ料理・くじら料理 初代

大阪市北区 日本料理店 ご馳走ね音

大阪市北区 日本料理店 つる家　ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ店

大阪市北区 日本料理店 つる家　大丸梅田店

大阪市北区 日本料理店 ひとくち

大阪市北区 日本料理店 よし光

大阪市北区 日本料理店 華泉

大阪市北区 日本料理店 季節一品　むら本

大阪市北区 日本料理店 季節料理 いわ伊

大阪市北区 日本料理店 季節料理　峯

大阪市北区 日本料理店 玄品　大阪梅田東通

大阪市北区 日本料理店 玄品　大阪北新地

大阪市北区 日本料理店 玄品　天満

大阪市北区 日本料理店 玄品　北梅田

大阪市北区 日本料理店 紙なべ　蘆月

大阪市北区 日本料理店 初代

大阪市北区 日本料理店 中之島穂の河

大阪市北区 日本料理店 土佐料理　司

大阪市北区 日本料理店 日本料理　河久

大阪市北区 日本料理店 北新地　はな柳

大阪市北区 日本料理店 北新地　みち田

大阪市北区 日本料理店 北新地　みなも

大阪市北区 日本料理店 北新地　弧柳

大阪市北区 日本料理店 北新地はし本

大阪市北区 日本料理店 北新地穂の河

大阪市北区 日本料理店 和藤もと

大阪市北区 馬肉屋、焼肉 けとばし屋チャンピオン天満店

大阪市北区 馬肉専門店　 馬肉専門店　馬光

大阪市北区 馬肉料理専門店 桜肉料理　馬春楼　北新地総本店

大阪市北区 馬肉料理店 北新地　眞 海

大阪市北区 麦とろダイニング＆自然薯山芋居酒屋 麦とろ自然生物語

大阪市北区 北京料理 一品香

大阪市北区 抹茶スタンド THE MATCHA TOKYO ルクア大阪

大阪市北区 麺ダイニング ぺぺラーメン

大阪市北区 麺類、和食店 美々卯梅田ルクア店

大阪市北区 麺類・居酒屋 エキナカ酒場　しおつる

大阪市北区 麺類店 生そば・細打ちうどん　汐灯店

大阪市北区 麺類店 潮屋　梅田店

大阪市北区 夜の接客を伴う飲食店 (ラウンジ) メンバーズ雅 -MIYABI-

大阪市北区 野球バー 野球酒場こにし

大阪市北区 洋菓子屋 MaJoLie　阪急梅田店

大阪市北区 洋菓子店 SWEETS　BOX　ルクア大阪店

大阪市北区 洋菓子店 クロッカンシューザクザク　ルクア大阪店

大阪市北区 洋菓子店 チーズケーキNOCOA中津店

大阪市北区 洋菓子店 チーズケーキNOCOA北新地店

大阪市北区 洋菓子販売 TAKAYAMADO AMATSUGI

大阪市北区 洋菓子販売 アイノノピアーノ堂島店

大阪市北区 洋菓子販売 アイノノピアーノ本通り店

大阪市北区 洋菓子販売 アローツリー　ホワイティうめだ店

大阪市北区 洋菓子販売 ダニエル　ルクア店

大阪市北区 洋菓子販売・カフェ プリン専門 兎の杜

大阪市北区 洋菓子販売及び喫茶店 ポアール・ド・ジュネス堂島店

大阪市北区 洋酒居酒屋 CHARLOTTE

大阪市北区 洋食 イル デジデリオ オルタッジョ

大阪市北区 洋食 ブラッスリー＆ワインカフェ　バズ

大阪市北区 洋食　レストラン コーヒーハウス　ボンジュール

大阪市北区 洋食、ビストロ ICHIFUJI

大阪市北区 洋食レストラン Cafe & Dining Sugar Cube

大阪市北区 洋食レストラン M PRIME

大阪市北区 洋食レストラン Mano-e-Mano

大阪市北区 洋食レストラン チーズとワイン　BONNE RACLETTE
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大阪市北区 洋食レストラン 鎌倉グリル

大阪市北区 洋食レストラン 北極星 ＬＩＮＫＳ ＵＭＥＤＡ店

大阪市北区 洋食レストラン 洋食倶楽部　EN

大阪市北区 洋食屋 Bistro Champagne

大阪市北区 洋食屋 GRILL HIRO

大阪市北区 洋食屋 THE Cuisine Hasegawa

大阪市北区 洋食屋 北極星 エキマルシェ大阪店

大阪市北区 洋食屋 北極星 ルクア大阪店

大阪市北区 洋食屋 北極星　梅田店

大阪市北区 洋食屋 洋食キッチン　al.baum

大阪市北区 洋食屋 洋食屋とんはる　うめだ店

大阪市北区 洋食店 ビストロ　テソロン　ウナベッコ

大阪市北区 洋食店 洋食と洋酒エイト８　ホワイティうめだ店

大阪市北区 洋風居酒屋 ビトレス西梅田

大阪市北区 洋服屋 ブティック　ラ・セゾン

大阪市北区 羊料理専門店 ひつじやうまうま北新地店

大阪市北区 理容業 RelaxationSalon laule`a

大阪市北区 里山料理和食 里山料理　じろう亭

大阪市北区 立ち飲み スタンド酒場ずいき

大阪市北区 立ち飲み ニカイノ徒然ルネサンス

大阪市北区 立ち飲み ラムのラヴソング

大阪市北区 立ち飲み、販売店 カニとサカナの場　Casava

大阪市北区 立ち飲みビストロ 松乃井食堂

大阪市北区 立ち飲み屋 The Coconut Diner ?やしの実食堂?

大阪市北区 立ち飲み屋 スタンドバーオレンジ

大阪市北区 立ち飲み屋 となりのジャックとマチルダ

大阪市北区 立ち飲み屋 肴×串すたんど　おぼら

大阪市北区 立ち飲み屋 酒の奥田

大阪市北区 立ち飲み屋 立ち呑み処　まる

大阪市北区 立ち飲み屋 蜆楽檸檬

大阪市北区 立ち飲み居酒屋 立ち飲みじんべえ

大阪市北区 立ち呑み BEER STAND molto!!

大阪市北区 立飲み割烹 北ノ酒場 TACHIPPA

大阪市北区 料亭 料亭　悦

大阪市北区 料理屋 どおぞの

大阪市北区 料理屋 ふくふく

大阪市北区 料理屋 魚と野菜　食楽こつま

大阪市北区 料理屋 石鍋料理　　健

大阪市北区 料理屋 奈樹

大阪市北区 料理屋 料理や　八幡浜はなれ

大阪市北区 料理屋 和食家　こきづ

大阪市北区 料理居酒屋 株式会社ICHI

大阪市北区 料理居酒屋 魚や市　はなれ

大阪市北区 料理居酒屋 魚や市　本店

大阪市北区 料理居酒屋 天ぷら市

大阪市北区 料理居酒屋 溶岩焼市

大阪市北区 料理店 かふく

大阪市北区 料理店 魚料理ろっこん

大阪市北区 料理店 中国料理　翠蓮

大阪市北区 和菓子、洋菓子の販売 pon pon × Chris.Pルクアイーレ店

大阪市北区 和菓子屋 御菓子司  薫々堂

大阪市北区 和牛割烹 和牛割烹　中たに

大阪市北区 和食 おひつごはん　四六時中

大阪市北区 和食 よし留

大阪市北区 和食 塩干しおから

大阪市北区 和食 家族亭　梅田ナビオ店

大阪市北区 和食 家族亭　梅田阪急グランドビル店

大阪市北区 和食 家族亭　梅田阪急三番街店

大阪市北区 和食 家族亭　梅田地下街店

大阪市北区 和食 家族亭　梅田茶屋町店

大阪市北区 和食 花旬庵　LINKS UMEDA店
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大阪市北区 和食 割烹うおまん　中之島店

大阪市北区 和食 季節料理楽山

大阪市北区 和食 酒麹びしを

大阪市北区 和食 日和山

大阪市北区 和食 梅よし

大阪市北区 和食 北新地　空海

大阪市北区 和食 葉四季

大阪市北区 和食 和食たちばな　グランフロント大阪

大阪市北区 和食　鰻 ひつまぶし名古屋備長　グランフロント大阪店

大阪市北区 和食　割烹 傳承 ゑ美寿

大阪市北区 和食・居酒屋 四季自然喰処たちばな　ヒルトンプラザイースト本店

大阪市北区 和食レストラン ANAクラウンプラザホテル大阪　たん熊

大阪市北区 和食レストラン 和心旬彩

大阪市北区 和食飲食店 ツキと寿っぽん

大阪市北区 和食鰻料理 江戸川阪急三番街店

大阪市北区 和食屋 あなごと日本酒　なかむら

大阪市北区 和食屋 ぼうず

大阪市北区 和食屋 北新地　海味

大阪市北区 和食専門料理店 恒雅

大阪市北区 和食店 さか本

大阪市北区 和食店 たかまる、

大阪市北区 和食店 どおぞの

大阪市北区 和食店 ふくしま炉談

大阪市北区 和食店 ラクシンアン

大阪市北区 和食店 楽縁 RAKUEN

大阪市北区 和食店 割烹くぼた

大阪市北区 和食店 魚坐

大阪市北区 和食店 旬味やま川

大阪市北区 和食店 新どおぞの

大阪市北区 和食店 創彩　空

大阪市北区 和食店 馳走や純平

大阪市北区 和食店 梅田燈花

大阪市北区 和食店 北新地 七宝

大阪市北区 和食店 北新地 旬喰 桔梗

大阪市北区 和食店 北新地　松庵

大阪市北区 和食店 北陸越前はれや別邸

大阪市北区 和食店 野口太郎

大阪市北区 和食店 薬師堂あうん

大阪市北区 和食店 薬師堂阿?

大阪市北区 和食店 和食オタクの店MANIACOS

大阪市北区 和食肉割烹 牛若丸　梅田

大阪市北区 和食料理 北海道料理　弁天別館

大阪市北区 和食料理屋 達屋　阪急梅田店

大阪市北区 和食料理屋 達屋　路地裏店

大阪市北区 和食料理店 ひがし天満　菜食兼美

大阪市北区 和食料理店 慶喜

大阪市北区 和食料理店 肉炭馨　和衷

大阪市北区 和食料理店 美味in家しげ

大阪市北区 和食料理店 北新地　小西

大阪市北区 和風茶寮 帝塚山季

大阪市北区 丼　そば、うどん TENDONあさひ

大阪市北区 丼、定食屋 市場カフェ　黒銀　新梅田店

大阪市北区 丼屋 どんぶり専門店　丼丼亭　大阪ホワイティうめだ①店

大阪市北区 丼専門店 炭焼親子丼の店　鶏玉天五店

大阪市北区 燻製バル 鉄燻CHOI URASAN

大阪市北区 燻製酒場 けむパー

大阪市北区 珈琲専門店 COFFEE　HOUSE　木馬

大阪市北区 珈琲専門店 珈琲館　潤

大阪市北区 珈琲店 カフェ クルミ

大阪市北区 餃子屋 餃子新井

大阪市北区 餃子専門店 １１点
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大阪市北区 餃子専門店 チャオチャオ餃子　大阪駅前第3ビル店

大阪市北区 餃子専門店 天平　天満店

大阪市北区 餃子専門店 天平　北新地本店

大阪市北区 餃子専門店 味奉行

大阪市北区 餃子専門店 餃子鍋A-chan

大阪市北区 鮨 喜鮨  くらま

大阪市北区 鮨屋 premiummarch?with鮨なか川

大阪市北区 鮨屋 おらんく家　北新地西店

大阪市北区 鮨屋 おらんく家　北新地別館

大阪市北区 鮨屋 おらんく家　本通3号店

大阪市北区 鮨屋 すし　つむぎ

大阪市北区 鮨屋 北新地　すし　まつむら

大阪市北区 鮨屋 鮨　実紀

大阪市北区 鮨屋 鮨　廣見

大阪市北区 鮨屋 鮨ろく

大阪市北区 鮨屋 鮨処やま本

大阪市北区 鮨屋 鮨瀧本

大阪市北区 鮨店 老松鮨処　よしか

大阪市北区 鮨店 鮨　北新地　なか匠

大阪市北区 鮨店 鮨処  多田

大阪市北区 CD、レコード、書籍物販店舗 ディスクユニオン大阪クラシック館

大阪市北区 ＤＶＤ・ビデオ販売店 シネマＧ

大阪市北区 DVDショップ orange

大阪市北区 HOTEL　SPA MEGURI SPA ＆ WELLNESS

大阪市北区 アイラッシュサロン daisy by artefice

大阪市北区 アイラッシュサロン gratifyplus

大阪市北区 アイラッシュサロン SyiSyu eyelash 梅田店

大阪市北区 アイラッシュサロン アイラッシュサロンＦＡＣＥＴＯＯ

大阪市北区 アイラッシュサロン ビューティーアイラッシュ NU茶屋町店

大阪市北区 アクセサリー販売 FLOWER PEOPLE

大阪市北区 アニメショップ アニメイト　梅田

大阪市北区 アパレル ASICS OSAKA LINKS UMEDA

大阪市北区 アパレル SUIT SELECT CHAYAMACHI

大阪市北区 アパレル SUIT SELECT OSAKA STATION CROST

大阪市北区 アパレル ハニーズ ｄ．ストア阪急三番街店

大阪市北区 アパレル ハニーズ阪急三番街店

大阪市北区 アパレル製造販売 サムライ大阪梅田本店

大阪市北区 アパレル販売 MAKELETLYON大阪

大阪市北区 アパレル販売 パラスパレス

大阪市北区 アミューズメントカジノ IR Caf?

大阪市北区 アロマスクール ジャパン・エコール・デ・アロマテラピー

大阪市北区 アロマセラピスト養成スクール キャラアロマテラピースクール

大阪市北区 アロマリラクゼーションサロン ボディッシュNU茶屋町店

大阪市北区 アロマリラクゼーションサロン ボディッシュリンクスウメダ店

大阪市北区 アロマリラクゼーションサロン ボディッシュ阪急梅田芝田店

大阪市北区 アロマリラクゼーションサロン ボディッシュ大阪駅前第２ビルB2店

大阪市北区 アロマリラクゼーションサロン ボディッシュ大阪駅前第4ビル店

大阪市北区 アロマリラクゼーションサロン ボディッシュ梅田本店

大阪市北区 いけばな教室 嵯峨御流いけばな教室

大阪市北区 イベントホール アクトⅢホール

大阪市北区 イヤホン屋 e☆イヤホン 梅田EST店

大阪市北区 インターネットカフェ アットワン東梅田店

大阪市北区 インターネットカフェ アプレシオ梅田店

大阪市北区 インターネットカフェ メディアカフェポパイお初天神店

大阪市北区 インターネットカフェ メディアカフェポパイ泉の広場店

大阪市北区 インターネットカフェ メディアカフェポパイ太融寺店

大阪市北区 インターネットカフェ メディアカフェポパイ梅田DDハウス店

大阪市北区 インドアゴルフレッスン GOLFTEC by GDO 大阪梅田

大阪市北区 エクササイズスタジオ ココチラボ

大阪市北区 エステ CCコレクション

大阪市北区 エステ vacancesハービスENT店
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大阪市北区 エステ チロル

大阪市北区 エステ プレジャーマッサージ

大阪市北区 エステ めだぱに

大阪市北区 エステ 梅田マッサージ

大阪市北区 エステ 無添加オーガニックサロンむすひ

大阪市北区 エステ パーソナルジム Beauty&FitnessVENUS

大阪市北区 エステサロン b?ranco

大阪市北区 エステサロン Bi neige

大阪市北区 エステサロン BODY design SALON motive

大阪市北区 エステサロン Ｌｅｇａｏｓ　ｓａＬｏｎ

大阪市北区 エステサロン salone PALMA 

大阪市北区 エステサロン THE FAITH 梅田店

大阪市北区 エステサロン ZENON小町　ルクアイーレ店

大阪市北区 エステサロン エステサロンＦＡＣＥＴＯＯ

大阪市北区 エステサロン トータルビューティRoseyou

大阪市北区 エステサロン ワミレスサロン・Ｃiel

大阪市北区 エステサロン 美顔・整顔 Little My

大阪市北区 エステティック THEFAITH梅田茶屋町店

大阪市北区 エステティック 健康やせ専門イヴ　梅田教室

大阪市北区 エステティックサロン ANDEAL（アンディール）

大阪市北区 エステティックサロン ＢＯＤＹ ＧＬＯＳＳ　(ボディグロス)

大阪市北区 エステティックサロン GRAND PURELA 西梅田店

大阪市北区 エステティックサロン PURELA梅田店

大阪市北区 エステティックサロン VAN-VEAL梅田店

大阪市北区 エステティックサロン ヴァカンス

大阪市北区 エステティックサロン ウインズ梅田サロン

大阪市北区 エステティックサロン ヴェルチェチャスカ茶屋町店

大阪市北区 エステティックサロン エスティ梅田店

大阪市北区 エステティックサロン エステティック ＥＮＩＣＩＡ

大阪市北区 エステティックサロン エステティックサロン ルグランソシエ 帝国ホテル大阪店

大阪市北区 エステティックサロン エステティックサロンゲランパリ　帝国ホテル大阪店

大阪市北区 エステティックサロン エステティックサロンソシエ　ハービスPLAZA ENT店

大阪市北区 エステティックサロン エステティックサロンソシエ　ヒルトンプラザ店

大阪市北区 エステティックサロン セラピエール梅田店

大阪市北区 エステティックサロン バイオエステRECHE大阪本店

大阪市北区 エステティックサロン ピュアミレイ

大阪市北区 エステティックサロン ワヤンリゾートスパ梅田店

大阪市北区 エステティックサロン 美肌脱毛サロンBIJOU

大阪市北区 オーダースーツ専門店 GINZA　Global Style　ディアモール大阪店

大阪市北区 オーダーメイドインソール・靴屋 異邦人

大阪市北区 お花の教室 フラワーサロン華那

大阪市北区 カーテンじゅうたん販売 カーテンじゅうたん王国　なかもず店

大阪市北区 カーテン小売業 松装株式会社　大阪ショールーム

大阪市北区 カイロプラクティック院 野瀬カイロプラクティック

大阪市北区 ガソリンスタンド 旭油業株式会社

大阪市北区 ガソリンスタンド 空心町給油所

大阪市北区 ガソリンスタンド 天六SS

大阪市北区 ガソリンスタンド 南森町SS

大阪市北区 カラオケＢＯＸ カラオケスタジオ　ブギ

大阪市北区 カラオケボックス 501

大阪市北区 カラオケボックス カラオケディーバ　天三店

大阪市北区 カラオケボックス カラオケボックス　リトカラ

大阪市北区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　お初天神店

大阪市北区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　阪急東中通店

大阪市北区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　天満駅前店

大阪市北区 カラオケボックス ビッグエコー西梅田店

大阪市北区 カラオケボックス ビッグエコー曽根崎お初天神通店

大阪市北区 カラオケボックス ビッグエコー茶屋町店

大阪市北区 カラオケボックス ビッグエコー梅田DDハウス店

大阪市北区 カラオケボックス ビッグエコー梅田桜橋北新地店

大阪市北区 カラオケボックス ビッグエコー梅田茶屋町本店
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大阪市北区 カラオケボックス ビッグエコー梅田北新地店

大阪市北区 カルチャースクール ＮＨＫ文化センター大阪総支社（梅田教室）

大阪市北区 カルチャースクール ハートステップ・カレッジ大阪梅田

大阪市北区 キックボクシングジム M-FACTORYキックボクシングジム（梅田店）

大阪市北区 キッチン付きレンタルスペース,広告業 ドリームフードコーディネート(DFC)

大阪市北区 ギャラリー　展示場　レンタルスペース studio　pipe

大阪市北区 キリスト教会 MUSTARD SEEDクリスチャン教会

大阪市北区 クラシック コンサート サロン ヒビキミュージックサロン リーヴズ

大阪市北区 クリニック 親和クリニック大阪

大阪市北区 ゲームセンター ゲームセンターコーハツ

大阪市北区 ゲームセンター サイバーシティー2B1

大阪市北区 ゲームセンター タイトーステーション梅三小路店

大阪市北区 コスメ、美容、エステ POLA エステピュア天四

大阪市北区 こどものための博物館 キッズプラザ大阪

大阪市北区 コミュニケーションスクール Well-being Marketing Japan「六等星」

大阪市北区 ゴルフスクール みかんゴルフ

大阪市北区 ゴルフレッスン GOLFTEC by GDO グランフロント大阪

大阪市北区 コワーキングスペース ONthe UMEDA

大阪市北区 コンサートホール ザ・シンフォニーホール

大阪市北区 コンタクトレンズ・メガネ専門店 ハートアップ５ミニ地下鉄東梅田店

大阪市北区 コンタクトレンズ・メガネ専門店 ハートアップLINKS UMEDA

大阪市北区 コンタクトレンズショップ MeniconMiru梅田茶屋町店

大阪市北区 コンタクトレンズ専門店 ハートアップ ビジョンスクエアNU茶屋町店

大阪市北区 コンタクトレンズ専門店 ビジョンスタイルLINKS UMEDA店

大阪市北区 コンタクトレンズ販売店 Miru+ホワイティうめだ店

大阪市北区 コンタクトレンズ販売店 アイシティ　Whityうめだ

大阪市北区 コンビニエンスストア デイリーヤマザキ天神橋４丁目店

大阪市北区 コンビニエンスストア ルクアイーレ店

大阪市北区 サービス付き高齢者向け住宅 絆　梅田

大阪市北区 サウナ・スパ、大東洋 サウナ＆スパ・カプセルホテル　大東洋

大阪市北区 サウナスパ、カプセルホテル ニュージャパン梅田

大阪市北区 サロン サロン君屋

大阪市北区 サロン 有馬　３Ｆ

大阪市北区 サロン・化粧品販売 ケイフリー

大阪市北区 シェアリングスペース 快活CLUB西梅田曽根崎新地店

大阪市北区 シェアリングスペース 快活CLUB天六店

大阪市北区 シェービングサロン（カットはしない） Atelie　M

大阪市北区 ジャズのライブハウス JACKROSE

大阪市北区 ジュエリーショップ BLOOM ルクア1100

大阪市北区 ジュエリー小売店　 杢目金屋　梅田本店

大阪市北区 ショールーム ハウジング・デザイン・センター大阪

大阪市北区 ショールーム 大坂ショールーム

大阪市北区 シルクスクリーン作業スペース JAM 大阪

大阪市北区 スーパーマーケット サンプラザ本店

大阪市北区 スーパーマーケット(食料品・飲食兼業) キッチン＆マーケット　ルクア大阪店

大阪市北区 スーパーマーケット(物販・飲食兼業) キッチン＆マーケット　ルクア大阪店

大阪市北区 スキューバダイビング施設 scuba diving mahalo

大阪市北区 スポーツクラブ 45 Fitness 南森町

大阪市北区 スポーツクラブ MIZUNO　GYM　扇町

大阪市北区 スポーツクラブ VADY堂島

大阪市北区 スポーツクラブ エグザス 梅田 X-STUDIO

大阪市北区 スポーツクラブ エニタイムフィットネス梅田東店

大阪市北区 スポーツクラブ クロスフィット西梅田

大阪市北区 スポーツクラブ ゴールドジム梅田大阪

大阪市北区 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 大阪ステーションシティ

大阪市北区 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 梅田茶屋町

大阪市北区 スポーツクラブ ティップネス 梅田

大阪市北区 スポーツクラブ フィットステーション24梅田店

大阪市北区 スポーツクラブ ライフスポーツＫＴＶ 天六

大阪市北区 スポーツクラブ 扇町店

大阪市北区 スポーツクラブ 東急スポーツオアシス梅田店
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大阪市北区 スポーツクラブ 梅田駅前ゴルフスクール

大阪市北区 スポーツクラブ 梅田店

大阪市北区 スポーツジム ジョイフィット天六

大阪市北区 スポーツジム ジョイフィット南森町

大阪市北区 スポーツジム ワールドウィング大阪梅田店

大阪市北区 スポーツバー 高校野球BAR 高三の夏

大阪市北区 スポーツ用品販売 アシックスストア大阪

大阪市北区 スマホ教室 スマホの学校?Regal Salaula

大阪市北区 セットサロン hair&make FAITH

大阪市北区 セットサロン HairRoom Ranjyu 

大阪市北区 セットサロン Hairset salon BAROQUE

大阪市北区 セットサロン ＭＩＸＭＡＸ

大阪市北区 セットサロン SET SALON MUG    セットサロンマグ

大阪市北区 セットサロン VOGUE

大阪市北区 セットサロン セットサロン PEACE

大阪市北区 セットサロン 髪YUI

大阪市北区 ダーツ用品販売 ダーツハイブ大阪梅田店

大阪市北区 ダイナミックキッチン 燦　大阪店

大阪市北区 タバコ屋 野口たばこ店

大阪市北区 ダンススタジオ Chillout Studio

大阪市北区 ダンス教室 Cityダンススクール

大阪市北区 ダンス教室 HAUMARUNUI

大阪市北区 ドラッグストア ドラッグミック天神橋六丁目店

大阪市北区 ドラッグストア 阪神ドラッグストア　梅地下店

大阪市北区 トレーニングスタジオ KAPILINA加圧トレーニングスタジオ

大阪市北区 トレーニングスタジオ YumiCoreBody大阪梅田

大阪市北区 トレーニング施設 J-Workout(株)大阪スタジオ

大阪市北区 ナイトワーク 洛座笑や

大阪市北区 ナチュラルコスメショップ ＧｅｍｉＤ　Ｎｕ茶屋町プラス店

大阪市北区 ネイル　まつエクサロン ワードローブバイシェリー

大阪市北区 ネイル　まつげエクステサロン REBEST南森町店

大阪市北区 ネイルサロン Belcanto

大阪市北区 ネイルサロン BrilliantNail　&　Beauty

大阪市北区 ネイルサロン cachecacheNail 

大阪市北区 ネイルサロン Jadeite【ジェイダイト】

大阪市北区 ネイルサロン nail salon  Reine

大阪市北区 ネイルサロン Nail salon MaHaLo

大阪市北区 ネイルサロン Nail Salon RiLion

大阪市北区 ネイルサロン nailsalon SyiSyu 梅田店　

大阪市北区 ネイルサロン Pure Nail　南森町店

大阪市北区 ネイルサロン Shanti nail salon

大阪市北区 ネイルサロン SyiSyu liebe

大阪市北区 ネイルサロン tty Nail&Eyelash

大阪市北区 ネイルサロン シェリーネイルサロン　エキマルシェ大阪店

大阪市北区 ネイルサロン ナイスネイル大阪駅前第3ビル店

大阪市北区 ネイルサロン ナイスネイル大阪梅田店

大阪市北区 ネイルサロン ネイルサロンbyヒサコヤマサキ

大阪市北区 ネイルサロン ネイルサロンJadeite

大阪市北区 ネイルサロン ネイルサロンスワンナ

大阪市北区 ネイルサロン ファストネイル大阪梅田店

大阪市北区 ネイルサロン ラグジュアリー西梅田店

大阪市北区 ネイルサロン ラグジュアリー梅田店

大阪市北区 ネイルサロン、エステサロン トータルビューティーサロンルシャ

大阪市北区 ネットカフェ メディアカフェポパイ西梅田店

大阪市北区 ネットカフェ メディアカフェポパイ天満店

大阪市北区 ネットカフェ 宝島24太融寺町店

大阪市北区 パーソナルジム M4GYM

大阪市北区 パーソナルジム パーソナルジムfis.梅田中崎町店

大阪市北区 パーソナルトレーナー養成スクール プロジム

大阪市北区 パーソナルトレーニングジム 24/7Workout　梅田店

大阪市北区 パーソナルトレーニングジム パーソナルジム Body Note 
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大阪市北区 パーソナルトレーニングジム 加圧スタジオPal

大阪市北区 バーナイトラウンジ Luxoおだまり

大阪市北区 パソコンスクール 資格とキャリアのスクールノア　梅田校

大阪市北区 パソコン教室 MARCHコンピュータースクール

大阪市北区 パソコン教室 大阪パソコン教室 天六校

大阪市北区 パチスロ店 クラブD梅田

大阪市北区 ぱちんこ 大一東梅田店

大阪市北区 パチンコ・スロットホール キコーナうめきた店

大阪市北区 パチンコ屋さん ATIME梅田御堂筋店

大阪市北区 パチンコ店 ＡＣＴＹ

大阪市北区 パチンコ店 ＣＵＢＡ西梅田店

大阪市北区 パチンコ店 ＣＵＢＡ東梅田店

大阪市北区 パチンコ店 FREEDOM

大阪市北区 パチンコ店 ＬＵＸＯＲ＆ＲＵＳＨ

大阪市北区 パチンコ店 ＰＩＡＡ

大阪市北区 パチンコ店 ZETTA　KYO-ICHI　梅田店

大阪市北区 パチンコ店 ZETTA茶屋町店

大阪市北区 パチンコ店 スロットギャラリー四海樓

大阪市北区 パチンコ店 マルハン梅田店

大阪市北区 パチンコ店 四海樓HEPFIVE店

大阪市北区 パチンコ店 四海樓梅田店

大阪市北区 パチンコ店 大金ホール

大阪市北区 パチンコ店 大東洋　東通り店

大阪市北区 パチンコ店 大東洋　本店

大阪市北区 パチンコ店 大東洋梅田店

大阪市北区 パチンコ店 天神のきょういち

大阪市北区 バッティングセンター 梅田バッティングドーム

大阪市北区 ピアノ、美術、書道などの文化教室 MUSE HOUSE

大阪市北区 ビジネスコンビニ キンコーズ 東梅田店

大阪市北区 ビジネスコンビニ キンコーズ 南森町店

大阪市北区 ビジネスコンビニ キンコーズ 梅田店

大阪市北区 ビジネススクール 株式会社アイソルート

大阪市北区 ビジネスホテル R&Bホテル梅田東

大阪市北区 ビジネスホテル ヴィアイン梅田

大阪市北区 ビジネスホテル ホテルランドマーク梅田

大阪市北区 ビジネスホテル 丸一ホテル

大阪市北区 ビジネスホテル 東横INN　大阪梅田東

大阪市北区 ビジネスホテル 東横ＩＮＮ梅田中津Ⅰ

大阪市北区 ビジネスホテル 東横INN梅田中津Ⅱ

大阪市北区 ビジネス観光ホテル ホテル近畿

大阪市北区 ビューティーサロン atelier haruka阪急梅田茶屋町口店

大阪市北区 ビューティーサロン gratify梅田店

大阪市北区 ビリヤード場 ビリヤード　リンズ

大阪市北区 フィットネスクラブ Kフィット中之島ウェスト

大阪市北区 フォトスタジオ NEWYORK NEWYORK

大阪市北区 フォトスタジオ STUDIO TVB 梅田店

大阪市北区 フォトスタジオ studio Yanagiii

大阪市北区 フォトスタジオ フォトスタジオセルフィット 大阪梅田店

大阪市北区 フォトスタジオ ラヴィ・ファクトリー 大阪店

大阪市北区 ブッティク KAPILINA

大阪市北区 ブティック 北新地　Boutique  Gaudi

大阪市北区 ブライダルジュエリー店 GALA JEWELRY梅田茶屋町店

大阪市北区 フラワーアレンジメント教室 岩橋康子フラワーデザインスクール

大阪市北区 ヘアーサロン ヘアーカッティングガーデン ジャック・モアザン　梅田店

大阪市北区 ヘアセットサロン セットサロン　aile

大阪市北区 ヘッドスパ ヘッドスパサロンQUATRE梅田店

大阪市北区 ベビー用品販売 KATOJIグランフロント大阪店

大阪市北区 ボイストレーニングスクール クリアボイスミュージックスクール

大阪市北区 ボイストレーニングスクール 青山ヴォイス・メイクアップアカデミー　パワフルヴォイスヴォーカルスクール

大阪市北区 ボウリング場　カラオケ　アミューズメント（ゲームセンター）ラウンドワン　梅田店

大阪市北区 ボーカル教室 USボーカル教室　梅田校
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大阪市北区 ボードゲームショップ＆プレイスペース BOARDGAME.Lab!DDT

大阪市北区 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO	WORK＆TOOL本庄西店

大阪市北区 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオ・オー南森町店

大阪市北区 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオ・オー梅田店

大阪市北区 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオＬＡＶＡ梅田店

大阪市北区 ホテル ANAクラウンプラザホテル大阪

大阪市北区 ホテル Conrad Osaka 合同会社

大阪市北区 ホテル Hotel Noum OSAKA

大阪市北区 ホテル HOTRL NCB

大阪市北区 ホテル KKRホテル梅田

大阪市北区 ホテル アインズ・イン梅田東

大阪市北区 ホテル アパホテル〈大阪天満〉

大阪市北区 ホテル アルモニーアンブラッセ　ウェディングホテル

大阪市北区 ホテル アルモニーアンブラッセ大阪

大阪市北区 ホテル イビスバジェット大阪梅田

大阪市北区 ホテル インターコンチネンタルホテル大阪

大阪市北区 ホテル ウェスティンホテル大阪

大阪市北区 ホテル ザ・リッツ・カールトン大阪

大阪市北区 ホテル ダイワロイヤルホテルＤ－ＣＩＴＹ大阪東天満

大阪市北区 ホテル ドーミーイン梅田東

大阪市北区 ホテル ハートンホテル西梅田

大阪市北区 ホテル ハートンホテル北梅田

大阪市北区 ホテル ヒルトン大阪　

大阪市北区 ホテル プレミアホテル-CABIN-大阪

大阪市北区 ホテル ホテル エルセラーン大阪

大阪市北区 ホテル ホテル　フランチェスカ

大阪市北区 ホテル ホテル　ラヴィアンソフト

大阪市北区 ホテル ホテルイルモンテ

大阪市北区 ホテル ホテルビナリオ梅田

大阪市北区 ホテル ホテルマイステイズプレミア堂島

大阪市北区 ホテル ホテルモントレル・フレール大阪

大阪市北区 ホテル ホテルモントレ大阪

大阪市北区 ホテル ホテル関西

大阪市北区 ホテル ホテル阪急インターナショナル

大阪市北区 ホテル ホテル阪急レスパイア大阪

大阪市北区 ホテル ライズホテル大阪北新地

大阪市北区 ホテル ロイヤルホテル

大阪市北区 ホテル 三井ガーデンホテル大阪プレミア

大阪市北区 ホテル 新阪急ホテルアネックス

大阪市北区 ホテル 曽根崎LUXEHOTEL

大阪市北区 ホテル 大阪新阪急ホテル

大阪市北区 ホテル 大阪東急ＲＥＩホテル

大阪市北区 ホテル 中之島プラザ

大阪市北区 ホテル 帝国ホテル大阪

大阪市北区 ホテル 梅田OSホテル

大阪市北区 ホテル業・テナント業 大阪マルビル　大阪第一ホテル

大阪市北区 ホテル内スポーツクラブ ロイヤルスイミングクラブ

大阪市北区 ホテル内スポーツクラブ ロイヤルヘルスクラブ

大阪市北区 ボルダリングジム クライミングスペースＢＯＬＤ

大阪市北区 マージャン店 じゃんとぴあパール

大阪市北区 マージャン店 大和クラブ

大阪市北区 マージャン店 麻雀クラブ DAIWA

大阪市北区 まつげエクステ Cherie

大阪市北区 まつげエクステ専門店 LILY BABE

大阪市北区 マッサージ カルナーキュア 

大阪市北区 まつ毛、眉毛サロン L?we

大阪市北区 まつ毛エクステ・パーマ Cherie

大阪市北区 まつ毛エクステサロン Belle　茶屋町店

大阪市北区 まつ毛エクステサロン charme eyelash  

大阪市北区 まつ毛エクステサロン Lash-bar　Foula

大阪市北区 まつ毛エクステンション ALICE　EYELASH　梅田茶屋町店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市北区 まつ毛エクステンション ALICE　EYELASH　梅田店

大阪市北区 まつ毛エクステンション Becky　Lash　南森町店

大阪市北区 まつ毛エクステンション Becky　Lash　梅田店

大阪市北区 まつ毛エクステンション JOLIE梅田茶屋町店

大阪市北区 ミュージックサロン オパールムーン

大阪市北区 メイク＆フォトスタジオ オプシス大阪梅田店

大阪市北区 メンズ・ウィメンズファッションブランド DIFFERENCE　グランフロント大阪店

大阪市北区 メンズ脱毛サロン ＮＥＸＵＳ

大阪市北区 ヨガスタジオ LAVA　梅田茶屋町店

大阪市北区 ヨガスタジオ Yin Yang Yoga

大阪市北区 ライブ・演劇・イベントスペース スタジオACT

大阪市北区 ライブハウス amHALL

大阪市北区 ライブハウス AZUL 　TERRACE

大阪市北区 ライブハウス BananaHall

大阪市北区 ライブハウス BANQUETHOUSE

大阪市北区 ライブハウス GANZ toi,toi,toi

大阪市北区 ライブハウス para-dice

大阪市北区 ライブハウス piano bar pocket

大阪市北区 ライブハウス RAW TRACKS

大阪市北区 ライブハウス Soap opera classics - Umeda -

大阪市北区 ライブハウス umeda TRAD

大阪市北区 ライブハウス いんたーぷれい８

大阪市北区 ライブハウス キャンディライオン

大阪市北区 ライブハウス フラットフラミンゴ

大阪市北区 ライブハウス 中津StepHALL

大阪市北区 ライブハウス 東梅田AZYTATE

大阪市北区 ライブハウス 梅田Shangri-La

大阪市北区 ライブハウス 梅田Zeela

大阪市北区 ライブハウス 梅田クラブクアトロ

大阪市北区 リサイクルショップ ギャラリーレア梅田店

大阪市北区 リラクゼーション koa

大阪市北区 リラクゼーション クアシス阪急グランドビル店

大阪市北区 リラクゼーション バリニーズサロン波音

大阪市北区 リラクゼーション プレミ バイ バダンバルー　ハービスプラザENT店

大阪市北区 リラクゼーション ラフィネ　Ｌｕｃｕａ 1100（イーレ）店

大阪市北区 リラクゼーション ラフィネ　ブリーゼブリーゼ店

大阪市北区 リラクゼーション ラフィネ　阪急三番街店

大阪市北区 リラクゼーション ラフィネ　大阪富国生命ビル店

大阪市北区 リラクゼーション リラクゼーションPlus＋

大阪市北区 リラクゼーション 青空リラクゼーション

大阪市北区 リラクゼーション 和み庵　ホワイティ梅田店

大阪市北区 リラクゼーション 和み庵　梅田第4ビル店

大阪市北区 リラクゼーション 和み庵　梅田堂山店

大阪市北区 リラクゼーション、エステ タイ古式&痩身エステサロンGao

大阪市北区 リラクセーションサロン クラトーム

大阪市北区 リラクゼーションサロン Ｂｏｄｙ Ｍａｌｌ

大阪市北区 リラクゼーションサロン Bodysh茶屋町店

大阪市北区 リラクゼーションサロン Bodysh天神橋筋六丁目店

大阪市北区 リラクゼーションサロン healing salon s4h

大阪市北区 リラクゼーションサロン Ｒｅｌａｘ大阪駅前第２ビルＢ２店

大阪市北区 リラクゼーションサロン Relax大阪日興ビル店

大阪市北区 リラクゼーションサロン Relax天神橋２丁目南店

大阪市北区 リラクゼーションサロン Relax梅田セントラル店

大阪市北区 リラクゼーションサロン オリーブスパ　ＰＡＮＴＨＥＯＮ西梅田店

大阪市北区 リラクゼーションサロン オリーブスパ　北新地店

大阪市北区 リラクゼーションサロン グランマのヒロット カマイ

大阪市北区 リラクゼーションサロン ケアーズ　梅田店

大阪市北区 リラクゼーションサロン タイ古式整体 アムリタ

大阪市北区 リラクゼーションサロン フットセラピー　阪急三番街店

大阪市北区 リラクゼーションサロン リフレーヌ　ディアモール大阪梅田店

大阪市北区 リラクゼーションサロン リフレッシュハンズ　JR大阪駅店
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大阪市北区 リラクゼーションサロン リフレッシュハンズ　ディアモール大阪店

大阪市北区 リラクゼーションサロン リフレッシュハンズ　ホワイティうめだ店

大阪市北区 リラクゼーションサロン リフレッシュハンズ　泉の広場店

大阪市北区 リラクゼーションサロン 梅田セントラル店

大阪市北区 リラクゼーションサロン 癒やされサロンＭｉｙａｂｉ

大阪市北区 リラクゼーションスペース りらくる天神橋5丁目店

大阪市北区 リラクゼーションスペース りらくる北新地店

大阪市北区 リラクゼーションマッサージ リラクゼーションマッサージ　もーみん

大阪市北区 リラクゼーション業 スコタイ　北新地店

大阪市北区 レンタルショップ 株式会社おおさか

大阪市北区 レンタルスタジオ freedom

大阪市北区 レンタルスタジオ レンタルスタジオ

大阪市北区 レンタルスタジオ レンタルスタジオ ファーム

大阪市北区 レンタル撮影スタジオ 天しもビル屋上撮影スタジオ

大阪市北区 案内所 堂山ゼミ

大阪市北区 衣料品店 マウア　うめだ店

大阪市北区 衣料品店 リンクスウメダ店

大阪市北区 衣料品店 梅田本店

大阪市北区 衣料品販売 MU SPORTS

大阪市北区 医療機関 新宿ストレスクリニック 梅田院

大阪市北区 印鑑製造業、印刷業、デザイン業 名刺エキスプレス　大阪船場本町店

大阪市北区 印刷、製本業及びコピーサービス 梅田店

大阪市北区 印刷サービスの提供 アクセア　堂島店

大阪市北区 印刷サービスの提供 アクセアエキマルシェ大阪店

大阪市北区 飲食店を含むショッピングセンター ＥＳＴ

大阪市北区 英会話スクール COCCO 英会話梅田店

大阪市北区 英会話スクール ＣＯＣＣＯ英会話香里園店

大阪市北区 英会話スクール ECC外語学院

大阪市北区 演芸場 天満天神繁昌亭

大阪市北区 塩の店 SPACERING

大阪市北区 音楽スタジオ ベースオントップ大阪天六店

大阪市北区 音楽スタジオ ベースオントップ大阪梅田店

大阪市北区 音楽会場 アトリエ  ソラ

大阪市北区 音楽教室 フラメンコスタジオ・ミゲロン梅田

大阪市北区 音楽教室 凛ミュージック

大阪市北区 音楽事務所 岡田虎太朗音楽事務所

大阪市北区 音楽貸スタジオ スタジオ246 OSAKA

大阪市北区 下着販売 リップル  ヒルトンプラザウエスト店

大阪市北区 化粧品アフターサービスサロン ｼｰﾎﾞﾝ.ﾌｪｲｼｬﾘｽﾄｻﾛﾝ大阪ヒルトンプラザ店

大阪市北区 化粧品アフターサービスサロン ｼｰﾎﾞﾝ.ﾌｪｲｼｬﾘｽﾄｻﾛﾝ梅田店

大阪市北区 化粧品雑貨 STEAMCREAM ホワイティうめだ店

大阪市北区 化粧品専門店 ＣＯＨＲＯ　?-ＰＲＯ

大阪市北区 化粧品販売店 ノエビアスタイル梅田

大阪市北区 化粧品販売店 マイアミ化粧品店

大阪市北区 加熱式タバコ販売 IQOSストア梅田

大阪市北区 家具・インテリア販売店 サントリー樽ものがたり

大阪市北区 家具づくりの教室 mokkouya 家具づくりの教室

大阪市北区 花資材卸売販売 アンナサッカ大阪

大阪市北区 会議室 アクセス梅田フォーラム

大阪市北区 会議室、貸しテナント 阪神造園建設業協同組合

大阪市北区 会計事務所 吉村鑑定税理士事務所

大阪市北区 会計事務所 冨吉千昭税理士事務所

大阪市北区 絵画教室 サクラアートサロン大阪

大阪市北区 各種チケット販売 チケットセブンプレイガイド　梅田店

大阪市北区 学習塾 ＡＯＩ　大阪校

大阪市北区 学習塾 ＡＯＩ大阪校

大阪市北区 学習塾 PHILOSニュース英語/

大阪市北区 学習塾 あすはな先生

大阪市北区 学習塾 キズキ共育塾　大阪校

大阪市北区 学習塾 東進衛星予備校　阪急梅田駅前校

大阪市北区 学習塾 馬渕教室 南森町校
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大阪市北区 学習塾 明光義塾　南森町教室

大阪市北区 楽器小売業 ドルチェ楽器 大阪店

大阪市北区 株式会社FERIA FERIA nail　梅田

大阪市北区 完全予約制エステサロン Belle possibirite（ベルポシビリテ）

大阪市北区 観光案内所 ぐるなび情報ラウンジ

大阪市北区 観光遊覧船 とんぼりリバークルーズ（乗合便）

大阪市北区 観光遊覧船 とんぼりリバージャズボート（乗合便）

大阪市北区 観光遊覧船 中之島リバークルーズ（乗合便）

大阪市北区 観光遊覧船 落語家と行く　なにわ探検クルーズ（乗合便）

大阪市北区 眼鏡店 アイリスメガネ

大阪市北区 企業研修・講演 株式会社ＨＡＹＡＳＨＩＤＡーCS総研

大阪市北区 居酒屋 居酒屋千石屋

大阪市北区 教会(キリスト教) MUSTARD SEEDクリスチャン教会

大阪市北区 業務用スーパーマーケット C&Cエンド　天六店

大阪市北区 業務用スーパーマーケット 業務用食品館　中崎町店

大阪市北区 銀行 りそな銀行　天六支店

大阪市北区 靴屋 REGALSHOESホワイティうめだ店

大阪市北区 靴屋 グスト ディ マサノブ

大阪市北区 靴小売業 Nasabo　mikke店

大阪市北区 携帯電話販売 auショップ茶屋町

大阪市北区 劇場 エルセラーンホール

大阪市北区 劇場 梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ

大阪市北区 劇場 梅田芸術劇場メインホール

大阪市北区 劇場　ライブハウス　多目的ホール 音太小屋（T-6・DylanHouse・どど）

大阪市北区 結婚指輪販売 garden梅田

大阪市北区 結婚式場 チャペル・ド・コフレ

大阪市北区 結婚式場 小さな結婚式 大阪ハービスＥＮＴ店

大阪市北区 結婚相談所 TrueHeart（トゥルーハート）

大阪市北区 結婚相談所 アーチ結婚相談室

大阪市北区 結婚相談所 フィオーレ梅田店

大阪市北区 健康治療機器、健康食品販売 ハクジュプラザ

大阪市北区 健康食品、化粧品販売 まるかんのお店大阪駅前ビル店

大阪市北区 健診施設（人間ドック等健康診断実施施設） 近畿健診センター

大阪市北区 個人事業主 ナイトストール

大阪市北区 古物 1950vintage

大阪市北区 古物等の雑貨販売店 ナノインバース株式会社

大阪市北区 語学学校 Apple.K 梅田校

大阪市北区 語学学校 K Village 大阪本校

大阪市北区 語学学校 梅田校

大阪市北区 語学教室 UKPLUS Osaka 

大阪市北区 語学教室 ハオ中国語アカデミー梅田校

大阪市北区 広告制作 株式会社プランシード

大阪市北区 紅茶専門店 ロンドンティールーム堂島本店

大阪市北区 行政サービス 関西圏雇用労働相談センター

大阪市北区 昆布加工品 をぐら屋ホワイティ梅田店

大阪市北区 昆布販売店 株式会社天満大阪昆布

大阪市北区 催事店 PLUM CUBE阪神梅田改札外店

大阪市北区 催事店 阪急大阪梅田茶屋町口催事店

大阪市北区 催事店 阪急梅田2階中央催事店

大阪市北区 雑貨販売 LEUNうめだ店

大阪市北区 雑貨販売 LEUN茶屋町店

大阪市北区 司法書士事務所 司法書士事務所ともえみ

大阪市北区 子供服 quoti use fith ルクアイーレ店

大阪市北区 市政事務所 大阪市会議員高山みか市政事務所

大阪市北区 施設（会議場、ホール、展示場） グランキューブ大阪

大阪市北区 歯科 SELECT　DENTAL　CLINIC

大阪市北区 歯科医院 Snowble

大阪市北区 歯科医院 東阪急ビル徳永歯科診療所

大阪市北区 事務所 株式会社テクノア　大阪支店

大阪市北区 事務所 本社営業所

大阪市北区 事務所（営業所） 大塚製薬株式会社　大阪支店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市北区 事務所（情報・通信業） 都築電気株式会社　大阪支店

大阪市北区 時計／レザー小物／アクセサリー SKAGEN/FOSSIL LUCUA1100店

大阪市北区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　大淀店

大阪市北区 自動車整備・販売業 O-Biso　大阪自動車美装

大阪市北区 写真スタジオ スタジオアージュ

大阪市北区 写真スタジオ ストーリーテラー

大阪市北区 写真スタジオ 有限会社はっとり写真工房

大阪市北区 写真業 PHOTOLIVE

大阪市北区 社会福祉施設 SAORI豊崎長屋

大阪市北区 社交ダンス教室 鳥居ダンススクール、梅田教室

大阪市北区 社交ダンス教授所 ATダンススタジオ

大阪市北区 珠算（かきかた・手づくり）教室 たかまつ 教室

大阪市北区 酒屋 酒蔵なかやま

大阪市北区 住宅設備機器・建材のショールーム LIXILショールーム大阪

大阪市北区 宿泊、レストラン ホテルヴィスキオ大阪

大阪市北区 宿泊業 アパホテル〈東梅田 南森町駅前〉

大阪市北区 宿泊施設 イビス大阪梅田

大阪市北区 宿泊施設 ホテル エルシエント大阪

大阪市北区 宿泊施設、ゲストハウス LINDA HOSTEL 106

大阪市北区 宿泊所 別邸日々

大阪市北区 出版社 株式会社コミニケ出版

大阪市北区 書店 ブックスタジオ大阪店

大阪市北区 小売り グランフロント大阪　ACTUS梅田店

大阪市北区 小売業 有限会社インターナショナルグッズ

大阪市北区 小売店 ORIHICA　ディアモール大阪店

大阪市北区 消費者金融 エイワ　梅田店

大阪市北区 消耗品物販 株式会社　フードワンサービス

大阪市北区 場外舟券発売所 ボートピア梅田

大阪市北区 信用金庫 大阪信用金庫　天六支店

大阪市北区 信用金庫 大阪信用金庫　南森町支店

大阪市北区 信用金庫 北おおさか信用金庫　梅田支店

大阪市北区 心理カウンセリングオフィス てだのふあカウンセリングルーム

大阪市北区 診療所 扇町レディースクリニック

大阪市北区 人材紹介 株式会社CATS 人材紹介事業部

大阪市北区 図書館 大阪市立北図書館

大阪市北区 図書館 大阪府立中之島図書館

大阪市北区 雀荘 麻雀イイネ

大阪市北区 整骨院 かわもと整骨院

大阪市北区 整骨院 小林整骨院　西天満

大阪市北区 整骨院 小林整骨院　西梅田

大阪市北区 整骨院 小林整骨院　天神

大阪市北区 整骨院 小林整骨院 天満宮

大阪市北区 整骨院 小林整骨院　梅田

大阪市北区 整骨鍼灸院 一二三堂梅田整骨鍼灸院

大阪市北区 整体 カラダファクトリー梅田HEPファイブ

大阪市北区 整体、リラクゼーションサロン BODY ACTIVATION SALON 

大阪市北区 整体サロン カラダファクトリーＬＩＮＫＳ梅田店

大阪市北区 整体サロン カラダファクトリーリンクス梅田店

大阪市北区 整体サロン カラダファクトリ大阪駅前第二ビル店

大阪市北区 整体サロン リノベーション整体BAS

大阪市北区 整体院 中国気功整体院第2ビル店

大阪市北区 整体院 中国気功整体院第3ビル店

大阪市北区 整体院 中国気功整体院第4ビル店

大阪市北区 生バンドカラオケ店 BAN×KARA ZONE-UK

大阪市北区 生花店 ナショナル花苑

大阪市北区 生花店 花直

大阪市北区 生涯学習センター 大阪市立総合生涯学習センター

大阪市北区 生活雑貨小売店 東急ハンズ梅田店

大阪市北区 生地卸 赤阪株式会社

大阪市北区 生伴奏のミュージックバー MUSICSALON UKIYO

大阪市北区 生命保険・損害保険募集代理店 保険デザイン 天神橋５丁目店
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大阪市北区 生命保険・損害保険募集代理店 保険デザイン 天神橋5丁目店

大阪市北区 生命保険業 ニッセイ?ライフプラザ梅田

大阪市北区 精神科、心療内科 梅田サンメンタルクリニック

大阪市北区 占い 阪急占いセンターかっぱ横丁店

大阪市北区 占い 阪急占いセンター三番街店

大阪市北区 組合 一般社団法人 日本調査機構

大阪市北区 総合スポーツ用品店 スーパースポーツゼビオ　LINKS UMEDA店

大阪市北区 総合儀式場 グラン・アーモ　TAMAHIME

大阪市北区 総合儀式場 大阪北玉泉院

大阪市北区 総合人材サービス（人材派遣・職業紹介など） 日研トータルソーシング株式会社　JOB－LINE梅田

大阪市北区 葬祭・法要式場 大阪法宴会館

大阪市北区 多目的ホール 梅田スカイビル　アウラホール

大阪市北区 多目的ホール 梅田スカイビル　ステラホール

大阪市北区 貸しホール 大阪市立住まい情報センター3階ホール

大阪市北区 貸し会議室 CIVI北梅田研修センター

大阪市北区 貸し会議室 大阪市立住まい情報センター5階研修室・会議室

大阪市北区 貸衣装 インフィニティ／エイトレント梅田会場

大阪市北区 貸音楽スタジオ スタジオ246 GEN

大阪市北区 貸会議室 アットビジネスセンターPREMIUM大阪駅前

大阪市北区 貸会議室 アットビジネスセンター大阪梅田

大阪市北区 貸会議室 アプローズタワー貸会議室

大阪市北区 貸会議室 ハートンホール毎日新聞ビル

大阪市北区 貸会議室 ハービスＥＮＴ貸会議室

大阪市北区 貸会議室 ハービスＰＬＡＺＡ5階貸会議室

大阪市北区 貸会議室 ハービスＰＬＡＺＡ6階貸会議室

大阪市北区 貸会議室 リファレンス大阪貸会議室

大阪市北区 貸会議室 阪急グランドビル貸会議室・展示会場

大阪市北区 貸会議室 梅田スカイビル　スカイルーム

大阪市北区 貸会議室 梅田スカイビル　スペース36

大阪市北区 貸会議室 梅田スカイビル　会議室

大阪市北区 貸会議室 梅田阪急ビルオフィスタワー26階　貸会議室

大阪市北区 貸会議場 ﾅﾚｯｼﾞｷｬﾋﾟﾀﾙ コングレコンベンションセンター

大阪市北区 貸切パーティー会場 ～Free Entertainment Space～　FES

大阪市北区 貸卓専門麻雀店 となり堂島

大阪市北区 大阪市スポーツ施設 扇町プール

大阪市北区 大阪市立スポーツ施設 北スポーツセンター

大阪市北区 脱毛サロン 脱毛サロンLibre　大阪梅田中崎町店

大阪市北区 炭焼き居酒屋 高良　koura

大阪市北区 男女共同参画センター 大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館

大阪市北区 着物レンタル 着物サロンセルフィット大阪梅田店

大阪市北区 着物レンタル 着物レンタル　着付け　パスクア

大阪市北区 着物レンタル・販売店（8月16日までの期間限定浴衣販売店） VASARA HEP FIVE店

大阪市北区 調査会社 総合探偵社さくら

大阪市北区 展望台 空中庭園展望台

大阪市北区 陶芸教室 メイト陶芸教室

大阪市北区 陶芸教室 陶芸教室ゆう工房 大阪梅田教室

大阪市北区 動物と触れ合いながらお酒が飲めるバー（ハリネズミのいるバーです） ハリネズミバー ハリんち

大阪市北区 特許事務所 大森特許事務所

大阪市北区 特区民泊 BONコンドミニアム梅田

大阪市北区 特区民泊 BONコンド梅田東

大阪市北区 特区民泊 MAGURO HOUSE

大阪市北区 特区民泊施設 大阪難波高層之宿

大阪市北区 買取 おたからや心斎橋店

大阪市北区 買取 おたからや梅田店

大阪市北区 博物館 大阪市立住まいのミュージアム大阪くらしの今昔館

大阪市北区 美容 E’RICADONNA

大阪市北区 美容クリニック 聖心美容クリニック大阪院

大阪市北区 美容サロン Eternity　Total Beauty Salon

大阪市北区 美容院 hair make studio hearts 

大阪市北区 美容院 hairs  Ash

大阪市北区 美容院 Neo hair
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大阪市北区 美容院 twice hair

大阪市北区 美容院 Vision 梅田

大阪市北区 美容院 スマートカラーkirei 天満橋

大阪市北区 美容院 美容室ひろた

大阪市北区 美容関係 MOUTON SPA

大阪市北区 美容業 ange for hair

大阪市北区 美容業 emma茶屋町

大阪市北区 美容業 Hair&Make　SAWARABI　SQUARE

大阪市北区 美容業 Happy Road

大阪市北区 美容業 Roll茶屋町

大阪市北区 美容業 ROMEO梅田

大阪市北区 美容業 ヘアー&スパGracias

大阪市北区 美容室 ALLURE hair ~elfi~ 梅田茶屋町店

大阪市北区 美容室 artefice

大阪市北区 美容室 atelier le.petit.prince

大阪市北区 美容室 Atoro店

大阪市北区 美容室 AVANCE.CROSSmelc

大阪市北区 美容室 AzareNEO

大阪市北区 美容室 B2C梅田

大阪市北区 美容室 Beauty in SAWARABI

大阪市北区 美容室 belta by artefice

大阪市北区 美容室 Bonheur

大阪市北区 美容室 Brat by huit8

大阪市北区 美容室 BUNKA

大阪市北区 美容室 casa hair

大阪市北区 美容室 charm hair resort

大阪市北区 美容室 cote hairmake

大阪市北区 美容室 CREATIVE COLORS by trico

大阪市北区 美容室 CURACION

大阪市北区 美容室 CYAN by artefice /node.

大阪市北区 美容室 Direction

大阪市北区 美容室 dot.tokyo by Mina

大阪市北区 美容室 edge origination梅田店

大阪市北区 美容室 el zafiro chayamachi 

大阪市北区 美容室 Elena by artefice

大阪市北区 美容室 ELLE salon

大阪市北区 美容室 epilogue

大阪市北区 美容室 epilogue 

大阪市北区 美容室 Eternal 

大阪市北区 美容室 Fier umeda

大阪市北区 美容室 Figaro umeda

大阪市北区 美容室 FLAT Hair Design

大阪市北区 美容室 FLICK HAIR SALON梅田茶屋町2号店

大阪市北区 美容室 Garland umeda

大阪市北区 美容室 gif.hair

大阪市北区 美容室 grace by afloat

大阪市北区 美容室 GRANMASH グランマッシュ 梅田店

大阪市北区 美容室 Hair Salon Attirer

大阪市北区 美容室 hair&make FAITH

大阪市北区 美容室 HairRoom Ranjyu

大阪市北区 美容室 illu hair.LILA

大阪市北区 美容室 JAM

大阪市北区 美容室 KAYLEE by CURACION

大阪市北区 美容室 KHAIR

大阪市北区 美容室 kiitos西梅田

大阪市北区 美容室 Lil

大阪市北区 美容室 Lumier de mashu店

大阪市北区 美容室 Maison Atelier

大阪市北区 美容室 MaruQuee de mashu店

大阪市北区 美容室 MASHU Nu chayamachi店

大阪市北区 美容室 MAY.byBonheur



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市北区 美容室 Menon

大阪市北区 美容室 MODE K's 梅田店

大阪市北区 美容室 myrtille by CURACION

大阪市北区 美容室 NODI

大阪市北区 美容室 NORA UMEDA

大阪市北区 美容室 Numero OSAKA

大阪市北区 美容室 RAD noel

大阪市北区 美容室 REBECCA　by CURACION

大阪市北区 美容室 sanctuary

大阪市北区 美容室 SCENE by RAD

大阪市北区 美容室 shes天満店

大阪市北区 美容室 suno

大阪市北区 美容室 trico梅田茶屋町店

大阪市北区 美容室 trico梅田店

大阪市北区 美容室 VIVO天六店

大阪市北区 美容室 WARREN・TRICOMI　NEW YORK

大阪市北区 美容室 アンニュイ　ソノラ

大阪市北区 美容室 グラシア美容室

大阪市北区 美容室 サニーブロー

大阪市北区 美容室 ジョイ美容室

大阪市北区 美容室 ビューテイサロンMOTOOKA

大阪市北区 美容室 ミルボンAujua認定サロン BIZE梅田本店大阪

大阪市北区 美容室 ラ ・ブレス　グランサロン梅田

大阪市北区 美容室 ラ ・ブレス　茶屋町サロン

大阪市北区 美容室 ワンステップ大阪梅田本店

大阪市北区 美容室 丸善美容室

大阪市北区 美容室 資生堂サロン＆スパ大阪

大阪市北区 美容室 資生堂ビューティーサロン　17番街店

大阪市北区 美容室 髪YUI

大阪市北区 美容室 美髪とNIAWASEの美容室AVANCE.CROSStuin

大阪市北区 美容室 美容室イナダ

大阪市北区 美容室 美容室マチ

大阪市北区 美容室・ウイッグ スヴェンソン阪急梅田サロン

大阪市北区 美容室・ウイッグ スヴェンソン梅田サロン

大阪市北区 美容所 setsalon keity

大阪市北区 美容皮膚科 梅田フェミークリニック

大阪市北区 美容皮膚科・美容整形 SELECT CLINIC大阪茶屋町院

大阪市北区 百貨店 大丸大阪・梅田店

大阪市北区 不動産屋 株式会社天満不動産

大阪市北区 不動産会社 だんらん住宅株式会社

大阪市北区 不動産業（新築マンション販売） 総合マンションギャラリー梅田館

大阪市北区 不動産業(新築分譲マンション販売) 「シティタワー東梅田パークフロント」現地ゲストサロン

大阪市北区 不動産仲介業 東急リバブル　梅田センター

大阪市北区 不動産店舗 株式会社ケントコーポレーション　本店

大阪市北区 婦人服 ホワイティ梅田ＦＡＲＵＲＵ    ＣＯＲＯ

大阪市北区 婦人服・雑貨 Rossa ヒルトンプラザイースト店

大阪市北区 婦人服・雑貨 Rossa リーガーロイヤルホテル店

大阪市北区 婦人服・雑貨 ブティック　カロー　阪急17番街店

大阪市北区 婦人服・雑貨 ブティック　カロー　阪急三番街店

大阪市北区 婦人服・雑貨 ブティック　ロッサ　阪急17番街店

大阪市北区 婦人服・雑貨 ブティック　ロッサ　阪急三番街店

大阪市北区 婦人服・雑貨 ブティック　ロッサ　帝国ホテルプラザ店

大阪市北区 婦人服・雑貨 ブティック　ロッサ　富国生命ビル店

大阪市北区 婦人服小売 ルベール梅田店

大阪市北区 婦人服小売店 ブティック　ユリヤ

大阪市北区 婦人服販売 レモンヒルズ 天神橋店

大阪市北区 服屋 BENIYA PRIOR

大阪市北区 服屋 boutique ann

大阪市北区 服屋 ＣＯＣＯＶ（ココサンク）

大阪市北区 服屋 marusho

大阪市北区 服屋 naoto



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市北区 服屋 Used & Select Shop Raum

大阪市北区 服屋 アーバンリサーチロッソグランフロント大阪店

大阪市北区 服屋 ツキムラ　大阪梅田店

大阪市北区 服屋 フルーブ

大阪市北区 服屋 ロイヤルアルパカ

大阪市北区 服飾店 平和堂

大阪市北区 便利屋 クライアントパートナーズ

大阪市北区 便利屋 株式会社クライアントパートナーズ　大阪梅田店

大阪市北区 保育園 コミニケ保育園

大阪市北区 保険窓口 ニッセイ・ライフプラザ梅田

大阪市北区 保険代理店 プラス保険　株式会社

大阪市北区 保険代理店 ほけんの窓口　リンクスウメダ店

大阪市北区 保険代理店 ほけんの窓口　大阪駅前店

大阪市北区 保険代理店 ほけんの窓口　梅田阪急ビル支店

大阪市北区 保険代理店 久保　貴義

大阪市北区 補聴器店 シグニア補聴器コンセプトストア 梅田

大阪市北区 宝くじ売場 夢ステーションうめだ中央店

大阪市北区 宝くじ売場 夢ステーションうめだ北店

大阪市北区 宝くじ販売 大阪駅前第4ビル特設売場

大阪市北区 宝石・貴金属 白牡丹

大阪市北区 法律事務所 ソラリス法律事務所

大阪市北区 芳乃 芳 乃

大阪市北区 北新地社交料飲協会の事務所 北新地社交料飲協会

大阪市北区 麻雀 麻雀イイネ

大阪市北区 麻雀屋 フリー麻雀　ロクバン

大阪市北区 麻雀屋 貸卓麻雀サロン　さんばん

大阪市北区 麻雀店 ぱいらんど

大阪市北区 麻雀店 大天閣

大阪市北区 民泊 OMOTENASHI OSAKA HOUSE

大阪市北区 民泊業 Omotenashi Osaka House

大阪市北区 無料案内所 JOY ANNA

大阪市北区 無料案内所 NAVISION

大阪市北区 無料案内所 SEARCH

大阪市北区 無料案内所 インフォメン　梅田店

大阪市北区 無料案内所 大阪ナビ

大阪市北区 無料案内所 兎我野会館

大阪市北区 無料案内所 武

大阪市北区 麺牛 麺牛

大阪市北区 薬局 ファースト・コンタクト・ファーマシー桜橋店

大阪市北区 薬局 阪神ドラッグストア　梅田地下店

大阪市北区 有料職業紹介事業 マッセ梅田ビルⅡ206号

大阪市北区 遊戯施設 タイトーFステーション梅田店

大阪市北区 予備校 LEC東京リーガルマインド　梅田駅前本校

大阪市北区 来店可能　金融商品仲介業者 株式会社プライド

大阪市北区 理・美容室 deep+ nakazaki

大阪市北区 理・美容室 hair design Deep

大阪市北区 理美容室 beauty&barber Bond

大阪市北区 理容 理容清水

大阪市北区 理容業 HairRelaxation laule`a

大阪市北区 理容業 ヘア・サロンホッタ

大阪市北区 理容業 ヘアーサロンかきはら

大阪市北区 理容業 髪工房

大阪市北区 理容室 ＰＡＰＡ’Ｓ天満店

大阪市北区 理容室 VIVO La Beaute 天六店

大阪市北区 理容室 ＺＥＮＯＮ倶楽部

大阪市北区 理容室 プラスメンズ

大阪市北区 理容室 ヘアーサロンターナ

大阪市北区 理容店 ヘアーサロン　タケダ

大阪市北区 理容店 ヘアーサロンまつい

大阪市北区 理容店 ヘアサロン大野　帝国ホテル大阪店

大阪市北区 理容店 森田理容



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市北区 旅行会社 トラベル・オーダー株式会社

大阪市北区 旅行会社 株式会社８８観光

大阪市北区 旅行会社 株式会社ジェイ・エイチ・アールツアーズ

大阪市北区 旅行会社 株式会社マアト　旅行事業部　旅之助　貸切バス比較見積　

大阪市北区 旅行業 株式会社トラベルジャパン

大阪市北区 旅行業 株式会社トラベルマネジメントシステム(TMS)

大阪市北区 旅行業 株式会社国際交流センター

大阪市北区 旅行業 梅田トラベルサロン

大阪市北区 旅行代理店 ワールド航空サービス

大阪市北区 旅行代理店 株式会社ツアーデスク

大阪市北区 旅行代理店 大阪本社営業所

大阪市北区 旅行代理店 旅の匠

大阪市北区 料理教室 Omotenashi J Cuisine 

大阪市北区 鍼灸院 ツボプロ梅田

大阪市北区 鍼灸院 はりきゅうフラット

大阪市北区 鍼灸院 加川鍼灸院

大阪市北区 鍼灸院、整骨院 黄龍堂西天満鍼灸整骨院

大阪市北区 鍼灸院兼トレーニングジム アームズ鍼灸院

大阪市北区 鍼灸整骨院 ぷらす鍼灸整骨院 天六院

大阪市北区 鍼灸整骨院 ぷらす鍼灸整骨院 南森町院

大阪市北区 鍼灸整骨院 梅田もりわき骨盤鍼灸整骨院

大阪市中央区  BAR  MUSIC BAR DYNAMO

大阪市中央区  バー Angel

大阪市中央区  バー Merry Hop

大阪市中央区  バー Tracks

大阪市中央区  飲食店   BLUE DIAMOND

大阪市中央区  中国料理 中国料理 溢香園

大阪市中央区 512CAFE＆SWEETS 512 CAFE＆SWEETS

大阪市中央区 ACE ACE

大阪市中央区 BAR ＃Q

大阪市中央区 BAR ＆ nico

大阪市中央区 BAR AFRO BAR

大阪市中央区 bar after bar HADASHI

大阪市中央区 BAR AGOSAMURAI

大阪市中央区 BAR AKS.liberal

大阪市中央区 BAR AKU_DEMO 

大阪市中央区 Bar ALCOHOL SPOT ガガガ

大阪市中央区 BAR ALPHA2

大阪市中央区 BAR AMBER

大阪市中央区 BAR ar

大阪市中央区 Bar Architect (Barアーキテクト)

大阪市中央区 bar at home bar Kai

大阪市中央区 BAR ATHENA

大阪市中央区 BAR ATTIQUE 

大阪市中央区 bar AURA

大阪市中央区 bar Axis dining bar

大阪市中央区 BAR BACCANO!

大阪市中央区 BAR BACK　DROP

大阪市中央区 BAR Bar  Ange

大阪市中央区 BAR BAR  Happy

大阪市中央区 BAR BAR  LAUGHING

大阪市中央区 ＢＡＲ Ｂar  Ｒoad

大阪市中央区 BAR BAR  SOPHIA

大阪市中央区 BAR BAR 2×BAN

大阪市中央区 BAR Bar AIM

大阪市中央区 BAR Bar Allie

大阪市中央区 BAR Bar Amami

大阪市中央区 BAR BAR　Arrow

大阪市中央区 bar Bar assemble

大阪市中央区 Bar Bar B2 Beginning

大阪市中央区 BAR BAR balloon
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大阪市中央区 BAR BAR Baris

大阪市中央区 BAR BAR　BF

大阪市中央区 BAR BAR BIANCA

大阪市中央区 Bar Bar　Big Mouth

大阪市中央区 BAR BAR BLUE

大阪市中央区 BAR BAR Bonds

大阪市中央区 BAR BAR　BOOM

大阪市中央区 BAR Bar BULL

大阪市中央区 BAR BAR CREW

大阪市中央区 BAR Bar　ｄ’Arome

大阪市中央区 bar BAR DaDA

大阪市中央区 BAR BAR ens

大阪市中央区 BAR Bar FLAP

大阪市中央区 BAR BAR Free's

大阪市中央区 BAR BAR FUNK

大阪市中央区 BAR BAR G.I.N

大阪市中央区 bar Bar gazuA

大阪市中央区 bar Bar Greed

大阪市中央区 bar BAR GROSS

大阪市中央区 BAR BAR Happy

大阪市中央区 BAR BAR HARLEM

大阪市中央区 BAR BAR　HASEGAWA

大阪市中央区 Bar Bar Hills

大阪市中央区 BAR Bar INFINITY

大阪市中央区 Bar Bar IPPUKU

大阪市中央区 bar bar izutani

大阪市中央区 BAR BAR KEN

大阪市中央区 BAR BAR KOTATSU

大阪市中央区 BAR BAR KUNITOMO

大阪市中央区 BAR BAR LAST

大阪市中央区 BAR BAR Leap

大阪市中央区 bar Bar Lenis

大阪市中央区 BAR Bar Lounge M

大阪市中央区 BAR BAR Mermaid

大阪市中央区 BAR BAR MK

大阪市中央区 Bar Bar M's

大阪市中央区 BAR BAR N.

大阪市中央区 BAR BAR NAGAREGI

大阪市中央区 BAR BAR No.1

大阪市中央区 Bar Bar NO.10

大阪市中央区 BAR bar Nuts

大阪市中央区 BAR BAR ordu

大阪市中央区 BAR Bar Oynai

大阪市中央区 bar Bar R２

大阪市中央区 Bar Bar RUSH

大阪市中央区 BAR BAR SALON CREW

大阪市中央区 BAR BAR SALTO 

大阪市中央区 BAR BAR SERENITY

大阪市中央区 Bar Bar Seven

大阪市中央区 BAR ＢＡＲ　ＳＨＡＮＥ

大阪市中央区 BAR BAR SIRITORI

大阪市中央区 BAR bar SIVA

大阪市中央区 Bar BAR SOUTHERN PEAKS

大阪市中央区 Bar Bar stella

大阪市中央区 Bar Bar　stella

大阪市中央区 BAR Bar Triple

大阪市中央区 BAR Bar　ViVi

大阪市中央区 BAR BAR WOLF BASE

大阪市中央区 BAR Bar Y's

大阪市中央区 BAR BAR YY

大阪市中央区 BAR ＢＡＲ　キネマトス
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大阪市中央区 BAR BAR たけのこ

大阪市中央区 Bar Bar　たま川

大阪市中央区 BAR Bar フィフティーフィフティー

大阪市中央区 BAR BAR ぶっち牧場

大阪市中央区 BAR BAR マムたろう。

大阪市中央区 BAR BAR ゆうきん家

大阪市中央区 BAR BAR 鼓舞

大阪市中央区 bar Bar 八号

大阪市中央区 BAR Bar&lounge niwa

大阪市中央区 bar BAR821

大阪市中央区 BAR BAR91

大阪市中央区 BAR BARBIANCA

大阪市中央区 BAR BarFPO

大阪市中央区 bar BarTK

大阪市中央区 Bar BarかSnack

大阪市中央区 BAR BARカリテス

大阪市中央区 BAR BARプカプカ

大阪市中央区 BAR BARぶっち牧場

大阪市中央区 BAR BARぺけぽん

大阪市中央区 BAR BAR鼓舞

大阪市中央区 Bar Bar椿姫

大阪市中央区 BAR Beard Shoot

大阪市中央区 BAR Bible Club Osaka

大阪市中央区 BAR BIENVENUE

大阪市中央区 BAR BIG TEDDY

大阪市中央区 Bar Bijou

大阪市中央区 BAR BISTRO

大阪市中央区 Bar Blackcanival

大阪市中央区 BAR BOMBAR

大阪市中央区 BAR BONES

大阪市中央区 BAR Buddy

大阪市中央区 BAR buura

大阪市中央区 bar C?lin

大阪市中央区 BAR cabriolet

大阪市中央区 bar cafe&bar Reload

大阪市中央区 Bar Cafe&Bar Triple

大阪市中央区 BAR Cantera

大阪市中央区 bar Casual Bar 0996 

大阪市中央区 BAR CHANNEL HOUSE

大阪市中央区 BAR comb

大阪市中央区 BAR COTOHA

大阪市中央区 BAR Cube

大阪市中央区 BAR CURU2

大阪市中央区 BAR Darts Bar Swan心斎橋店

大阪市中央区 BAR Darts Bar Swan道頓堀川店

大阪市中央区 bar Dining bar No.2&co.

大阪市中央区 BAR Dining&Bar PLUS

大阪市中央区 bar DISH&BAR BASE

大阪市中央区 BAR DOPE

大阪市中央区 bar ease

大阪市中央区 bar el sur

大阪市中央区 BAR EPOCH

大阪市中央区 ＢＡＲ ＦＩＦＴＩＥＳ　ＢＡＲ　ＪＯＨＮＮＹＳ

大阪市中央区 BAR FIFTIES BAR JOHNNY'S

大阪市中央区 Bar Five Stars Bar

大阪市中央区 BAR Food&Bar　KING&Princess

大阪市中央区 BAR fun-11

大阪市中央区 BAR GOLD BAR

大阪市中央区 BAR HARCIE BAR 

大阪市中央区 BAR HESACA MOSACA

大阪市中央区 BAR HIGHBALL STAND
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大阪市中央区 bar Japanese Style Bar NAGOMI

大阪市中央区 Bar Jun

大阪市中央区 BAR JUST A LITTLE bit

大阪市中央区 Bar K.C

大阪市中央区 BAR Kawasaki

大阪市中央区 BAR KOBUTA

大阪市中央区 Bar Laputa

大阪市中央区 Bar LichT

大阪市中央区 BAR LOCK-STOCK

大阪市中央区 BAR Lounge Bar III

大阪市中央区 BAR Lounge Bar VIA.

大阪市中央区 BAR luxury  BAR Kawasaki

大阪市中央区 BAR Luxury Bar 104

大阪市中央区 BAR Luxury Space Party×2

大阪市中央区 Bar Ｍ．ｉ．Ｊ．

大阪市中央区 BAR M4

大阪市中央区 bar Maco

大阪市中央区 ＢＡＲ Ｍｅａｔ　Ｒｏｏｍ

大阪市中央区 BAR MEETS BAR

大阪市中央区 BAR Moiti?-Moiti?

大阪市中央区 bar mojito&amusenent casino bar deal

大阪市中央区 bar MONSTERS

大阪市中央区 BAR Ｍ's minami

大阪市中央区 bar music ＆ gallery bar アトリエ

大阪市中央区 Bar MUSIC BAR DYNAMO

大阪市中央区 BAR NEXUS

大阪市中央区 bar NICO

大阪市中央区 BAR NO SMOKE  

大阪市中央区 BAR obobop

大阪市中央区 bar Odette

大阪市中央区 BAR pele

大阪市中央区 BAR PG

大阪市中央区 BAR POP BAR

大阪市中央区 BAR Private garden bar Green Spot

大阪市中央区 Bar R BAR

大阪市中央区 Bar RainbowKitchen

大阪市中央区 BAR Re:ZERO

大阪市中央区 BAR Rei-s

大阪市中央区 BAR S・長堀 organic BAR

大阪市中央区 BAR SALON BAR NERO

大阪市中央区 BAR SALON　de　ＢＡＲ　 ＭＯＧＵＬＬＡ

大阪市中央区 BAR SALTAR

大阪市中央区 BAR second nuts

大阪市中央区 ＢＡＲ ＳＥＩＲＹＵ　ＢＡＲ　ＭＡＤＥ

大阪市中央区 Bar seven HOUSE

大阪市中央区 BAR Seven...7

大阪市中央区 Bar Shot bar Blue Core

大阪市中央区 Bar Side Way

大阪市中央区 BAR SKYYBLUE

大阪市中央区 BAR Sleazy  J

大阪市中央区 bar SOUL電波

大阪市中央区 BAR SPORTS BAR ６

大阪市中央区 BAR Sweety

大阪市中央区 Bar T.B.L

大阪市中央区 Bar T.O.P

大阪市中央区 Bar The Australian Pub

大阪市中央区 BAR THE　たまご　BAR

大阪市中央区 BAR TOMMY

大阪市中央区 BAR TWOPEACE

大阪市中央区 BAR Varity Bar Foolish 

大阪市中央区 BAR vi vi
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大阪市中央区 bar yamada.coi

大阪市中央区 bar Yorozu BAR

大阪市中央区 bar Zero

大阪市中央区 BAR Zero Base

大阪市中央区 BAR zeromaru BLOOM

大阪市中央区 BAR Zerro

大阪市中央区 bar アジト

大阪市中央区 BAR アルモンデ

大阪市中央区 BAR ヴぃこんと

大阪市中央区 BAR おかんの店

大阪市中央区 bar オファビュラス

大阪市中央区 bar かきつばた

大阪市中央区 BAR カフェ＆BAR　chat noir

大阪市中央区 BAR キャバリア

大阪市中央区 bar ショットバーもも

大阪市中央区 Bar スナックいろは

大阪市中央区 bar ソーリャー

大阪市中央区 Bar ちんちら

大阪市中央区 BAR にしかわくん家

大阪市中央区 bar バー　ヘヴン？

大阪市中央区 BAR バー・タコタコキング

大阪市中央区 BAR まつぼっくり

大阪市中央区 BAR ミュージアム

大阪市中央区 Bar メンバーズ Bar わけあり

大阪市中央区 BAR ラミマロン

大阪市中央区 BAR ルイーズ

大阪市中央区 BAR 雨

大阪市中央区 BAR 韓流 bar change

大阪市中央区 BAR 月額BAR

大阪市中央区 BAR 七於實

大阪市中央区 BAR 酒TOIC

大阪市中央区 Bar 小都路

大阪市中央区 BAR 心斎橋ARGUS

大阪市中央区 BAR 電脳酒BAR CYBER DRUNKERS TUAL-ON

大阪市中央区 Bar 都会に生えたしいたけ

大阪市中央区 Bar 猫ばBar

大阪市中央区 BAR 浜風2ゴー

大阪市中央区 BAR 本格焼酎酒場一歩

大阪市中央区 BAR 洋酒喫茶かんから

大阪市中央区 BAR 来月きっと潰れます

大阪市中央区 bar about BAR about

大阪市中央区 BAR athena BAR athena

大阪市中央区 bar&dining bar&dining as

大阪市中央区 bar（飲食店） Bar涙のイタリアンツイスト

大阪市中央区 BARとスポーツジムの運動施設 GYM＆BAR　Shout

大阪市中央区 BAR兼研修教室 たまりBAR

大阪市中央区 cafe domus

大阪市中央区 cafe 占＊cafe & bar

大阪市中央区 cafe 占＊cafe &bar SIX６

大阪市中央区 Cafe & Bar BEAT CAFE MIXX

大阪市中央区 cafe BAR cafe BAR  kaak     

大阪市中央区 cafe&bar cafe&bar charge

大阪市中央区 Cafe&bar Cafe&bar　Cube

大阪市中央区 Cafe&Bar Hampi

大阪市中央区 cafeバー 檸檬

大阪市中央区 club miki

大阪市中央区 Dining bar OCEAN DINING BAR

大阪市中央区 Dining BAR 砂浜DINING BAR Shape Beach

大阪市中央区 Indian Restaurant Bombay Kitchen

大阪市中央区 Irish pub Irish pub Shamrock 'N' Roll Star

大阪市中央区 Ｉｔａｌｉａｎ WINE KALKOS
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大阪市中央区 kitchen BAR kitchen BAR 川人

大阪市中央区 ＰＵＢスナック Ｌｉｇｈｔｈｅａｒｔｅｄ　ＰＵＢ　髙響（たかゆら）

大阪市中央区 Regal リゴレット Regal　リゴレット

大阪市中央区 SHOT BAR BAR DENOMERU

大阪市中央区 Snack OPAL Snack OPAL

大阪市中央区 Under. Under.  (株)Hearts

大阪市中央区 WR WR

大阪市中央区 アイドルコンセプトカフェ IDOL☆STAGE

大阪市中央区 アイリッシュパブ Dublin Garden

大阪市中央区 アイリッシュパブ Irish Pub DublinBay 

大阪市中央区 アジアンレストラン アジアンレストラン「Karakurenai」

大阪市中央区 アジア料理店・バー KENNYasia　相合温泉酒場

大阪市中央区 アミューズメントバー ＡＳＯＢＩＢＡＲ　心斎橋店

大阪市中央区 アミューズメントバー ROUGE ET NOIR

大阪市中央区 アメリカンダイナー グルメバーガーと世界のビール　ココペリ

大阪市中央区 アメリカンレストラン ハードロックカフェ大阪

大阪市中央区 いか焼き、たこ焼き屋 馬屋

大阪市中央区 イカ焼き居酒屋 ザ・イカが　アメリカ村店

大阪市中央区 いざという時 薩摩ごかもん 天満橋総本店

大阪市中央区 イタリアレストラン インテグラーレ

大阪市中央区 イタリアレストラン ピッコロモンド　北浜

大阪市中央区 イタリアン Bar e Trattoria QUATTRO 

大阪市中央区 イタリアン Italian Kitchen Legare

大阪市中央区 イタリアン La Promessa

大阪市中央区 イタリアン little Birds

大阪市中央区 イタリアン maruku

大阪市中央区 イタリアン PESCE ROSSO

大阪市中央区 イタリアン イタリアン魚酒場アルバータ

大阪市中央区 イタリアン イタリアン大衆酒場アルバータ

大阪市中央区 イタリアン うまい魚とイタリアン yu-ma

大阪市中央区 イタリアン グッドスプーン淀屋橋オドナ店

大阪市中央区 イタリアン チェリーナ邸

大阪市中央区 イタリアン チェルピーナ邸

大阪市中央区 イタリアン トラットリア　バンビーノ　虎目横丁店

大阪市中央区 イタリアン トラットリア ピッツェリア アレグロ難波店

大阪市中央区 イタリアン ピアノダイニングガーデニア

大阪市中央区 イタリアン ベニーオ邸

大阪市中央区 イタリアン マリーナ邸

大阪市中央区 イタリアン ミナミ伊太バル　ボッカ食堂

大阪市中央区 イタリアン メーメのイタめし家

大阪市中央区 イタリアン ラ・パウザ心斎橋店

大阪市中央区 イタリアン ラ・ピニャータ

大阪市中央区 イタリアン ワイン食堂　重太家

大阪市中央区 イタリアン 隠れ家イタリアン メーメ 心斎橋

大阪市中央区 イタリアン 大衆イタリア食堂 アレグロ天満店

大阪市中央区 イタリアン 炭火とワインなんば店

大阪市中央区 イタリアン　 art dining down

大阪市中央区 イタリアン・バル 新窯ピッツァ×ワインのお店キタバル

大阪市中央区 イタリアンダイニング Italian　Bar　BARACCA

大阪市中央区 イタリアンダイニングバー ROCO

大阪市中央区 イタリアンバル Apizza大阪なんば店

大阪市中央区 イタリアンバル BANCOアメリカ村店

大阪市中央区 イタリアンバル CUCHINA MAGGIO(クッチーナマッジョ）

大阪市中央区 イタリアンバル nAve

大阪市中央区 イタリアンバル NIINA

大阪市中央区 イタリアンバル Salute

大阪市中央区 イタリアンバル SHRIMP　SHRIMP　PART2

大阪市中央区 イタリアンバル V'TRES PLUS 裏なんば

大阪市中央区 イタリアンバル イタリアンバル　ニッコリ

大阪市中央区 イタリアンバル ビストロolympic

大阪市中央区 イタリアンバル 旬彩バル-Vittoria-.
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大阪市中央区 イタリアンバル 天満橋リバーカフェ

大阪市中央区 イタリアンレストラン Aprite

大阪市中央区 イタリアンレストラン Cafe Dining LIREGARO

大阪市中央区 イタリアンレストラン Fiore

大阪市中央区 イタリアンレストラン Jessica House

大阪市中央区 イタリアンレストラン La  Pizzeria&Bar  TORREZE

大阪市中央区 イタリアンレストラン La Pizzeria&Bar  TORREZE

大阪市中央区 イタリアンレストラン Le Cinque kitaham　（ル・サンク）

大阪市中央区 イタリアンレストラン pisolino

大阪市中央区 イタリアンレストラン Pizzeria asse 谷町店

大阪市中央区 イタリアンレストラン Pont?l'Abb?

大阪市中央区 イタリアンレストラン TEPPAN&ITALIAN Ceppo

大阪市中央区 イタリアンレストラン THE WALL

大阪市中央区 イタリアンレストラン THE WALL CABANA

大阪市中央区 イタリアンレストラン Vino Bar Due

大阪市中央区 イタリアンレストラン VINO TECA

大阪市中央区 イタリアンレストラン アルバロンガ

大阪市中央区 イタリアンレストラン イタメシヤ　フジ

大阪市中央区 イタリアンレストラン イタリアンダイニングdoppa

大阪市中央区 イタリアンレストラン イルソーレロッソ

大阪市中央区 イタリアンレストラン カンティーヌ　ドゥーデリス

大阪市中央区 イタリアンレストラン センバキッチン南船場本店

大阪市中央区 イタリアンレストラン タントタント心斎橋大丸

大阪市中央区 イタリアンレストラン てん

大阪市中央区 イタリアンレストラン ベアート

大阪市中央区 イタリアンレストラン ペドロリーノ

大阪市中央区 イタリアンレストラン マルカッサン

大阪市中央区 イタリアンレストラン ルサンク心斎橋

大阪市中央区 イタリアンレストラン ワインの酒場。Di PUNTO心斎橋店

大阪市中央区 イタリア料理 cinghial

大阪市中央区 イタリア料理 Da'Fronte

大阪市中央区 イタリア料理 GIOCARE

大阪市中央区 イタリア料理 イタリア料理 ポコアポコ

大阪市中央区 イタリア料理 イタリア料理・ナガーン

大阪市中央区 イタリア料理 イタリア料理アルバ

大阪市中央区 イタリア料理 つじもとパスタ店

大阪市中央区 イタリア料理 ニンナナンナ

大阪市中央区 イタリア料理 ラ ベデュータ

大阪市中央区 イタリア料理レストラン ガフーリオ

大阪市中央区 イタリア料理屋 pasteria bambu

大阪市中央区 イタリア料理屋 ボンゴレスタンド カンノ

大阪市中央区 イタリア料理店 Ａｌｌａ　Ｇｏｃｃｉａ

大阪市中央区 イタリア料理店 IL PIATTO

大阪市中央区 イタリア料理店 trattoria e bar Buono!

大阪市中央区 イタリア料理店 Trattoria Vino

大阪市中央区 イタリア料理店 イタリア料理ナガーン

大阪市中央区 イタリア料理店 バールイルピアット

大阪市中央区 イタリア料理店 プロシュッテリア　レパッツァ

大阪市中央区 イタリア料理店 レストランルアイ

大阪市中央区 いなり屋 いなり家こんこん

大阪市中央区 インターナショナル　クラブ international club  ANGEL

大阪市中央区 インド料理 ボンベイキッチン　

大阪市中央区 インド料理 マユール

大阪市中央区 インド料理屋 神戸アールティービッグステップ店

大阪市中央区 インド料理店 Singh’s Kitchen 

大阪市中央区 ウイスキーバー Bar Freedom

大阪市中央区 うさぎカフェ・うさぎ専門店（飲食の取扱無し） White Rabbit

大阪市中央区 うどん　カレー屋 得正　北浜店

大阪市中央区 うどん　そば 更科　廣田屋

大阪市中央区 うどん、そば コウバイ

大阪市中央区 うどん、そば屋 芦池更科
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大阪市中央区 うどん、そば屋 新幸梅

大阪市中央区 うどん・そば・居酒屋 なだ市

大阪市中央区 うどんや うどんや匠

大阪市中央区 うどん屋 KASUYA法善寺

大阪市中央区 うどん屋 うどんちり本家　にし家本店

大阪市中央区 うどん屋 うどん処　SOU produced by Vino

大阪市中央区 うどん屋 さぬき麺業 高麗橋店

大阪市中央区 うどん屋 さぬき麺業 南本町店

大阪市中央区 うどん屋 しばいけ

大阪市中央区 うどん屋 釜上げうどん二葉

大阪市中央区 うどん屋 手打ちうどん  晋作

大阪市中央区 うどん屋 難波屋

大阪市中央区 うどん屋 肉しょうがうどん Taiyo

大阪市中央区 うどん屋 麺処 泰輔

大阪市中央区 うどん屋 麺匠の心つくし　つるとんたん宗右衛門町店

大阪市中央区 うどん屋 麺匠の心つくし　つるとんたん本町楼

大阪市中央区 うどん屋、カレー屋 得正北浜店

大阪市中央区 うどん店 つるまる備後町店

大阪市中央区 うどん店 細うどん　香吾芽

大阪市中央区 うどん店 青空blue　大丸心斎橋店

大阪市中央区 うなぎ屋 高木水産

大阪市中央区 うなぎ屋 炭火焼寝床 心斎橋本店

大阪市中央区 うなぎ料理 本家柴藤

大阪市中央区 うなぎ料理店 う玄武　北店

大阪市中央区 うなぎ料理店 本家柴藤

大阪市中央区 オイスターバー HachiRou

大阪市中央区 オーセンティック　　バー BAR　YAMANEKO

大阪市中央区 オーセンティックバー BAR  RARITY 

大阪市中央区 オーセンティックバー BAR  WHISKEY

大阪市中央区 オーセンティックバー BAR 6BLUE

大阪市中央区 オーセンティックバー BAR　Agreable

大阪市中央区 オーセンティックバー Bar Four Leaf Clover

大阪市中央区 オーセンティックバー BAR NAKAMURA

大阪市中央区 オーセンティックバー BAR ROUTE

大阪市中央区 オーセンティックバー Bar Sip

大阪市中央区 オーセンティックバー Bar Soleil Luna

大阪市中央区 オーセンティックバー Bar Solt

大阪市中央区 オーセンティックバー Bar Sou（倉）

大阪市中央区 オーセンティックバー BAR　STONEHAVEN

大阪市中央区 オーセンティックバー BAR 識

大阪市中央区 オーセンティックバー BarWhiskey 東心斎橋

大阪市中央区 オーセンティックバー Bar喫酒箱

大阪市中央区 オーセンティックバー Bros.Bar

大阪市中央区 オーセンティックバー Bros.Bar  

大阪市中央区 オーセンティックバー IVROGNE

大阪市中央区 オーセンティックバー MIXOLOGY&FACTORY BarGEAR

大阪市中央区 オーセンティックバー OTIS

大阪市中央区 オーセンティックバー Rock Bar STARLESS

大阪市中央区 オーセンティックバー アラウンド ザ ワールド

大阪市中央区 オーセンティックバー ザ コールバー

大阪市中央区 オーセンティックバー タコつるバー

大阪市中央区 オーセンティックバー バー　コトラ

大阪市中央区 オーセンティックバー バーブレス北浜

大阪市中央区 オーセンティックバー メインバースピリッツ

大阪市中央区 オーセンティックバー ロレンス

大阪市中央区 オーセンティックバー 島之内サンボア

大阪市中央区 オーセンティックバー 洋酒舗　勘十里

大阪市中央区 オーセンティックバー 和泉屋バー

大阪市中央区 オーセンティックバー（カラオケは無し） 洋酒くろしお

大阪市中央区 おでん屋 おでん　よかろ

大阪市中央区 おでん屋 おでんと地酒の店　あじ菜



市区町村 店舗種別 店舗名
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大阪市中央区 おでん屋 おでんのでん

大阪市中央区 おでん屋 おでんバル

大阪市中央区 おでん屋 お多福

大阪市中央区 おでん屋 牛尾

大阪市中央区 おでん屋 旬菜おでん　柚子や

大阪市中央区 おでん屋 上町おでん　とある

大阪市中央区 おでん屋 心斎橋よかろ

大阪市中央区 おでん居酒屋 てんまみち中川

大阪市中央区 おでん居酒屋 酒肴　哲

大阪市中央区 おでん料理店 おかめ

大阪市中央区 おにぎらず専門店 笑屋 NICO-YA　キッチンカー

大阪市中央区 おにぎらず専門店 笑屋ＮＩＣＯ－ＹＡ　日本橋駅店

大阪市中央区 おにぎり屋 めはり屋文在ヱ門

大阪市中央区 おにぎり専門店＆ＢＡＲ ＴＥＭＡＲＩＹＡ南本町店

大阪市中央区 おばんざいバー オバンザイバーニュウヨシコ

大阪市中央区 おばんざい屋 うらうら

大阪市中央区 おばんざい屋 おかずバー 文月

大阪市中央区 おばんざい屋 おばんざいbar poco.a.poco

大阪市中央区 おばんざい屋 おばんざい八

大阪市中央区 おばんざい屋 花町酒房なんば織家

大阪市中央区 オムライス屋 卵と私なんばウォーク店

大阪市中央区 お芋スイーツ専門店、カフェ らぽっぽファーム大阪ミナミ店

大阪市中央区 お菓子販売 まるしげ　ツイン21店

大阪市中央区 お好み焼 お好み焼 だん

大阪市中央区 お好み焼 千房道頓堀ビル店

大阪市中央区 お好み焼 道頓堀　お好み焼　美津の

大阪市中央区 お好み焼 南地 千房 心斎橋店

大阪市中央区 お好み焼　鉄板焼 ぷれじでんと千房南本店

大阪市中央区 お好み焼　鉄板焼 ぷれじでんと大丸心斎橋店

大阪市中央区 お好み焼、鉄板焼 風の街ルージュ　天満橋店

大阪市中央区 お好み焼・鉄板焼 名代千房　JO-TERRACE OSAKA店

大阪市中央区 お好み焼・鉄板焼屋 千房　千日前本店

大阪市中央区 お好み焼き お好み焼きごえもん

大阪市中央区 お好み焼き お好み焼き福助

大阪市中央区 お好み焼き ぼんくら家　虎目横丁店

大阪市中央区 お好み焼き ぼんくら家　千日前店

大阪市中央区 お好み焼き ぼんくら家　道頓堀店

大阪市中央区 お好み焼き 翁

大阪市中央区 お好み焼き 好きやねん

大阪市中央区 お好み焼き 狸狸亭

大阪市中央区 お好み焼き 鶴橋風月　Modern 北浜店

大阪市中央区 お好み焼き 鶴橋風月　なんば千日前店

大阪市中央区 お好み焼き 鶴橋風月　長堀橋店

大阪市中央区 お好み焼き 美月

大阪市中央区 お好み焼き、鉄板焼き 南地千房　心斎橋店

大阪市中央区 お好み焼き、鉄板焼き、たこ焼き お好み焼き鉄板焼き　生地

大阪市中央区 お好み焼き・串カツ 道頓堀てらす

大阪市中央区 お好み焼き・鉄板焼き お好み酒家　ん　谷町店

大阪市中央区 お好み焼き・鉄板焼き お好み焼き・鉄板焼き　ひまわり

大阪市中央区 お好み焼き屋 ○△□冨紗家

大阪市中央区 お好み焼き屋 180円あれば楽しめる酒場

大阪市中央区 お好み焼き屋 okonomi

大阪市中央区 お好み焼き屋 おかる

大阪市中央区 お好み焼き屋 おこのみやき三平

大阪市中央区 お好み焼き屋 お好み　吉田

大阪市中央区 お好み焼き屋 お好み焼　?代

大阪市中央区 お好み焼き屋 お好み焼 鉄板焼  白鳥

大阪市中央区 お好み焼き屋 お好み焼き　匠

大阪市中央区 お好み焼き屋 お好み焼き　千彌

大阪市中央区 お好み焼き屋 お好み焼きdiningみつお

大阪市中央区 お好み焼き屋 お好み焼きP2
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大阪市中央区 お好み焼き屋 お好み焼き偶　船場丼池店

大阪市中央区 お好み焼き屋 お好み焼き酒場O

大阪市中央区 お好み焼き屋 お好み焼き門

大阪市中央区 お好み焼き屋 お好み鉄板酒場　どら十

大阪市中央区 お好み焼き屋 キヨッサン

大阪市中央区 お好み焼き屋 くいしんぼ本店

大阪市中央区 お好み焼き屋 ちゃばな　天満橋OMMビル店

大阪市中央区 お好み焼き屋 ねぎ焼きMoegi

大阪市中央区 お好み焼き屋 花華

大阪市中央区 お好み焼き屋 雅頌

大阪市中央区 お好み焼き屋 京ちゃばな　南船場店

大阪市中央区 お好み焼き屋 京ちゃばな道頓堀店

大阪市中央区 お好み焼き屋 御好み焼・鉄板焼　トレボン

大阪市中央区 お好み焼き屋 寿々

大阪市中央区 お好み焼き屋 千日前はつせ

大阪市中央区 お好み焼き屋 千房　エレガンス戎橋店

大阪市中央区 お好み焼き屋 鶴橋風月なんば御堂筋グランドビル店

大阪市中央区 お好み焼き屋 鶴橋風月道頓堀戎橋店

大阪市中央区 お好み焼き屋 桃太郎

大阪市中央区 お好み焼き屋 道とん堀　大阪本店

大阪市中央区 お好み焼き屋 福えびす 道頓堀店

大阪市中央区 お好み焼き屋 法善寺横丁やき然

大阪市中央区 お好み焼き屋 法善寺三平

大阪市中央区 お好み焼き屋 味乃家

大阪市中央区 お好み焼き屋 味乃家　二号店

大阪市中央区 お好み焼き鉄板居酒屋 お好み鉄板居酒屋DON

大阪市中央区 お好み焼き鉄板焼き お好み焼き鉄板焼き　きむら

大阪市中央区 お好み焼き店 お好み焼きＡＲＡＫＡ

大阪市中央区 お好み焼き店 お好み焼きARAKA　北浜本店

大阪市中央区 お好み焼き店 お好み焼き道頓堀一明

大阪市中央区 お好み焼き店 たんとと和くら 心斎橋店

大阪市中央区 お好み焼き店 どむす

大阪市中央区 お好み焼き店 錦わらい　道頓堀店

大阪市中央区 お好み焼屋 ぼん繁本店

大阪市中央区 お好み焼屋 千房 エレガンス戎橋店

大阪市中央区 お好み焼屋 名代 JO-TERRACE OSAKA店

大阪市中央区 お好み焼専門店 ゆかり千日前店

大阪市中央区 お好み焼店 お好み焼とんべえ

大阪市中央区 お寿司屋 一心

大阪市中央区 お寿司屋 魚BAR

大阪市中央区 お寿司屋 市場ずし難波店

大阪市中央区 お食事処 お食事処　ほり

大阪市中央区 お食事処 お食事処 愛

大阪市中央区 お惣菜バー 味菜

大阪市中央区 お茶屋 たに川

大阪市中央区 お茶漬け屋 づけづけ

大阪市中央区 お茶漬け専門店 お茶漬け処ひよとこ

大阪市中央区 ガールズバー BAR LA REINE

大阪市中央区 カウンターバー Bar Littletale

大阪市中央区 カウンターバー バー　咲倉

大阪市中央区 カキ小屋 かき小屋ランドリー

大阪市中央区 カクテルバー Bar LEGALISS

大阪市中央区 カクテルバー CINQUECENTO

大阪市中央区 カクテルバー Koreanbarなむる

大阪市中央区 かつどん 法善寺横丁 喝鈍

大阪市中央区 かに料理 かに道楽　中店

大阪市中央区 かに料理 かに道楽　東店

大阪市中央区 かに料理 かに道楽　網元本館

大阪市中央区 かに料理 かに道楽道頓堀本店

大阪市中央区 かに料理 網元別館

大阪市中央区 カフェ amiche
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大阪市中央区 カフェ BASEMENT

大阪市中央区 カフェ BeansCafe & Gallery 片岡

大阪市中央区 カフェ Boo Boo Pink

大阪市中央区 カフェ C Flat

大阪市中央区 カフェ cafe age

大阪市中央区 カフェ cafe Anamune

大阪市中央区 カフェ ＣＡＦＥ　ＡＮＮＯＮ

大阪市中央区 カフェ Cafe CANTEEN

大阪市中央区 カフェ Cafe Orangerie

大阪市中央区 カフェ Cafe 未

大阪市中央区 カフェ cafe&bar ARASICK

大阪市中央区 カフェ CAFFE SOLARE 心斎橋御堂筋店

大阪市中央区 カフェ Coffee Taster HAMAYA

大阪市中央区 カフェ ＣＯＮＴＥ ＆ ＣＯＦＦＥＥｓ

大阪市中央区 カフェ Drink Bar

大阪市中央区 カフェ ＦＡＢＲＩＣＡ

大阪市中央区 カフェ fairy

大阪市中央区 カフェ Fisherman's TACOS

大阪市中央区 カフェ G.R Cafe Terrace 

大阪市中央区 カフェ Glorious Chain Cafe Shinsaibashi

大阪市中央区 カフェ KAILUA HOUSE

大阪市中央区 カフェ kiefel cafe dining　なんなん店

大阪市中央区 カフェ KIEFELCOFFEE1963

大阪市中央区 カフェ KIEFELCOFFEEなんばウォーク

大阪市中央区 カフェ Knopp

大阪市中央区 カフェ Mill Wood Plate Lunch

大阪市中央区 カフェ MOEJOE

大阪市中央区 カフェ parloir_yodoyabashi

大阪市中央区 カフェ PINK KAWAII

大阪市中央区 カフェ PRONTO OBP店

大阪市中央区 カフェ Rcafe

大阪市中央区 カフェ Saturdays NYC Osaka

大阪市中央区 カフェ spectacle_kitahama

大阪市中央区 カフェ TABLES CAFE

大阪市中央区 カフェ VICTORIA 

大阪市中央区 カフェ β・berry cafe

大阪市中央区 カフェ おやつcafe HOLIC

大阪市中央区 カフェ カフェ　コロンビア

大阪市中央区 カフェ カフェ&バー フルール

大阪市中央区 カフェ カフェチャオプレッソ×ピッツァコナ難波駅店

大阪市中央区 カフェ カフェチャオプレッソ淀屋橋店

大阪市中央区 カフェ カフェブレーク　クリスタ長堀店

大阪市中央区 カフェ カフェブレーク　なんばＣＩＴＹ店

大阪市中央区 カフェ カフェブレーク　なんばウォーク店

大阪市中央区 カフェ カフェボヘミア心斎橋

大阪市中央区 カフェ カフェルカ　北浜店

大阪市中央区 カフェ カワラカフェ＆ダイニング

大阪市中央区 カフェ カワラカフェ＆ダイニング心斎橋

大阪市中央区 カフェ グリーンベリーズコーヒー谷町店

大阪市中央区 カフェ サンマルクカフェ南海なんば駅店

大阪市中央区 カフェ シアトルズベストコーヒー　NHK大阪・大阪歴博アトリウム店

大阪市中央区 カフェ しらたま＋

大阪市中央区 カフェ ストリーマーコーヒーカンパニー

大阪市中央区 カフェ トロイメントカフェ

大阪市中央区 カフェ パンケーキカフェmog難波店

大阪市中央区 カフェ ビーハイブホステル＋カフェ

大阪市中央区 カフェ ブライトンベル御堂筋店

大阪市中央区 カフェ ブライトンベル本町通り店

大阪市中央区 カフェ ベラガッタ

大阪市中央区 カフェ ボンジョルネ

大阪市中央区 カフェ ミョンカフェ



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市中央区 カフェ ミルクカフェ

大阪市中央区 カフェ リュミカフェ

大阪市中央区 カフェ ルイジアナ　カフェ

大阪市中央区 カフェ 一汁六菜カフェ

大阪市中央区 カフェ 喫茶とお酒ちづ

大阪市中央区 カフェ 空色COLOR

大阪市中央区 カフェ 小動物カフェ　ロックスター

大阪市中央区 カフェ 星乃珈琲店　なんば千日前店

大阪市中央区 カフェ 煎カフェ

大阪市中央区 カフェ 和カフェyusoshi chano-maなんば

大阪市中央区 カフェ 和みのカフェ一蓮

大阪市中央区 カフェ　バー cafe LOOPY 

大阪市中央区 カフェ&ダーツ ハローズ

大阪市中央区 カフェ＆ダイニング REVARTI

大阪市中央区 カフェ＆バー Bar blanche 

大阪市中央区 カフェ&バー C.S.B

大阪市中央区 カフェ&バー Cafe&Bar Daisy

大阪市中央区 カフェ＆バー Cafe&Bar　KENWEST

大阪市中央区 カフェ&バー Cure

大阪市中央区 カフェ＆バー TONBORI BASE cafe＆info

大阪市中央区 カフェ&バー グミチョコレートパイン

大阪市中央区 カフェ&バー サブカルバー　FAVO

大阪市中央区 カフェ＆バー 近江榮

大阪市中央区 カフェ＆バー ・　スクーバダイビングスクール Cafe＆Bar  Pua MOANA ・DIVING SCHOOL  Legion Etranjere

大阪市中央区 カフェ、カラオケバー COLZA

大阪市中央区 カフェ、バー プロント　なんばスカイオ店

大阪市中央区 カフェ、バー プロント安土町店

大阪市中央区 カフェ、レストラン ガンダムカフェ　大阪道頓堀店

大阪市中央区 カフェ、喫茶 ASAKARA GOOD STORE

大阪市中央区 カフェ・バー ヘミングウェイ

大阪市中央区 カフェ・レストラン le cafe V

大阪市中央区 カフェ・居酒屋 cafe&dining sakura

大阪市中央区 カフェBAR ボンジョルネ

大阪市中央区 カフェー ＣＯＬＯＲ

大阪市中央区 カフェダイニング ＆Island

大阪市中央区 カフェダイニング ブライトンベル

大阪市中央区 カフェバー Backstage Osaka Hostel & Bar 

大阪市中央区 カフェバー Bar Jazz

大阪市中央区 カフェバー BASSO CAFE

大阪市中央区 カフェバー Cafe&Bar RocknRolla

大阪市中央区 カフェバー Coffee チューリップ

大阪市中央区 カフェバー DartsBar Famous 

大阪市中央区 カフェバー DOTON CAFE

大阪市中央区 カフェバー LAMP

大阪市中央区 カフェバー ＭＡＬＩＢＵ

大阪市中央区 カフェバー Seeadler～海鷲～

大阪市中央区 カフェバー SouthWind

大阪市中央区 カフェバー カフェバーエニシア

大阪市中央区 カフェバー きゅあてん

大阪市中央区 カフェバー サクラノマ

大阪市中央区 カフェバー シガーカフェKa?itaカシータ

大阪市中央区 カフェバー のえるぱん

大阪市中央区 カフェバー ハチマル

大阪市中央区 カフェバー プロント東本町店

大阪市中央区 カフェバー プロント本町店

大阪市中央区 カフェバー もこまほ

大阪市中央区 カフェバー 阪町哀歌

大阪市中央区 カフェバー 福田屋珈琲店

大阪市中央区 カフェバー 洋酒処浜

大阪市中央区 カフェバー 立ち飲みヨーヨー

大阪市中央区 カフェバー 林檎と蜜柑
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大阪市中央区 カフェバーラウンジ かし尾

大阪市中央区 カフェレストラン TUFFE terrace eat

大阪市中央区 カフェレストラン YUP!NOP! RIVERSIDE DINER

大阪市中央区 かやくご飯専門店 大黒

大阪市中央区 カラオクスナック ラウンジ　マイン

大阪市中央区 カラオケ H?usky 

大阪市中央区 カラオケ JOYSOUNDなんば戎橋店

大阪市中央区 カラオケ JOYSOUND道頓堀2丁目店

大阪市中央区 カラオケ noomo

大阪市中央区 カラオケ オーロラ

大阪市中央区 カラオケ カフェバーレイズ

大阪市中央区 カラオケ カラオケ館  大阪千日前店

大阪市中央区 カラオケ カラオケ館　なんば戎橋本店

大阪市中央区 カラオケ コート・ダジュール戎橋本店

大阪市中央区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　女子カラ千日前店

大阪市中央区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　心斎橋3号店

大阪市中央区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　西心斎橋店

大阪市中央区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　千日前3号店

大阪市中央区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　道頓堀店

大阪市中央区 カラオケ スナックなつみ

大阪市中央区 カラオケ ビッグエコー西日本店（仮）

大阪市中央区 カラオケ　BAR エンタメパリス

大阪市中央区 カラオケ、ダーツバー Amusement Bar Dragon

大阪市中央区 カラオケBar Bar Anry

大阪市中央区 カラオケBAR UKKARI BAR

大阪市中央区 カラオケBar Virgin  Moon 

大阪市中央区 カラオケクラブ members CHOICE

大阪市中央区 カラオケサロン バー　アーゴ

大阪市中央区 カラオケスナック GAN×2

大阪市中央区 カラオケスナック Iwasaki

大阪市中央区 カラオケスナック KARAOKE BAR BEST カラオケバーベスト

大阪市中央区 カラオケスナック Karin

大阪市中央区 カラオケスナック MOMONOKI

大阪市中央区 カラオケスナック NaNaやまなか

大阪市中央区 カラオケスナック SHAO！

大阪市中央区 カラオケスナック Sky

大阪市中央区 カラオケスナック Up　Beat

大阪市中央区 カラオケスナック vivre

大阪市中央区 カラオケスナック Yokoso!かあさんのみせ

大阪市中央区 カラオケスナック ウイスキー＆ミュージック拓郎

大阪市中央区 カラオケスナック カラオケスナック　mee

大阪市中央区 カラオケスナック カラオケスナック夢燕

大阪市中央区 カラオケスナック ガンガン

大阪市中央区 カラオケスナック ストリーム

大阪市中央区 カラオケスナック スナック　花水木

大阪市中央区 カラオケスナック スナックキング

大阪市中央区 カラオケスナック スナック梅村

大阪市中央区 カラオケスナック ツィンクル

大阪市中央区 カラオケスナック マダム麗子178

大阪市中央区 カラオケスナック メンバーズあん

大阪市中央区 カラオケスナック るびぃ

大阪市中央区 カラオケスナック 愛らんど

大阪市中央区 カラオケスナック 釜　山

大阪市中央区 カラオケスナック 桜Bloom

大阪市中央区 カラオケスナック 薩摩

大阪市中央区 カラオケスナック 三千院

大阪市中央区 カラオケスナック 酒咲倶楽部しゃらのき

大阪市中央区 カラオケスナック 都の樹

大阪市中央区 カラオケスナック 法善寺 京子

大阪市中央区 カラオケスペース メビウス

大阪市中央区 カラオケダーツバー ＣＵＲＵＣＵＲＵ
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大阪市中央区 カラオケバー AGALTA

大阪市中央区 カラオケバー BAR  Whity

大阪市中央区 カラオケバー bar AZABU

大阪市中央区 カラオケバー Bar GOLD

大阪市中央区 カラオケバー BAR KARAOKE Best カラオケ バー ベスト　

大阪市中央区 カラオケバー BAR Orbit

大阪市中央区 カラオケバー BAR UNICORN

大阪市中央区 カラオケバー BAR Whity

大阪市中央区 カラオケバー Bar トレイシー

大阪市中央区 カラオケバー BarCrimson

大阪市中央区 カラオケバー BarGOLD

大阪市中央区 カラオケバー ＣＲＥＷｂａｒ

大阪市中央区 カラオケバー GREEN

大阪市中央区 カラオケバー Home Party

大阪市中央区 カラオケバー KARAOKE BAR K2

大阪市中央区 カラオケバー Liashia

大阪市中央区 カラオケバー Member's 藤井

大阪市中央区 カラオケバー metoo

大阪市中央区 カラオケバー MoonShine

大阪市中央区 カラオケバー OLD ROOKIES

大阪市中央区 カラオケバー P’Kas bar

大阪市中央区 カラオケバー Show Dou

大阪市中央区 カラオケバー Suica

大阪市中央区 カラオケバー Sun-Q LABO

大阪市中央区 カラオケバー SUPER POSITIVE BAR

大阪市中央区 カラオケバー The Drunken Clam 

大阪市中央区 カラオケバー tsuide

大阪市中央区 カラオケバー WAX69

大阪市中央区 カラオケバー YES

大阪市中央区 カラオケバー YOUーMIN

大阪市中央区 カラオケバー アボンド

大阪市中央区 カラオケバー アルテミス

大阪市中央区 カラオケバー カラオケ clubhouse 

大阪市中央区 カラオケバー カラオケ　ソウル

大阪市中央区 カラオケバー カラオケBARとまと?

大阪市中央区 カラオケバー カラオケバー　ファジー

大阪市中央区 カラオケバー カラオケバー奏

大阪市中央区 カラオケバー くじゃくくらぶ

大阪市中央区 カラオケバー じゃじー

大阪市中央区 カラオケバー じゃむ男

大阪市中央区 カラオケバー パープルガーデン

大阪市中央区 カラオケバー ピンクのとなり

大阪市中央区 カラオケバー ぽっぷこ～ん

大阪市中央区 カラオケバー マイクマン

大阪市中央区 カラオケバー 音iro

大阪市中央区 カラオケバー 気分上々

大阪市中央区 カラオケバー 輝らり 

大阪市中央区 カラオケバー 倶楽部チェルシー

大阪市中央区 カラオケバー 硬貨酒Bar ぷ～2

大阪市中央区 カラオケバー 今時人

大阪市中央区 カラオケバー 酒とカラオケとおばんざいnoomo

大阪市中央区 カラオケバー 酒の子ルンルン

大阪市中央区 カラオケバー 蔵　タンバリン

大阪市中央区 カラオケバー 浪漫地区

大阪市中央区 カラオケバーベスト カラオケバーベスト

大阪市中央区 カラオケハウス Lucky Charm 

大阪市中央区 カラオケパブ TA SK

大阪市中央区 カラオケパブ あさりとしじみちゃん

大阪市中央区 カラオケライブバー Cassie's

大阪市中央区 カラオケラウンジ ラウンジゆき

大阪市中央区 カラオケレストランバー BAN×KARA ZONE-OS
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大阪市中央区 カラオケ喫茶 BAR hiyori

大阪市中央区 カラオケ喫茶 Lucky Charm

大阪市中央区 カラオケ喫茶 スナック＆バーえまり

大阪市中央区 カラオケ喫茶 バーひより

大阪市中央区 カラオケ喫茶 や ま と

大阪市中央区 カラオケ喫茶 やまと

大阪市中央区 カラオケ喫茶 ラウンジで

大阪市中央区 カラオケ喫茶 ラウンジ凰

大阪市中央区 カラオケ喫茶 愛　サラン

大阪市中央区 カラオケ居酒屋 茜　屋

大阪市中央区 カラオケ居酒屋 大阪 忍者屋敷

大阪市中央区 カラオケ店 ビッグエコー大阪本町店

大阪市中央区 カラオケ店 ビッグエコー本町つるやビル店

大阪市中央区 カラオケ店 ビッグエコー淀屋橋駅前店

大阪市中央区 カレー まんねんカレー

大阪市中央区 カレー 日乃屋カレーなんばウォーク店

大阪市中央区 カレー　バー bar Luz

大阪市中央区 カレー/バー 橋本屋/Thyme

大阪市中央区 カレーショップ マウンテンカレー

大阪市中央区 カレーダイニング、バー AhM 

大阪市中央区 カレーバー Geronimo curry 

大阪市中央区 カレーハウス Spice house カリーノアトリエ

大阪市中央区 カレーハウス カレーハウスインディー　　　　マウンテンカレー

大阪市中央区 カレーハウス ヨツバカリー　谷町店

大阪市中央区 カレーハウス ヨツバカリー　本町店

大阪市中央区 カレーライス屋 カレーライスの印度屋　森ノ宮店

大阪市中央区 カレー屋 BAGAWAAN CURRY

大阪市中央区 カレー屋 GAGA

大阪市中央区 カレー屋 かつかつカレー８８８　北浜店

大阪市中央区 カレー屋 カフェ&カレー　ボタ

大阪市中央区 カレー屋 キーマカレー専門店キーマン

大阪市中央区 カレー屋 ピッコロJR大阪駅店

大阪市中央区 カレー屋 マドラスカレー千日前店

大阪市中央区 カレー屋 らんらんるー

大阪市中央区 カレー屋 天馬　NAMBAなんなん店

大阪市中央区 カレー屋 北浜　丁子

大阪市中央区 カレー屋 薬膳カレーの店アーリオ・オーリオ

大阪市中央区 カレー居酒屋 TWOSAMSUP

大阪市中央区 カレー専門店 カレーハウス　インディー

大阪市中央区 カレー店 barefoot curry

大阪市中央区 カレー店 Dish curry&relish

大阪市中央区 カレー店 サンマルコ　なんばウォーク店

大阪市中央区 カレー店、居酒屋 どば屋/カレイヤー

大阪市中央区 キャバクラ CA

大阪市中央区 キャバクラ CARTIER

大阪市中央区 キャバクラ chaussure

大阪市中央区 キャバクラ chaussure Annex

大阪市中央区 キャバクラ chaussure HALE

大阪市中央区 キャバクラ CLUB  Neptune

大阪市中央区 キャバクラ CLUB  Ｐartheno

大阪市中央区 キャバクラ CLUB  華門

大阪市中央区 キャバクラ club Empress MINAMI

大阪市中央区 キャバクラ CLUB ONE CHANミナミ

大阪市中央区 キャバクラ Gold Style

大阪市中央区 キャバクラ IRIS

大阪市中央区 キャバクラ MONE OSAKA

大阪市中央区 キャバクラ Ｐartheno

大阪市中央区 キャバクラ 彩月

大阪市中央区 キャバクラ 旬響～おと～

大阪市中央区 キャバクラ 朝キャバ SPACE

大阪市中央区 キャバレークラブ クラブハロウィン
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大阪市中央区 ぎょうざ屋 ぎょうざ専門店２号店

大阪市中央区 ぎょうざ専門店 ぎょうざ処だいきち

大阪市中央区 ぎょうざ専門店 手作り創作餃子庵　あ！！

大阪市中央区 クラブ Centro

大阪市中央区 クラブ club miki

大阪市中央区 クラブ CLUB ORIONE

大阪市中央区 クラブ CLUB よし田

大阪市中央区 クラブ CLUB　山口

大阪市中央区 クラブ member's永遠

大阪市中央区 クラブ Sam&Dave One

大阪市中央区 クラブ オズ グランデ

大阪市中央区 クラブ クラブ　LHOTSE

大阪市中央区 クラブ クラブ　イエン

大阪市中央区 クラブ クラブ　ミスティー

大阪市中央区 クラブ クラブ・ピアノ

大阪市中央区 クラブ 卑弥呼

大阪市中央区 クラブ ラウンジ Club Seasons

大阪市中央区 クラブ、ライブハウス TRIANGLE OSAKA

大阪市中央区 クラフトビアバル カフェ&ビア あるか→アるか

大阪市中央区 クラフトビール屋 スタンドうみねこ

大阪市中央区 クラフトビール屋 スタンドうみねこ　はなれ

大阪市中央区 クラフトビール店 クラフトビールW＆W　なんば千日前店

大阪市中央区 クリスピーチキン専門店 クリスピーチキンアンドトマト宗右衛門町店

大阪市中央区 クレープ屋 crepe aimer

大阪市中央区 クレープ店 ディッパーダンなんばウォーク

大阪市中央区 クレープ店 ディッパーダン心斎橋オーパ

大阪市中央区 クレープ販売店 囲茂庵

大阪市中央区 ゲイバー おしゃべりブタ野郎難波2号店

大阪市中央区 ケーキ屋 グリーンパブロ　なんばCITY店

大阪市中央区 ケーキ屋 デリスタルト&カフェ大丸心斎橋店

大阪市中央区 ケーキ屋 菓子工房yamaoガナッシュ船場店

大阪市中央区 ケータリング Brush

大阪市中央区 ゲームバー #ゲームバーCUBE

大阪市中央区 コーヒー専門店 Ｃｈｏｕ　Ｃｈｏｕ

大阪市中央区 コーヒー専門店 ＣＨＵＣＨＵ

大阪市中央区 コーヒー専門店 アラビヤコーヒー

大阪市中央区 コラボカフェ THE GUEST cafe&diner 大阪

大阪市中央区 ご飯屋 若さ美　カラダに優しいごはん家　?WASABI?

大阪市中央区 ご飯屋さん ご飯屋がっちゃん

大阪市中央区 サウンドバー かくれあわび

大阪市中央区 サロンバー SALONBAR・NERO

大阪市中央区 サンドイッチ 北浜サンド　アップリケ

大阪市中央区 サンドイッチ喫茶店 サンドイッチ・珈琲　おいで

大阪市中央区 サンドイッチ専門店 Dali　Toast&Sand Delicatessen

大阪市中央区 サンドイッチ店 心斎橋サンド

大阪市中央区 サンドウィッチ専門店 ばんざい亭

大阪市中央区 シガーカフェ シガーカフェカシータ

大阪市中央区 シガーバー スーペルノーバ淀屋橋店

大阪市中央区 ジャズバー COMODO bar with jazz

大阪市中央区 ジャズ喫茶　ライブハウス SUB.

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ しゃぶしゃぶハーブの子豚

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ しゃぶ笑

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ しゃぶ葉　キュープラザ心斎橋

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ なにわ懐石しゃぶしゃぶ久壷庵

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ、すき焼き店 しゃぶ陣

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ/すき焼き食べ放題 但馬屋  なんばCITY店

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店 古都家

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ屋 しゃぶＫＡＺＺ

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ屋 しゃぶしゃぶすきやき個室ダイニング天空道頓堀店

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ屋 しゃぶしゃぶ豚々

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ屋 しゃぶ長
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大阪市中央区 しゃぶしゃぶ屋 しゃぶ亭心斎橋店

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ屋 みにしゃぶひょうたん

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ屋 温野菜　上本町店

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ屋 豚しゃぶたなか

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ屋 肉鍋飛鳥

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ屋 和牛・黒豚だししゃぶと肴　やはね

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ専門店 しゃぶしゃぶ温野菜　心斎橋店

大阪市中央区 しゃぶしゃぶ店 しゃぶ亭 なんば千日前店

大阪市中央区 ジューススタンド ジューサーバーパナンテ京阪天満橋店

大阪市中央区 ジューススタンド ジューサーバー淀屋橋店

大阪市中央区 シュラスコ専門店 バルバッコア心斎橋店

大阪市中央区 ショーハウス 冗談酒場 

大阪市中央区 ショーパブ BAMBOO

大阪市中央区 ショーパブ BAMBOO HOUSE

大阪市中央区 ショーパブ バーレスク

大阪市中央区 ショーパブ ベティのマヨネーズ

大阪市中央区 ショーパブ マエダデラックス

大阪市中央区 ショーパブ パブ  フラッシュ

大阪市中央区 ショット バー SHOT BAR  Argo.ARGUS.Aries

大阪市中央区 ショット バー プレミアム ショット バー KO MA CHI

大阪市中央区 ショットBAR AC

大阪市中央区 ショットBar Matey

大阪市中央区 ショットバー 2ND.LAB.うちん家

大阪市中央区 ショットバー at home Bar  Riku

大阪市中央区 ショットバー BA3

大阪市中央区 ショットバー Bar   ky's

大阪市中央区 ショットバー BAR AQUAVIT

大阪市中央区 ショットバー Bar Azeet

大阪市中央区 ショットバー bar BAROQUE 心斎橋

大阪市中央区 ショットバー Bar fifty@fifty

大阪市中央区 ショットバー Bar Gnarly Days

大阪市中央区 ショットバー BAR HOMIE second

大阪市中央区 ショットバー BAR HOMIE secret base

大阪市中央区 ショットバー Bar Lady`s Shot　堺筋本町店

大阪市中央区 ショットバー Bar Lady`s Shot　天満橋店

大阪市中央区 ショットバー BAR Luna Patio

大阪市中央区 ショットバー Bar MoRiya

大阪市中央区 ショットバー BAR PREGO

大阪市中央区 ショットバー bar Puente

大阪市中央区 ショットバー Bar REDD HOTT

大阪市中央区 ショットバー Bar S.D.D

大阪市中央区 ショットバー Bar will

大阪市中央区 ショットバー Ｂａｒ　ＷＩＬＬＩＡＭＳ

大阪市中央区 ショットバー BAR アイトゥーアイ

大阪市中央区 ショットバー barZERO

大阪市中央区 ショットバー BARあるよ

大阪市中央区 ショットバー Bar壱番蔵

大阪市中央区 ショットバー BELTZ

大阪市中央区 ショットバー FAM

大阪市中央区 ショットバー Fiji Bar Osaka

大阪市中央区 ショットバー Gothic Cafe & Bar Cantarella

大阪市中央区 ショットバー HIGH LAND'S

大阪市中央区 ショットバー JUST A LITTLE bit 東店

大阪市中央区 ショットバー KI-KU

大阪市中央区 ショットバー Lee's Bar

大阪市中央区 ショットバー LUCIDA

大阪市中央区 ショットバー Nexus

大阪市中央区 ショットバー Nuts

大阪市中央区 ショットバー PARTY SPACE ROYAL

大阪市中央区 ショットバー PreClo

大阪市中央区 ショットバー SHOT BAR ADELANTE
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大阪市中央区 ショットバー Shot Bar B.B.B

大阪市中央区 ショットバー ShotBar  Mitte 

大阪市中央区 ショットバー ShotBar K/T

大阪市中央区 ショットバー SUNS

大阪市中央区 ショットバー TOーRU  BAR

大阪市中央区 ショットバー Win'Ⅱ

大阪市中央区 ショットバー オオノ屋

大阪市中央区 ショットバー スランジバー

大阪市中央区 ショットバー せぷてんBar

大阪市中央区 ショットバー バータカザト

大阪市中央区 ショットバー バータカヤマ

大阪市中央区 ショットバー バーハイブリッジ

大阪市中央区 ショットバー フィメール・フィメール・メール

大阪市中央区 ショットバー ブルーラグーン

大阪市中央区 ショットバー みまた

大阪市中央区 ショットバー 東心斎橋BarB-TRIP

大阪市中央区 ショットバー 洋酒バーえびす堂

大阪市中央区 スイーツ POPCORN PAPA 玉造店

大阪市中央区 スウィーツ店 高級生クリームAnnin

大阪市中央区 すき焼き・しゃぶしゃぶ 本　せきぐち

大阪市中央区 すき焼き屋 すきやき壱番　日本橋店

大阪市中央区 すき焼き屋 すき焼き壱番　心斎橋

大阪市中央区 すき焼き専門店 北むら

大阪市中央区 すき焼しゃぶしゃぶ すき焼しゃぶしゃぶ　藤尾　ホテルニューオオタニ大阪店　

大阪市中央区 すき焼料理店 やわらか　法善寺店

大阪市中央区 すし まぐろ一徹　千日前店

大阪市中央区 すし 鮨割烹ふくおか

大阪市中央区 すし屋 すしはな

大阪市中央区 すし屋 すし処　錦

大阪市中央区 すし屋 すし処 智

大阪市中央区 すし屋 すし政

大阪市中央区 すし屋 すし忠

大阪市中央区 すし屋 すし萬　大丸心斎橋店

大阪市中央区 すし屋 すし萬　大丸心斎橋店10階

大阪市中央区 すし屋 すし萬　難波髙島屋店

大阪市中央区 すし屋 夜あけ寿司

大阪市中央区 すし屋 鮨そういち

大阪市中央区 すし割烹 すし割烹　神代

大阪市中央区 すし店 ときすし

大阪市中央区 すし店 ときすし　センター

大阪市中央区 すし店 ときすし　はなれ店

大阪市中央区 すし店 鼓太郎

大阪市中央区 すし店 東心斎橋　ときすし

大阪市中央区 すし店 美家古すし

大阪市中央区 スタンディングバー WALKERs BAR

大阪市中央区 スタンディングバー スイッチバー西心斎橋店

大阪市中央区 スタンディングバー スイッチバー東心斎橋店

大阪市中央区 すっぽん料理 丸元

大阪市中央区 ステーキ ０℃熟成ステーキ本店

大阪市中央区 ステーキ ステーキ　主人公

大阪市中央区 ステーキ、ハンバーグ 大阪ステーキ　かうぼーい

大阪市中央区 ステーキ・鉄板焼 ステーキ・鉄板焼　素敵館

大阪市中央区 ステーキ・鉄板焼店 鉄板料理工房ブォナージョ

大阪市中央区 ステーキハウス LEVEL ONE

大阪市中央区 ステーキハウス ＬＥＶＥＬ　ＯＮＥ

大阪市中央区 ステーキハウス Ｓｔｅａｋｈｏｕｓｅよし田

大阪市中央区 ステーキハウス ステーキ＆ワイン　オクソン

大阪市中央区 ステーキハウス ステーキさくら道頓堀ＷＥＳＴ

大阪市中央区 ステーキハウス ステーキハウスもり川

大阪市中央区 ステーキハウス すてーきはうす寿々

大阪市中央区 ステーキハウス ステーキミハラ
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大阪市中央区 ステーキハウス 岸上

大阪市中央区 ステーキハウス 四季の味

大阪市中央区 ステーキハウス 神戸ステーキＡ－１大阪南店

大阪市中央区 ステーキハウス 神戸牛すてーき健

大阪市中央区 ステーキハウス 和ノ宮なんばオリエンタルホテル店

大阪市中央区 ステーキハウス 道頓堀 鉄板ステーキ　豊島家

大阪市中央区 ステーキレストラン いきなりステーキ法善寺店

大阪市中央区 スナック 24区

大阪市中央区 スナック 7e.

大阪市中央区 スナック again

大阪市中央区 スナック Air

大阪市中央区 スナック AKI

大阪市中央区 スナック Ange

大阪市中央区 スナック ARI

大阪市中央区 スナック Ariel

大阪市中央区 スナック Attirant

大阪市中央区 スナック B

大阪市中央区 スナック bar&snack パイルダーオン

大阪市中央区 スナック BeBe

大阪市中央区 スナック BELINDA

大阪市中央区 スナック Bell

大阪市中央区 スナック Bigマーメイド

大阪市中央区 スナック bitter sweet

大阪市中央区 スナック Bloom ブルーム

大阪市中央区 スナック Ｂlue

大阪市中央区 スナック BoB

大阪市中央区 スナック ＢＯＢ

大阪市中央区 スナック Bon Dieu

大阪市中央区 スナック BOON

大阪市中央区 スナック BRAND

大阪市中央区 スナック candy

大阪市中央区 スナック Casablanca

大阪市中央区 スナック CAVALLO

大阪市中央区 スナック char

大阪市中央区 スナック Ciel

大阪市中央区 スナック CIMA

大阪市中央区 スナック Clear

大阪市中央区 スナック Conti

大阪市中央区 スナック Dick （ディック）

大阪市中央区 スナック DING DONG

大阪市中央区 スナック Dion

大阪市中央区 スナック DIVERSION

大阪市中央区 スナック Dream ＆ Dream

大阪市中央区 スナック Duex

大阪市中央区 スナック ｅＮ．

大阪市中央区 スナック Estrella 　kana

大阪市中央区 スナック Estrella　kana

大阪市中央区 スナック Exceed

大阪市中央区 スナック Fairy

大阪市中央区 スナック Familiar

大阪市中央区 スナック Ｆｏｒｅｖｅｒ

大阪市中央区 スナック GIVE

大阪市中央区 スナック GOLD 

大阪市中央区 スナック GOSSIP

大阪市中央区 スナック Hana2

大阪市中央区 スナック HANITORA

大阪市中央区 スナック Haraly

大阪市中央区 スナック Inacheve

大阪市中央区 スナック ＪＡＰ倶楽部

大阪市中央区 スナック Jasmine

大阪市中央区 スナック Jazza
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大阪市中央区 スナック Jewel

大阪市中央区 スナック juju

大阪市中央区 スナック jun

大阪市中央区 スナック June

大阪市中央区 スナック KOBAKO

大阪市中央区 スナック L a・オルゴール

大阪市中央区 スナック L iving  まき

大阪市中央区 スナック Lacavallo

大阪市中央区 スナック Laugh

大阪市中央区 スナック Lazuli

大阪市中央区 スナック Le　coeur

大阪市中央区 スナック Ｌｅ．ｌｉｅｎ

大阪市中央区 スナック Ｌｅ・lien(ル・リアン）

大阪市中央区 スナック Ｌｅａ　ｆｕｌ

大阪市中央区 スナック Legiond'honneur

大阪市中央区 スナック Libra

大阪市中央区 スナック LILA

大阪市中央区 スナック Link Link

大阪市中央区 スナック Lotus

大阪市中央区 スナック Lounge  With 

大阪市中央区 スナック Lounge Lian

大阪市中央区 スナック Luna

大阪市中央区 スナック majo

大阪市中央区 スナック MARS

大阪市中央区 スナック Maybe...13

大阪市中央区 スナック MELROSE

大阪市中央区 スナック Ｍember 's m

大阪市中央区 スナック Member’ｓ　Emi

大阪市中央区 スナック member’s　Jemelli

大阪市中央区 スナック Ｍembers  Ｊun

大阪市中央区 スナック Members  Ｊun

大阪市中央区 スナック member's  rupo

大阪市中央区 スナック MEMBER'S　Ｎａｔｓｕｋｉ

大阪市中央区 スナック member's Sepia

大阪市中央区 スナック members snack T

大阪市中央区 スナック MEMBER'S　酒肆　小澤

大阪市中央区 スナック Ｍenbers  Ｊun

大阪市中央区 スナック menber's suppin

大阪市中央区 スナック ＭＩCＫＥＹ,ＢＡＲ

大阪市中央区 スナック MINA

大阪市中央区 スナック mix

大阪市中央区 スナック moitie

大阪市中央区 スナック Mr HONDA

大阪市中央区 スナック Ｍｒ ＨＯＮＤＡ

大阪市中央区 スナック MUSTANGスナック

大阪市中央区 スナック NANAIRO

大阪市中央区 スナック Nao's

大阪市中央区 スナック ｎｅｖｅ

大阪市中央区 スナック NEW GOLD

大阪市中央区 スナック New Moon

大阪市中央区 スナック OTTO

大阪市中央区 スナック OWL

大阪市中央区 スナック Palette

大阪市中央区 スナック PASCAL

大阪市中央区 スナック Peace！

大阪市中央区 スナック Pearl

大阪市中央区 スナック petit pas  プティパ

大阪市中央区 スナック player

大阪市中央区 スナック Poco a Poco

大阪市中央区 スナック POPCORN

大阪市中央区 スナック puramu
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大阪市中央区 スナック PURPLE

大阪市中央区 スナック raccoon

大阪市中央区 スナック RainyPearl

大阪市中央区 スナック Re:

大阪市中央区 スナック Reve

大阪市中央区 スナック Rinka

大阪市中央区 スナック rose

大阪市中央区 スナック ROSSO

大阪市中央区 スナック Saki

大阪市中央区 スナック Salon

大阪市中央区 スナック Salon de La-Vie

大阪市中央区 スナック Salon de Lien

大阪市中央区 スナック ＳＡＴＳＵＫＩ

大阪市中央区 スナック SEVEN

大阪市中央区 スナック Shiyan

大阪市中央区 スナック Sky

大阪市中央区 スナック SNACK  はる菜

大阪市中央区 スナック snack bar さくらんぼ

大阪市中央区 スナック Snack Bee

大阪市中央区 スナック Snack S

大阪市中央区 スナック SNACK サラン

大阪市中央区 スナック snack咲

大阪市中央区 スナック SOUND SPOT ひまつぶし

大阪市中央区 スナック Succubus

大阪市中央区 スナック ＳＵＫ

大阪市中央区 スナック Talisman  No.1

大阪市中央区 スナック The Dolphins bar

大阪市中央区 スナック to  you

大阪市中央区 スナック Tomo

大阪市中央区 スナック Tpoint

大阪市中央区 スナック Treotto38

大阪市中央区 スナック ＴＲＥＳＯＲ

大阪市中央区 スナック Tsukiyomi

大阪市中央区 スナック U,Mag.レノン

大阪市中央区 スナック VEGA

大阪市中央区 スナック View

大阪市中央区 スナック Vintage

大阪市中央区 スナック VIVA

大阪市中央区 スナック WARAKU

大阪市中央区 スナック Water front

大阪市中央区 スナック white～

大阪市中央区 スナック WISH

大阪市中央区 スナック With（ウィズ）

大阪市中央区 スナック Xieシエ

大阪市中央区 スナック YOU-MIN

大阪市中央区 スナック you遊

大阪市中央区 スナック Yuki

大阪市中央区 スナック アース

大阪市中央区 スナック あいはら

大阪市中央区 スナック アウール

大阪市中央区 スナック アカネ

大阪市中央区 スナック あげは

大阪市中央区 スナック アドファースト

大阪市中央区 スナック アミ

大阪市中央区 スナック アモーレ

大阪市中央区 スナック あやや

大阪市中央区 スナック アリエル

大阪市中央区 スナック アルバ

大阪市中央区 スナック アンコール

大阪市中央区 スナック いずみ

大阪市中央区 スナック うらら
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大阪市中央区 スナック えびす

大阪市中央区 スナック エフティー

大阪市中央区 スナック エミ

大阪市中央区 スナック エル モンテ

大阪市中央区 スナック エルベ

大阪市中央区 スナック おうちごはんすなっく あろえ

大阪市中央区 スナック おーぷんはうす

大阪市中央区 スナック オリーブ

大阪市中央区 スナック カサブランカ

大阪市中央区 スナック がちゃんこ

大阪市中央区 スナック カントリーハウス

大阪市中央区 スナック カンファレンスルームVivi

大阪市中央区 スナック キーストン

大阪市中央区 スナック キィハンター

大阪市中央区 スナック キーボード

大阪市中央区 スナック きっちんすなっく　みっちゃん

大阪市中央区 スナック キ－ボ－ド

大阪市中央区 スナック キャラバン

大阪市中央区 スナック きゅらむん

大阪市中央区 スナック くみ

大阪市中央区 スナック クラシック

大阪市中央区 スナック グラスワン

大阪市中央区 スナック クラバック　りゅう

大阪市中央区 スナック クレア

大阪市中央区 スナック クレイジュ

大阪市中央区 スナック くろぶた

大阪市中央区 スナック こはる

大阪市中央区 スナック コフレ

大阪市中央区 スナック コミュニティーゾーン酔巣

大阪市中央区 スナック コロニー

大阪市中央区 スナック ザ・セラーズ南店

大阪市中央区 スナック さかまり。

大阪市中央区 スナック さくら

大阪市中央区 スナック サザン応援店K-club完全会員制

大阪市中央区 スナック さち

大阪市中央区 スナック サングリーン

大阪市中央区 スナック サンユ

大阪市中央区 スナック サンルージュPARTⅢ

大阪市中央区 スナック しま野

大阪市中央区 スナック シャルマン

大阪市中央区 スナック シャレード

大阪市中央区 スナック ジュッテーム

大阪市中央区 スナック ジョーク

大阪市中央区 スナック しるくろーど

大阪市中央区 スナック しるびあ

大阪市中央区 スナック シンバ

大阪市中央区 スナック スタート

大阪市中央区 スナック スナック　　ヒロ

大阪市中央区 スナック スナック　　華

大阪市中央区 スナック スナック  松

大阪市中央区 スナック スナック  鈴

大阪市中央区 スナック スナック　「ＬＯＶＥ ＹＯＵだよ」

大阪市中央区 スナック スナック　Haru

大阪市中央区 スナック スナック　あっちゃん

大阪市中央区 スナック スナック　コネコ

大阪市中央区 スナック スナック こはる

大阪市中央区 スナック スナック　こんぺいとう

大阪市中央区 スナック スナック サ ン ユ

大阪市中央区 スナック スナック　シゲ

大阪市中央区 スナック すなっく　すず

大阪市中央区 スナック スナック　スワン
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大阪市中央区 スナック スナック ｾﾘﾌォス

大阪市中央区 スナック スナック　ダイヤ

大阪市中央区 スナック スナック　たのし美

大阪市中央区 スナック スナック ノム

大阪市中央区 スナック スナック　パブリック

大阪市中央区 スナック スナック　ハル

大阪市中央区 スナック スナック ミント

大阪市中央区 スナック スナック　りさ。

大阪市中央区 スナック スナック　琴

大阪市中央区 スナック スナック　三千院

大阪市中央区 スナック スナック　若草

大阪市中央区 スナック スナック　小糸

大阪市中央区 スナック スナック　道

大阪市中央区 スナック スナック　律

大阪市中央区 スナック スナックMy 舞

大阪市中央区 スナック スナックかおり

大阪市中央区 スナック スナックさやねぇ

大阪市中央区 スナック スナックとんちゃん

大阪市中央区 スナック スナックひとみ

大阪市中央区 スナック スナックフレンド

大阪市中央区 スナック スナックミント

大阪市中央区 スナック スナックユジン

大阪市中央区 スナック すなつくりょう

大阪市中央区 スナック スナック温

大阪市中央区 スナック スナック顔なじみ

大阪市中央区 スナック スナック幸子

大阪市中央区 スナック スナック根っ子

大阪市中央区 スナック スナック彩和

大阪市中央区 スナック スナック三木

大阪市中央区 スナック スナック山本

大阪市中央区 スナック スナック淳

大阪市中央区 スナック スナック青い鳥

大阪市中央区 スナック スナック千葉

大阪市中央区 スナック スナック明

大阪市中央区 スナック スナック由香

大阪市中央区 スナック スナック祐香

大阪市中央区 スナック スナック与太ばなし

大阪市中央区 スナック スナック蘭

大阪市中央区 スナック スナック絆

大阪市中央区 スナック セルフィッシュ

大阪市中央区 スナック たみや

大阪市中央区 スナック ちゃめワン

大阪市中央区 スナック つよがり

大阪市中央区 スナック ディック

大阪市中央区 スナック とっとっと

大阪市中央区 スナック ナイトオールRin

大阪市中央区 スナック なつみ

大阪市中央区 スナック ナナロク

大阪市中央区 スナック なみ

大阪市中央区 スナック なんち

大阪市中央区 スナック ニューカレン

大阪市中央区 スナック ねむはうす

大阪市中央区 スナック ノクターン

大阪市中央区 スナック ハーフムーン

大阪市中央区 スナック バッカス

大阪市中央区 スナック パッシオン

大阪市中央区 スナック パブ ケ・セラ・セラ

大阪市中央区 スナック ハモンドルーム 五郎の店

大阪市中央区 スナック ハロン

大阪市中央区 スナック ビソルシエール

大阪市中央区 スナック ひのき
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大阪市中央区 スナック ひま我り

大阪市中央区 スナック ファイナル

大阪市中央区 スナック フェアリー

大阪市中央区 スナック プティパ

大阪市中央区 スナック プティ佳代

大阪市中央区 スナック ブランド

大阪市中央区 スナック ブランドゥブラン

大阪市中央区 スナック ふらんどる

大阪市中央区 スナック プリエ

大阪市中央区 スナック ブルーメ

大阪市中央区 スナック フルール

大阪市中央区 スナック フルハウス

大阪市中央区 スナック ブレス

大阪市中央区 スナック フレンズ

大阪市中央区 スナック ボニータ

大阪市中央区 スナック ボブ

大阪市中央区 スナック マシェリ

大阪市中央区 スナック マスターズ

大阪市中央区 スナック ませんか

大阪市中央区 スナック マリマリ

大阪市中央区 スナック まりも

大阪市中央区 スナック ミーナ

大阪市中央区 スナック みかづき

大阪市中央区 スナック ミニスポット　セドナ

大阪市中央区 スナック みまさか

大阪市中央区 スナック メンバーズ  舞

大阪市中央区 スナック メンバーズ　でゅーす

大阪市中央区 スナック メンバーズ　ドルチェ

大阪市中央区 スナック メンバーズ　まさかずの店

大阪市中央区 スナック メンバーズ　森山

大阪市中央区 スナック メンバーズ　大和

大阪市中央区 スナック メンバーズ　舞

大阪市中央区 スナック メンバーズ　裕

大阪市中央区 スナック メンバーズPureピュア

大阪市中央区 スナック メンバーズアクアマリン

大阪市中央区 スナック メンバーズいい女

大阪市中央区 スナック メンバーズセシール

大阪市中央区 スナック メンバーズまり

大阪市中央区 スナック メンバーズみさ

大阪市中央区 スナック メンバーズルーム　佐知子

大阪市中央区 スナック メンバーズ喜

大阪市中央区 スナック メンバーｽﾞ生

大阪市中央区 スナック メンバーズ祐

大阪市中央区 スナック メンバーズ凛

大阪市中央区 スナック やすらぎ

大阪市中央区 スナック やまと

大阪市中央区 スナック ユキ

大阪市中央区 スナック ゆきはな

大阪市中央区 スナック ゆず

大阪市中央区 スナック ラヴァンス

大阪市中央区 スナック ラグーナ

大阪市中央区 スナック ラッキー

大阪市中央区 スナック リープ

大阪市中央区 スナック リーベ

大阪市中央区 スナック ルナージュ

大阪市中央区 スナック レモン

大阪市中央区 スナック ローズ

大阪市中央区 スナック 愛

大阪市中央区 スナック 逢

大阪市中央区 スナック 一八(いちや)

大阪市中央区 スナック 縁
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大阪市中央区 スナック 押忍！呑み家　こぱんだ村

大阪市中央区 スナック 歌島

大阪市中央区 スナック 花

大阪市中央区 スナック 華

大阪市中央区 スナック 雅

大阪市中央区 スナック 会員制　蘭姫

大阪市中央区 スナック 街路樹

大阪市中央区 スナック 宮殿

大阪市中央区 スナック 倶楽部　仟

大阪市中央区 スナック 慧

大阪市中央区 スナック 結 The knot

大阪市中央区 スナック 結 Ｔｈｅ Ｋｎｏｔ

大阪市中央区 スナック 月

大阪市中央区 スナック 湖木

大阪市中央区 スナック 香澄

大阪市中央区 スナック 今時人(イマジジン)

大阪市中央区 スナック 咲月

大阪市中央区 すなっく 紫苑

大阪市中央区 スナック 朱里宮

大阪市中央区 スナック 酒場ぽち

大阪市中央区 スナック 酒仙

大阪市中央区 スナック 酒肆よしおか

大阪市中央区 スナック 十六夜の月

大阪市中央区 スナック 柔ちゃん

大阪市中央区 スナック 宵待草

大阪市中央区 スナック 笑

大阪市中央区 スナック 笑楽館

大阪市中央区 スナック 蒼～SORA～

大阪市中央区 スナック 蒼彩

大阪市中央区 スナック 対島

大阪市中央区 スナック 大阪ゆでたまご

大阪市中央区 スナック 知代乃

大阪市中央区 スナック 冬記

大阪市中央区 スナック 同想会

大阪市中央区 スナック 凸凹（decoboco)

大阪市中央区 スナック 奈良屋

大阪市中央区 スナック 那由多

大阪市中央区 スナック 麦太呂

大阪市中央区 スナック 舞洲

大阪市中央区 スナック 楓

大阪市中央区 スナック 福の花

大阪市中央区 スナック 碧

大阪市中央区 スナック 堀井

大阪市中央区 スナック 夢酒房佐倉

大阪市中央区 スナック 木渦

大阪市中央区 スナック 夜上海

大阪市中央区 スナック 友花

大阪市中央区 スナック 蘭棚

大阪市中央区 スナック 梨

大阪市中央区 スナック 里奈

大阪市中央区 スナック 龍

大阪市中央区 スナック 鈴(RIN)

大阪市中央区 スナック 恋瀬

大阪市中央区 スナック 蓮華

大阪市中央区 スナック 和の店

大阪市中央区 スナック 尅也

大阪市中央区 スナック 眞

大阪市中央区 スナック 萬が壱

大阪市中央区 スナック ALLURE

大阪市中央区 スナック　 スナック華

大阪市中央区 スナック  鈴 スナック   鈴
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大阪市中央区 スナック　ラウンジ デジャヴ

大阪市中央区 スナック　ラウンジ メンバーズ　デジャヴ

大阪市中央区 スナック・バー NULL

大阪市中央区 スナック・ラウンジ Dio

大阪市中央区 スナックBAR m o i t i e

大阪市中央区 スナックBAR 瓦町4丁目スナック　MIRA

大阪市中央区 スナックカラオケ ラビアンローズ

大阪市中央区 スナックサンユ スナックサンユ

大阪市中央区 スナックバー candy本町店

大阪市中央区 スナックバー FIVE

大阪市中央区 スナックバー Le coeur

大阪市中央区 スナックバー M☆ready

大阪市中央区 スナックバー OP

大阪市中央区 スナックバー Ｒｏｓａ

大阪市中央区 スナックバー サウスパラダイス

大阪市中央区 スナックバー サントリースナックOP

大阪市中央区 スナックバー チルドレン

大阪市中央区 スナックバー ペーパームーン

大阪市中央区 スナックバー 蓮の華

大阪市中央区 スナック喫茶 スナック英恵

大阪市中央区 スナック業 スナック冬記

大阪市中央区 スパゲッティ屋 先斗入ルなんばウォーク店

大阪市中央区 スパゲッティ専門店 洋麺屋五右衛門NAMBAなんなん店

大阪市中央区 スペインバル SOL

大阪市中央区 スペインバル セルベセリア ルービロポッサ

大阪市中央区 スペインバル 北浜ルンバ

大阪市中央区 スペインレストラン BAR SALUD

大阪市中央区 スペイン料理 co.ワイン

大阪市中央区 スペイン料理店 BAR SALUD

大阪市中央区 スポーツバー Sports Bar LOKAHI

大阪市中央区 スリランカレストラン セイロンカリー

大阪市中央区 セルフうどん はなまるうどんせんば心斎橋筋店

大阪市中央区 セルフうどん はなまるうどん南本町二丁目店

大阪市中央区 セルフうどん はなまるうどん難波なんさん通り店

大阪市中央区 セルフうどん店 はなまるうどん大阪心斎橋店

大阪市中央区 セルフ食堂 心斎橋食堂

大阪市中央区 ぜんざい店 夫婦善哉

大阪市中央区 ソウルバー BAR KAY'S

大阪市中央区 そば・うどん 美々卯　御堂筋店

大阪市中央区 そば屋 つけ鴨そば専門店　〆そば屋

大阪市中央区 そば屋 つけ鴨そば専門店　〆そば屋本店

大阪市中央区 そば屋 蕎麦しゃぶ総本家　浪花そば　なんばダイニングメゾン店

大阪市中央区 そば屋 蕎麦しゃぶ総本家　浪花そば　心斎橋本店

大阪市中央区 そば屋 蕎麦しゃぶ総本家　浪花そば　北浜店

大阪市中央区 そば屋 御岳さん

大阪市中央区 そば屋 出雲そば　マルト

大阪市中央区 そば屋 心斎ばし　浪花そば　ツイン２１店

大阪市中央区 そば屋 土山人　天満橋店

大阪市中央区 そば屋 和そば食堂入福

大阪市中央区 そば店 南海そばなんば２階店

大阪市中央区 そば店 南海そばなんば３階店

大阪市中央区 ダーツカフェ ダーツカフェガーデン心斎橋

大阪市中央区 ダーツバー ANTZ大阪心斎橋店

大阪市中央区 ダーツバー BeeRUSH難波

大阪市中央区 ダーツバー Bee難波

大阪市中央区 ダーツバー ＣＡＦＥ ＢＡＲ ＰＥＡＣＨ

大阪市中央区 ダーツバー Darts bar Flame

大阪市中央区 ダーツバー Dart'sBarS

大阪市中央区 ダーツバー FiveStar

大阪市中央区 ダーツバー Food ＋ Darts BAR BULL

大阪市中央区 ダーツバー One-G
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大阪市中央区 ダーツバー Pool Sept.

大阪市中央区 ダーツバー ダーツ＆スポーツバーDIJEST

大阪市中央区 ダーツバー ダーツ&バー　オニールズ

大阪市中央区 ダーツバー ダーツバーOne-G

大阪市中央区 ダーツ店 バグース心斎橋店

大阪市中央区 ダイナミックキッチン 燦　ＯＢＰツインタワー店

大阪市中央区 ダイニング 酒肆ポンシェビ

大阪市中央区 ダイニング　バー 小川のおかん

大阪市中央区 ダイニング&ミュージック ライブ バー Dining&Music Live Bar ヒア・カムズ・ザ・サン

大阪市中央区 ダイニングBAR Wine&泡-プチダイニング結

大阪市中央区 ダイニングBAR 雪景

大阪市中央区 ダイニングカフェ Diningcafe DAN

大阪市中央区 ダイニングカフェ ダイニングカフェガーデン

大阪市中央区 ダイニングバー ＃the buggy＋シーシャ研究所

大阪市中央区 ダイニングバー 3　2　0　B　A　S　E

大阪市中央区 ダイニングバー 320BASE

大阪市中央区 ダイニングバー ACT（アクト）

大阪市中央区 ダイニングバー Arde Un

大阪市中央区 ダイニングバー BAR  GROTTO

大阪市中央区 ダイニングバー BAR  Y'n

大阪市中央区 ダイニングバー BAR GROTTO

大阪市中央区 ダイニングバー BAR LILAC

大阪市中央区 ダイニングバー Bar Lucia

大阪市中央区 ダイニングバー BAR Nid de Lapin

大阪市中央区 ダイニングバー Bar フルアヘッド!

大阪市中央区 ダイニングバー Bar＆Restaurant  L&L

大阪市中央区 ダイニングバー Brand new lounge tres

大阪市中央区 ダイニングバー casual dining ibiza

大阪市中央区 ダイニングバー Cocktail & Dining ?uns

大阪市中央区 ダイニングバー Cocktail＆Dining　auns

大阪市中央区 ダイニングバー colors...

大阪市中央区 ダイニングバー Daining Bar CHIQUI

大阪市中央区 ダイニングバー Dining bar Bord

大阪市中央区 ダイニングバー Dining bar MWG

大阪市中央区 ダイニングバー Dining Bar Roa.

大阪市中央区 ダイニングバー dining　bar　秋山

大阪市中央区 ダイニングバー diningbar HOKOYA

大阪市中央区 ダイニングバー Dinning Bar TUBAME

大阪市中央区 ダイニングバー DotonboriRiversideWonderpub

大阪市中央区 ダイニングバー Eight Clover

大阪市中央区 ダイニングバー J BAR

大阪市中央区 ダイニングバー JAPAN

大阪市中央区 ダイニングバー kala

大阪市中央区 ダイニングバー lalala

大阪市中央区 ダイニングバー matsuda

大阪市中央区 ダイニングバー mezon

大阪市中央区 ダイニングバー NOAM

大阪市中央区 ダイニングバー Restaurant Bar Lux-Ria

大阪市中央区 ダイニングバー ribbon DINING BAR

大阪市中央区 ダイニングバー Roamer

大阪市中央区 ダイニングバー sula

大阪市中央区 ダイニングバー SUN

大阪市中央区 ダイニングバー THE SUITE

大阪市中央区 ダイニングバー ties

大阪市中央区 ダイニングバー Wine Dining Quatre

大阪市中央区 ダイニングバー WONDERMENT

大阪市中央区 ダイニングバー バー山田

大阪市中央区 ダイニングバー ピグボッテ北浜店

大阪市中央区 ダイニングバー ブルックリンパーラーOSAKA

大阪市中央区 ダイニングバー らんら屋

大阪市中央区 ダイニングバー 酒肴BAR厳樫
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大阪市中央区 ダイニングバー 上々

大阪市中央区 ダイニングバー 雪京

大阪市中央区 ダイニングバー 肉バルLittle Monkey

大阪市中央区 ダイニングバー 日本酒&ワイン　toi

大阪市中央区 ダイニングバー 菩南座

大阪市中央区 ダイニングラウンジ Le Salon 2100

大阪市中央区 ダイニングレストラン Bar apeaece

大阪市中央区 ダイニングレストラン Light Up Dining Infinity

大阪市中央区 ダイニングレストラン SAFARI

大阪市中央区 ダイニングレストラン 星空キッチン nova

d タイレストラン タイ料理　ファンサパロット

大阪市中央区 タイレストラン チキンワン

大阪市中央区 タイ料理 DEE

大阪市中央区 タイ料理 Thai Food Lounge DEE

大阪市中央区 タイ料理 タイキッチンカオマンガイ

大阪市中央区 タイ料理 チェディルアン淀屋橋

大阪市中央区 タイ料理 マンゴツリーキッチンガパオ心斎橋店

大阪市中央区 タイ料理レストラン Faa Thai

大阪市中央区 タイ料理レストラン TAI THAI＆PAPA

大阪市中央区 タイ料理レストラン TAWAN THAI(タワン　タイ)

大阪市中央区 タイ料理レストラン クンテープ道頓堀本店

大阪市中央区 タイ料理屋 タイ屋台　キョンキョン

大阪市中央区 タイ料理店 クワンチャイ　淀屋橋店

大阪市中央区 タイ料理店 はてな

大阪市中央区 タイ料理店 龍多風亜

大阪市中央区 タコス屋 Tacos Truck

大阪市中央区 タコライス屋 タコライス COMEDOR

大阪市中央区 たこ焼き たこ小町

大阪市中央区 たこ焼き まるたこ

大阪市中央区 たこ焼きバー ぴょん吉

大阪市中央区 たこ焼き屋 SEIDAKO

大阪市中央区 たこ焼き屋 THE KONAMON BAR RIKYU

大阪市中央区 たこ焼き屋 あいうえお

大阪市中央区 たこ焼き屋 あっちち本舗 道頓堀店

大阪市中央区 たこ焼き屋 こなもん天国

大阪市中央区 たこ焼き屋 し奈川

大阪市中央区 たこ焼き屋 タコタコキング　アメリカ村店

大阪市中央区 たこ焼き屋 タコタコキング　三休橋店

大阪市中央区 たこ焼き屋 タコタコキング　周防町本店

大阪市中央区 たこ焼き屋 タコタコキング　出前店

大阪市中央区 たこ焼き屋 たこちゅん

大阪市中央区 たこ焼き屋 たこやき壱番道頓堀本店

大阪市中央区 たこ焼き屋 たこやき座

大阪市中央区 たこ焼き屋 たこ小町

大阪市中央区 たこ焼き屋 たこ焼き　あほや　谷九店

大阪市中央区 たこ焼き屋 たこ焼き　あほや谷九店

大阪市中央区 たこ焼き屋 たこ焼きくぅ　東心斎橋店

大阪市中央区 たこ焼き屋 たこ焼き壱番

大阪市中央区 たこ焼き屋 たこ焼き酒場たこ太　瓦町店

大阪市中央区 たこ焼き屋 たこ焼き酒場たこ太　御堂筋本町店

大阪市中央区 たこ焼き屋 たこ焼き八◯八

大阪市中央区 たこ焼き屋 たこ焼き発祥の店　会津屋　なんばウォーク店

大阪市中央区 たこ焼き屋 たこ焼き発祥の店　会津屋　ナンバ店

大阪市中央区 たこ焼き屋 たこ焼割烹たこ昌　道頓堀本店

大阪市中央区 たこ焼き屋 たこ焼灯

大阪市中央区 たこ焼き屋 たこ焼道楽わなか　アメリカ村

大阪市中央区 たこ焼き屋 たこ焼道楽わなか　なんば店

大阪市中央区 たこ焼き屋 紀州梅河

大阪市中央区 たこ焼き屋 吉たこ produce by たこ焼きブ！

大阪市中央区 たこ焼き屋 元祖　味穂

大阪市中央区 たこ焼き屋 蛸家せんば店
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大阪市中央区 たこ焼き屋 蛸家本店

大阪市中央区 たこ焼き屋 蛸焼　依屋文左衛門

大阪市中央区 たこ焼き屋 蛸也

大阪市中央区 たこ焼き屋 道頓堀　くくる　大丸心斎橋店

大阪市中央区 たこ焼き屋 道頓堀くくるフレスト天満橋店

大阪市中央区 たこ焼き屋 宝や。

大阪市中央区 たこ焼き屋 本家大たこ　道頓堀本店

大阪市中央区 たこ焼き屋、居酒屋 鰻谷 蛸にし家

大阪市中央区 たこ焼き屋、鉄板焼居酒屋 タコタコキング

大阪市中央区 たこ焼き居酒屋 くう 心斎橋本店

大阪市中央区 たこ焼き居酒屋 たけ坊

大阪市中央区 たこ焼き居酒屋 たこ焼き酒場たこ太　堺筋本町店

大阪市中央区 たこ焼き居酒屋 たこ焼き酒場たこ太　淀屋橋店

大阪市中央区 たこ焼き店 甲賀流　本店

大阪市中央区 たこ焼き等　製造販売 たこ八　道頓堀総本店

大阪市中央区 たこ焼き等　調理販売等 株式会社たこ八

大阪市中央区 たこ焼屋 くれおーる　道頓堀店

大阪市中央区 たこ焼屋 たこ焼道楽わなか　　千日前本店

大阪市中央区 たこ焼屋 たこ焼道楽わなか　アメリカ村店

大阪市中央区 たこ焼屋 たこ焼道楽わなか　黒門市場店

大阪市中央区 たこ焼屋 たこ焼道楽わなか　大阪城公園店

大阪市中央区 たこ焼屋 たこ焼道楽わなか　道頓堀店

大阪市中央区 たこ焼店 道頓堀くくる

大阪市中央区 たこ焼店 道頓堀くくる宗右衛門町店

大阪市中央区 たこ焼店 道頓堀コナモンミュージアム

大阪市中央区 タパス&肉バル BUNNY'S

大阪市中央区 タピオカドリンク HAPPY BALLSタピオカドリンク専門店

大阪市中央区 タピオカ屋 TAPiCi心斎橋店

大阪市中央区 タピオカ専門店 一芳台湾フルーツテイー心斎橋店

大阪市中央区 タピオカ専門店 茶湾CHAWAN

大阪市中央区 タブラオ タブラオ   Mi Vida

大阪市中央区 チャイニーズレストラン 湖陽樹谷町店

大阪市中央区 ちゃんこ鍋屋 ちゃんこ鍋　なかたに

大阪市中央区 チャンポン専門店 イマジンプラス

大阪市中央区 チョコレート屋 エクチュアからほり「蔵」本店

大阪市中央区 チョコレート専門店 カカオティエゴカン 高麗橋本店

大阪市中央区 チョコレート販売及びカフェ マリベル・ザ・ラウンジ 

大阪市中央区 つけ麺屋 帰ってきた宮田麺児

大阪市中央区 ティーサロン ダマンリュミエール　高島屋大阪店

大阪市中央区 テイクアウト専門飲食店 甘熟焼芋　あつ姫

大阪市中央区 てっちり屋 てっちり　ほてい

大阪市中央区 てっちり屋 三ちゃん

大阪市中央区 てっちり専門店 七ふく神

大阪市中央区 ドーナツ＆コーヒー クリスピー・クリーム・ドーナツ北心斎橋店

大阪市中央区 とらふぐ料理専門店 あの時のふぐ、、、ふぐとら

大阪市中央区 ドリンクコーナー いずみホール内バーカウンター

大阪市中央区 ドリンクスタンド CoCo都可　なんばCity店

大阪市中央区 ドリンクスタンド CoCo都可　心斎橋店

大阪市中央区 ドリンク販売 元気堂

大阪市中央区 トルコ料理店 RAKI（楽）BAR

大阪市中央区 とんかつ屋 キムカツ心斎橋店

大阪市中央区 とんかつ屋 キムカツ大阪松竹座店

大阪市中央区 とんかつ屋 とんかつ頑固心斎橋店

大阪市中央区 とんかつ屋 豚晴　なんばウォーク店

大阪市中央区 とんかつ専門店 とんかつ大喜

大阪市中央区 とんかつ店 とんかつKYK　ナンバ店

大阪市中央区 とんかつ店 とんかつKYK　南海店

大阪市中央区 とんかつ店 とんかつとん太天満橋店540

大阪市中央区 どんぶり専門店 カツ丼　天丼のお店　ＫＡＴＳＵＲＩ

大阪市中央区 ナイトクラブ Alli?

大阪市中央区 ナイトクラブ Ambiente
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大阪市中央区 ナイトクラブ Ashida

大阪市中央区 ナイトクラブ ASTERIA

大阪市中央区 ナイトクラブ BUNNY

大阪市中央区 ナイトクラブ CANDY

大阪市中央区 ナイトクラブ CLOUD NINE

大阪市中央区 ナイトクラブ CLUB  BUNNY

大阪市中央区 ナイトクラブ ＣＬＵＢ　ＡＩＲ+　ＨＯＵＳＥ　ＭＩＮＡＭＩ

大阪市中央区 ナイトクラブ CLUB BANNY

大阪市中央区 ナイトクラブ CLUB BUNNY

大阪市中央区 ナイトクラブ club Buzz

大阪市中央区 ナイトクラブ ＣＬＵＢ　ＥＶＥ　ＭＯＴＩＯＮ　ＭＩＮＡＭＩ

大阪市中央区 ナイトクラブ Club lily

大阪市中央区 ナイトクラブ club.ge'la.venus

大阪市中央区 ナイトクラブ Culb ASKIM

大阪市中央区 ナイトクラブ ＥＶＥ　ＭＯＴＩＯＮ　ＭＩＮＡＭＩ

大阪市中央区 ナイトクラブ KUREHA

大阪市中央区 ナイトクラブ ＮＥＷフレンズ

大阪市中央区 ナイトクラブ Night Salon　アイリー

大阪市中央区 ナイトクラブ R・I・P

大阪市中央区 ナイトクラブ ＶＥＮＵＳ

大阪市中央区 ナイトクラブ YOU-STYLE

大阪市中央区 ナイトクラブ ある夜、ビルの片隅で

大阪市中央区 ナイトクラブ エン

大阪市中央区 ナイトクラブ カスティーロ

大阪市中央区 ナイトクラブ キララ

大阪市中央区 ナイトクラブ クラブ99

大阪市中央区 ナイトクラブ クラブ沢

大阪市中央区 ナイトクラブ クラブ由紀

大阪市中央区 ナイトクラブ サロンドMiyu

大阪市中央区 ナイトクラブ ズーミナミ

大阪市中央区 ナイトクラブ スターライト

大阪市中央区 ナイトクラブ ナルシス

大阪市中央区 ナイトクラブ にせん

大阪市中央区 ナイトクラブ ノーブレス

大阪市中央区 ナイトクラブ ビゼ

大阪市中央区 ナイトクラブ ブルーシャトー

大阪市中央区 ナイトクラブ ホールイン

大阪市中央区 ナイトクラブ マカティ

大阪市中央区 ナイトクラブ ミスト

大阪市中央区 ナイトクラブ ミュゼルヴァミナミ

大阪市中央区 ナイトクラブ メンバーズ　潤

大阪市中央区 ナイトクラブ メンバーズクラブ　マニラ

大阪市中央区 ナイトクラブ メンバーズ苺

大阪市中央区 ナイトクラブ ラ・ヴェリテ

大阪市中央区 ナイトクラブ ラ・ポッチャポッチャ

大阪市中央区 ナイトクラブ ラーク

大阪市中央区 ナイトクラブ ラウンジBonita

大阪市中央区 ナイトクラブ ワンビートクラッシュ　ビートクラッシュ

大阪市中央区 ナイトクラブ 愛乃華

大阪市中央区 ナイトクラブ 雛　HINA

大阪市中央区 ナイトクラブ 東江

大阪市中央区 ナイトクラブ 藤本

大阪市中央区 ナイトクラブ 美人茶屋ミナミ

大阪市中央区 ナイトクラブ 舞

大阪市中央区 ナイトクラブ 飲食店 CHEVAL OSAKA

大阪市中央区 ナイトクラブ(ダンス) Ammona

大阪市中央区 ナイトクラブ（ダンス） BAMBI

大阪市中央区 ナイトクラブ(ダンス) club JOULE

大阪市中央区 ナイトクラブ(ダンス) G2 

大阪市中央区 ナイトクラブ(ダンス) G2 PLUS

大阪市中央区 ナイトクラブ(ダンス) G3
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大阪市中央区 ナイトクラブ（ダンス） GHOST

大阪市中央区 ナイトクラブ(ダンス) PURE osaka

大阪市中央区 ナイトクラブ（ダンス） THE PINK

大阪市中央区 ナイトクラブ（ラウンジ） ルーブル

大阪市中央区 ナイトクラブ(音楽) TRIANGLE

大阪市中央区 ナイトラウンジ アイン

大阪市中央区 ナイトラウンジ ミスパール

大阪市中央区 ナイトラウンジ 手話ラウンジきみのて大阪店

大阪市中央区 ナイトラウンジ 暢

大阪市中央区 ネパール料理店 ネパール料理　GORKHA BAZAR(ゴルカ バザール)

大阪市中央区 バ－ Bazooka Channel

大阪市中央区 バ－ バ－Ｎｇ

大阪市中央区 バ- マジックバ-Sun＆Moon

大阪市中央区 バー 38

大阪市中央区 バー 238

大阪市中央区 バー  BAR55

大阪市中央区 バー  FOREST I.S

大阪市中央区 バー  Lily

大阪市中央区 バー 1 BRIDGE ≠ connect

大阪市中央区 バー 5BOZE

大阪市中央区 バー 5cinq

大阪市中央区 バー 80's Rock Bar FREAK

大阪市中央区 バー a bond

大阪市中央区 バー ABABA

大阪市中央区 バー Abar

大阪市中央区 バー Abcb

大阪市中央区 バー ACE

大阪市中央区 バー AGIT

大阪市中央区 バー ＡＬＣＯＬＩＣ

大阪市中央区 バー AmericanGream 

大阪市中央区 バー amumentbar gspot

大阪市中央区 バー amusement  bar α

大阪市中央区 バー Amusement bar GB

大阪市中央区 バー Amusement Bar Vigor

大阪市中央区 バー amusementbar gspot

大阪市中央区 バー Amusementbar Vigor

大阪市中央区 バー AnimeShotBar C-Part

大阪市中央区 バー anonymous

大阪市中央区 バー ARASHI

大阪市中央区 バー Arey'z

大阪市中央区 バー Arrow

大阪市中央区 バー ARTIST BAR

大阪市中央区 バー ASUNARO

大阪市中央区 バー ＡＴＴＩＱＵＥ

大阪市中央区 バー AXIA

大阪市中央区 バー B@r768Production

大阪市中央区 バー B4

大阪市中央区 バー BaBar

大阪市中央区 バー BaBar PREMIUM

大阪市中央区 バー BaBar 北浜本町

大阪市中央区 バー BallparkBar

大阪市中央区 バー ＢＡＭＢＯＯ

大阪市中央区 バー BangBang

大阪市中央区 バー Bar  46

大阪市中央区 バー BAR  Cozy

大阪市中央区 バー BAR  LAYLA

大阪市中央区 バー BAR  Lee  Lee

大阪市中央区 バー BAR  LOOP

大阪市中央区 バー Bar  MAA

大阪市中央区 バー BAR  NEST

大阪市中央区 バー BAR  Return
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大阪市中央区 バー BAR  TAKEN

大阪市中央区 バー Bar  南庭

大阪市中央区 バー BAR　&you～1978～

大阪市中央区 バー BAR &you~1978~

大阪市中央区 バー BAR ?m

大阪市中央区 バー BAR 2nd

大阪市中央区 バー Bar 55.

大阪市中央区 バー bar abacab

大阪市中央区 バー Bar AIR

大阪市中央区 バー Bar Alenciel

大阪市中央区 バー Bar Alternative+POSH

大阪市中央区 バー Bar Amaro

大阪市中央区 バー BAR ARCHIVE

大阪市中央区 バー bar AriA

大阪市中央区 バー BAR Ash

大阪市中央区 バー BAR ATTIC

大阪市中央区 バー Bar AZZURRI

大阪市中央区 バー Bar bambi

大阪市中央区 バー bar bamboo

大阪市中央区 バー Bar Bean's

大阪市中央区 バー Bar Black Cherry

大阪市中央区 バー BAR BLUE MAN

大阪市中央区 バー Bar Bon

大阪市中央区 バー Bar Boys Be…

大阪市中央区 バー Bar BRAVO

大阪市中央区 バー BAR BUDDY

大阪市中央区 バー Bar Buu.

大阪市中央区 バー bar Charme

大阪市中央区 バー BAR CHOICE

大阪市中央区 バー Bar CHOUCHOU

大阪市中央区 バー BAR CODE

大阪市中央区 バー Bar compass rose

大阪市中央区 バー BAR CONCEPT

大阪市中央区 バー ＢＡＲ　ＣＯＲＥ

大阪市中央区 バー BAR COZY

大阪市中央区 バー BAR CREA

大阪市中央区 バー bar CURE

大阪市中央区 バー bar D

大阪市中央区 バー BAR DILEMMA

大阪市中央区 バー BAR DK

大阪市中央区 バー BAR DUCK22 

大阪市中央区 バー Bar Eau-de-Vie

大阪市中央区 バー bar eleven

大阪市中央区 バー bar EmeralD

大阪市中央区 バー Bar EX

大阪市中央区 バー Ｂａｒ　Ｆｌｕｋｅ

大阪市中央区 バー BAR　FUNK

大阪市中央区 バー Bar Glamiss

大阪市中央区 バー Bar Gracias

大阪市中央区 バー Bar Grow

大阪市中央区 バー Bar Growing

大阪市中央区 バー BAR HARAGURO

大阪市中央区 バー Bar HEAVEN'S DOOR

大阪市中央区 バー Bar Hobo

大阪市中央区 バー BAR HOUSE

大阪市中央区 バー BAR i.rush

大阪市中央区 バー Bar IpsoFacto 千日前

大阪市中央区 バー Bar itis

大阪市中央区 バー Bar Jack

大阪市中央区 バー bar joins

大阪市中央区 バー BAR KAOCHAI music
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大阪市中央区 バー Bar Karhu

大阪市中央区 バー BAR koyukari 心斎橋店

大阪市中央区 バー BAR LAE

大阪市中央区 バー BAR LAST

大阪市中央区 バー Bar LAZO

大阪市中央区 バー Ｂａｒ Ｌｅｏｎ

大阪市中央区 バー Bar Lit

大阪市中央区 バー BAR LOKA

大阪市中央区 バー Bar LOSER

大阪市中央区 バー Bar Lowse

大阪市中央区 バー Bar MAA 

大阪市中央区 バー Bar　Mable

大阪市中央区 バー Bar mahina

大阪市中央区 バー Bar make it

大阪市中央区 バー Bar Marble

大阪市中央区 バー bar mask

大阪市中央区 バー BAR MKT

大阪市中央区 バー Bar MM

大阪市中央区 バー bar moonwalk 西心斎橋店

大阪市中央区 バー bar moonwalk 道頓堀西2号

大阪市中央区 バー bar moonwalk 道頓堀西店

大阪市中央区 バー bar moonwalk 難波千日前店

大阪市中央区 バー bar moonwalk 難波店

大阪市中央区 バー BAR Motto

大阪市中央区 バー BAR NICE

大阪市中央区 バー BAR NiCOLE

大阪市中央区 バー BAR Nonchalant

大阪市中央区 バー Bar Novel

大阪市中央区 バー BAR　O2

大阪市中央区 バー bar ONE SPICE

大阪市中央区 バー BAR OSAKA TULIP

大阪市中央区 バー bar Peace

大阪市中央区 バー Bar PEARL

大阪市中央区 バー Bar Pele

大阪市中央区 バー ＢＡＲ　ＰＥＰＰＥＲ

大阪市中央区 バー BAR PinPon

大阪市中央区 バー Bar Pit.

大阪市中央区 バー BAR　PRIMO

大阪市中央区 バー bar pura vida

大阪市中央区 バー BAR PYXIS

大阪市中央区 バー BAR QUATA

大阪市中央区 バー BAR Rabbits

大阪市中央区 バー Bar RACCOON

大阪市中央区 バー Bar RANK

大阪市中央区 バー ＢＡＲ　ｒａｐｅ

大阪市中央区 バー bar Rim

大阪市中央区 バー Bar Rosso

大阪市中央区 バー Bar Ryokan

大阪市中央区 バー BAR SABA

大阪市中央区 バー BAR SALON BLINK

大阪市中央区 バー Bar secret box

大阪市中央区 バー bar Secret Chamber

大阪市中央区 バー Ｂａｒ　Ｓｅｖｅｎ

大阪市中央区 バー bar shelter

大阪市中央区 バー bar shhh...

大阪市中央区 バー Bar ShiRyu

大阪市中央区 バー Bar Skye

大阪市中央区 バー Bar SPACE

大阪市中央区 バー BAR TAKEN

大阪市中央区 バー Baｒ TEN

大阪市中央区 バー BAR THREE



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市中央区 バー BAR Tiered Osaka

大阪市中央区 バー Bar TIGER

大阪市中央区 バー Bar trace

大阪市中央区 バー BAR triple

大阪市中央区 バー BAR U7 -ゆなんち-

大阪市中央区 バー bar uloco

大阪市中央区 バー BAR UNCHAIN

大阪市中央区 バー BAR URAN

大阪市中央区 バー BAR UURA

大阪市中央区 バー BAR VALET

大阪市中央区 バー bar Valine

大阪市中央区 バー BAR VelvetZone

大阪市中央区 バー Ｂａｒ　ＺＥＮ

大阪市中央区 バー BAR　Zone

大阪市中央区 バー BAR Zone

大阪市中央区 バー BAR Z-two-

大阪市中央区 バー ＢＡＲ　うーちゃん

大阪市中央区 バー BAR ウラマコヤ

大阪市中央区 バー BAR　キリ

大阪市中央区 バー Bar どぎまぎ

大阪市中央区 バー BAR　ブルーローズ

大阪市中央区 バー BAR ブルーローズ

大阪市中央区 バー Bar ほーむめいど

大阪市中央区 バー ＢＡＲ　りふれーむ

大阪市中央区 バー bar 楽園

大阪市中央区 バー Bar　坂町

大阪市中央区 バー Bar 真昼の月

大阪市中央区 バー Bar 煦煦

大阪市中央区 バー Bar&Cafe サーキット

大阪市中央区 バー BAR&LOUNGE GLAD

大阪市中央区 バー Bar&Lounge M2

大阪市中央区 バー Bar.ManyoManyo

大阪市中央区 バー Ｂａｒ_ｆｌａｍｉｎｇｏ

大阪市中央区 バー Bar_siegel

大阪市中央区 バー BAR1091

大阪市中央区 バー Bar269

大阪市中央区 バー BAR4GATS

大阪市中央区 バー BAR66

大阪市中央区 バー BARathome

大阪市中央区 バー BarCiel

大阪市中央区 バー BarFun!Fun!

大阪市中央区 バー BARIS

大阪市中央区 バー BARLIEN

大阪市中央区 バー BarListel

大阪市中央区 バー BarNEET

大阪市中央区 バー BarO.V.O

大阪市中央区 バー BarRetroBox

大阪市中央区 バー BAR-STAND LIAR

大阪市中央区 バー Barsus

大阪市中央区 バー Barあまとりあ

大阪市中央区 バー BARうえし

大阪市中央区 バー BARチュチュブランカ

大阪市中央区 バー Barとみー

大阪市中央区 バー Ｂａｒトレイシー

大阪市中央区 バー Barニコラス刑事

大阪市中央区 バー BARのんでっ亭

大阪市中央区 バー Barマスダ

大阪市中央区 バー BARメンヘラの壁

大阪市中央区 バー BARわん

大阪市中央区 バー BAR黄金の風

大阪市中央区 バー bar華
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大阪市中央区 バー BAR赤い彗星

大阪市中央区 バー BAR川名

大阪市中央区 バー BAR和音

大阪市中央区 バー Bar煦煦

大阪市中央区 バー Be side U

大阪市中央区 バー Be・Ra・N・Da

大阪市中央区 バー Beer Bar YELL

大阪市中央区 バー beers & bar NOLA

大阪市中央区 バー beers&bar NOLA

大阪市中央区 バー bees & bar NOLA

大阪市中央区 バー Bell&Vicky

大阪市中央区 バー Ber Lowse(ロウズ)

大阪市中央区 バー bird's

大阪市中央区 バー BIS

大阪市中央区 バー BLOOM

大阪市中央区 バー BLUE MARLIN

大阪市中央区 バー BOZ

大阪市中央区 バー Bra　煦煦(クク)

大阪市中央区 バー Bright Moon

大阪市中央区 バー Bright's

大阪市中央区 バー BRS

大阪市中央区 バー bubu

大阪市中央区 バー BULLHOUSE

大阪市中央区 バー Butterscotch

大阪市中央区 バー C O C O

大阪市中央区 バー cabarna

大阪市中央区 バー Cactus  Cantina

大阪市中央区 バー Cactus Cantina

大阪市中央区 バー cafe & BAR5cinq

大阪市中央区 バー cafe&bar  HEAVEN'S KITCHEN

大阪市中央区 バー cafe&bar HEAVEN'S KITCHEN

大阪市中央区 バー CafeBar EVOL

大阪市中央区 バー Campanula

大阪市中央区 バー CASABLANCA 

大阪市中央区 バー Casual Bar Yes,no

大阪市中央区 バー Cave de 317

大阪市中央区 バー CERKLE

大阪市中央区 バー Chair

大阪市中央区 バー CHAMPAGNE SALON Hawgie

大阪市中央区 バー chibi

大阪市中央区 バー cigarBar    エドモンダンテス

大阪市中央区 バー COCO 

大阪市中央区 バー Cohiba

大阪市中央区 バー comb

大阪市中央区 バー Condo

大阪市中央区 バー contort

大阪市中央区 バー Crystal Bar

大阪市中央区 バー DANK

大阪市中央区 バー destin

大阪市中央区 バー ＤＥＵＸ　ＣＬＵＢ

大阪市中央区 バー DIANAYOROZU

大阪市中央区 バー DIDDLEY BOW

大阪市中央区 バー dining bar LIEN

大阪市中央区 バー Dining bar RIANA

大阪市中央区 バー DINING K2CLUB

大阪市中央区 バー Dining＆Bar JUN

大阪市中央区 バー DJ-BAR VANITY BOX

大阪市中央区 バー DOLLAR

大阪市中央区 バー Dragon Night

大阪市中央区 バー Duett

大阪市中央区 バー EARTHMANS STUMBLE BAR
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大阪市中央区 バー effe and

大阪市中央区 バー Eldorado.M

大阪市中央区 バー ｅｎｊｏｙ

大阪市中央区 バー EPOCH

大阪市中央区 バー fal Borderless kitchen

大阪市中央区 バー FannyMae

大阪市中央区 バー Film  Bar  Wunder

大阪市中央区 バー Film Bar Wunder

大阪市中央区 バー FIRST.OSAKA

大阪市中央区 バー Five Hundred Bar

大阪市中央区 バー Flyway(フライウェイ)

大阪市中央区 バー Folk Rock Bar "Phoe～be"

大阪市中央区 バー Forever

大阪市中央区 バー Fratello

大阪市中央区 バー Free Bar NBT

大阪市中央区 バー fun wave

大阪市中央区 バー g

大阪市中央区 バー G.BLUE

大阪市中央区 バー garden

大阪市中央区 バー Genesis

大阪市中央区 バー GEO.MIYABI

大阪市中央区 バー GIULIETTA

大阪市中央区 バー GLAD

大阪市中央区 バー GLUTTONY

大阪市中央区 バー Go stop

大阪市中央区 バー GOKE3

大阪市中央区 バー Grazie

大阪市中央区 バー GS bar emi

大阪市中央区 バー GS baremi

大阪市中央区 バー HAMACHI

大阪市中央区 バー HANARE

大阪市中央区 バー HEAVEN

大阪市中央区 バー HIDEAWAY

大阪市中央区 バー Highball stand (HOTSPOT) 心斎橋店

大阪市中央区 バー HOME

大阪市中央区 バー home  bar  notoro

大阪市中央区 バー homebarnotoro

大阪市中央区 バー InFInity BAR

大阪市中央区 バー International bar HOTSPOT

大阪市中央区 バー International rock bar LA ROCKA(HOTSPOT)

大阪市中央区 バー IRIS

大阪市中央区 バー itis

大阪市中央区 バー iVY

大阪市中央区 バー JACK's inn

大阪市中央区 バー JAKE

大阪市中央区 バー JAKEN

大阪市中央区 バー Japanese Style Bar YAMATO

大阪市中央区 バー JET DINER

大阪市中央区 バー Joe

大阪市中央区 バー K bar

大阪市中央区 バー Ｋ３

大阪市中央区 バー KAZN

大阪市中央区 バー Kic

大阪市中央区 バー KING　ON　BUNNY

大阪市中央区 バー KINGSTONE LOUNGE 

大阪市中央区 バー KIRAMEKI

大阪市中央区 バー Kirameki 

大阪市中央区 バー Kokomo

大阪市中央区 バー KREBar 

大阪市中央区 バー K'sBARリスト

大阪市中央区 バー ＫＵＲＵＲeＫＵＲＡＲe



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市中央区 バー LADY.GO

大阪市中央区 バー Las Rocas

大阪市中央区 バー le petit chou

大阪市中央区 バー LEADIA

大阪市中央区 バー LIAR

大阪市中央区 バー Libera

大阪市中央区 バー Lien

大阪市中央区 バー LIFE

大阪市中央区 バー LINE

大阪市中央区 バー Link

大阪市中央区 バー Live in Kotetsu

大阪市中央区 バー LooP

大阪市中央区 バー LOUDAN

大阪市中央区 バー LUCIA

大阪市中央区 バー LuckyMonster

大阪市中央区 バー Luxury Bar YeClo

大阪市中央区 バー Ｍ

大阪市中央区 バー M1UB

大阪市中央区 バー Maco

大阪市中央区 バー MALT BAR薪屋

大阪市中央区 バー mellow

大阪市中央区 バー Mellow down ville

大阪市中央区 バー Member's Bar Walhalla

大阪市中央区 バー MERRY BAR due

大阪市中央区 バー meza

大阪市中央区 バー miss rose

大阪市中央区 バー MISTRAL

大阪市中央区 バー Mix Bar EviL

大阪市中央区 バー Mix Ｂar Ｇreed

大阪市中央区 バー mix bar　wantぁ

大阪市中央区 バー moca

大阪市中央区 バー Monkey

大阪市中央区 バー MORE

大阪市中央区 バー Mo美JixS

大阪市中央区 バー MUSE

大阪市中央区 バー MUSIC Ave.

大阪市中央区 バー music bar 楼's

大阪市中央区 バー Music&Bar 5G

大阪市中央区 バー musicbar ROCKROCK

大阪市中央区 バー N

大阪市中央区 バー NaNa's Bar

大阪市中央区 バー NE.

大阪市中央区 バー neiro

大阪市中央区 バー NEO VECTOR

大阪市中央区 バー Night Cap SG

大阪市中央区 バー NOB's BARのぶ

大阪市中央区 バー NORA

大阪市中央区 バー OCTA

大阪市中央区 バー oluolu

大阪市中央区 バー OPPA

大阪市中央区 バー orange

大阪市中央区 バー OTTO

大阪市中央区 バー p.pouch

大阪市中央区 バー PASSION DAINING BAR

大阪市中央区 バー percee

大阪市中央区 バー Pinot Noir

大阪市中央区 バー PKZ

大阪市中央区 バー PLATFORM

大阪市中央区 バー PRO-WRESTLING BAR カウント2.99

大阪市中央区 バー Q.P.D.BAR

大阪市中央区 バー Queue
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大阪市中央区 バー Qupido

大阪市中央区 バー R

大阪市中央区 バー RABBIT HUTCH

大阪市中央区 バー ＲＡＫＵ

大阪市中央区 バー Ran’s 

大阪市中央区 バー Rand

大阪市中央区 バー Ran's

大阪市中央区 バー Rapport

大阪市中央区 バー Redsolebar

大阪市中央区 バー REDWOLF

大阪市中央区 バー Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｅ　ＯＡＫ

大阪市中央区 バー reverse

大阪市中央区 バー RICHMOND BAR

大阪市中央区 バー ROCKBAR GUITAR-RA

大阪市中央区 バー ROOTIE TOOTIE

大阪市中央区 バー Rose&Keys

大阪市中央区 バー ROSETTA

大阪市中央区 バー Rosy

大阪市中央区 バー sakuma

大阪市中央区 バー SAYURA

大阪市中央区 バー SeaL

大阪市中央区 バー shiba-ya KINAKO

大阪市中央区 バー Shot Bar blAst

大阪市中央区 バー Shot bar EVER

大阪市中央区 バー Shot Bar TEVER

大阪市中央区 バー Shot BAR ウイスキー研究所

大阪市中央区 バー SIMPLE

大阪市中央区 バー singing Bar  WARMING-UP

大阪市中央区 バー soireeine

大阪市中央区 バー sonare

大阪市中央区 バー SOUTHBANK 

大阪市中央区 バー Space Station

大阪市中央区 バー SPEAKEASY HIDE OUT

大阪市中央区 バー SPORTS BAR YES

大阪市中央区 バー stand arena

大阪市中央区 バー stand shinsaibashi

大阪市中央区 バー STYLE

大阪市中央区 バー Surface

大阪市中央区 バー Sweets&Bar White Bunny

大阪市中央区 バー TANKTOP!

大阪市中央区 バー TCG Bar FUN

大阪市中央区 バー TCGBar PERMISSIONs

大阪市中央区 バー Terra テラ

大阪市中央区 バー The Co Bar

大阪市中央区 バー THE NEST SALOON 

大阪市中央区 バー The Sound Garden 

大阪市中央区 バー Triple  Three

大阪市中央区 バー T-ZONE

大阪市中央区 バー Untitled

大阪市中央区 バー UZU

大阪市中央区 バー VAMOS Bar

大阪市中央区 バー Various

大阪市中央区 バー VEND

大阪市中央区 バー ｖｅｎｔｕｎｏ

大阪市中央区 バー Vivo

大阪市中央区 バー VOLVER SECOND

大阪市中央区 バー X bar

大阪市中央区 バー X.T.R.M

大阪市中央区 バー XoXo  Melinda

大阪市中央区 バー yattel

大阪市中央区 バー youme
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大阪市中央区 バー Yｕｒｒｙ

大阪市中央区 バー YURU bar

大阪市中央区 バー ZERO1 -Party Space-

大阪市中央区 バー Zipangu 

大阪市中央区 バー γ-GTP

大阪市中央区 バー アートとご飯のBAR　ビー玉と空。

大阪市中央区 バー アグアマーラ

大阪市中央区 バー あそびＢＡＲ　ｇｌａｍｏｒｏｕｓ

大阪市中央区 バー あっとほーむばー　ぼくるーむ

大阪市中央区 バー アノラック

大阪市中央区 バー うたまろnoばぁー

大阪市中央区 バー エイト

大阪市中央区 バー エスポワール

大阪市中央区 バー えん

大阪市中央区 バー オールドバーマツミヤ

大阪市中央区 バー オカメカフェ

大阪市中央区 バー おけや

大阪市中央区 バー おしゃべりブタ野郎難波店

大阪市中央区 バー おにごっこ

大阪市中央区 バー お酒の美術館 心斎橋店

大阪市中央区 バー お酒の美術館　東心斎橋店

大阪市中央区 バー お酒の美術館 東心斎橋店

大阪市中央区 バー お酒の美術館心斎橋店

大阪市中央区 バー かしまし娘

大阪市中央区 バー ガッツバー

大阪市中央区 バー ガンプラBAR アクシズ　アイオライト

大阪市中央区 バー ギヴサロン

大阪市中央区 バー キクソテイックバー

大阪市中央区 バー げんばぁ

大阪市中央区 バー ゴールデン・ボール

大阪市中央区 バー ゴールデンニャンバー

大阪市中央区 バー ココロン

大阪市中央区 バー こっぺぱん

大阪市中央区 バー ゴリノス

大阪市中央区 バー ザ　ネストサルーン

大阪市中央区 バー ザ.バー富美家

大阪市中央区 バー サラスバティ

大阪市中央区 バー サンジェルマン

大阪市中央区 バー ジェムソン・バー

大阪市中央区 バー じやんぼ

大阪市中央区 バー ショコラ

大阪市中央区 バー しょこららぼSS

大阪市中央区 バー ショットバー　カムズ

大阪市中央区 バー じんのばぁ?

大阪市中央区 バー スタンディングバー我歩

大阪市中央区 バー スナック＆バー　えまり

大阪市中央区 バー スポーツマンクラブポール

大阪市中央区 バー セラバー　ケント

大阪市中央区 バー セントレジスバー

大阪市中央区 バー ダイアモンドロックスBAR

大阪市中央区 バー ダイニングカフェバーフラット

大阪市中央区 バー たく丸

大阪市中央区 バー タロー

大阪市中央区 バー ダンク

大阪市中央区 バー ちょっぴん

大阪市中央区 バー ティファニー

大阪市中央区 バー デジタルカフェ スクリプト

大阪市中央区 バー なごみバーROOTS

大阪市中央区 バー なんば　松潮屋

大阪市中央区 バー ネイロ

大阪市中央区 バー ねぇね



市区町村 店舗種別 店舗名
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大阪市中央区 バー バー

大阪市中央区 バー バー アウトロー

大阪市中央区 バー バー　グロット

大阪市中央区 バー バースイキョウ

大阪市中央区 バー バーソアラ

大阪市中央区 バー バーちょぼ

大阪市中央区 バー ハーフウーマン千寿店

大阪市中央区 バー バーマジックスーパーラッキー

大阪市中央区 バー バー花水木

大阪市中央区 バー バー花本

大阪市中央区 バー バー黒船屋

大阪市中央区 バー バー梅木

大阪市中央区 バー ハイボールバー心斎橋1923

大阪市中央区 バー ハツネ倶楽部

大阪市中央区 バー パブ・カルバス

大阪市中央区 バー バルドスターズ

大阪市中央区 バー ばるぼらCAFE

大阪市中央区 バー ハレム

大阪市中央区 バー ハングオーバー

大阪市中央区 バー ひなた

大阪市中央区 バー ビビアン・リー

大阪市中央区 バー ブーズ

大阪市中央区 バー プールジャム心斎橋

大阪市中央区 バー ふたいろ

大阪市中央区 バー ブラコン

大阪市中央区 バー フラミンゴカフェ

大阪市中央区 バー プロテインBARフォース

大阪市中央区 バー ぽかぽか屋

大阪市中央区 バー ホテルニューオータニ大阪　スカイラウンジ「フォーシーズンズ」

大阪市中央区 バー ホテルニューオータニ大阪 メインバー「CASTLE」

大阪市中央区 バー ホラーBar　カミーユ

大阪市中央区 バー マジックバー サン＆ムーン

大阪市中央区 バー マジックバーＥＬＥＶＥＮ

大阪市中央区 バー マジックバーSun&Moom

大阪市中央区 バー マッチャン

大阪市中央区 バー ミストラル

大阪市中央区 バー ムーンライト

大阪市中央区 バー むろ

大阪市中央区 バー メンバーズ　レーベ

大阪市中央区 バー モザイク

大阪市中央区 バー モチモチ

大阪市中央区 バー ヤマト

大阪市中央区 バー ラウドスピーカー

大阪市中央区 バー ラミマロン

大阪市中央区 バー レトロバーレト

大阪市中央区 バー レベ

大阪市中央区 バー ロシアンルーレット

大阪市中央区 バー ロックカフェ USAGI

大阪市中央区 バー ロックカフェUSAGI

大阪市中央区 バー ロデオ

大阪市中央区 バー 哀酔酒町　ROUTE路地裏

大阪市中央区 バー 愛のジョーク

大阪市中央区 バー 押忍呑み家　こぱんだ村

大阪市中央区 バー 俺のバー

大阪市中央区 バー 音音

大阪市中央区 バー 花水木

大阪市中央区 バー 華談華

大阪市中央区 バー 楽飲み処　とねっこ

大阪市中央区 バー 楽飲処　とねっこ

大阪市中央区 バー 熊人

大阪市中央区 バー 群青海月
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大阪市中央区 バー 桜館

大阪市中央区 バー 三つ子のバー

大阪市中央区 バー 七

大阪市中央区 バー 朱歌酒尊Sunny

大阪市中央区 バー 酒音

大阪市中央区 バー 酒肆 上江

大阪市中央区 バー 酒肆　上江

大阪市中央区 バー 宗右衛門町ハイボール　うまいや

大阪市中央区 バー 女が階段を上る時

大阪市中央区 バー 松本家2

大阪市中央区 バー 焼酎酒屋　たけ

大阪市中央区 バー 水平線

大阪市中央区 バー 創作バル　アジト365

大阪市中央区 バー 泰平バー

大阪市中央区 バー 大きな輪

大阪市中央区 バー 卓球バーパレット心斎橋店

大阪市中央区 バー 卓球バーパレット本町店

大阪市中央区 バー 道頓堀 青果酒店

大阪市中央区 バー 道頓堀ふたごや

大阪市中央区 バー 呑ませ屋 サラスバティ

大阪市中央区 バー 舞台袖

大阪市中央区 バー 風跡

大阪市中央区 バー 福耳

大阪市中央区 バー 薬膳BAR Potion Station

大阪市中央区 バー 薬膳BAR PotionStation

大阪市中央区 バー 悠笑

大阪市中央区 バー 夕方から深夜

大阪市中央区 バー 洋酒の店　路

大阪市中央区 バー 和　in bar 晴耕雨読

大阪市中央区 バー 和’ｓ Ｂａｒ　Ｖｉｖｏ

大阪市中央区 バー #NAME?

大阪市中央区 バー ラミマロン

大阪市中央区 バー、スナック GS

大阪市中央区 バー/カレー Thyme/橋本屋

大阪市中央区 バー・クラブ M's Cafe 1F / M's Club 2F

大阪市中央区 バー・ラウンジ LUXE Bar&Lounge

大阪市中央区 バースナック SET IN   second

大阪市中央区 バーバー NORTH HAMAR

大阪市中央区 バーラウンジ Emyu

大阪市中央区 バーラウンジ KENT

大阪市中央区 バーラウンジ KENT 

大阪市中央区 バール エスケイ・インターナショナル株式会社

大阪市中央区 バール トレ・ビアンド空堀

大阪市中央区 バーレストラン INC&SONS

大阪市中央区 バー営業 ridet

大阪市中央区 パブ CLUB A2O

大阪市中央区 パブ Recycle 

大阪市中央区 パブ The Blarney Stone Shinsaibashi

大阪市中央区 パブ パブ?カルバス

大阪市中央区 バル SMOKY BAR

大阪市中央区 バル ローマ軒de肉食堂

大阪市中央区 バル 串揚げと日本酒　あぶらや

大阪市中央区 バル 炭火とワインなんば店

大阪市中央区 バル 長堀ダイナー

大阪市中央区 バル 長堀バル　＆

大阪市中央区 バル 肉バル　ガブル　ＯＢＰツインタワー店

大阪市中央区 パン・ケーキ屋 ホテルニューオータニ大阪 パン＆ブレッド「パティスリーSATSUKI」

大阪市中央区 ハンドドリップコーヒー専門店 nonchalamment  caf?

大阪市中央区 ハンバーガーレストラン マクドナルド西心斎橋店

大阪市中央区 ハンバーガー屋 CRITTERS BURGER

大阪市中央区 ハンバーガー屋 NIZE YA NIZE
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大阪市中央区 パン屋 ef ボローニャ　ドレミ中央店

大阪市中央区 パン製造販売 「グーテ」なんば店

大阪市中央区 ビアガーデン 天満橋 屋上ビアガーデン 祭2020

大阪市中央区 ビアバー BEER　BAR　HAJIMARU

大阪市中央区 ビアバー LOFT101 大阪ミナミ店

大阪市中央区 ビアバー 谷町バル リガール

大阪市中央区 ビアパブ ONE's BREWERY PUB

大阪市中央区 ビアホール CADA

大阪市中央区 ビアレストラン HARENOHI

大阪市中央区 ビアレストラン WOOL　本町ビヤアーケード店

大阪市中央区 ビアレストラン キリンシティプラス　なんばシティ店

大阪市中央区 ビアレストラン サニーデイダンプリング

大阪市中央区 ビアレストラン ビアーズテーブルケラケラ

大阪市中央区 ビアレストラン 南大使館

大阪市中央区 ピザバル ピザバルフルハウス

大阪市中央区 ピザレストラン La Pizzeria TORREZE

大阪市中央区 ビストロ Armorica

大阪市中央区 ビストロ Bistro MOUSQUETON

大阪市中央区 ビストロ BISTROT LE CANON

大阪市中央区 ビストロ オーガニックビストロL`oiseauBleu

大阪市中央区 ビストロ ビストロ＆バール　ヴィスコ

大阪市中央区 ビストロ　　 A LA MAISON

大阪市中央区 ビストロイタリアン BistroBarMaTa

大阪市中央区 ビヤホール　ビヤレストラン 銀座ライオン　大阪ツインタワービル店

大阪市中央区 ビヤレストラン ミュンヘン淀屋橋店

大阪市中央区 ビュッフェレストラン アパホテル＆リゾート〈御堂筋本町駅タワー〉　ラ・ベランダ

大阪市中央区 ファーストフード ｳｪﾝﾃﾞｨｰｽﾞ･ﾌｧｰｽﾄｷｯﾁﾝ　難波戎橋店

大阪市中央区 ファーストフード モスバーガーなんばウォーク店

大阪市中央区 ファーストフード 心斎橋南店

大阪市中央区 ファストフード 松屋心斎橋店

大阪市中央区 ファストフード 松屋森ノ宮店

大阪市中央区 ファストフード 松屋船場心斎橋店

大阪市中央区 ファストフード 松屋大阪本町店

大阪市中央区 ファストフード 松屋天満橋店

大阪市中央区 ファストフード 松屋南海難波店

大阪市中央区 ファストフード 松屋難波千日前店

大阪市中央区 ファストフード 松屋日本橋店

大阪市中央区 ファストフード 松屋淀屋橋店

大阪市中央区 ファストフード 千日前店

大阪市中央区 ファストフード(メキシカンフード) TACOBELL　道頓堀店

大阪市中央区 ファミリーレストラン ガストなんば店

大阪市中央区 ファミリーレストラン ガスト堺筋本町店

大阪市中央区 ファミリーレストラン ガスト北心斎橋店

大阪市中央区 ファミリーレストラン しゃぶ葉キュープラザ心斎橋店

大阪市中央区 ファミリーレストラン びっくりドンキー 千日前アムザ店

大阪市中央区 ファミリーレストラン びっくりドンキー 道頓堀店

大阪市中央区 ファミリーレストラン マッセダイニング

大阪市中央区 ファミリーレストラン 四六時中　なんば店

大阪市中央区 フィリピンラウンジ ビクトリア　ラウンジ

大阪市中央区 フィリピンラウンジ ﾌｨﾘﾋﾟﾝCLUB　ファンタジア

大阪市中央区 フードホール内のバー 世界酒BARセカサケ

大阪市中央区 ブーランジェリー パンカラト　ブーランジェリーカフェ

大阪市中央区 フカヒレ専門店 日本橋古樹軒　心斎橋店

大阪市中央区 ふぐ・はも料理 ふぐ・はも料理  浜久

大阪市中央区 ふぐ屋 ふぐてつ

大阪市中央区 ふぐ屋 鯨とらふぐ専門　ふぐくじら

大阪市中央区 ふぐ屋 玄品 法善寺総本店

大阪市中央区 ふぐ料理 あら磯

大阪市中央区 ふぐ料理 とらふぐ城

大阪市中央区 ふぐ料理・はも料理専門店 美津富

大阪市中央区 ふぐ料理屋 治兵衛なんば駅東店
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大阪市中央区 ふぐ料理専門店 ふぐ天神

大阪市中央区 ふぐ料理専門店 活ふぐ　清正

大阪市中央区 ふぐ料理専門店 活ふぐ青柳

大阪市中央区 ふぐ料理店 五座ふく

大阪市中央区 ふぐ料理店 道頓堀 治兵衛

大阪市中央区 ふぐ料理店 福の舞

大阪市中央区 プチ居酒屋&バースナッツ 三代目おしゃべりろばー

大阪市中央区 フランス料理 Bistro えくうす

大阪市中央区 フランス料理 La Vigne

大阪市中央区 フランス料理 lumi?re

大阪市中央区 フランス料理 ヴァンサンク・ブランシュ

大阪市中央区 フランス料理 ニドワゾォー

大阪市中央区 フランス料理 フレンチバルcaveau de CHASSAGNE

大阪市中央区 フランス料理 リュミエール　レスプリカ

大阪市中央区 フランス料理 ルポンドシエル

大阪市中央区 フランス料理 レストランリール

大阪市中央区 フランス料理 唐渡

大阪市中央区 フランス料理　日本料理 ルバンケット

大阪市中央区 フランス料理店 Anvers

大阪市中央区 フランス料理店 Cave Rosetta

大阪市中央区 フランス料理店 Kamekichi

大阪市中央区 フランス料理店 Ｌａ　Ｖｉｇｎｅ

大阪市中央区 フランス料理店 ONOHOUE

大阪市中央区 フランス料理店 Origin

大阪市中央区 フランス料理店 ＳＡＫＡＮＡＺＡ　ＭＡＥＤＡ

大阪市中央区 フランス料理店 Vermillon mahoroba

大阪市中央区 フランス料理店 アヴォロンテ

大阪市中央区 フランス料理店 エプバンタイユ

大阪市中央区 フランス料理店 ココカラ

大阪市中央区 フランス料理店 ダンテス

大阪市中央区 フランス料理店 ドゥアッシュ

大阪市中央区 フランス料理店 なにわフレンチびぎん

大阪市中央区 フランス料理店 ビストロ・ダ・アンジュ

大阪市中央区 フルーツカフェ NoA78

大阪市中央区 フルーツショップ Fruit collection kakumi

大阪市中央区 フレンチ Bistro あきら

大阪市中央区 フレンチ Hamac de Paradis

大阪市中央区 フレンチ ワイン割烹 Et Ce

大阪市中央区 フレンチイタリアン　レストラン 俺のフレンチイタリアン/俺のBakery 心斎橋

大阪市中央区 フレンチレストラン CarteBlanche  (カルトブランシュ)

大阪市中央区 フレンチレストラン Restaurant mitte

大阪市中央区 フレンチレストラン TERRACE&DINING  ZERO

大阪市中央区 フレンチレストラン キャラントキャトル

大阪市中央区 フレンチレストラン ビストロカランコロン

大阪市中央区 フレンチレストラン プレスキル

大阪市中央区 フレンチレストラン フレンチ割烹宿

大阪市中央区 フレンチレストラン フレンチ創作　パリの食堂　～ル・クロ・ド・クロ～

大阪市中央区 フレンチレストラン ル・クロ

大阪市中央区 フレンチレストラン ル・クロ・ド・マリアージュ

大阪市中央区 フレンチレストラン 誠ｃｕｉｓｉｎｅ

大阪市中央区 フレンチレストラン　　 大阪城西の丸庭園　大阪迎賓館

大阪市中央区 フレンチ料理 Moelleux

大阪市中央区 ベーカリー PAINDUCE Park 

大阪市中央区 ベーカリー タニロクベーカリー パネーナ

大阪市中央区 ベーカリーカフェ クックハウス・ベーカリー・バル南海なんば駅店

大阪市中央区 ベーカリーカフェ クックハウスなんばウォークEAST店

大阪市中央区 ベーカリーカフェ クックハウスなんばウォーク店

大阪市中央区 ベトナム料理 ベトナム料理　NONLA

大阪市中央区 ベトナム料理　居酒屋 longdinh restaurant　ベトナム料理　西心斎橋店

大阪市中央区 ベトナム料理レストラン ベトナム料理インドシナ

大阪市中央区 ベトナム料理店 カムオーン　難波店
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大阪市中央区 ベトナム料理店 チャムズキッチン

大阪市中央区 ボードゲームカフェ JELLYJELLYCAFE大阪心斎橋店

大阪市中央区 ホスト UNIVERSE

大阪市中央区 ホストクラブ Ai

大阪市中央区 ホストクラブ Ai For You

大阪市中央区 ホストクラブ Ai for you -1st-

大阪市中央区 ホストクラブ Ai＄

大阪市中央区 ホストクラブ Aid

大阪市中央区 ホストクラブ ALL OSAKA

大阪市中央区 ホストクラブ ALTO

大阪市中央区 ホストクラブ ATOM

大阪市中央区 ホストクラブ CINDERELLA

大阪市中央区 ホストクラブ club  SADS

大阪市中央区 ホストクラブ Club ACQUA

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB ADAM

大阪市中央区 ホストクラブ Club　AIR-osaka

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB AITHER

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB ARASHI

大阪市中央区 ホストクラブ Club Ash

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB　ASK

大阪市中央区 ホストクラブ club Aupre's

大阪市中央区 ホストクラブ Club Black 1st

大阪市中央区 ホストクラブ club Ciel

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB CLEVER

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB ELITE

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB EST-G

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB EVE

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB GOOFEE

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB GORGEOUS

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB G-TOP

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB HAREM

大阪市中央区 ホストクラブ club Hatch

大阪市中央区 ホストクラブ club ings

大阪市中央区 ホストクラブ club JeweL

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB LIAN

大阪市中央区 ホストクラブ ＣＬＵＢ　ＬＩＡＮ

大阪市中央区 ホストクラブ club LION HEART

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB MARIA

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB PERFECT

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB PRIDE

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB RESORT

大阪市中央区 ホストクラブ ＣＬＵＢ　ＳＩＸ

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB sweets

大阪市中央区 ホストクラブ Ｃｌｕｂ　Ｖｉｂｅｓ

大阪市中央区 ホストクラブ club Zeal

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB ZEUS

大阪市中央区 ホストクラブ CLUB宝地蔵

大阪市中央区 ホストクラブ COLLECTION

大阪市中央区 ホストクラブ D9

大阪市中央区 ホストクラブ DESTINY

大阪市中央区 ホストクラブ ＤＥＳＴＩＮＹ

大阪市中央区 ホストクラブ EIGHT STAR

大阪市中央区 ホストクラブ ELL OSAKA

大阪市中央区 ホストクラブ FACE TO FACE

大阪市中央区 ホストクラブ GAIA

大阪市中央区 ホストクラブ GLANZE

大阪市中央区 ホストクラブ GRACIA

大阪市中央区 ホストクラブ GREATEST

大阪市中央区 ホストクラブ HIPSTER

大阪市中央区 ホストクラブ IDEAL

大阪市中央区 ホストクラブ Kingdom
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大阪市中央区 ホストクラブ Lapis Lazuli

大阪市中央区 ホストクラブ Lip osaka

大阪市中央区 ホストクラブ LOVEHOLIC

大阪市中央区 ホストクラブ MERRY GO ROUND　

大阪市中央区 ホストクラブ MERRY GO ROUND　BLACK

大阪市中央区 ホストクラブ MERRY GO ROUND　EIGHT

大阪市中央区 ホストクラブ NANIKORE

大阪市中央区 ホストクラブ NEO UNIVERSE

大阪市中央区 ホストクラブ nine

大阪市中央区 ホストクラブ OVER

大阪市中央区 ホストクラブ P3

大阪市中央区 ホストクラブ PLATINUM  OSAKA

大阪市中央区 ホストクラブ PRINCE

大阪市中央区 ホストクラブ PYRAMID

大阪市中央区 ホストクラブ QUATRE

大阪市中央区 ホストクラブ ROOKIES

大阪市中央区 ホストクラブ SADS

大阪市中央区 ホストクラブ SEVENTH -edition-

大阪市中央区 ホストクラブ Shiny

大阪市中央区 ホストクラブ SQUARE OSAKA

大阪市中央区 ホストクラブ Stylish club Ray Osaka

大阪市中央区 ホストクラブ ＴＨＥ・ＲＯＭＥＯ

大阪市中央区 ホストクラブ TOP DANDY -OSAKA-

大阪市中央区 ホストクラブ TOP1ONE

大阪市中央区 ホストクラブ VALENTINE

大阪市中央区 ホストクラブ VARON

大阪市中央区 ホストクラブ YEEZY

大阪市中央区 ホストクラブ エンターテイメントクラブ　キジムナ

大阪市中央区 ホストクラブ クラブ　アイリス

大阪市中央区 ホストクラブ 大阪男塾

大阪市中央区 ホストクラブ ISM

大阪市中央区 ホストクラブ LEGENDA

大阪市中央区 ホストクラブ WORLD

大阪市中央区 ホストクラブ  NOW

大阪市中央区 ホテルレストラン Courtyad by Marriott                    OSAKA HONMACHI -STITCH-

大阪市中央区 ホテルレストラン レストラン　オリーブ

大阪市中央区 ホテル宴会場 道頓堀ホテル

大阪市中央区 ホテル内　イタリアンレストラン ブルーノ　デル　ヴィーノ

大阪市中央区 ホテル内　カフェラウンジ コアガリ

大阪市中央区 ホテル内　バーラウンジ 雲雲

大阪市中央区 ホテル内　レストラン ユラユラ

大阪市中央区 ホテル内カフェレストラン カフェレストラン セリーナ

大阪市中央区 ホテル内ティーラウンジ ティーラウンジ　ファウンテン

大阪市中央区 ホテル内バー バーラウンジ　スカイクルーザー

大阪市中央区 ホテル内ラウンジ ロビーラウンジ

大阪市中央区 ホテル内レストラン Courtyard by Marriott Osaka Honmachi, All Day Dining STITCH

大阪市中央区 ホテル内レストラン STITCH

大阪市中央区 ホテル内レストラン メインバー　夜間飛行

大阪市中央区 ホテル内レストラン 中国料理　桃李

大阪市中央区 ホテル内レストラン 鉄板焼 銀杏　フランス料理 レ・セレブリテ

大阪市中央区 ホテル内レストラン 日本料理　弁慶

大阪市中央区 ホテル内朝食レストラン Osaka Kitchen

大阪市中央区 ホルモン・韓国料理店 コプチャンち

大阪市中央区 ホルモン屋 吉球

大阪市中央区 まぐろ屋 まぐろや黒銀

大阪市中央区 まぐろ丼屋 大阪黒門市場 まぐろのエン時 なんばダイニングメゾン店

大阪市中央区 マジックバー A-majide

大阪市中央区 マジックバー Magic　Bar　Lantern

大阪市中央区 マジックバー マジックバートライアンフ！

大阪市中央区 ミートダイニング MEAT DINING　River：Ve　御堂筋店

大阪市中央区 ミクソロジーバー Cocktail Lab[カクラボ]
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大阪市中央区 みそかつ屋 名古屋名物みそかつ矢場とん　大丸心斎橋店

大阪市中央区 ミニラウンジ 縁

大阪市中央区 ミュージック＆ライブ　バー Music Live & Bar Garth

大阪市中央区 ミュージックバー FUNKY TOWN

大阪市中央区 ミュージックバー Music Bar CODA

大阪市中央区 ミュージックバー Music breeze Recan2

大阪市中央区 ミュージックバー ベガーズバンケット

大阪市中央区 メイドカフェ カフェバーPANIER

大阪市中央区 メイドカフェ ぽっちゃり居酒屋FATTIES

大阪市中央区 メイドカフェ よつばの秘密基地

大阪市中央区 メイドバー at home Bar  Kai

大阪市中央区 メイド喫茶 黒猫メイド魔法カフェ

大阪市中央区 メキシコ料理 mu

大阪市中央区 メキシコ料理屋 エル・パンチョ

大阪市中央区 メンバーズ　ラウンジ フェリーチェ

大阪市中央区 メンバーズクラブ メンバーズ宮崎

大阪市中央区 メンバーズラウンジ パンタシア

大阪市中央区 メンバーズラウンジ メンバーズ　Lala

大阪市中央区 モダン焼き、鉄板焼き 寿々

大阪市中央区 もつ・ちりとり鍋 もつ鍋・ちりとり鍋 えい吉

大阪市中央区 もつ焼き屋 もつ焼のんき心斎橋店

大阪市中央区 もつ鍋 通天閣もつ鍋屋　道頓堀店

大阪市中央区 もつ鍋、ちりとり鍋、焼肉 えい吉

大阪市中央区 もつ鍋屋 大阪もつ鍋PLay (プレイ)

大阪市中央区 もつ鍋店 もつ彦　なんばアメ村店

大阪市中央区 もつ鍋店 博多もつ鍋やまや　心斎橋筋店

大阪市中央区 もつ鍋店 博多もつ鍋やまや　大阪北浜店

大阪市中央区 もんじゃ屋 つづみ

大阪市中央区 もんじゃ焼き屋 なんじゃもんじゃ

大阪市中央区 やかん酒場 やかん酒場

大阪市中央区 やきとり屋 高や

大阪市中央区 やきとり屋 炭火やきとり愛之助

大阪市中央区 やきとり屋 博多やきとり　NICK北浜店

大阪市中央区 やきとり居酒屋 ひな鶏唐揚　新次郎

大阪市中央区 やきとり陣 やきとり陣

大阪市中央区 やきとり料理　定食　お弁当 正起屋　ＮＡＭＢＡなんなん店

大阪市中央区 やきとり料理　定食　お弁当 正起屋　なんばウォーク店

大阪市中央区 やきとり料理　定食　お弁当 正起屋　難波店

大阪市中央区 ラーメン しじみラーメン Shi43屋

大阪市中央区 ラーメン 一蘭　道頓堀店本館

大阪市中央区 ラーメン 金龍ラーメン相合橋店

大阪市中央区 ラーメン 心斎橋店

大阪市中央区 ラーメン 神戸牛ジャンキー26　にいたか屋　宗右衛門町店

大阪市中央区 ラーメン 清乃難波

大阪市中央区 ラーメン 中華そば食堂　IKR51

大阪市中央区 ラーメン 麺屋のスた

大阪市中央区 ラーメン 麺屋作丸

大阪市中央区 ラーメン 和海

大阪市中央区 ラーメン屋 ?屋　やまひで

大阪市中央区 ラーメン屋 dandannoodlesなんばラーメン一座店

大阪市中央区 ラーメン屋 HAKATAラーメン　チカッパ

大阪市中央区 ラーメン屋 TREE OF LIFE

大阪市中央区 らーめん屋 きぶんや道頓堀店

大阪市中央区 ラーメン屋 ずんどう屋心斎橋店

大阪市中央区 ラーメン屋 たぶっちゃん

大阪市中央区 ラーメン屋 ちゃんぽん亭総本家 瓦町店

大阪市中央区 ラーメン屋 ちゃんぽん亭総本家 淡路町店

大阪市中央区 ラーメン屋 ちゃんぽん亭総本家 本町店

大阪市中央区 ラーメン屋 なな月

大阪市中央区 ラーメン屋 なんばウォーク　麺ゃマルショウ　なんばウォーク店

大阪市中央区 ラーメン屋 マゼニボジャンキーアメ村店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市中央区 ラーメン屋 まんねん心斎橋店

大阪市中央区 ラーメン屋 みんなのらぁ麺　阿飛流

大阪市中央区 ラーメン屋 ゆず白湯ら?めん　柚子壱郎

大阪市中央区 ラーメン屋 ラーメンスタンド　MEN BOX

大阪市中央区 ラーメン屋 ラーメンまこと屋 心斎橋本店

大阪市中央区 ラーメン屋 らーめんまぜそば あらし なにわ店

大阪市中央区 ラーメン屋 ラーメンマン

大阪市中央区 ラーメン屋 ラーメン横綱NAMBAなんなん店

大阪市中央区 ラーメン屋 ラーメン横綱クリスタ長堀店

大阪市中央区 ラーメン屋 一日一麺LAB＋

大阪市中央区 ラーメン屋 一蘭　なんば御堂筋店

大阪市中央区 ラーメン屋 一蘭　心斎橋店

大阪市中央区 ラーメン屋 一蘭　道頓堀店別館

大阪市中央区 ラーメン屋 屋台担々麺たぶっちゃん

大阪市中央区 ラーメン屋 希望軒　心斎橋長堀店

大阪市中央区 ラーメン屋 吉み乃製麺所なんばラーメン一座店

大阪市中央区 らーめん屋 吉山商店

大阪市中央区 ラーメン屋 金久右衛門　道頓堀店

大阪市中央区 ラーメン屋 金田家 なんばラーメン一座店

大阪市中央区 ラーメン屋 金龍ラーメン御堂筋店

大阪市中央区 ラーメン屋 金龍ラーメン戎橋店

大阪市中央区 ラーメン屋 金龍ラーメン千日前店

大阪市中央区 ラーメン屋 金龍ラーメン道頓堀店

大阪市中央区 ラーメン屋 九州ラーメン　ひろ

大阪市中央区 ラーメン屋 九州らーめん亀王　森ノ宮店

大阪市中央区 ラーメン屋 九州らーめん亀王難波NGK前店

大阪市中央区 ラーメン屋 札幌らーめん獅子王大阪店

大阪市中央区 ラーメン屋 煮干しらーめん玉五郎本町店

大阪市中央区 ラーメン屋 秀侍

大阪市中央区 ラーメン屋 助屋

大阪市中央区 ラーメン屋 小洞天

大阪市中央区 ラーメン屋 天天有

大阪市中央区 ラーメン屋 濃厚とんこつ醤油　大阪麦風

大阪市中央区 ラーメン屋 飛翔

大阪市中央区 ラーメン屋 本町商店

大阪市中央区 ラーメン屋 麺 柳吉

大阪市中央区 ラーメン屋 麺とかき氷ドギャン

大阪市中央区 ラーメン屋 麺や佑

大阪市中央区 ラーメン屋 麺屋あげは

大阪市中央区 ラーメン屋 麺屋青空

大阪市中央区 ラーメン屋 麺匠慶次

大阪市中央区 ラーメン屋 餃子屋　裏キオウ

大阪市中央区 らーめん屋　居酒屋 真鯛らーめんまるき

大阪市中央区 ラーメン店 こうてい麺　大ちゃん　

大阪市中央区 ラーメン店 しじみラーメン Ｓｈｉ４３屋 心斎橋本店

大阪市中央区 ラーメン店 しじみラーメン Ｓｈｉ４３屋 難波店

大阪市中央区 ラーメン店 せたが屋　エディオンなんば本店

大阪市中央区 ラーメン店 どうとんぼり神座　心斎橋店

大阪市中央区 ラーメン店 どうとんぼり神座　千日前店

大阪市中央区 ラーメン店 どうとんぼり神座　道頓堀店

大阪市中央区 ラーメン店 ひるがお　エディオンなんば本店

大阪市中央区 ラーメン店 らーめん久遠

大阪市中央区 ラーメン店 ラーメン薩摩

大阪市中央区 ラーメン店 一風堂 長堀店

大阪市中央区 らーめん店 古潭　OBP店

大阪市中央区 らーめん店 古潭　なんばCITY店

大阪市中央区 らーめん店 古潭　なんばウォーク中央店

大阪市中央区 らーめん店 古潭　なんばウォーク東店

大阪市中央区 ラーメン店 虎ノ王内本町店

大阪市中央区 ラーメン店 酒と小皿と中華そば　一休

大阪市中央区 ラーメン店 太陽のトマト麺難波グランドビル支店
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大阪市中央区 ラーメン店 頂賢麺

大阪市中央区 ラーメン店 別邸たけ井なんばラーメン一座店

大阪市中央区 ラーメン店 麺や 恵

大阪市中央区 ラーメン店 麺乃國+難波千日前店

大阪市中央区 ライブ　バー アンサンブル

大阪市中央区 ライブ＆バー 谷６Ｐａｇｅ－Ｏｎｅ

大阪市中央区 ライブカフェ 道頓堀ZAZA

大阪市中央区 ライブバー Ｂａｌｌｓ８

大阪市中央区 ライブバー LiveBar SPOT

大阪市中央区 ライブバー Musicbar  M

大阪市中央区 ライブバー かつおの遊び場

大阪市中央区 ライブバー ライブスポットテンション

大阪市中央区 ライブバー（ライブは月5.6回程度　他はバー） Live bar N

大阪市中央区 ライブバー居酒屋 ドアーズインヘブン

大阪市中央区 ライブラウンジ ライブ　ラウンジ　ユニティー

大阪市中央区 ラウンジ ?ember`s　Ｈavana

大阪市中央区 ラウンジ Amie-na manatoko

大阪市中央区 ラウンジ ascent TSUBAKI

大阪市中央区 ラウンジ AZVEL

大阪市中央区 ラウンジ BORACAY　（ボラカイ）

大阪市中央区 ラウンジ Camellia

大阪市中央区 ラウンジ Candle

大阪市中央区 ラウンジ CLUB Baccarat

大阪市中央区 ラウンジ CLUB CROSS

大阪市中央区 ラウンジ CLUB GENIE

大阪市中央区 ラウンジ CLUB GINIE

大阪市中央区 ラウンジ Club Soir?e

大阪市中央区 ラウンジ CLUB UNO

大阪市中央区 ラウンジ Coniglio (コニーリョ)

大阪市中央区 ラウンジ Cristal

大阪市中央区 ラウンジ crystal

大阪市中央区 ラウンジ Ｄ－ＰＨＯＥＮＩＸ　ディーフェニックス

大阪市中央区 ラウンジ Feel

大阪市中央区 ラウンジ FOREVER

大阪市中央区 ラウンジ Ｇ?Blue

大阪市中央区 ラウンジ GOLDEN MINAMI

大阪市中央区 ラウンジ GROW（グロウ）

大阪市中央区 ラウンジ HAPPINESS

大阪市中央区 ラウンジ Hime.

大阪市中央区 ラウンジ IL（イル）

大阪市中央区 ラウンジ kulkul

大阪市中央区 ラウンジ LOA-M

大阪市中央区 ラウンジ Lounge  Char

大阪市中央区 ラウンジ Lounge  鈴～Rin～

大阪市中央区 ラウンジ LOUNGE Blossom

大阪市中央区 ラウンジ lounge K

大阪市中央区 ラウンジ Lounge raccoon

大阪市中央区 ラウンジ Lounge808

大阪市中央区 ラウンジ Lounge夏

大阪市中央区 ラウンジ Mabuhay Annex

大阪市中央区 ラウンジ Many hay Annex

大阪市中央区 ラウンジ Member’s  Cloud

大阪市中央区 ラウンジ Ｍｅｍｂｅｒｓ　　蘭

大阪市中央区 ラウンジ MEMBERS LOUNGE 陽 -HARU-

大阪市中央区 ラウンジ Member's　MEMORY

大阪市中央区 ラウンジ member's T&H

大阪市中央区 ラウンジ Member's Ty-ra

大阪市中央区 ラウンジ MEMBER'S おにばば

大阪市中央区 ラウンジ members正木

大阪市中央区 ラウンジ members誠

大阪市中央区 ラウンジ menber's MＩＬＬ
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大阪市中央区 ラウンジ MICAZUKI

大阪市中央区 ラウンジ Palais UKIMOTO

大阪市中央区 ラウンジ PEGASUS

大阪市中央区 ラウンジ PROSPER ONE

大阪市中央区 ラウンジ Rocinante

大阪市中央区 ラウンジ salon de grandir

大阪市中央区 ラウンジ salon de　萌

大阪市中央区 ラウンジ Selfish

大阪市中央区 ラウンジ SERAI

大阪市中央区 ラウンジ SEVEN

大阪市中央区 ラウンジ STAZIA

大阪市中央区 ラウンジ swan

大阪市中央区 ラウンジ ｓｗｉｍｍｙ

大阪市中央区 ラウンジ TRAP QUEEN

大阪市中央区 ラウンジ Whiteラウンジ

大阪市中央区 ラウンジ WIF

大阪市中央区 ラウンジ Wonderwall

大阪市中央区 ラウンジ zeroclub

大阪市中央区 ラウンジ アマン ２１

大阪市中央区 ラウンジ ありんこ

大阪市中央区 ラウンジ アルハンブラ

大阪市中央区 ラウンジ きんぎょ

大阪市中央区 ラウンジ クリスタル

大阪市中央区 ラウンジ コラソン

大阪市中央区 ラウンジ ザ・フレッシュ

大阪市中央区 ラウンジ サザン・スター

大阪市中央区 ラウンジ さろんどさん

大阪市中央区 ラウンジ サワディカー

大阪市中央区 ラウンジ ダックス

大阪市中央区 ラウンジ ティファニー

大阪市中央区 ラウンジ ナイトラウンジ南国

大阪市中央区 ラウンジ ハッピネス

大阪市中央区 ラウンジ パリ、ヌボ-

大阪市中央区 ラウンジ パリ・ヌボー

大阪市中央区 ラウンジ ハレノス

大阪市中央区 ラウンジ ピアジェ

大阪市中央区 ラウンジ ビスピロポ 

大阪市中央区 ラウンジ ブービーズ

大阪市中央区 ラウンジ ふじ

大阪市中央区 ラウンジ プチ・ラセール

大阪市中央区 ラウンジ プチガルフ

大阪市中央区 ラウンジ フルリ

大阪市中央区 ラウンジ プレ　ド　ポール　Le Port Pres du port

大阪市中央区 ラウンジ ベル

大阪市中央区 らうんじ ポラリス

大阪市中央区 ラウンジ ミスサイアム

大阪市中央区 ラウンジ メンバーズ  RARE

大阪市中央区 ラウンジ メンバーズ　en

大阪市中央区 ラウンジ メンバーズ　ネージュ

大阪市中央区 ラウンジ メンバーズ　フェリーチェ

大阪市中央区 ラウンジ メンバーズ　リ　グレコ

大阪市中央区 ラウンジ メンバーズ 愛彩

大阪市中央区 ラウンジ メンバーズ　愛優花

大阪市中央区 ラウンジ メンバーズ　和

大阪市中央区 ラウンジ メンバーズen

大阪市中央区 ラウンジ メンバーズ桃

大阪市中央区 ラウンジ ゆり

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジ   ローダン

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジ  ローダン

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジ　NOA

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジ ピノス
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大阪市中央区 ラウンジ ラウンジ　フレジア

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジ　ルーチェ

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジ　レインボー

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジ　若狭

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジAKINAI

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジＡＳＫＩＭ

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジBlak Sea(ブラックシー)

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジＪＵＮＥ

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジＭ

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジParadise

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジshow 

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジアニー

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジふみ

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジ佳芽

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジ上

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジ蝶

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジ宝來

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジ朋

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジ萌

大阪市中央区 ラウンジ ラウンジ優

大阪市中央区 ラウンジ ラデェス

大阪市中央区 ラウンジ ラマン

大阪市中央区 ラウンジ ル・ポール

大阪市中央区 ラウンジ ル・ポール　de　Secret

大阪市中央区 ラウンジ ル・ポール　la villa

大阪市中央区 ラウンジ レインボー

大阪市中央区 ラウンジ 伽羅

大阪市中央区 ラウンジ 花やしき

大阪市中央区 ラウンジ 雅

大阪市中央区 ラウンジ 琴引

大阪市中央区 ラウンジ 熊　本

大阪市中央区 ラウンジ 桑の実

大阪市中央区 ラウンジ 彩希

大阪市中央区 ラウンジ 糸

大阪市中央区 ラウンジ 秋桜

大阪市中央区 ラウンジ 翠蓮

大阪市中央区 ラウンジ 聖良

大阪市中央区 ラウンジ 大松

大阪市中央区 ラウンジ 茶々

大阪市中央区 ラウンジ 長嶋

大阪市中央区 ラウンジ 天

大阪市中央区 ラウンジ 浮本

大阪市中央区 ラウンジ 夢

大阪市中央区 ラウンジ 佑美

大阪市中央区 ラウンジ 蓮

大阪市中央区 ラウンジ 櫻

大阪市中央区 ラウンジバー ORIENTAL LOUNGE NAMBA

大阪市中央区 ラウンジバー 祇乃

大阪市中央区 ラテンバー EL RINCON LATINO 

大阪市中央区 ランウジ クラブ妖精

大阪市中央区 ランチ&居酒屋 GOEN

大阪市中央区 レコードバー MilkBar 

大阪市中央区 レコード喫茶 レコード喫茶Graffiti

大阪市中央区 レストラン 8G shinsaibashi

大阪市中央区 レストラン A　LA　CIVETTE

大阪市中央区 レストラン bistro192

大阪市中央区 レストラン BLUE BIRDS ROOF TOP TERRACE

大阪市中央区 レストラン CAF?　GARB

大阪市中央区 レストラン Cafe&Wine　T'sdining

大阪市中央区 レストラン CRITTERS PIZZA

大阪市中央区 レストラン crossfield with TERRACE LOUNGE
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大阪市中央区 レストラン Eggs 'n Things心斎橋店

大阪市中央区 レストラン Flyway

大阪市中央区 レストラン GAREGEⅡ

大阪市中央区 レストラン goodspoon ジョーテラス店

大阪市中央区 レストラン Ｇrand f Ｃhina

大阪市中央区 レストラン Italian Bar&cafe docile

大阪市中央区 レストラン jeeno

大阪市中央区 レストラン Keitto Ruokala

大阪市中央区 レストラン KENT　WEST

大阪市中央区 レストラン KENT WEST

大阪市中央区 レストラン LUPO

大阪市中央区 レストラン Mamma Pa-pa マンマパーパ

大阪市中央区 レストラン OSEIRYU

大阪市中央区 レストラン PERCH

大阪市中央区 レストラン Pizza Salvatore Cuomo & Bar 心斎橋店

大阪市中央区 レストラン Restaurant RASPBERRY with MOON BAR

大阪市中央区 レストラン Restaurant&Bar いつも

大阪市中央区 レストラン Restaurantつじ川

大阪市中央区 レストラン SAKAMACHI五時まえ

大阪市中央区 レストラン Sakurai

大阪市中央区 レストラン STEREO NOVEL

大阪市中央区 レストラン t.T.banquet

大阪市中央区 レストラン Taste of THE LANDMARK SQUARE OSAKA

大阪市中央区 レストラン アミチェ

大阪市中央区 レストラン イタリアンダイニングdoppa!

大阪市中央区 レストラン ｲﾀﾘｱﾝ大衆酒場ｱﾙﾊﾞｰﾀ千日前

大阪市中央区 レストラン インドカレーの店 神戸アールティービッグステップ店

大阪市中央区 レストラン カーニバル

大阪市中央区 レストラン かごの屋清水谷高校前店

大阪市中央区 レストラン カフェアンドレストラン花紋

大阪市中央区 レストラン カフェレストラン　凛

大阪市中央区 レストラン がんこ宗右衛門町店

大阪市中央区 レストラン がんこ天満橋店

大阪市中央区 レストラン がんこ道頓堀店

大阪市中央区 レストラン がんこ難波本店

大阪市中央区 レストラン がんこ法善寺店

大阪市中央区 レストラン ザ ロイヤルパークキャンバス 大阪北浜

大阪市中央区 レストラン シルクロー・ドウイグルレストラン ムカーム

大阪市中央区 レストラン スターアイル大阪歴史博物館店

大阪市中央区 レストラン ステーキさくら　大阪松竹座店

大阪市中央区 レストラン ステーキさくら　道頓堀WEST店

大阪市中央区 レストラン ダイニング ウィズ ワイン そむりえ亭

大阪市中央区 レストラン ダイニングモーリ

大阪市中央区 レストラン パブリックバーアイラ

大阪市中央区 レストラン ハンバール　なんばウォーク店

大阪市中央区 レストラン ビストロギャロ

大阪市中央区 レストラン ﾌﾞｰﾗﾝｼﾞｪﾘｰｶﾌｪﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ　ロビンソン北浜

大阪市中央区 レストラン プレミアム　ビア&ワイン　１１３

大阪市中央区 レストラン ホテルニューオータニ大阪 ｵｰﾙﾃﾞｲﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ「SATSUKI」

大阪市中央区 レストラン ホテルニューオータニ大阪　フランス料理「SAKURA」

大阪市中央区 レストラン ホテルニューオータニ大阪　季処「一心」

大阪市中央区 レストラン ホテルニューオータニ大阪 串・創作料理＆ワイン「味寛」

大阪市中央区 レストラン ホテルニューオータニ大阪　中国料理「大観苑」

大阪市中央区 レストラン ホテルニューオータニ大阪　麺処「麺処NAKAJIMA」

大阪市中央区 レストラン ボノセコンド

大阪市中央区 レストラン ポンテベッキオ

大阪市中央区 レストラン ミゲルファニ なんばダイニングメゾン店

大阪市中央区 レストラン メィウィンズ

大阪市中央区 レストラン ラ・テッパーニャ　天満橋店

大阪市中央区 レストラン リヴゴーシュ

大阪市中央区 レストラン ル・アルジャン
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大阪市中央区 レストラン レストラン　シルヴァー

大阪市中央区 レストラン レストラン乃呂

大阪市中央区 レストラン 一凛堂　なんばダイニングメゾン

大阪市中央区 レストラン 華都飯店 本町ガーデンシティ店

大阪市中央区 レストラン 韓TABLE

大阪市中央区 レストラン 京懐石 美濃吉 心斎橋御堂筋店

大阪市中央区 レストラン 京懐石 美濃吉 天満橋店

大阪市中央区 レストラン 遇見食光

大阪市中央区 レストラン 自家製ミートソースpotto南船場店

大阪市中央区 レストラン 住友ビル  スカイガーデン

大阪市中央区 レストラン 小皿kitchen cocoro

大阪市中央区 レストラン 心斎橋ミツヤ　なんばウォーク店

大阪市中央区 レストラン 心斎橋ミツヤ　心斎橋本店

大阪市中央区 レストラン 心斎橋ライム

大阪市中央区 レストラン 大黒千牛レストラン　頂

大阪市中央区 レストラン 大阪倶楽部　食堂部

大阪市中央区 レストラン 大阪月亭

大阪市中央区 レストラン 大衆ビストロ　ムムム

大阪市中央区 レストラン 中寺２丁目ハンバーグ さんたべ

大阪市中央区 レストラン 鼎泰豊　なんばダイニングメゾン店

大阪市中央区 レストラン 鉄板焼「けやき」

大阪市中央区 レストラン 天の幸山の幸

大阪市中央区 レストラン 島之内フジマル醸造所

大阪市中央区 レストラン 等　心斎橋店

大阪市中央区 レストラン 肉食饗竜　心斎橋本店

大阪市中央区 レストラン 博多もつ鍋やまや 御堂筋本町

大阪市中央区 レストラン 本町イタリアン倶楽部

大阪市中央区 レストラン 味彩

大阪市中央区 レストラン 和牛専門店　ぐるり

大阪市中央区 レストラン 和食フレンチ　TABI

大阪市中央区 レストラン バー Viento

大阪市中央区 レストラン＆バー max osaka 心斎橋店

大阪市中央区 レストラン＆ワインショップ ワインショップ＆ダイナーFUJIMARU東心斎橋店

大阪市中央区 レストラン、バー at home bar Qoo

大阪市中央区 レストラン、バー TO BEGIN WITH　Bar&Dining

大阪市中央区 レストラン、居酒屋 大阪ガス 備後町クラブ

大阪市中央区 レストラン、宿泊施設 ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋

大阪市中央区 レストラン・居酒屋 スリランカ料理・アジアン居酒屋　ラサ・ボジュン

大阪市中央区 レストランバー Ａ７６９　ｔｈｅ　ＢＡＲ

大阪市中央区 レストランバー Bar R

大阪市中央区 レストランバー BOSCO

大阪市中央区 レストランバー CERENDIB

大阪市中央区 レストランバー Ｋｉｔｃｈｅｎ　ｂａｒ　ｍａ－ｈａ

大阪市中央区 レストランバー L'ete

大阪市中央区 レストランバー Restaurant＆Bar ALLURE

大阪市中央区 レストランバー TandoorレストBar Ashida

大阪市中央区 レストランバー treeBAR

大阪市中央区 レストランバー TRUE BLUE

大阪市中央区 レストランバー サロン ア ディネ ガルリ

大阪市中央区 レストランバー シャノワール

大阪市中央区 レストランバー バーポルコロッソ

大阪市中央区 レストランバー フィリピンRESTO BAR　MALATE 

大阪市中央区 レストランバー レストラン＆バー 39

大阪市中央区 レストランバー レストラン&バー サンタクララ

大阪市中央区 レストランバー レストランバー　オールドコース

大阪市中央区 レストラン居酒屋 ITADAKIMASU

大阪市中央区 レストラン専門店 IBERICO-YA心斎橋店

大阪市中央区 ローストチキン、南米料理屋 AMAZON-天尊-

大阪市中央区 ロシア料理屋 ＰＡＰＡ　ＶＡＮＩＡ

大阪市中央区 ワイン　バー wine bar リベル

大阪市中央区 ワインショップ ワイン酒屋mista
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大阪市中央区 ワインショップ、レストラン ワインショップ&ダイナー　東心斎橋店

大阪市中央区 ワインバー Alo Alo

大阪市中央区 ワインバー Chambre de La Vigne

大阪市中央区 ワインバー IL  bar Bice 

大阪市中央区 ワインバー N ico

大阪市中央区 ワインバー ｕｎ ｒｏｃｈｅｒ -アン ロシェ-

大阪市中央区 ワインバー wine  bar リベル

大阪市中央区 ワインバー イタリアわいんBAR　54

大阪市中央区 ワインバー ヴィノ バール チルカ

大阪市中央区 ワインバー スーク

大阪市中央区 ワインバー ラブワイン なんば店

大阪市中央区 ワインバー ワイン倶楽部　本多

大阪市中央区 ワインバー 上々

大阪市中央区 ワインバル クミン

大阪市中央区 ワインレストラン ミッシェル・ヴァン・ジャポネ

大阪市中央区 ワインレストラン わいん家

大阪市中央区 ワイン食堂 アメ村ワイン食堂VACA

大阪市中央区 伊勢海老料理レストラン 伊勢海老料理中納言　千日前味楽館

大阪市中央区 伊勢海老料理レストラン 千日前味楽館

大阪市中央区 一般飲食店 綏泉（すいせん）

大阪市中央区 飲み屋 A  LINE

大阪市中央区 飲み屋 BAR Ldap

大阪市中央区 飲み屋 BAR Leap

大阪市中央区 飲み屋 BAR LINK

大阪市中央区 飲み屋 Club ENDLESS

大阪市中央区 飲み屋 CLUB Tiara     Tiara Roman

大阪市中央区 飲み屋 Kurohige

大阪市中央区 飲み屋 Leap

大阪市中央区 飲み屋 Pure

大阪市中央区 飲み屋 ジエミニハート

大阪市中央区 飲み屋 楽呑み処　ALMON

大阪市中央区 飲み屋 鉄板OSAKA

大阪市中央区 飲食 IRoHa dining

大阪市中央区 飲食、バー bar Mustang

大阪市中央区 飲食・総菜販売 招福庵

大阪市中央区 飲食業 G.B.A

大阪市中央区 飲食業 lounge Luce

大阪市中央区 飲食業 サンロード

大阪市中央区 飲食業 葉隠

大阪市中央区 飲食業（スナック） アン・レーヴ

大阪市中央区 飲食事業　ラウンジ プレシャス　Ｐｕｒｅｃｉｏｕｓ

大阪市中央区 飲食店 （株）八十島 黒門市場2号店

大阪市中央区 飲食店 （株）八十島　黒門市場本店

大阪市中央区 飲食店 Bar Cactus

大阪市中央区 飲食店 Bar CLOUD BLANK

大阪市中央区 飲食店 BarLoungeありす

大阪市中央区 飲食店 BARポンコツ

大阪市中央区 飲食店 buchi

大阪市中央区 飲食店 CLUB Sara

大阪市中央区 飲食店 COVO～イタリアンと日本酒のお店～

大阪市中央区 飲食店 DORIDORI

大阪市中央区 飲食店 FUYU

大阪市中央区 飲食店 G.I.N

大阪市中央区 飲食店 GBA

大阪市中央区 飲食店 hope and anchor

大阪市中央区 飲食店 I Ro Ha dining 

大阪市中央区 飲食店 INDEX,,X nanba

大阪市中央区 飲食店 INSIDE CHICKEN

大阪市中央区 飲食店 J eeno

大阪市中央区 飲食店 Ｊ eeno

大阪市中央区 飲食店 Jampa



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市中央区 飲食店 K.S

大阪市中央区 飲食店 Law Less

大阪市中央区 飲食店 LUKE'S LOBSTER 心斎橋店

大阪市中央区 飲食店 MenbersJoy.s

大阪市中央区 飲食店 NAGARE

大阪市中央区 飲食店 NATSU

大阪市中央区 飲食店 ＲＥＮ

大阪市中央区 飲食店 S.L.Y

大阪市中央区 飲食店 Salon Mstyle 

大阪市中央区 飲食店 THE COURT

大阪市中央区 飲食店 THE NEST SALOON

大阪市中央区 飲食店 WaterFront

大阪市中央区 飲食店 YOUTH

大阪市中央区 飲食店 アンチエイジングカフェage

大阪市中央区 飲食店 うさぎ

大阪市中央区 飲食店 うたげや

大阪市中央区 飲食店 うどんの四國　西店

大阪市中央区 飲食店 うどんの四國　東店

大阪市中央区 飲食店 おおさか料理　浅井

大阪市中央区 飲食店 おにばば

大阪市中央区 飲食店 お好み酒家　ん

大阪市中央区 飲食店 お好み焼きARAKA

大阪市中央区 飲食店 お肉と創作和洋とおばんばい忠~まごころ~

大阪市中央区 飲食店 カフェ　ドゥ　コルス

大阪市中央区 飲食店 カンタービレ

大阪市中央区 飲食店 クックス　マダン

大阪市中央区 飲食店 ココカラ

大阪市中央区 飲食店 コンパ

大阪市中央区 飲食店 ザめしや24 千日前店

大阪市中央区 飲食店 しゃぶしゃぶ温野菜　千日前店

大阪市中央区 飲食店 しゃぶしゃぶ温野菜　道頓堀店

大阪市中央区 飲食店 すてーきはうす香西

大阪市中央区 飲食店 スナック　愛

大阪市中央区 飲食店 スナックＭｅｗ

大阪市中央区 飲食店 スナックみぃちゃん

大阪市中央区 飲食店 スナック虎えもん

大阪市中央区 飲食店 スムージーなにわ

大阪市中央区 飲食店 ダイニングバーよしの

大阪市中央区 飲食店 タイラウンジ　サワディカー

大阪市中央区 飲食店 つけ麺　四代目みさわ

大阪市中央区 飲食店 にほん酒や　一路

大阪市中央区 飲食店 パセラリゾーツなんば道頓堀店

大阪市中央区 飲食店 ハライソ

大阪市中央区 飲食店 ハワイアン食堂HALE

大阪市中央区 飲食店 ビフテキ食堂ひろ喜

大阪市中央区 飲食店 ぶらり

大阪市中央区 飲食店 ペーパームーン

大阪市中央区 飲食店 ベトナム料理「ふぉーの店」

大阪市中央区 飲食店 ホラーバー　カミーユ

大阪市中央区 飲食店 ホラーバー カミーユ

大阪市中央区 飲食店 マギー

大阪市中央区 飲食店 マンジャエベーヴィ??

大阪市中央区 飲食店 みんなのリビング

大阪市中央区 飲食店 メモリ一

大阪市中央区 飲食店 もつ彦心斎橋ヨーロッパ通り店

大阪市中央区 飲食店 もんじゃ　つづみ

大阪市中央区 飲食店 ラヴィアンローズ

大阪市中央区 飲食店 レスプリ・ドゥ・クゥー・フランス

大阪市中央区 飲食店 ローマ軒なんば本店

大阪市中央区 飲食店 ロマン亭　心斎橋店

大阪市中央区 飲食店 欧風料理  Watari
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大阪市中央区 飲食店 街かど屋　堺筋本町店

大阪市中央区 飲食店 街かど屋　長堀店

大阪市中央区 飲食店 株式会社明洞マーケット

大阪市中央区 飲食店 萱果茶

大阪市中央区 飲食店 韓国料理トンピョラ?

大阪市中央区 飲食店 季節料理のお店さくら

大阪市中央区 飲食店 牛たん炭火焼き吉次

大阪市中央区 飲食店 牛たん炭火焼き吉次 鰻谷店

大阪市中央区 飲食店 牛たん炭火焼き吉次 心斎橋店

大阪市中央区 飲食店 牛たん炭火焼き吉次 本町店

大阪市中央区 飲食店 魚の郷 こにし

大阪市中央区 飲食店 菜々人

大阪市中央区 飲食店 自家製生パスタ専門店　木本屋

大阪市中央区 飲食店 酒味の蔵

大阪市中央区 飲食店 旬彩Barりあん

大阪市中央区 飲食店 旬彩和食　万や

大阪市中央区 飲食店 旬咲料理、彩さい

大阪市中央区 飲食店 食酒処 ふるさわ

大阪市中央区 飲食店 新勝太郎

大阪市中央区 飲食店 薪ランチ

大阪市中央区 飲食店 人人餃子城

大阪市中央区 飲食店 成月

大阪市中央区 飲食店 台湾料理　永楽

大阪市中央区 飲食店 炭火焼　鳥清

大阪市中央区 飲食店 地鶏焼肉熔岩屋　西道頓堀店

大阪市中央区 飲食店 鳥よし本店

大阪市中央区 飲食店 鉄板OSAKA

大阪市中央区 飲食店 天空 道頓堀店

大阪市中央区 飲食店 土佐武／難波のあぶさん

大阪市中央区 飲食店 道頓堀　今井　本店

大阪市中央区 飲食店 鍋屋okamoto 心斎橋店

大阪市中央区 飲食店 八十島BIG BOSS

大阪市中央区 飲食店 浜久

大阪市中央区 飲食店 磨呂

大阪市中央区 飲食店 柾木

大阪市中央区 飲食店 満天ｋｉｔｃｈｅｎ

大阪市中央区 飲食店 味都　小田切

大阪市中央区 飲食店 夢二

大阪市中央区 飲食店 和食時々フレンチ貴

大阪市中央区 飲食店 絆

大阪市中央区 飲食店（しゃぶしゃぶ・せいろ蒸し等） 華蓮　大阪心斎橋店

大阪市中央区 飲食店（レストラン） ポワロー

大阪市中央区 飲食店(火鍋) 火鍋専門店 熙 よろこぶ 

大阪市中央区 飲食店、サービス店 オー・エム・ホテル日航ビル　美食の回廊

大阪市中央区 飲食店、バー buchi

大阪市中央区 飲食店とバー ピザ&ドリンクショットバーらいふ

大阪市中央区 飲食店飲み屋 クリスティア

大阪市中央区 飲食店営業 八八八

大阪市中央区 飲茶店 彩龍飲茶

大阪市中央区 鰻・日本料理屋 竹葉亭南御堂店

大阪市中央区 鰻屋 伊賀喜

大阪市中央区 鰻料理専門店 赤坂ふきぬき　大丸心斎橋店

大阪市中央区 鰻料理専門店 大阪うなぎ組

大阪市中央区 鰻料理店 菱富

大阪市中央区 欧風レストラン ガスビル食堂

大阪市中央区 沖縄料理 サンシンカフェ

大阪市中央区 屋形船 三上遊船

大阪市中央区 屋台村 千日地蔵尊通横丁

大阪市中央区 家庭料理 家庭料理　顔

大阪市中央区 家庭料理店 ?笑

大阪市中央区 家庭料理店 家庭料理　たかせ
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大阪市中央区 菓子製造販売 moonCaron

大阪市中央区 会員制スナック蘭姫 会員制蘭姫

大阪市中央区 会員制レストラン エスカイヤクラブ難波

大阪市中央区 会員制レストラン 大阪倶楽部

大阪市中央区 会席料理店 日本料理　滴

大阪市中央区 回転寿司 くら寿司なんば日本橋店

大阪市中央区 回転寿司 大起水産回転寿司　なんばＣＩＴＹ店

大阪市中央区 回転寿司 大起水産回転寿司　なんばウォーク店

大阪市中央区 回転寿司 大起水産回転寿司　大丸心斎橋店

大阪市中央区 回転寿司 大起水産回転寿司　天満橋店

大阪市中央区 回転寿司 大起水産回転寿司　道頓堀店

大阪市中央区 回転寿司店 廻転寿司CHOJIRO法善寺店

大阪市中央区 回転寿司店 赤垣屋　回転寿司店

大阪市中央区 懐石屋 しょうへい3000

大阪市中央区 懐石料理 桝田

大阪市中央区 海鮮レストラン 天下の台所　大起水産　なんばＣＩＴＹ店

大阪市中央区 海鮮レストラン 天下の台所　大起水産　八軒家浜　まぐろスタジアム

大阪市中央区 海鮮居酒屋 魚盛　ＯＢＰツインタワー店

大阪市中央区 海鮮居酒屋 魚盛　本町イトゥビル店

大阪市中央区 海鮮居酒屋 千日前まぐろセンター

大阪市中央区 海鮮居酒屋 大衆酒処　うみさちひこ

大阪市中央区 海鮮料理、日本酒専門店 さくや谷町

大阪市中央区 海鮮丼 海鮮丼の駅前

大阪市中央区 海鮮丼専門店 若狭家　南海なんば店

大阪市中央区 海鮮丼専門店 若狭家　難波店

大阪市中央区 海鮮丼専門店 大阪・堂島 海鮮王

大阪市中央区 蟹料理 蟹奉行　なんば宗右衛門町店

大阪市中央区 蟹料理 蟹奉行　なんば千日前店

大阪市中央区 蟹料理店 蟹吉

大阪市中央区 貝料理専門店 貝料理専門店 ゑぽっく

大阪市中央区 角打ち（お酒のグラス売り） リカーショップ　グランセルクル

大阪市中央区 楽器販売 ロックイン難波

大阪市中央区 割烹 たけや

大阪市中央区 割烹 伊割烹　Affetto

大阪市中央区 割烹 割烹　歩

大阪市中央区 割烹 魚菜処光悦

大阪市中央区 割烹 食彩　のぐち

大阪市中央区 割烹 島谷

大阪市中央区 割烹 道頓堀いこい

大阪市中央区 割烹 美加佐

大阪市中央区 割烹 味彩

大阪市中央区 割烹 和ダイニングHatakenaka

大阪市中央区 割烹　天ぷら 割烹天ぷら　喜太八

大阪市中央区 割烹居酒屋 桃酔

大阪市中央区 割烹料理 さくら庵

大阪市中央区 割烹料理 割烹 艮

大阪市中央区 割烹料理 青竹庵

大阪市中央区 割烹料理 島之内　一陽

大阪市中央区 割烹料理 味心　その田

大阪市中央区 割烹料理屋 けい馬

大阪市中央区 割烹料理屋 和　あいだ

大阪市中央区 割烹料理店 おおさか料理浅井東迎

大阪市中央区 割烹料理店 割烹 新

大阪市中央区 割烹料理店 割烹　肉膳　光月

大阪市中央区 割烹料理店 幸平

大阪市中央区 割烹料理店 浅井東迎

大阪市中央区 活けふぐ料理専門店 ふぐ蟹千年

大阪市中央区 活ふぐ専門料理店 とらふぐ屋

大阪市中央区 株式会社奥村実業社 しゃぶ亭　三ツ寺筋店

大阪市中央区 釜飯屋 釜飯と炭と酒　やま蔵

大阪市中央区 鴨料理専門店 おら鴨
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大阪市中央区 甘党喫茶　 甘党まえだ　なんばウォーク店

大阪市中央区 甘味喫茶 喫茶去

大阪市中央区 韓国チキン屋さん 鳥美人

大阪市中央区 韓国食堂 K-story

大阪市中央区 韓国食堂 マツコポツチャ

大阪市中央区 韓国食堂 韓国料理    韓江

大阪市中央区 韓国食堂 本場韓国料理８８

大阪市中央区 韓国料理 OK! うちの家

大阪市中央区 韓国料理 こころ

大阪市中央区 韓国料理 コッテジ

大阪市中央区 韓国料理 コッテジ千日前本店

大阪市中央区 韓国料理 さらんばん

大阪市中央区 韓国料理 ダンミレッド

大阪市中央区 韓国料理 ダンミ恋愛ポチャ

大阪市中央区 韓国料理 チデロ

大阪市中央区 韓国料理 ヘウンデ

大阪市中央区 韓国料理 海雲台（ヘウンデ）

大阪市中央区 韓国料理 楽韓堂　ウラなんば店

大阪市中央区 韓国料理 楽韓堂　心斎橋店

大阪市中央区 韓国料理 韓国料理　宇屋

大阪市中央区 韓国料理 韓国料理　情

大阪市中央区 韓国料理 韓国料理居酒屋 コモネ

大阪市中央区 韓国料理 心斎橋大丸百貨店・韓国料理美菜莉

大阪市中央区 韓国料理 明洞マーケット

大阪市中央区 韓国料理 崔の家

大阪市中央区 韓国料理ぎわ 韓国料理ぎわ

大阪市中央区 韓国料理飲食店 すずめ

大阪市中央区 韓国料理屋 てっちゃん鍋・韓国家庭料理　なべよし

大阪市中央区 韓国料理屋 ハラペコ食堂　GEMSなんば店

大阪市中央区 韓国料理屋 ハラペコ食堂　心斎橋店

大阪市中央区 韓国料理屋 ハラペコ食堂　難波本店

大阪市中央区 韓国料理屋 韓国料理関西

大阪市中央区 韓国料理屋 赤坂一龍大阪難波店

大阪市中央区 韓国料理屋 冷麺館　松屋町店

大阪市中央区 韓国料理店 吉祥

大阪市中央区 韓国料理店 済州

大阪市中央区 韓国料理店 冷麺館 谷町店

大阪市中央区 玩具屋BRA BLACKPEARL-MOVIE-TOY-SHOP

大阪市中央区 季節料理 ふぐとはもの店さくら

大阪市中央区 季節料理のお店 季節料理のお店　さくら

大阪市中央区 喫茶 カバリエ難波店

大阪市中央区 喫茶 グランデ珈琲

大阪市中央区 喫茶 パウンドハウス

大阪市中央区 喫茶 パンの箱

大阪市中央区 喫茶 喫茶ぶどうの木

大阪市中央区 喫茶 生クリーム専門店　milk

大阪市中央区 喫茶 味庵茶坊

大阪市中央区 喫茶 軽食 喫茶&軽食  ナイアガラ

大阪市中央区 喫茶&カレー&バー 石ノ花

大阪市中央区 喫茶＆レストラン ジャンセン

大阪市中央区 喫茶、バー 結音茶舗

大阪市中央区 喫茶、レストラン SWAMP501

大阪市中央区 喫茶・ビュッフェ ホテルニューオータニ大阪 ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」

大阪市中央区 喫茶店 AMANTE 

大阪市中央区 喫茶店 Beans Cafe & Gallery 片岡

大阪市中央区 喫茶店 C afe RENGA

大阪市中央区 喫茶店 caf? RIVAGE

大阪市中央区 喫茶店 cafe & rest  21 　 トニワン

大阪市中央区 喫茶店 Ｃafe RENGA

大阪市中央区 喫茶店 coffee house YAMAYA 山家珈琲

大阪市中央区 喫茶店 GammedCafe
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大阪市中央区 喫茶店 LAMP coffee shop

大阪市中央区 喫茶店 Lib Coffee 

大阪市中央区 喫茶店 Melbourne coffee

大阪市中央区 喫茶店 OK

大阪市中央区 喫茶店 Shuhari coffee & sandwich

大阪市中央区 喫茶店 アクアヴェール

大阪市中央区 喫茶店 インパクト

大阪市中央区 喫茶店 カフェ ザ プラントルーム

大阪市中央区 喫茶店 カフェ＆ランチ　あらもんや

大阪市中央区 喫茶店 クララベルカフェ

大阪市中央区 喫茶店 コーヒーハウスケニア

大阪市中央区 喫茶店 コメダ珈琲　西心斎橋店

大阪市中央区 喫茶店 コメダ珈琲店なんばCITY店

大阪市中央区 喫茶店 コンセントカフェ

大阪市中央区 喫茶店 サロン喫茶フレイムハウス

大阪市中央区 喫茶店 サンドイッチ?珈琲　おいで

大阪市中央区 喫茶店 タリーズコーヒーKAIYODO大丸心斎橋店

大阪市中央区 喫茶店 タリーズコーヒー堺筋本町店

大阪市中央区 喫茶店 タリーズコーヒー大阪城公園駅前店

大阪市中央区 喫茶店 タリーズコーヒー大阪城天守閣前

大阪市中央区 喫茶店 ダンケ心斎橋

大阪市中央区 喫茶店 たんぽぽ

大阪市中央区 喫茶店 パンプルムース

大阪市中央区 喫茶店 リスボン珈琲店

大阪市中央区 喫茶店 一期一笑

大阪市中央区 喫茶店 駅前パーラーDOTONPLAZA店

大阪市中央区 喫茶店 喫茶     ロダン

大阪市中央区 喫茶店 喫茶　　カ　レ　ン

大阪市中央区 喫茶店 喫茶　コンドル

大阪市中央区 喫茶店 喫茶　山水（やまみず）

大阪市中央区 喫茶店 喫茶マウンテン

大阪市中央区 喫茶店 吟和

大阪市中央区 喫茶店 沙羅

大阪市中央区 喫茶店 自家焙煎珈琲　LINK

大阪市中央区 喫茶店 純喫茶　アメリカン

大阪市中央区 喫茶店 上島珈琲店OBP店

大阪市中央区 喫茶店 心斎橋麓鳴舘

大阪市中央区 喫茶店 南海パーラー

大阪市中央区 喫茶店 珈琲館　香豆

大阪市中央区 喫茶店 珈琲亭

大阪市中央区 牛タン・干物・串焼き ほっとけや長堀店

大阪市中央区 牛たん料理 牛たん料理　Jyujyu

大阪市中央区 牛タン料理専門店 牛タンとステーキ ぶりあん松屋町店

大阪市中央区 牛串焼バー きらく

大阪市中央区 牛鍋店 すき焼き　善

大阪市中央区 居酒屋 1416

大阪市中央区 居酒屋 ??亭

大阪市中央区 居酒屋 ?み処　きよ実

大阪市中央区 居酒屋 「食とさけ」居酒屋かるだん

大阪市中央区 居酒屋 146STATE

大阪市中央区 居酒屋 adatto

大阪市中央区 居酒屋 Asian Shot Bar Mar's

大阪市中央区 居酒屋 atmosph?re

大阪市中央区 居酒屋 Ａバール

大阪市中央区 居酒屋 BAK KITAHAMA

大阪市中央区 居酒屋 Bistro PRIMO

大阪市中央区 居酒屋 bo-chira BAR ZUMI

大阪市中央区 居酒屋 Bon-tune

大阪市中央区 居酒屋 CANCER

大阪市中央区 居酒屋 Clan Nine

大阪市中央区 居酒屋 Corner Shop
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大阪市中央区 居酒屋 dining bar秋山

大阪市中央区 居酒屋 ECHO CHAMBAR

大阪市中央区 居酒屋 Girls Livingでめきん

大阪市中央区 居酒屋 GOTTI　南船場店

大阪市中央区 居酒屋 GRIIL ROCKY

大阪市中央区 居酒屋 Grill & Kitchen かぼちゃの馬車

大阪市中央区 居酒屋 GRILL ROCKY

大阪市中央区 居酒屋 HARU 心斎橋邸

大阪市中央区 居酒屋 HARU 本町邸

大阪市中央区 居酒屋 haruharu難波店

大阪市中央区 居酒屋 hidemai ひでまい

大阪市中央区 居酒屋 hidemaiひでまい

大阪市中央区 居酒屋 HOLIC

大阪市中央区 居酒屋 HOME GROUND

大阪市中央区 居酒屋 HUBなんばダ・オーレ店

大阪市中央区 居酒屋 HUBなんば戎橋店

大阪市中央区 居酒屋 HUB心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 jadore 心斎橋

大阪市中央区 居酒屋 Joonsai

大阪市中央区 居酒屋 Kitchen GINA

大阪市中央区 居酒屋 Kitchen＆Bar JACKAL なんば店

大阪市中央区 居酒屋 Korean Dining ひょんじぇ

大阪市中央区 居酒屋 La.vache

大阪市中央区 居酒屋 LaVerite

大阪市中央区 居酒屋 Lucy stand dining

大阪市中央区 居酒屋 manbou

大阪市中央区 居酒屋 mini鳥舞台

大阪市中央区 居酒屋 Mosh Pit

大阪市中央区 居酒屋 namBaHIPS/B1/角ハイボール酒場ダイジェスト

大阪市中央区 居酒屋 Ｎａｎａｋｏ

大阪市中央区 居酒屋 NOMISKY

大阪市中央区 居酒屋 Ｎ白木屋 谷町四丁目駅前店

大阪市中央区 居酒屋 Ｎ白木屋 道頓堀店

大阪市中央区 居酒屋 Ｎ白木屋 南海なんば北口駅前店

大阪市中央区 居酒屋 Ｎ白木屋 南船場心斎橋筋店

大阪市中央区 居酒屋 One

大阪市中央区 居酒屋 onfleek

大阪市中央区 居酒屋 porco(ポルコ）　道頓堀店

大阪市中央区 居酒屋 SABAR+　なんばCITY店

大阪市中央区 居酒屋 SAKE BAR　太

大阪市中央区 居酒屋 SENBA道場

大阪市中央区 居酒屋 STAND BB

大阪市中央区 居酒屋 STAND KING CONG

大阪市中央区 居酒屋 Suーshiうお春

大阪市中央区 居酒屋 TA＋26＝

大阪市中央区 居酒屋 THE GOOD THING

大阪市中央区 居酒屋 Tipsy   club

大阪市中央区 居酒屋 UMIYA CAFE westpoint

大阪市中央区 居酒屋 UMIYA ROCK CLUB

大阪市中央区 居酒屋 UROKO

大阪市中央区 居酒屋 VANGUARD

大阪市中央区 居酒屋 wapiti

大阪市中央区 居酒屋 YAPON

大阪市中央区 居酒屋 ｙｕｆｕｒａ　采香他店舗数件ありますが

大阪市中央区 居酒屋 あーちゃん

大阪市中央区 居酒屋 あえたん．

大阪市中央区 居酒屋 あくび

大阪市中央区 居酒屋 あじわい酒房あづま心斎橋

大阪市中央区 居酒屋 あずまママのできたてキッチン

大阪市中央区 居酒屋 あたりや食堂　なんば店

大阪市中央区 居酒屋 あづま心斎橋
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大阪市中央区 居酒屋 あぶらや

大阪市中央区 居酒屋 アメ村社員食堂

大阪市中央区 居酒屋 あゆの家

大阪市中央区 居酒屋 いくら

大阪市中央区 居酒屋 いこい

大阪市中央区 居酒屋 いざかや　ぼっち

大阪市中央区 居酒屋 イザカヤキツネ

大阪市中央区 居酒屋 いずみ谷

大阪市中央区 居酒屋 イチかバチか

大阪市中央区 居酒屋 いまだや

大阪市中央区 居酒屋 うえだや

大阪市中央区 居酒屋 うお熊

大阪市中央区 居酒屋 うまいもんや　つくし

大阪市中央区 居酒屋 うまいもんや　つくしHANARE

大阪市中央区 居酒屋 うまいもん処　ニ楽

大阪市中央区 居酒屋 うまとり

大阪市中央区 居酒屋 うろこ屋

大阪市中央区 居酒屋 えこひいき千日前店

大阪市中央区 居酒屋 えこひいき難波店

大阪市中央区 居酒屋 えびすpremiun

大阪市中央区 居酒屋 えびのや高麗橋店

大阪市中央区 居酒屋 おきなわ銀座 万が一

大阪市中央区 居酒屋 おぐら

大阪市中央区 居酒屋 おでん・惣菜　如月（きさら）

大阪市中央区 居酒屋 おでんとお蕎麦 居酒屋じんべえ難波店

大阪市中央区 居酒屋 おでんとお酒　裕音

大阪市中央区 居酒屋 おでんと和み料理　こすもす

大阪市中央区 居酒屋 おでんと和み料理こすもす

大阪市中央区 居酒屋 おでんの楽

大阪市中央区 居酒屋 おでん屋こころ

大阪市中央区 居酒屋 おばんざい　わびすけ

大阪市中央区 居酒屋 おばんざいときしめん鯱?しゃちほこ?

大阪市中央区 居酒屋 おばんざい綾のおかん

大阪市中央区 居酒屋 おばんざい坂町ハイカラ

大阪市中央区 居酒屋 おばんざい酒場　にいやま

大阪市中央区 居酒屋 おふくろの味酒場つくし

大阪市中央区 居酒屋 オレ流居酒屋　角ちゃん

大阪市中央区 居酒屋 お酒と肴とおうちごはん　花櫓南

大阪市中央区 居酒屋 お酒基地　PECOLI

大阪市中央区 居酒屋 お食事処 今ちゃん

大阪市中央区 居酒屋 お惣菜bar ひろや

大阪市中央区 居酒屋 お惣菜串かつ　たまき

大阪市中央区 居酒屋 お豆

大阪市中央区 居酒屋 かぎ屋

大阪市中央区 居酒屋 かくれ庵　まるいち

大阪市中央区 居酒屋 カジュアルバル　まんとら

大阪市中央区 居酒屋 かっぽうぎ　ツイン21店

大阪市中央区 居酒屋 かっぽうぎ　相鉄フレッサイン淀屋橋店

大阪市中央区 居酒屋 かっぽうぎ安土町店

大阪市中央区 居酒屋 かっぽうぎ淀屋橋店

大阪市中央区 居酒屋 かっぽうぎ淀屋橋東店

大阪市中央区 居酒屋 カフェソウル

大阪市中央区 居酒屋 からあげバルGotta

大阪市中央区 居酒屋 かんてきや安土

大阪市中央区 居酒屋 かんてきや瓦町店

大阪市中央区 居酒屋 かんてきや要

大阪市中央区 居酒屋 キーテール

大阪市中央区 居酒屋 キー眸

大阪市中央区 居酒屋 キッチン　えん

大阪市中央区 居酒屋 キッチン&リカー遊ya家

大阪市中央区 居酒屋 キッチンニコ
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大阪市中央区 居酒屋 きっちん桃源郷

大阪市中央区 居酒屋 きのこの里　南船場本店

大阪市中央区 居酒屋 きんぎょ草

大阪市中央区 居酒屋 きんぱち

大阪市中央区 居酒屋 クイモノヤカク

大阪市中央区 居酒屋 くいもん家K s

大阪市中央区 居酒屋 くし天　かせやん

大阪市中央区 居酒屋 くろまる

大阪市中央区 居酒屋 くわ焼き　たこ政

大阪市中央区 居酒屋 けんちゃん

大阪市中央区 居酒屋 こがんこ難波店

大阪市中央区 居酒屋 ゴチソウマルシェ

大阪市中央区 居酒屋 こっちこいよ

大阪市中央区 居酒屋 こっちこっち?！！

大阪市中央区 居酒屋 こつぼ

大阪市中央区 居酒屋 こみなみ家

大阪市中央区 居酒屋 こ玄

大阪市中央区 居酒屋 さかい えん弥

大阪市中央区 居酒屋 さかい　えん弥

大阪市中央区 居酒屋 さかなのじんべえ

大阪市中央区 居酒屋 さかなや道場 堺筋本町

大阪市中央区 居酒屋 さかなや道場谷町四丁目駅前店

大阪市中央区 居酒屋 さかな屋さんの居酒屋さん

大阪市中央区 居酒屋 サカバイッチ

大阪市中央区 居酒屋 サカモんち5号室（旧店名　缶プラス）

大阪市中央区 居酒屋 さか町　鳥光

大阪市中央区 居酒屋 さくら

大阪市中央区 居酒屋 さくら水産 堺筋本町店

大阪市中央区 居酒屋 さくら水産 淀屋橋店

大阪市中央区 居酒屋 サンシンカフェ.

大阪市中央区 居酒屋 ざんまい食堂

大阪市中央区 居酒屋 しあわせ料理 ねぎ坊主

大阪市中央区 居酒屋 じどりなべ三浦

大阪市中央区 居酒屋 ジビエ料理と鉄板料理の店MＨ

大阪市中央区 居酒屋 シマネヤ

大阪市中央区 居酒屋 ジャコミーノ

大阪市中央区 居酒屋 ジョイラック

大阪市中央区 居酒屋 じょうのや 北浜店

大阪市中央区 居酒屋 ジョニーのからあげ　SENBA道場

大阪市中央区 居酒屋 ジョニーのからあげ　松屋町店

大阪市中央区 居酒屋 じろー

大阪市中央区 居酒屋 スタンドのぶや

大阪市中央区 居酒屋 スタンド三国

大阪市中央区 居酒屋 スタンド三日月

大阪市中央区 居酒屋 スパイス食堂　サワキチ　南船場本店

大阪市中央区 居酒屋 すもうキッチン佐賀昇

大阪市中央区 居酒屋 スモールライト

大阪市中央区 居酒屋 スリープ

大阪市中央区 居酒屋 セルフ立ち呑み　170日後に閉まる店

大阪市中央区 居酒屋 ソウルハートキッチン　はら房

大阪市中央区 居酒屋 そば居酒屋　るちん

大阪市中央区 居酒屋 そらねいろ

大阪市中央区 居酒屋 ダイキチ大阪本部

大阪市中央区 居酒屋 たか鳥 心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 たか鳥 難波座裏店

大阪市中央区 居酒屋 たか鳥 難波千日前店

大阪市中央区 居酒屋 たく

大阪市中央区 居酒屋 たけし

大阪市中央区 居酒屋 たけや

大阪市中央区 居酒屋 たこしげ

大阪市中央区 居酒屋 たこやき王子 心斎橋店
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大阪市中央区 居酒屋 たこやき王子　難波道頓堀店

大阪市中央区 居酒屋 たこ梅 本店

大阪市中央区 居酒屋 たこ八

大阪市中央区 居酒屋 たこ萬

大阪市中央区 居酒屋 たまりば

大阪市中央区 居酒屋 たゆたゆ千日前

大阪市中央区 居酒屋 たよし南海店

大阪市中央区 居酒屋 たよし北浜店

大阪市中央区 居酒屋 たよし本店

大阪市中央区 居酒屋 たんと　心斎橋

大阪市中央区 居酒屋 たんぽぽ本町店

大阪市中央区 居酒屋 ぢどっこ平野町店

大阪市中央区 居酒屋 ぢどっこ北浜店

大阪市中央区 居酒屋 チャオディン

大阪市中央区 居酒屋 ちょっと一旬

大阪市中央区 居酒屋 ちょっと呑みえんな

大阪市中央区 居酒屋 つかもと

大阪市中央区 居酒屋 つり吉難波

大阪市中央区 居酒屋 デーバク

大阪市中央区 居酒屋 てっちゃん鍋金太郎

大阪市中央区 居酒屋 てつ鍋 カツを 天満橋店

大阪市中央区 居酒屋 てらや

大阪市中央区 居酒屋 テンカラ煌楽

大阪市中央区 居酒屋 てんぐ

大阪市中央区 居酒屋 テング酒場　谷町四丁目店

大阪市中央区 居酒屋 どうとんぼり ぜん

大阪市中央区 居酒屋 とく兵衛

大阪市中央区 居酒屋 ドラゴンパンチ

大阪市中央区 居酒屋 とり料理　みその

大阪市中央区 居酒屋 どんがめ 本町店

大阪市中央区 居酒屋 とん足びーちゃん

大阪市中央区 居酒屋 なおみん家

大阪市中央区 居酒屋 ながおかキッチン

大阪市中央区 居酒屋 ながほり日本酒うさぎ

大阪市中央区 居酒屋 なかよし　日本橋店

大阪市中央区 居酒屋 なごみ

大阪市中央区 居酒屋 なべ料理 よし富

大阪市中央区 居酒屋 なんばしょっと？

大阪市中央区 居酒屋 なんばマルフク

大阪市中央区 居酒屋 なんばワイン酒場バルミチェ

大阪市中央区 居酒屋 なんば貸切パーティースペースクラブ5

大阪市中央区 居酒屋 なんば百番

大阪市中央区 居酒屋 にくまるや

大阪市中央区 居酒屋 にほんいち本町店

大阪市中央区 居酒屋 にゃんカンパニー

大阪市中央区 居酒屋 ねこや

大阪市中央区 居酒屋 ねぼけ堂

大阪市中央区 居酒屋 のす

大阪市中央区 居酒屋 のと楽

大阪市中央区 居酒屋 のりを西心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 ばーる自惚れ

大阪市中央区 居酒屋 はせどん

大阪市中央区 居酒屋 ハチマル蒲鉾なんば千日前店

大阪市中央区 居酒屋 ハナレノミ　カジノバ

大阪市中央区 居酒屋 はまぐり酒場　笑師

大阪市中央区 居酒屋 バルバラ

大阪市中央区 居酒屋 ハンアリ

大阪市中央区 居酒屋 ばんざいBAR楽がき

大阪市中央区 居酒屋 ばんざいにし屋

大阪市中央区 居酒屋 ばんざい一三屋

大阪市中央区 居酒屋 ばんしゃく屋ち
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大阪市中央区 居酒屋 ビストロ　にしかわ

大阪市中央区 居酒屋 ひもの野郎 南船場店

大阪市中央区 居酒屋 ひもの野郎東心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 フィッシャーマンズナチュラルホリック

大阪市中央区 居酒屋 フェローズ

大阪市中央区 居酒屋 ふらんくす

大阪市中央区 居酒屋 ぶりや58ポチャ

大阪市中央区 居酒屋 ぶりやチカチキン　心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 ぶんごや

大阪市中央区 居酒屋 ふ美芳

大阪市中央区 居酒屋 ベースキャンプ

大阪市中央区 居酒屋 へぎそば村瀬

大阪市中央区 居酒屋 べっぴん野菜と日本酒　たまや

大阪市中央区 居酒屋 ほっとけや　長堀店

大阪市中央区 居酒屋 ほっとけや　道頓堀店

大阪市中央区 居酒屋 ホルモン　バックドロップ

大阪市中央区 居酒屋 ホルモン?ちゃん

大阪市中央区 居酒屋 ほんがれや　千日前店

大阪市中央区 居酒屋 ぼんくら酒場　天満橋店

大阪市中央区 居酒屋 ほんでな

大阪市中央区 居酒屋 まえだ家

大阪市中央区 居酒屋 まぐろ小屋別邸

大阪市中央区 居酒屋 まごころ　幸

大阪市中央区 居酒屋 まつ本

大阪市中央区 居酒屋 まま子のきっちん

大阪市中央区 居酒屋 マミーズきっちん

大阪市中央区 居酒屋 マルコポーロ

大阪市中央区 居酒屋 まるのみ

大阪市中央区 居酒屋 まんなおし

大阪市中央区 居酒屋 まんぼうの家

大阪市中央区 居酒屋 まんまる食堂

大阪市中央区 居酒屋 みかさ

大阪市中央区 居酒屋 みぞぐ

大阪市中央区 居酒屋 みつえちゃん 道頓堀店

大阪市中央区 居酒屋 ミナミ一番

大阪市中央区 居酒屋 ミナミ二番

大阪市中央区 居酒屋 メイクワンツー

大阪市中央区 居酒屋 めし亭酒房佐海たちばな

大阪市中央区 居酒屋 もつマニア

大阪市中央区 居酒屋 もつ無双ゆまる

大阪市中央区 居酒屋 モトカラ

大阪市中央区 居酒屋 やきとり温

大阪市中央区 居酒屋 やきとん 煮込み 串仙人

大阪市中央区 居酒屋 やぐら海乃山

大阪市中央区 居酒屋 やさい串巻き　なるとや

大阪市中央区 居酒屋 やまのや　船場中央店

大阪市中央区 居酒屋 やまのや　天満橋店

大阪市中央区 居酒屋 やまのや市場

大阪市中央区 居酒屋 やわらぎの郷

大阪市中央区 居酒屋 や台や

大阪市中央区 居酒屋 ゆずの小町　なんば店

大阪市中央区 居酒屋 ゆめ八　プレミアム　難波店

大阪市中央区 居酒屋 よいではないか

大阪市中央区 居酒屋 よしま

大阪市中央区 居酒屋 よってこ立ち呑み　てくてく

大阪市中央区 居酒屋 よどやばし　燁

大阪市中央区 居酒屋 らいぱち

大阪市中央区 居酒屋 ラグビー部マーラー

大阪市中央区 居酒屋 リーフ

大阪市中央区 居酒屋 ルードッグ酒場

大阪市中央区 居酒屋 レストランロイヤル（ディナータイム）
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大阪市中央区 居酒屋 ろばた焼き　藤の猿

大阪市中央区 居酒屋 わいわい酒場どんちゃん

大阪市中央区 居酒屋 ワインと日本酒　風音

大阪市中央区 居酒屋 わがままキッチン　きたやま

大阪市中央区 居酒屋 わが家

大阪市中央区 居酒屋 わたる 千日前店

大阪市中央区 居酒屋 わたる 難波本店

大阪市中央区 居酒屋 ヱビスバー・ザ・グリル　なんばCITY店

大阪市中央区 居酒屋 ゑびす屋

大阪市中央区 居酒屋 庵の梅

大阪市中央区 居酒屋 伊割烹 Affetto

大阪市中央区 居酒屋 磯丸水産　なんば御堂筋店

大阪市中央区 居酒屋 磯丸水産　なんば南海通り店

大阪市中央区 居酒屋 磯丸水産　道頓堀店

大阪市中央区 居酒屋 磯丸水産千日前店

大阪市中央区 居酒屋 磯銀

大阪市中央区 居酒屋 磯笛

大阪市中央区 居酒屋 一休

大阪市中央区 居酒屋 一軒め酒場天満橋店

大阪市中央区 居酒屋 一心一味法善寺茂

大阪市中央区 居酒屋 一風雷蔵　船場店

大阪市中央区 居酒屋 一利木や

大阪市中央区 居酒屋 飲食処　月光

大阪市中央区 居酒屋 羽根つき焼小籠包 鼎’ｓ (Din’ｓ) 堺筋本町店

大阪市中央区 居酒屋 延田ビル3階

大阪市中央区 居酒屋 煙　燻製バル トリベーネ なんば法善寺店

大阪市中央区 居酒屋 煙 燻製バル トリベーネ なんば法善寺店

大阪市中央区 居酒屋 煙 燻製バル トリベーネ 日本橋店

大阪市中央区 居酒屋 煙 燻製バル トリベーネ 裏なんば本店

大阪市中央区 居酒屋 縁や

大阪市中央区 居酒屋 横綱　難波本館

大阪市中央区 居酒屋 横綱　法善寺

大阪市中央区 居酒屋 横堀船場

大阪市中央区 居酒屋 横濱魚萬 谷町四丁目駅前店

大阪市中央区 居酒屋 王道居酒屋のりを　西心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 王道居酒屋のりを千日前店

大阪市中央区 居酒屋 王道居酒屋のりを難波店

大阪市中央区 居酒屋 王道居酒屋のりを本町店

大阪市中央区 居酒屋 沖縄ダイニングザイオン

大阪市中央区 居酒屋 沖縄居酒屋がちまやー

大阪市中央区 居酒屋 沖縄居酒屋てぃん

大阪市中央区 居酒屋 沖縄居酒屋てぃんがーら

大阪市中央区 居酒屋 沖縄料理  ソーキ家

大阪市中央区 居酒屋 沖縄料理　花しょうぶ

大阪市中央区 居酒屋 沖縄料理　空　ゆいまーる

大阪市中央区 居酒屋 屋台屋

大阪市中央区 居酒屋 屋台酒場　すし然

大阪市中央区 居酒屋 家庭料理　こやなぎ 

大阪市中央区 居酒屋 花よし

大阪市中央区 居酒屋 賀

大阪市中央区 居酒屋 雅楽

大阪市中央区 居酒屋 懐屋

大阪市中央区 居酒屋 懐楽料理おかん

大阪市中央区 居酒屋 海の幸　りき

大阪市中央区 居酒屋 海家食堂 谷町店

大阪市中央区 居酒屋 海鮮・鉄板焼 やまちゃん

大阪市中央区 居酒屋 海鮮屋台まいこ高麗橋店

大阪市中央区 居酒屋 海鮮居酒屋　菊池庵

大阪市中央区 居酒屋 海鮮居酒屋　山陰浜田港

大阪市中央区 居酒屋 海鮮居酒屋魚漁

大阪市中央区 居酒屋 海鮮居酒屋天秤棒
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大阪市中央区 居酒屋 海鮮居酒屋天秤棒　難波店

大阪市中央区 居酒屋 海鮮居酒屋天秤棒玉造店

大阪市中央区 居酒屋 海鮮料理屋　喜酔

大阪市中央区 居酒屋 貝と海老そして蟹

大阪市中央区 居酒屋 楽家

大阪市中央区 居酒屋 楽家となり

大阪市中央区 居酒屋 楽蔵　大阪本町駅前店

大阪市中央区 居酒屋 楽遊　～らくゆう～　心斎橋駅近店　和食居酒屋

大阪市中央区 居酒屋 活海老バルorb Resort ウラなんば

大阪市中央区 居酒屋 株式会社まめだ

大阪市中央区 居酒屋 株式会社桝田商店

大阪市中央区 居酒屋 釜めし 御嵩

大阪市中央区 居酒屋 鴨ノ炭治郎

大阪市中央区 居酒屋 乾杯屋

大阪市中央区 居酒屋 甘太郎なんば店

大阪市中央区 居酒屋 甘太郎宗右衛門町店

大阪市中央区 居酒屋 関

大阪市中央区 居酒屋 韓国居酒屋  すずめ

大阪市中央区 居酒屋 韓国焼肉居酒屋てじや

大阪市中央区 居酒屋 韓国食堂　済州

大阪市中央区 居酒屋 丸寿高麗橋店

大阪市中央区 居酒屋 喜心

大阪市中央区 居酒屋 喜多蔵

大阪市中央区 居酒屋 季節の肴とお酒　たいのたい

大阪市中央区 居酒屋 季節料理 みかさ

大阪市中央区 居酒屋 季節料理つくし

大阪市中央区 居酒屋 騎文

大阪市中央区 居酒屋 桔梗

大阪市中央区 居酒屋 久実家(くみや)

大阪市中央区 居酒屋 宮下別邸

大阪市中央区 居酒屋 宮崎郷土料理どぎゃん本店

大阪市中央区 居酒屋 宮崎地鶏と旬菜「とり神楽」淀屋橋店

大阪市中央区 居酒屋 宮崎地鶏炭火焼「車」心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 宮崎地鶏炭火焼「車」難波えびす橋店

大阪市中央区 居酒屋 宮崎地鶏炭火焼「車」北新地店

大阪市中央区 居酒屋 牛たんと野菜巻き串　おくを　難波店

大阪市中央区 居酒屋 牛小屋

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋　おおくぼ

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋 きみっ家

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋 こんご

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋　しん

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋　つかさ

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋　やまもと

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋　歓喜

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋　小島屋　ま?ちき

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋　大ざわ

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋　竹ちゃん

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋　麦

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋　富士

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋　凛

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋　鰤生

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋191　ざっか屋

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋BARたべてっ亭

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋RAN

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋きいろ

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋ケンちゃん

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋こっちこっち?！！

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋さか町鳥光

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋しん

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋ダイニング満天

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋とつぼ
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大阪市中央区 居酒屋 居酒屋バーたべてっ亭

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋はい、がってん

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋はせどん

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋ポジポジ

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋まいど!!

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋まんまん堺筋本町店

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋もつっ子きっそう

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋よってや

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋よりみち

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋リプレイ

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋ろくだん

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋笹

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋奴

大阪市中央区 居酒屋 居酒屋八べえ

大阪市中央区 居酒屋 居酒家昌八、、、

大阪市中央区 居酒屋 漁師のgoro

大阪市中央区 居酒屋 魚と肴と酒処　八仙

大阪市中央区 居酒屋 魚まる

大阪市中央区 居酒屋 魚や　旬平

大阪市中央区 居酒屋 魚屋ひでぞう

大阪市中央区 居酒屋 魚感うえさき

大阪市中央区 居酒屋 魚串BAR

大阪市中央区 居酒屋 魚菜・酒肴　すざき

大阪市中央区 居酒屋 魚市 心斎橋北店

大阪市中央区 居酒屋 魚舟　本町店

大阪市中央区 居酒屋 魚処　天悟

大阪市中央区 居酒屋 魚匠　梶

大阪市中央区 居酒屋 魚晴

大阪市中央区 居酒屋 魚先

大阪市中央区 居酒屋 魚然

大阪市中央区 居酒屋 魚蔵　伏見町店

大阪市中央区 居酒屋 魚伝

大阪市中央区 居酒屋 魚八まぐろ　虎目横丁店

大阪市中央区 居酒屋 魚民 ＪＲ森ノ宮南口駅前店

大阪市中央区 居酒屋 魚民 淀屋橋駅前店

大阪市中央区 居酒屋 郷の舎大山

大阪市中央区 居酒屋 極味

大阪市中央区 居酒屋 禁煙立呑みしば犬

大阪市中央区 居酒屋 近藤慎之介笑店

大阪市中央区 居酒屋 金正

大阪市中央区 居酒屋 銀座がち鶏

大阪市中央区 居酒屋 銀矢

大阪市中央区 居酒屋 九州うまか 北浜店

大阪市中央区 居酒屋 九州の旬　博多廊　法善寺店

大阪市中央区 居酒屋 九州干物市場わだち

大阪市中央区 居酒屋 喰いしん房

大阪市中央区 居酒屋 喰い物家角

大阪市中央区 居酒屋 串イッカ難波店

大阪市中央区 居酒屋 串カツ・おでん　さくら

大阪市中央区 居酒屋 串カツ･一品 AI あい

大阪市中央区 居酒屋 串かつじゃんじゃん道頓堀

大阪市中央区 居酒屋 串カツ一品AIあい

大阪市中央区 居酒屋 串カツ居酒屋　心斎橋のおあしす

大阪市中央区 居酒屋 串カツ居酒屋風太

大阪市中央区 居酒屋 串カツ彩華

大阪市中央区 居酒屋 串カツ田中　アメリカ村店

大阪市中央区 居酒屋 串くわやき　けー坊

大阪市中央区 居酒屋 串くわ焼 けー坊

大阪市中央区 居酒屋 串もん酒場　ひびき屋

大阪市中央区 居酒屋 串焼き　律

大阪市中央区 居酒屋 串焼き酒場のぼせもん
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大阪市中央区 居酒屋 串天ロック

大阪市中央区 居酒屋 串揚げの店　ジョイ

大阪市中央区 居酒屋 軍鶏十番

大阪市中央区 居酒屋 鶏motto

大阪市中央区 居酒屋 鶏っ酒

大阪市中央区 居酒屋 鶏と牛のお店　火澄屋

大阪市中央区 居酒屋 鶏バルBACCANALE

大阪市中央区 居酒屋 鶏一輪

大阪市中央区 居酒屋 鶏右衛門

大阪市中央区 居酒屋 鶏家 六角鶏　難波　

大阪市中央区 居酒屋 鶏魚

大阪市中央区 居酒屋 鶏炭火焼×居酒屋　一八

大阪市中央区 居酒屋 月ふたつ

大阪市中央区 居酒屋 源

大阪市中央区 居酒屋 個室バル　三ツ葉

大阪市中央区 居酒屋 個室宴会　すきやき・とらふぐ・お食事処　孫七

大阪市中央区 居酒屋 古民家Diningからほり製作所。

大阪市中央区 居酒屋 虎党居酒屋　とらやんけ

大阪市中央区 居酒屋 吾作どん難波千日前店

大阪市中央区 居酒屋 幸せ料理  きたはち

大阪市中央区 居酒屋 幸や

大阪市中央区 居酒屋 行世

大阪市中央区 居酒屋 鴻盛園

大阪市中央区 居酒屋 黒門酒場　北浜店

大阪市中央区 居酒屋 佐賀ふもと赤鶏酒場天神

大阪市中央区 居酒屋 菜菜

大阪市中央区 居酒屋 堺筋本町　路地裏ダイニング　じぇいず

大阪市中央区 居酒屋 堺筋本町給油所1号店

大阪市中央区 居酒屋 堺筋本町路地裏ダイニングじぇいず

大阪市中央区 居酒屋 肴とおでん まーしぃ

大阪市中央区 居酒屋 肴谷

大阪市中央区 居酒屋 桜すき焼き　居酒屋梅の湯

大阪市中央区 居酒屋 三よ志

大阪市中央区 居酒屋 三間堂堺筋本町店

大阪市中央区 居酒屋 三代目鳥メロ難波道頓堀店

大阪市中央区 居酒屋 山小屋ジンギスカンＫＥＭＯＮＯ

大阪市中央区 居酒屋 山小屋酒場SUMIKA

大阪市中央区 居酒屋 山内農場 谷町四丁目駅前店

大阪市中央区 居酒屋 山内農場 天満橋駅前店

大阪市中央区 居酒屋 山内農場 淀屋橋駅前店

大阪市中央区 居酒屋 刺身居肴屋　海　umi

大阪市中央区 居酒屋 四季彩Palette

大阪市中央区 居酒屋 志なのすけ心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 志な乃亭天満橋店

大阪市中央区 居酒屋 自称

大阪市中央区 居酒屋 雫

大阪市中央区 居酒屋 七縁　南海難波店

大阪市中央区 居酒屋 七津屋なんばウォーク店

大阪市中央区 居酒屋 七輪

大阪市中央区 居酒屋 煮込家ひょうろく

大阪市中央区 居酒屋 煮炊きすずなり

大阪市中央区 居酒屋 蛇の目

大阪市中央区 居酒屋 杓子屋

大阪市中央区 居酒屋 手羽屋いっちょめ

大阪市中央区 居酒屋 手作り料理　憩や

大阪市中央区 居酒屋 酒・飯場　さかもと

大阪市中央区 居酒屋 酒・兵吾

大阪市中央区 居酒屋 酒カネダ

大阪市中央区 居酒屋 酒と魚たにろくクッチョロ

大阪市中央区 居酒屋 酒と肴　未山

大阪市中央区 居酒屋 酒と肴よしまさ
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大阪市中央区 居酒屋 酒家はなはな

大阪市中央区 居酒屋 酒楽　漁ゃ。

大阪市中央区 居酒屋 酒彩　渡

大阪市中央区 居酒屋 酒菜・味彩　ためきち

大阪市中央区 居酒屋 酒菜庵　立葵

大阪市中央区 居酒屋 酒菜屋なないろ

大阪市中央区 居酒屋 酒菜家 とく

大阪市中央区 居酒屋 酒肴manbou

大阪市中央区 居酒屋 酒肴処　ちか

大阪市中央区 居酒屋 酒処さつき

大阪市中央区 居酒屋 酒処大吉

大阪市中央区 居酒屋 酒処呑喜屋

大阪市中央区 居酒屋 酒場　二宮

大阪市中央区 居酒屋 酒場おか長NAMBAなんなん店

大阪市中央区 居酒屋 酒場おか長なんばウォーク店

大阪市中央区 居酒屋 酒場スナフキン

大阪市中央区 居酒屋 酒膳弥生

大阪市中央区 居酒屋 酒蔵 櫛羅

大阪市中央区 居酒屋 酒蔵鍋　本町店

大阪市中央区 居酒屋 酒町ちゅうじろう

大阪市中央区 居酒屋 酒堂庶

大阪市中央区 居酒屋 酒道楽こけこっこ

大阪市中央区 居酒屋 酒呑総合窓口　スラッシュ

大阪市中央区 居酒屋 酒奉行　よいではないか

大阪市中央区 居酒屋 酒房　一富士

大阪市中央区 居酒屋 酒房　大阪屋

大阪市中央区 居酒屋 酒房　丹波屋

大阪市中央区 居酒屋 酒房居酒屋ななし

大阪市中央区 居酒屋 酒友龍馬　心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 寿司海鮮居酒屋天秤棒

大阪市中央区 居酒屋 就美

大阪市中央区 居酒屋 秋吉 心斎橋南店

大阪市中央区 居酒屋 熟成肉と旬鮮魚介　文蔵

大阪市中央区 居酒屋 旬のさち

大阪市中央区 居酒屋 旬魚菜居酒屋　大北

大阪市中央区 居酒屋 旬彩庵北浜店

大阪市中央区 居酒屋 旬彩甘の井

大阪市中央区 居酒屋 旬彩和食くつろぎ

大阪市中央区 居酒屋 旬菜 和かつき

大阪市中央区 居酒屋 旬菜ここ味

大阪市中央区 居酒屋 旬菜さくら庵

大阪市中央区 居酒屋 旬菜居酒屋ながら、

大阪市中央区 居酒屋 旬菜松永

大阪市中央区 居酒屋 旬菜美酒　一華

大阪市中央区 居酒屋 旬肴　料理人裕

大阪市中央区 居酒屋 旬粋　だいき

大阪市中央区 居酒屋 旬鮮 花や 

大阪市中央区 居酒屋 旬鮮黒豚へぎそば大阪然

大阪市中央区 居酒屋 旬膳甜酒 創庵

大阪市中央区 居酒屋 旬惣菜　あかり

大阪市中央区 居酒屋 旬味 柳井

大阪市中央区 居酒屋 旬和席うおまん　淀屋橋odona

大阪市中央区 居酒屋 順

大阪市中央区 居酒屋 初かすみ酒房

大阪市中央区 居酒屋 初霞 ナンバ店

大阪市中央区 居酒屋 女性

大阪市中央区 居酒屋 小ぼけ　京阪淀屋橋店

大阪市中央区 居酒屋 小ぼけ　道修町店

大阪市中央区 居酒屋 小ぼけ　淀屋橋本店

大阪市中央区 居酒屋 小鉄　難波千日前店

大阪市中央区 居酒屋 小料理　咲　saku
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大阪市中央区 居酒屋 小料理・てっちり　天秤棒

大阪市中央区 居酒屋 小料理bar 雪月花

大阪市中央区 居酒屋 小料理ともか

大阪市中央区 居酒屋 小料理酒家 ばくろう

大阪市中央区 居酒屋 掌料理　都喜

大阪市中央区 居酒屋 昭和居酒屋にいやん

大阪市中央区 居酒屋 松屋町バルＰＡＳＯ

大阪市中央区 居酒屋 松花

大阪市中央区 居酒屋 松光庵

大阪市中央区 居酒屋 焼きとん　ええもん家

大阪市中央区 居酒屋 焼き鳥　山正

大阪市中央区 居酒屋 焼き鳥　青山商店

大阪市中央区 居酒屋 焼き鳥 野乃鳥 なんば堂

大阪市中央区 居酒屋 焼き鳥さか町鳥光

大阪市中央区 居酒屋 焼き鳥ササキ

大阪市中央区 居酒屋 焼とりporc

大阪市中央区 居酒屋 焼塩美屋

大阪市中央区 居酒屋 焼鳥　鳥酒力

大阪市中央区 居酒屋 焼鳥　祐

大阪市中央区 居酒屋 笑　庵

大阪市中央区 居酒屋 笑笑 天満橋駅前店

大阪市中央区 居酒屋 笑笑 道頓堀店（みつえちゃん）

大阪市中央区 居酒屋 上かん屋　久佐久　法善寺店

大阪市中央区 居酒屋 城

大阪市中央区 居酒屋 食飲個室空間　SUMILE～菫～

大阪市中央区 居酒屋 食彩酒房　きみや

大阪市中央区 居酒屋 食彩酒房 ごいちや

大阪市中央区 居酒屋 食彩茶屋　渡邉

大阪市中央区 居酒屋 食事小屋はむ86

大阪市中央区 居酒屋 食酒楽　一歩

大阪市中央区 居酒屋 食欒

大阪市中央区 居酒屋 心の花くしよし

大阪市中央区 居酒屋 心斎橋  寛

大阪市中央区 居酒屋 心斎橋あまの井

大阪市中央区 居酒屋 心斎橋ﾖｰﾛｯﾊﾟ通り店

大阪市中央区 居酒屋 心斎橋わらじ-waraji-

大阪市中央区 居酒屋 心斎橋今井屋本店

大阪市中央区 居酒屋 心斎橋酒場　叶えや

大阪市中央区 居酒屋 心斎橋和っか

大阪市中央区 居酒屋 新潟の地酒と銀しゃり　信

大阪市中央区 居酒屋 新潟ぽん酒バル　お越しや

大阪市中央区 居酒屋 新世界串カツいっとく難波千日前店

大阪市中央区 居酒屋 新世界串カツいっとく法善寺店

大阪市中央区 居酒屋 新世界串カツいっとく本町店

大阪市中央区 居酒屋 森ノ宮応援酒場菜蔵

大阪市中央区 居酒屋 深夜食堂笹

大阪市中央区 居酒屋 真

大阪市中央区 居酒屋 人夢叶思

大阪市中央区 居酒屋 甚八

大阪市中央区 居酒屋 粋膳ダイニングあにゅー

大阪市中央区 居酒屋 酔い処　ちゃとみん

大阪市中央区 居酒屋 世界の山ちゃん　千日前店

大阪市中央区 居酒屋 正宗屋

大阪市中央区 居酒屋 西むら

大阪市中央区 居酒屋 赤から難波アムザ店

大阪市中央区 居酒屋 赤のれん ミナミ店

大阪市中央区 居酒屋 赤垣屋　なんば店

大阪市中央区 居酒屋 赤垣屋　本店

大阪市中央区 居酒屋 赤鶏炭火焼　長友や

大阪市中央区 居酒屋 船越酒店　渉

大阪市中央区 居酒屋 船場とり萬
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大阪市中央区 居酒屋 鮮魚・米粉天ぷら　あ乃ね

大阪市中央区 居酒屋 鮮魚と肉と日本酒　夜一　難波店

大阪市中央区 居酒屋 鮮酒鮮味工房「若狭」なんばウォーク西店

大阪市中央区 居酒屋 創作居酒屋　多丸屋

大阪市中央区 居酒屋 創作居酒屋　雄

大阪市中央区 居酒屋 創作居酒屋428（よつば）

大阪市中央区 居酒屋 創作料理　酒菜きっちん

大阪市中央区 居酒屋 惣菜barきんぐだむ

大阪市中央区 居酒屋 蔵万

大阪市中央区 居酒屋 多目的店舗八代

大阪市中央区 居酒屋 太公望

大阪市中央区 居酒屋 待ってる光庵

大阪市中央区 居酒屋 鯛炊き蕎麦とおかず　きし

大阪市中央区 居酒屋 台所屋ケンちゃん

大阪市中央区 居酒屋 台所屋ケンちゃんはなれ店

大阪市中央区 居酒屋 大丸屋

大阪市中央区 居酒屋 大阪　然

大阪市中央区 居酒屋 大阪かに源

大阪市中央区 居酒屋 大阪かに源 道頓堀店

大阪市中央区 居酒屋 大阪かに源 別邸三津寺店

大阪市中央区 居酒屋 大阪焼トンセンター

大阪市中央区 居酒屋 大阪然

大阪市中央区 居酒屋 大阪粉もんバルDENNER

大阪市中央区 居酒屋 大阪本部

大阪市中央区 居酒屋 大衆スタンド　きもと

大阪市中央区 居酒屋 大衆居酒屋 楽之助

大阪市中央区 居酒屋 大衆酒場　いろは

大阪市中央区 居酒屋 大衆酒場　万祭

大阪市中央区 居酒屋 大衆酒場さわ村

大阪市中央区 居酒屋 大衆酒場ジョージ

大阪市中央区 居酒屋 大衆酒場ぴたり東心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 大衆酒場ほし寅　淀屋橋店

大阪市中央区 居酒屋 大衆酒場まるしん

大阪市中央区 居酒屋 大衆馬肉酒場　馬王　堺筋本町店

大阪市中央区 居酒屋 大衆餃子酒場今ちゃん

大阪市中央区 居酒屋 大天

大阪市中央区 居酒屋 大分中津唐揚げ からから

大阪市中央区 居酒屋 谷町酒場すん家

大阪市中央区 居酒屋 炭とおいしいお酒のお台処 晃

大阪市中央区 居酒屋 炭火屋 ほり江

大阪市中央区 居酒屋 炭火屋ほり江

大阪市中央区 居酒屋 炭火串焼   蔵万

大阪市中央区 居酒屋 炭火焼　炉暖　天満橋店

大阪市中央区 居酒屋 炭火焼＆焼酎BAR 焼庵

大阪市中央区 居酒屋 炭火焼き　三平

大阪市中央区 居酒屋 炭火焼きと創作料理　やっさん

大阪市中央区 居酒屋 炭火焼き鳥つなぎ

大阪市中央区 居酒屋 炭火焼と創作料理　やっさん

大阪市中央区 居酒屋 炭火焼まこ家はなれ

大阪市中央区 居酒屋 炭火焼居酒屋　まる

大阪市中央区 居酒屋 炭火焼多丸屋

大阪市中央区 居酒屋 炭火焼鳥　木鶏

大阪市中央区 居酒屋 炭火焼直島 東心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 炭火焼料理専門店　和元

大阪市中央区 居酒屋 炭焼kitchen だいだい

大阪市中央区 居酒屋 炭焼ごちそう美酒ぴたりアメ村店

大阪市中央区 居酒屋 炭焼ごちそう美酒ぴたり心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 炭焼と釜飯　にしむら

大阪市中央区 居酒屋 炭焼笑店陽 難波店

大阪市中央区 居酒屋 炭焼地鶏とりっく。

大阪市中央区 居酒屋 炭焼鳥miya
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大阪市中央区 居酒屋 炭焼肉酒場GOLAZO

大阪市中央区 居酒屋 地どり茶屋

大阪市中央区 居酒屋 地魚屋台　難波豊丸

大阪市中央区 居酒屋 地鶏とお魚　月のなか

大阪市中央区 居酒屋 地鶏亭七福神

大阪市中央区 居酒屋 馳走庵 内本町店

大阪市中央区 居酒屋 馳走庵 北久宝寺店

大阪市中央区 居酒屋 馳走庵 本町店

大阪市中央区 居酒屋 中華バル　櫻井

大阪市中央区 居酒屋 中華バルJAM

大阪市中央区 居酒屋 中国酒家　明元

大阪市中央区 居酒屋 仲右衞門

大阪市中央区 居酒屋 長とも

大阪市中央区 居酒屋 鳥こまち　南船場店

大阪市中央区 居酒屋 鳥しん

大阪市中央区 居酒屋 鳥貴族　道頓堀店

大阪市中央区 居酒屋 鳥貴族　北浜店

大阪市中央区 居酒屋 鳥貴族ナンバ店

大阪市中央区 居酒屋 鳥貴族フェリチタ心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 鳥魚　御堂筋店

大阪市中央区 居酒屋 鳥魚　宗右衛門町店

大阪市中央区 居酒屋 鳥焼　つきや

大阪市中央区 居酒屋 鳥焼　のの屋

大阪市中央区 居酒屋 鳥二郎　道頓堀店

大阪市中央区 居酒屋 鳥八珍

大阪市中央区 居酒屋 鳥良商店　なんば南海通り入り口店

大阪市中央区 居酒屋 塚田農場なんば道頓堀店

大阪市中央区 居酒屋 鉄板Jumbo焼鳥＆餃子　すみれ鳥

大阪市中央区 居酒屋 鉄板カフェ ひとと／ベジ糀サロン ひとと

大阪市中央区 居酒屋 鉄板グリルパブBOSKE

大阪市中央区 居酒屋 鉄板ダイニングen

大阪市中央区 居酒屋 鉄板や「上方御堂」淀屋橋店

大阪市中央区 居酒屋 鉄板串焼酒場 赤羽家

大阪市中央区 居酒屋 鉄板焼きとおばんざいの店　朱酒

大阪市中央区 居酒屋 鉄板創作串焼きとワイン　ippon

大阪市中央区 居酒屋 天狗酒場南船場心斎橋筋店

大阪市中央区 居酒屋 天満橋バルHut

大阪市中央区 居酒屋 田楽舞

大阪市中央区 居酒屋 登龍門

大阪市中央区 居酒屋 土間土間なんば千日前通り店

大阪市中央区 居酒屋 島唄ライブ おぼらだれん

大阪市中央区 居酒屋 東心斎橋ほおずき

大阪市中央区 居酒屋 道しるべ

大阪市中央区 居酒屋 道頓堀　丸一屋

大阪市中央区 居酒屋 道頓堀　奴茶屋

大阪市中央区 居酒屋 道頓堀店

大阪市中央区 居酒屋 徳田酒店瓦町店

大阪市中央区 居酒屋 寅八商店 心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 寅八商店　難波店

大阪市中央区 居酒屋 豚とん拍子　千日前店

大阪市中央区 居酒屋 豚匠　心斎橋邸

大阪市中央区 居酒屋 豚匠　北浜邸

大阪市中央区 居酒屋 呑み喰い処　宴

大阪市中央区 居酒屋 呑み処　やおたみ

大阪市中央区 居酒屋 呑み処　やまだ屋

大阪市中央区 居酒屋 呑み処今ちゃん

大阪市中央区 居酒屋 呑んで　呑まれて　おさけとこいけ

大阪市中央区 居酒屋 鍋居酒屋いちたすいち

大阪市中央区 居酒屋 鍋守　心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 南船場へちもんや

大阪市中央区 居酒屋 南船場店
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大阪市中央区 居酒屋 南禅

大阪市中央区 居酒屋 南地　志げ

大阪市中央区 居酒屋 南風酒膳　庵

大阪市中央区 居酒屋 難波串カツ本店

大阪市中央区 居酒屋 難波鳥幸

大阪市中央区 居酒屋 二色

大阪市中央区 居酒屋 二代目　憲　－ｈｉｒａｙａｍａ－

大阪市中央区 居酒屋 二刀流　武蔵

大阪市中央区 居酒屋 賑わい料理　成駒屋

大阪市中央区 居酒屋 肉バルMuu

大阪市中央区 居酒屋 肉寿司　自称

大阪市中央区 居酒屋 肉炉端ROBERT なんばCITY店

大阪市中央区 居酒屋 日本酒　熟成魚　藁焼き　中権丸なんば店

大阪市中央区 居酒屋 日本酒BAR四季

大阪市中央区 居酒屋 日本酒うさぎ

大阪市中央区 居酒屋 日本酒うなぎだに

大阪市中央区 居酒屋 日本酒うなぎだに離れ

大阪市中央区 居酒屋 日本酒と和み料理　あoい

大阪市中央区 居酒屋 日本酒のとと右衛門

大阪市中央区 居酒屋 日本酒餐昧うつつよ

大阪市中央区 居酒屋 入留鹿

大阪市中央区 居酒屋 寧 nei

大阪市中央区 居酒屋 年金バー

大阪市中央区 居酒屋 馬と魚

大阪市中央区 居酒屋 馬王堺筋本町店

大阪市中央区 居酒屋 馬屋たろちゃん天満橋店

大阪市中央区 居酒屋 博多もつ鍋いっぱち　心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 博多もつ鍋大山　心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 博多串焼き心

大阪市中央区 居酒屋 白玉屋

大阪市中央区 居酒屋 箸処 生尾

大阪市中央区 居酒屋 八剣伝 谷町九丁目店

大阪市中央区 居酒屋 八銭 難波店

大阪市中央区 居酒屋 晩ごはん　掌亭

大阪市中央区 居酒屋 晩酌処おとん

大阪市中央区 居酒屋 晩酎食堂　葵

大阪市中央区 居酒屋 秘密基地ぱんどら

大阪市中央区 居酒屋 備長炭やきとり　笹屋

大阪市中央区 居酒屋 美酒と旬菜旬魚　多満喜

大阪市中央区 居酒屋 桧之川

大阪市中央区 居酒屋 百福

大阪市中央区 居酒屋 百萬馬力

大阪市中央区 居酒屋 浜料理　魚はん

大阪市中央区 居酒屋 富士八商店

大阪市中央区 居酒屋 風音

大阪市中央区 居酒屋 米福酒場淀屋橋店

大阪市中央区 居酒屋 弁天

大阪市中央区 居酒屋 宝宝

大阪市中央区 居酒屋 法善寺横丁おかず居酒屋くう

大阪市中央区 居酒屋 法善寺横丁炉ばた焼 水かけ茶屋

大阪市中央区 居酒屋 豊後高田どり酒場 道頓堀店

大阪市中央区 居酒屋 暴れ牛

大阪市中央区 居酒屋 北の家族千日前店

大阪市中央区 居酒屋 北海道知床漁場　難波道頓堀店

大阪市中央区 居酒屋 北浜 銀じ

大阪市中央区 居酒屋 北浜　鳥匠　Ren

大阪市中央区 居酒屋 北浜くくり

大阪市中央区 居酒屋 北浜の和がや

大阪市中央区 居酒屋 満マル 西心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋 味わいの路　大よし本店

大阪市中央区 居酒屋 味酒 かむなび
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大阪市中央区 居酒屋 味酒かむなび

大阪市中央区 居酒屋 味処　桃井

大阪市中央区 居酒屋 味処けん

大阪市中央区 居酒屋 湊一や　大阪本町駅前店

大阪市中央区 居酒屋 湊一や　大阪本町店

大阪市中央区 居酒屋 夢ぼうず

大阪市中央区 居酒屋 無造作

大阪市中央区 居酒屋 明日花

大阪市中央区 居酒屋 目利きの銀次 南海なんば北口駅前店

大阪市中央区 居酒屋 由庵

大阪市中央区 居酒屋 由堂

大阪市中央区 居酒屋 祐星　裏なんば

大阪市中央区 居酒屋 遊宴処あっちゃん

大阪市中央区 居酒屋 遊楽

大阪市中央区 居酒屋 遊食家

大阪市中央区 居酒屋 遊食家十五・十五

大阪市中央区 居酒屋 遊遊本町駅前店

大阪市中央区 居酒屋 洋風居酒屋クロネコ食堂１

大阪市中央区 居酒屋 陽だまり

大阪市中央区 居酒屋 淀屋橋じゅうじろう

大阪市中央区 居酒屋 淀屋橋ふしみの和がや

大阪市中央区 居酒屋 淀屋橋まめだ

大阪市中央区 居酒屋 利き酒家

大阪市中央区 居酒屋 立ち飲みver.ワタル

大阪市中央区 居酒屋 立ち呑みロッキー

大阪市中央区 居酒屋 立ち呑み灯

大阪市中央区 居酒屋 立呑み　壱歩

大阪市中央区 居酒屋 立呑み処夜神楽

大阪市中央区 居酒屋 立呑処　ひなたちゃん

大阪市中央区 居酒屋 竜田屋

大阪市中央区 居酒屋 龍や

大阪市中央区 居酒屋 料理屋月九

大阪市中央区 居酒屋 輪囲輪囲酒場 熱心 本町店

大阪市中央区 居酒屋 輪囲輪囲酒場　熱心　本町店

大阪市中央区 居酒屋 輪囲輪囲酒場　熱心　本店

大阪市中央区 居酒屋 蓮

大阪市中央区 居酒屋 炉ばたワコー

大阪市中央区 居酒屋 炉ばた焼 かくれ茶屋

大阪市中央区 居酒屋 炉ばた焼 たぬき茶屋

大阪市中央区 居酒屋 炉ばた焼法善寺 力丸茶屋

大阪市中央区 居酒屋 炉端の佐藤　難波

大阪市中央区 居酒屋 路地酒菜　えん-en-

大阪市中央区 居酒屋 浪速の隠れ家　楽屋

大阪市中央区 居酒屋 六味酒肴QU

大阪市中央区 居酒屋 和demekin

大阪市中央区 居酒屋 和ねしあ

大阪市中央区 居酒屋 和ばーる　えにし

大阪市中央区 居酒屋 和酒と旬菜 じじや

大阪市中央区 居酒屋 和食うおまん淀屋橋ｏｄｏｎａ店

大阪市中央区 居酒屋 和創　彩め

大阪市中央区 居酒屋 和洋・酒菜　居酒屋ふるや

大阪市中央区 居酒屋 和洋酒菜ひで

大阪市中央区 居酒屋 丼バル　もときっつぁん

大阪市中央区 居酒屋 燻製＆旨いもん　とっさん

大阪市中央区 居酒屋 燗の美穂

大阪市中央区 居酒屋 逹八

大阪市中央区 居酒屋 閂

大阪市中央区 居酒屋 餃子のだんちゃん

大阪市中央区 居酒屋 餃子専門　天包

大阪市中央区 居酒屋 鮨　山桜

大阪市中央区 居酒屋 髙や　CANTINE
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大阪市中央区 居酒屋　 正宗屋　相合橋店

大阪市中央区 居酒屋　焼き鳥 鷹仁　南船場店

大阪市中央区 居酒屋 焼き鳥 闘鶏 八幡筋店

大阪市中央区 居酒屋　焼鳥 1/8ピース

大阪市中央区 居酒屋＆カフェ 居酒屋＆カフェ門

大阪市中央区 居酒屋（スナック） アイランド

大阪市中央区 居酒屋（スナック） 蘭棚

大阪市中央区 居酒屋（ワインダイニング） ワインダイニング夢酒粋亭

大阪市中央区 居酒屋（鍋屋） 丹波ホルモン鍋あほちゃうこ

大阪市中央区 居酒屋（鍋業態） ＭＡ－なべや　大阪店

大阪市中央区 居酒屋、バー S・EBISU CAFE BAR心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋、バル MeatRoom

大阪市中央区 居酒屋、ベトナム料理 longdinh restaurant　ベトナム料理

大阪市中央区 居酒屋、ワインバー ワイン居酒屋Ｂｏｕｃｈｏｎ

大阪市中央区 居酒屋、料理屋、 魚匠 銀平　心斎橋店

大阪市中央区 居酒屋・お好み・串カツ・焼肉・イタリアン・焼鳥・韓国料理 虎目横丁

大阪市中央区 居酒屋・定食 なみ一 輝

大阪市中央区 居酒屋ダイニング アリスロード

大阪市中央区 蕎麦 蕎麦と鴨料理　心斎橋宗平

大阪市中央区 蕎麦屋 そば　彩菜　凛

大阪市中央区 蕎麦屋 そばよし　心斎橋店

大阪市中央区 蕎麦屋 そばよし　本町店

大阪市中央区 蕎麦屋 そば切りてらうち

大阪市中央区 蕎麦屋 寄り屋

大阪市中央区 蕎麦屋 蕎麦と鴨料理　心斎橋宗平

大阪市中央区 蕎麦屋 蕎麦と天ぷら　みくりや

大阪市中央区 蕎麦屋 自家製蕎麦みやび

大阪市中央区 蕎麦屋 手打蕎麦 守破離　黒門店

大阪市中央区 蕎麦屋 手打蕎麦 守破離　谷町四丁目店

大阪市中央区 蕎麦屋 正流　田舎そば

大阪市中央区 蕎麦屋 炭と蕎麦と酒　今なら

大阪市中央区 蕎麦屋 北浜 更科

大阪市中央区 蕎麦屋・定食屋 なみ一

大阪市中央区 郷土料理 九州八豊やせうまだんご汁

大阪市中央区 郷土料理店 かのや篠原

大阪市中央区 金輝 金輝

大阪市中央区 串カツ Ohana 北浜店

大阪市中央区 串かつ ぎん庵 心斎橋店

大阪市中央区 串カツ ほっとけや道頓堀店

大阪市中央区 串カツ らんぷ屋　串カツ

大阪市中央区 串かつ 串かつじゃんじゃん千日前店

大阪市中央区 串かつ 串かつとお酒　凛　本町橋店

大阪市中央区 串かつ 串かつとお酒　凛　本店

大阪市中央区 串カツ 串カツ食堂　ホタル

大阪市中央区 串カツ 串の坊法善寺本店

大阪市中央区 串カツ 勝大　道頓堀店

大阪市中央区 串カツ 小鉄　虎目横丁店

大阪市中央区 串カツ 小鉄　千日前店

大阪市中央区 串カツ 小鉄　道頓堀店

大阪市中央区 串かつ、居酒屋 串かつ　ひょうたん本店

大阪市中央区 串かつ屋 「串かつかせやん」改め「串勝ややまちゃん」

大阪市中央区 串カツ屋 ＣＵＲＶＡさかゑ

大阪市中央区 串カツ屋 ＲＯＵＴＥ９４

大阪市中央区 串カツ屋 アガッタ！

大阪市中央区 串カツ屋 あげてんかっ！

大阪市中央区 串カツ屋 こい串

大阪市中央区 串カツ屋 串カツ しろたや

大阪市中央区 串かつ屋 串かつ やん！

大阪市中央区 串かつ屋 串かつ 合格や 道頓堀店

大阪市中央区 串かつ屋 串かつ 合格や 本店

大阪市中央区 串カツ屋 串カツえびす本店
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大阪市中央区 串カツ屋 串カツさくら南海難波店

大阪市中央区 串カツ屋 串カツさくら本店

大阪市中央区 串かつ屋 串かつだるま　心斎橋店

大阪市中央区 串かつ屋 串かつだるま　道頓堀店

大阪市中央区 串かつ屋 串かつだるま　難波本店

大阪市中央区 串かつ屋 串かつだるま　法善寺店

大阪市中央区 串かつ屋 串かつの店ヨネヤ難波ミナミ店

大阪市中央区 串カツ屋 串かつひょうたん　ウラナンバ店

大阪市中央区 串カツ屋 串カツファミリー

大阪市中央区 串かつ屋 串かつワイン泉

大阪市中央区 串かつ屋 串かつ屋台ふくろう

大阪市中央区 串カツ屋 串の坊クリスタ長堀店

大阪市中央区 串かつ屋 串仁和

大阪市中央区 串カツ居酒屋 居酒屋ひさ

大阪市中央区 串かつ居酒屋 向津具　がん祐

大阪市中央区 串かつ専門店 串かつ　関

大阪市中央区 串かつ専門店 串かつ専門店串の

大阪市中央区 串カツ専門店 串の坊   法善寺本店

大阪市中央区 串カツ専門店 串の坊 戎橋店

大阪市中央区 串カツ専門店 串の坊大阪法善寺本店

大阪市中央区 串かつ専門店 知留久  法善寺店

大阪市中央区 串カツ専門店 難波ダイニングメゾン揚八

大阪市中央区 串カツ専門店 揚八　裏難波店

大阪市中央区 串かつ専門店 六覺燈

大阪市中央区 串かつ店 近江屋心斎橋鰻谷

大阪市中央区 串カツ店 串の松阪

大阪市中央区 串カツ店 鳥の巣　難波店

大阪市中央区 串焼き 串焼き　とんぼ

大阪市中央区 串焼き、もつ鍋屋 もつなべ　串焼き　野菜巻き串　ぎん

大阪市中央区 串焼き屋 串焼きyashima

大阪市中央区 串焼き屋 慈琳

大阪市中央区 串焼き屋 酒道楽　雲や

大阪市中央区 串焼屋 串焼　長助

大阪市中央区 串揚げ 串揚げ かしむら

大阪市中央区 串揚げ 串揚げWasabi

大阪市中央区 串揚げ 串揚げ千尋

大阪市中央区 串揚げ 旬の揚　てんま

大阪市中央区 串揚げ屋 Ｄan家Ｒ

大阪市中央区 串揚げ屋 串揚げ　はこや

大阪市中央区 串揚げ居酒屋 串揚げ居酒屋　ZEN

大阪市中央区 串揚げ専門店 串揚げ専門店　健串

大阪市中央区 串揚げ店 串ボーノ

大阪市中央区 串揚げ料理屋 串料理　KOHAKU

大阪市中央区 軽飲食 ちょこっと

大阪市中央区 軽飲食、カラオケ 笑と婆　deminee

大阪市中央区 軽食 粋麺あみ乃や大阪難波駅店

大阪市中央区 軽食・スナック 茶古

大阪市中央区 軽食レストラン はり重 カレーショップ

大阪市中央区 鶏料理 博多華味鳥心斎橋店

大阪市中央区 個人事業主 beers & bar NOLA

大阪市中央区 高級食パン専門店 高級食パン専門店　非常識

大阪市中央区 骨付鳥専門店 骨付鳥　一鶴　心斎橋店

大阪市中央区 昆布・昆布加工品販売店 大阪戎橋筋　をぐら屋　本店

大阪市中央区 雑炊屋 ぞうすいの店ひよこ家東心斎橋店

大阪市中央区 四川料理 火鍋城　長堀橋店

大阪市中央区 四川料理 芙蓉苑　長堀橋本店

大阪市中央区 持ち帰り寿司 本二鶴

大阪市中央区 鹿肉料理専門店 鹿肉料理専門店Buttocks

大阪市中央区 社交飲食 CLUB麟

大阪市中央区 社交飲食 月

大阪市中央区 社交飲食 桜
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大阪市中央区 社交飲食業 CLUB CIRCUS

大阪市中央区 社交飲食業 Mrs.J ミナミ店

大阪市中央区 社交飲食業 THE SUN

大阪市中央区 社交飲食店 Club E11EVEN

大阪市中央区 社交飲食店 CLUB HORUS MINAMI

大阪市中央区 社交飲食店 Club ONCE

大阪市中央区 社交飲食店 club Quattro

大阪市中央区 社交飲食店 GOLD

大阪市中央区 社交飲食店 LUXE本店

大阪市中央区 社交飲食店 Salon de LEON

大阪市中央区 社交飲食店 VOGUE

大阪市中央区 社交飲食店 アクアリウム

大阪市中央区 社交飲食店 クラブNEW　ACE

大阪市中央区 社交飲食店 よねくら

大阪市中央区 社交飲食店 ルナティック

大阪市中央区 手羽先・唐揚げ専門店 手羽先番長　東心斎橋店

大阪市中央区 手羽先屋 手羽先よっちゃん

大阪市中央区 手羽先屋（テイクアウト専門店） 手羽先番長　アメ村店

大阪市中央区 手打ちそば 手打ちそば星(あかり)

大阪市中央区 手打ち蕎麦屋 そば切り　岳空

大阪市中央区 酒場 BOOTLEG　TAVERN

大阪市中央区 酒場 ニュー日本酒うさぎ

大阪市中央区 酒店小売販売　 もりたや酒店

大阪市中央区 酒販店 杉谷商店

大阪市中央区 寿し屋 喜多郎寿し

大阪市中央区 寿し店 五郎寿し　本店

大阪市中央区 寿し店 五郎寿し心斎橋店

大阪市中央区 寿司 すしの助　北浜店

大阪市中央区 寿司 すし処利八

大阪市中央区 寿司 てっぽう

大阪市中央区 寿司 ひろせ

大阪市中央区 寿司 元祖ぶっちぎり寿司　魚心南店

大阪市中央区 寿司 半平寿司

大阪市中央区 寿司 繁寿司

大阪市中央区 寿司・海鮮割烹 法善寺横丁　誠太郎

大阪市中央区 寿司・割烹 花寿し

大阪市中央区 寿司・鉄板焼 SUSHI＆GRILL　SOUYA

大阪市中央区 寿司・鉄板焼き 鉄板かねよし

大阪市中央区 寿司・和食料理店 じねん　鰻谷南通り店

大阪市中央区 寿司屋 いっちょう北心斎橋店

大阪市中央区 寿司屋 いっちょう本町店

大阪市中央区 寿司屋 おの冨久

大阪市中央区 寿司屋 かく久

大阪市中央区 寿司屋 さかえすし　玉屋町店

大阪市中央区 寿司屋 すしざんまい道頓堀店

大阪市中央区 寿司屋 すしてつ心斎橋店

大阪市中央区 寿司屋 すしまる なんばウォーク店

大阪市中央区 寿司屋 すし季節料理鼓太郎

大阪市中央区 寿司屋 すし工房　すし吉

大阪市中央区 寿司屋 すし秀

大阪市中央区 寿司屋 すし処　勝也

大阪市中央区 寿司屋 すし処　松本

大阪市中央区 寿司屋 すし処だいみょう 南船場店

大阪市中央区 寿司屋 なかご

大阪市中央区 寿司屋 ほてい寿司 谷四店

大阪市中央区 寿司屋 まるじゅう 大阪南店

大阪市中央区 寿司屋 栄鮓

大阪市中央区 寿司屋 回転寿司日本一 千日前店

大阪市中央区 寿司屋 回転寿司日本一 南海通り店

大阪市中央区 寿司屋 喜多郎

大阪市中央区 寿司屋 魚もん
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大阪市中央区 寿司屋 光寿司

大阪市中央区 寿司屋 黒門さかえすし

大阪市中央区 寿司屋 今里新地 松寿し

大阪市中央区 寿司屋 最強鮨居酒屋　すしのや

大阪市中央区 寿司屋 市場ずし　井上

大阪市中央区 寿司屋 市場ずし　千日前店

大阪市中央区 寿司屋 市場ずし　相会橋店

大阪市中央区 寿司屋 市場ずし　相合橋店

大阪市中央区 寿司屋 市場ずし　難波店

大阪市中央区 寿司屋 寿し谷

大阪市中央区 寿司屋 寿司　みらく

大阪市中央区 寿司屋 寿司　越前

大阪市中央区 寿司屋 寿司（新）歌丸

大阪市中央区 寿司屋 寿司いろはや

大阪市中央区 寿司屋 寿司から津

大阪市中央区 寿司屋 寿司たいすけ

大阪市中央区 寿司屋 寿司赤酢　道頓堀店

大阪市中央区 寿司屋 寿司赤酢・千日前

大阪市中央区 寿司屋 淳ちゃん寿司

大阪市中央区 寿司屋 鮮魚寿司一心

大阪市中央区 寿司屋 南地 末廣鮓

大阪市中央区 寿司屋 八三郎　黒門店

大阪市中央区 寿司屋 八三郎鮨処

大阪市中央区 寿司屋 板前肉炙り　すし割烹一斗

大阪市中央区 寿司屋 雷寿司

大阪市中央区 寿司屋 鮨　けやき　心斎橋

大阪市中央区 寿司屋 鮨　源兵衛

大阪市中央区 寿司屋 鮨うちやま

大阪市中央区 寿司屋 鮨武わ

大阪市中央区 寿司割烹 祇園金光

大阪市中央区 寿司処 寿司処海どう

大阪市中央区 寿司専門店 心斎橋　鮨　おか﨑

大阪市中央区 寿司店 さかえすし　三ッ寺店

大阪市中央区 寿司店 すし 乾山 ホテルニューオータニ大阪店

大阪市中央区 寿司店 ひろせ

大阪市中央区 寿司店 祇園寿司衣川

大阪市中央区 寿司店 銀座鮨　宗右衛門町三ツ寺筋店

大阪市中央区 寿司店 銀座鮨　宗右衛門町相合橋店

大阪市中央区 寿司店 寿司　藤やま

大阪市中央区 寿司店 半平寿司

大阪市中央区 寿司店 鮓 木村 建介

大阪市中央区 寿司店 鮨　たくま

大阪市中央区 寿司店 鮨　慎之介

大阪市中央区 寿司料理屋 寿司はせ川　心斎橋本店

大阪市中央区 純喫茶 喫茶白樺

大阪市中央区 小鳥カフェ(自販機のドリンクのみ) 森ノ宮小鳥ひろば

大阪市中央区 小料理屋 いずみ

大阪市中央区 小料理屋 おふくろの味　吟

大阪市中央区 小料理屋 酒肴菜屋あんばい

大阪市中央区 小料理屋 酒惣菜　禅Zen

大阪市中央区 小料理屋 酒房 出水

大阪市中央区 小料理屋 旬菜魚おかもと

大阪市中央区 小料理屋 旬味 地酒 あつあつ

大阪市中央区 小料理屋 小料理　十代橘

大阪市中央区 小料理屋 小料理　百福

大阪市中央区 小料理屋 小料理　北富士

大阪市中央区 小料理屋 小料理や　ten

大阪市中央区 小料理屋 遊食旬菜  えしあ

大阪市中央区 小料理店 こより

大阪市中央区 焼きそば専門店･居酒屋 にく月／月光香麺

大阪市中央区 焼き鳥 なかい天満橋
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感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市中央区 焼き鳥 やきとり たけ

大阪市中央区 焼き鳥 祝い鳥

大阪市中央区 焼き鳥 炭焼TOKI

大阪市中央区 焼き鳥 鳥一

大阪市中央区 焼き鳥、和食 備長炭焼・和食　さとり

大阪市中央区 焼き鳥屋 おか輪

大阪市中央区 焼き鳥屋 さか町鳥光

大阪市中央区 焼き鳥屋 さとり

大阪市中央区 焼き鳥屋 のの屋

大阪市中央区 焼き鳥屋 阿鳥千日前店

大阪市中央区 焼き鳥屋 極鶏　恵比寿

大阪市中央区 焼き鳥屋 鶏ﾌﾟﾗｻﾞ 中野くん

大阪市中央区 焼き鳥屋 鶏プルスリー

大阪市中央区 焼き鳥屋 出雲そば　炭火やきとり　とびた

大阪市中央区 焼き鳥屋 焼き鳥　かわらや

大阪市中央区 焼き鳥屋 焼鳥ともさん

大阪市中央区 焼き鳥屋 炭火焼鳥　鶏co

大阪市中央区 焼き鳥屋 炭火焼鳥いこか

大阪市中央区 焼き鳥屋 炭焼きキッチン TenTen 心斎橋店

大阪市中央区 焼き鳥屋 炭焼き鶏とつくねの店　空音

大阪市中央区 焼き鳥屋 炭焼巧房とり乃

大阪市中央区 焼き鳥屋 地鶏と燻製　masa家

大阪市中央区 焼き鳥屋 鳥酒力

大阪市中央区 焼き鳥屋 唐津ん　のぼせもん

大阪市中央区 焼き鳥屋 南蛮亭

大阪市中央区 焼き鳥屋 燃えろドラゴン

大阪市中央区 焼き鳥屋 備長炭焼・和食さとり

大阪市中央区 焼き鳥屋 備長炭炭火焼鳥つなぎ

大阪市中央区 焼き鳥屋 法善寺横丁　二和鳥

大阪市中央区 焼き鳥屋 味鳥

大阪市中央区 焼き鳥屋 浪花の焼き鳥屋　藤三

大阪市中央区 焼き鳥居酒屋 神戸つくねや谷町7丁目劇場

大阪市中央区 焼き鳥店 やき鳥　長尾

大阪市中央区 焼き鳥店 串焼処　とり一

大阪市中央区 焼き鳥店 夢　見　鳥　　淡　路　町　店

大阪市中央区 焼き鳥店 夢　見　鳥　　平　野　町　店

大阪市中央区 焼き鳥店 熔岩屋 西道頓堀店

大阪市中央区 焼き肉 まつりや

大阪市中央区 焼き肉 関西

大阪市中央区 焼き肉 肉匠おか元

大阪市中央区 焼き肉・すき焼き 近江牛専門店　万葉まえだ亭

大阪市中央区 焼き肉屋 焼肉食堂かど家　裏難波店

大阪市中央区 焼き肉店 トスンイ

大阪市中央区 焼き肉店 焼き肉店、チョイス

大阪市中央区 焼ビーフン、焼小龍包、黄金餅 ＹＵＮＹＵＮ大丸心斎橋店

大阪市中央区 焼心 焼心

大阪市中央区 焼鳥 FUNKY　JUNK　FULL　CHICKEN　裏難波店

大阪市中央区 焼鳥 からあげ　とり福　虎目横丁店

大阪市中央区 焼鳥 とこ葉　なんば店

大阪市中央区 焼鳥 トサカ商會　日本橋店

大阪市中央区 焼鳥 やき亭ぼ?の

大阪市中央区 焼鳥 真骨鳥　虎目横丁店

大阪市中央区 焼鳥 炭焼居酒屋けむり

大阪市中央区 焼鳥屋 WA鶏BAR

大阪市中央区 焼鳥屋 かつらぎ

大阪市中央区 焼鳥屋 グリルキッチン チャンポン

大阪市中央区 焼鳥屋 コネクト

大阪市中央区 焼鳥屋 ごはち

大阪市中央区 焼鳥屋 やきとり鳥白

大阪市中央区 焼鳥屋 やきとり庭

大阪市中央区 焼鳥屋 鶏焼肉Pele
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大阪市中央区 焼鳥屋 坂町鳥光

大阪市中央区 焼鳥屋 焼鳥Diningハマー

大阪市中央区 焼鳥屋 焼鳥がっぽ

大阪市中央区 焼鳥屋 焼鳥秀人

大阪市中央区 焼鳥屋 焼肉ホルモン　丹羽

大阪市中央区 焼鳥屋 炭火焼　味味鳥

大阪市中央区 焼鳥屋 炭火焼とり　えんや　難波3号店

大阪市中央区 焼鳥屋 炭火焼とり　えんや　難波千日前店

大阪市中央区 焼鳥屋 炭火焼とり　えんや　難波店

大阪市中央区 焼鳥屋 炭火焼鳥 一兆 東心斎橋店

大阪市中央区 焼鳥屋 炭火焼鳥かこい

大阪市中央区 焼鳥屋 炭火焼鳥きびたき

大阪市中央区 焼鳥屋 炭火焼鳥と鶏肴keshiki.

大阪市中央区 焼鳥屋 炭火焼鳥の店　ささき

大阪市中央区 焼鳥屋 炭旬　谷町四丁目店

大阪市中央区 焼鳥屋 炭焼地鶏 煽

大阪市中央区 焼鳥屋 地鶏と鶏だしおでん　鷹仁　本店

大阪市中央区 焼鳥屋 鳥ちょうちん　淀屋橋店

大阪市中央区 焼鳥屋 鳥貴族　道頓堀中座店

大阪市中央区 焼鳥屋 八起亭

大阪市中央区 焼鳥屋 備長炭やきとり　SASAYA

大阪市中央区 焼鳥屋 備長炭焼鳥 みやがわ

大阪市中央区 焼鳥居酒屋 焼きもんや　さほ

大阪市中央区 焼鳥居酒屋 焼鳥酒場　大場や

大阪市中央区 焼鳥居酒屋 炭火焼鳥わがや

大阪市中央区 焼鳥専門店 炭火やきとり森田

大阪市中央区 焼鳥店 ちゃ味道楽

大阪市中央区 焼鳥店 秋吉　心斎橋店

大阪市中央区 焼鳥店 北浜うえ田

大阪市中央区 焼肉 1000円焼肉　298なんば店

大阪市中央区 焼肉 ホルマル　千日前店

大阪市中央区 焼肉 まんぷく市場・ふぐ安　宗衛門町店

大阪市中央区 焼肉 王道premium　なんば店

大阪市中央区 焼肉 牛虎　堺筋本町店

大阪市中央区 焼肉 月島屋

大阪市中央区 焼肉 小川商店　虎目横丁店

大阪市中央区 焼肉 小川商店　日本橋店

大阪市中央区 焼肉 昭和大衆ホルモン　宗右衛門町店

大阪市中央区 焼肉 昭和大衆ホルモン　千日前店

大阪市中央区 焼肉 昭和大衆ホルモン　総本店

大阪市中央区 焼肉 昭和大衆ホルモン　道頓堀店

大阪市中央区 焼肉 昭和路

大阪市中央区 焼肉 焼肉どんどんアメリカ村店

大阪市中央区 焼肉 焼肉まるしま本店

大阪市中央区 焼肉 焼肉割烹YP流

大阪市中央区 焼肉 焼肉五苑　なんば店

大阪市中央区 焼肉 焼肉五苑　西心斎橋店

大阪市中央区 焼肉 焼肉五苑　千日前店

大阪市中央区 焼肉 焼肉大阪ぱんが

大阪市中央区 焼肉 石垣牛焼肉　ちょうしゅう　ゆがふ

大阪市中央区 焼肉 千日前　李休

大阪市中央区 焼肉 千日前酒場情熱ホルモン

大阪市中央区 焼肉 谷町酒場情熱ホルモン

大阪市中央区 焼肉 道頓堀酒場情熱ホルモン

大阪市中央区 焼肉 肉匠　なか田

大阪市中央区 焼肉　ステーキ 北新地はらみ法善寺店

大阪市中央区 焼肉、鉄板焼 御肉 南船場店

大阪市中央区 焼肉・韓国料理 KollaBo心斎橋

大阪市中央区 焼肉ホルモン 唐唐亭

大阪市中央区 焼肉レストラン 薩摩牛の蔵　なんば店

大阪市中央区 焼肉レストラン 薩摩牛の蔵　本町店
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大阪市中央区 焼肉屋 B.B.Q.HOUSE SEX MACHINE

大阪市中央区 焼肉屋 あぶりや千日前店

大阪市中央区 焼肉屋 あぶりや道頓堀御堂筋店

大阪市中央区 焼肉屋 かんてき焼肉　蔓

大阪市中央区 焼肉屋 ぜろはち松屋町店

大阪市中央区 焼肉屋 チンライ

大阪市中央区 焼肉屋 ホルモンバル 惑星みかん

大阪市中央区 焼肉屋 まるじょん

大阪市中央区 焼肉屋 まるたか

大阪市中央区 焼肉屋 韓日館

大阪市中央区 焼肉屋 牛のひげ

大阪市中央区 焼肉屋 極味焼肉牛吾

大阪市中央区 焼肉屋 黒毛和牛　牛の膳

大阪市中央区 焼肉屋 黒毛和牛一頭買い焼肉道頓堀みつる心斎橋店

大阪市中央区 焼肉屋 黒毛和牛善　千日前店

大阪市中央区 焼肉屋 黒毛和牛善　難波店

大阪市中央区 焼肉屋 佐賀牛吉しや

大阪市中央区 焼肉屋 時代屋

大阪市中央区 焼肉屋 七輪焼肉　SASAYA

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉　一撃

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉　華道

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉　亀田

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉　虎にツノ

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉 鶴牛

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉　肉八　道頓堀本店

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉 萬牛

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉?舌

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉・ホルモン 鶴牛

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉いろりや　道頓堀店

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉いろりや　南海通店

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉さかもと心斎橋本店

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉どうらく心斎橋店

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉ドラゴ宗右衛門町店

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉バル炎家

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉ホルモン 光山

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉ホルモン 坂上裏なんば店

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉まるしま心斎橋店

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉マル本店

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉みやした

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉牛魔　谷町四丁目店

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉牛魔　道頓堀店

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉居酒屋  ZONOZONO  心斎橋

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉七つ星　北浜店

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉大衆酒場　真肉焼屋

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉伝説バリバリ

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉福家

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉力丸心斎橋店

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉力丸千日前店

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉力丸南海なんば店

大阪市中央区 焼肉屋 焼肉六甲心斎橋

大阪市中央区 焼肉屋 笑ぎゅう

大阪市中央区 焼肉屋 食道園なんばウォーク店

大阪市中央区 焼肉屋 食道園宗右衛門町本店

大阪市中央区 焼肉屋 食道園千日前店

大阪市中央区 焼肉屋 神戸牛焼肉　大長今　東心斎橋店

大阪市中央区 焼肉屋 神戸牛和ノ宮　なんば御堂筋店

大阪市中央区 焼肉屋 船場亭

大阪市中央区 焼肉屋 大阪　焼肉　南大門

大阪市中央区 焼肉屋 大阪BBQSTYLEワシの焼肉千日前店

大阪市中央区 焼肉屋 谷町　肉八

大阪市中央区 焼肉屋 炭火ホルモン貴之助



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市中央区 焼肉屋 炭火焼肉  心斎

大阪市中央区 焼肉屋 炭火焼肉ふみや

大阪市中央区 焼肉屋 炭火焼肉ホルモンじゃん

大阪市中央区 焼肉屋 天平

大阪市中央区 焼肉屋 天蓼山

大阪市中央区 焼肉屋 南一圓

大阪市中央区 焼肉屋 難波　焼肉一丁　

大阪市中央区 焼肉屋 肉匠あらた

大阪市中央区 焼肉屋 肉處　きっしゃん　なんばダイニングメゾン店

大阪市中央区 焼肉屋 板前焼肉一斗　東心斎橋店本館

大阪市中央区 焼肉屋 北浜にくや

大阪市中央区 焼肉屋 本家とらちゃん　法善寺横丁店

大阪市中央区 焼肉屋 榮華亭谷町九丁目店

大阪市中央区 焼肉屋 榮華亭難波店

大阪市中央区 焼肉屋 榮華亭難波店別館

大阪市中央区 焼肉居酒屋 牛角心斎橋店

大阪市中央区 焼肉居酒屋 牛角道頓堀えびす橋店

大阪市中央区 焼肉食べ放題 焼肉牛太  なんばCITY店

大阪市中央区 焼肉店 178ん処

大阪市中央区 焼肉店 uraagura

大阪市中央区 焼肉店 アジヨシ　千日前店

大阪市中央区 焼肉店 あぶりや船場店

大阪市中央区 焼肉店 どんどん

大阪市中央区 焼肉店 なんば千日前 焼肉処 又来家

大阪市中央区 焼肉店 らむ屋

大阪市中央区 焼肉店 伊賀牛　焼肉　えん

大阪市中央区 焼肉店 華苑　長堀店

大阪市中央区 焼肉店 株式会社エースプロジェクト

大阪市中央区 焼肉店 牛吟　てつろく

大阪市中央区 焼肉店 吟　難波店

大阪市中央区 焼肉店 紅白坊

大阪市中央区 焼肉店 黒毛和牛焼肉一 心斎橋店

大阪市中央区 焼肉店 黒毛和牛焼肉一 東心斎橋店

大阪市中央区 焼肉店 叙々苑　大丸心斎橋店

大阪市中央区 焼肉店 松阪牛焼肉Ｍ　難波店

大阪市中央区 焼肉店 松阪牛焼肉Ｍ　法善寺店はなれ

大阪市中央区 焼肉店 焼肉　ふうふう亭なんば道頓堀店

大阪市中央区 焼肉店 焼肉 華道

大阪市中央区 焼肉店 焼肉　虎龍　心斎橋店

大阪市中央区 焼肉店 焼肉　新恵

大阪市中央区 焼肉店 焼肉　大やま

大阪市中央区 焼肉店 焼肉　肉どうし　北浜店

大阪市中央区 焼肉店 焼肉　無双武蔵

大阪市中央区 焼肉店 焼肉　輪　谷町四丁目店

大阪市中央区 焼肉店 焼肉どうらく宗右衛門店

大阪市中央区 焼肉店 焼肉どうらく千日前店

大阪市中央区 焼肉店 焼肉ヒロミヤ

大阪市中央区 焼肉店 焼肉ホルモン　鍵矢

大阪市中央区 焼肉店 焼肉ホルモン龍の巣　心斎橋モトミセ

大阪市中央区 焼肉店 焼肉ホルモン龍の巣　心斎橋本店

大阪市中央区 焼肉店 焼肉工房　花ごよみ

大阪市中央区 焼肉店 焼肉七つ星　淀屋橋平野町店

大阪市中央区 焼肉店 焼肉力丸南船場店

大阪市中央区 焼肉店 焼肉萬野　心斎橋店

大阪市中央区 焼肉店 新羅会館家族亭

大阪市中央区 焼肉店 炭火焼肉　大歓

大阪市中央区 焼肉店 豚美なんば店

大阪市中央区 焼肉店 肉ざんまい

大阪市中央区 焼肉店 肉匠　だん炉

大阪市中央区 焼肉店 肉匠さくら

大阪市中央区 焼肉店 肉匠紋次郎　上六店
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大阪市中央区 焼肉店 板前焼肉　一雅

大阪市中央区 焼肉店 板前焼肉一光

大阪市中央区 焼肉店 板前焼肉一斗　東心斎橋店別館

大阪市中央区 焼肉店 法善寺　彦壱

大阪市中央区 焼肉店 本格炭火焼肉 太龍館

大阪市中央区 焼肉店 味希

大阪市中央区 焼肉店 和牛料理　要

大阪市中央区 焼肉店 榮華亭　難波店

大阪市中央区 焼肉店 犇屋　心斎橋店

大阪市中央区 焼肉料理店 民芸肉料理 はや 道頓堀店

大阪市中央区 焼肉丼専門店 道頓堀肉劇場

大阪市中央区 食パン製造販売 「アトリエグーテ」なんば店

大阪市中央区 食パン専門店 銀座に志かわ 船場本町店

大阪市中央区 食事処 かんどころ MISAGO

大阪市中央区 食事処 けい馬

大阪市中央区 食事処 一夜一夜別宅寸菜太福

大阪市中央区 食事処 寸菜太福

大阪市中央区 食事提供　スナック すずや

大阪市中央区 食堂 Gatto nero

大阪市中央区 食堂 きだ食堂

大阪市中央区 食堂 サワディシンチャオ

大阪市中央区 食堂 シルヴァー瓦町ビル店

大阪市中央区 食堂 ダイニングキッチン　ペペロンチーノ

大阪市中央区 食堂 まいどおおきに北浜食堂

大阪市中央区 食堂 めん処　竹ちゃん

大阪市中央区 食堂 雅楽

大阪市中央区 食堂 近畿郵政従業員食堂

大阪市中央区 食堂 住友ビル本館B1階食堂

大阪市中央区 食堂 象印食堂

大阪市中央区 食堂 大阪府庁本館　職員食堂

大阪市中央区 食堂 独活庵

大阪市中央区 食堂 普通の食堂いわま

大阪市中央区 食堂 柾木

大阪市中央区 食堂 明治亭

大阪市中央区 食堂 冷麺館心斎橋店

大阪市中央区 食堂＆カフェ バランス食堂＆カフェ　アスショク

大阪市中央区 食堂、レストラン 大西衣料

大阪市中央区 食物販、専門店 サイン・オブ・ザ・フード

大阪市中央区 神戸牛専門店 ステーキさくら松竹座店

大阪市中央区 水タバコバー Monkeys' Shisha&Bar

大阪市中央区 水タバコ喫茶 Sweet Camel

大阪市中央区 水産加工品・調理品販売 黒門三平　黒門市場店

大阪市中央区 生パスタ ポポラマーマ　　ツイン２１店

大阪市中央区 生パスタ ポポラマーマ　堺筋本町店

大阪市中央区 精肉店 はり重 精肉店

大阪市中央区 精肉店 はり重 大丸心斎橋店

大阪市中央区 精肉店 黒門萬野総本店

大阪市中央区 精肉販売 お肉の専門店　スギモト　大丸心斎橋店

大阪市中央区 西洋料理店 ilpicolit

大阪市中央区 接客 ニューフレンズ

大阪市中央区 接客を伴う飲食店 Ｓlond de LEON

大阪市中央区 接客を伴う飲食店 ラウンジオーシャン．フルー

大阪市中央区 接客を伴う飲食店 琴

大阪市中央区 接客業 メンバーズラウンジ  Diva

大阪市中央区 接待を伴うクラブ CLUB N’oir

大阪市中央区 接待を伴うバー スナック　アムール

大阪市中央区 接待を伴うバー ラウンジ　ルージュ

大阪市中央区 接待を伴う飲食業 ラブストーリー

大阪市中央区 接待を伴う飲食業 ランデブー

大阪市中央区 接待を伴う飲食店 Philippine　lounge　ＡＱＵＡＲＩＵＭ

大阪市中央区 接待を伴う飲食店 prego
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大阪市中央区 接待を伴う飲食店 THUMB'S UP plus

大阪市中央区 接待を伴う飲食店 ぎをんスキャンダル

大阪市中央区 接待を伴う飲食店 シナジー

大阪市中央区 接待を伴う飲食店 シュシュールアネックス

大阪市中央区 接待を伴う飲食店 フェアリー

大阪市中央区 接待飲食業 ラウンジプソ

大阪市中央区 接待飲食店 テラスグリーン

大阪市中央区 専門料理店 ORIGIN

大阪市中央区 専門料理店 牡蠣とかはまぐりとか　貝賊

大阪市中央区 専門料理店 鍋・馬肉料理　牛正

大阪市中央区 専門料理店 馬肉料理専門店ホース

大阪市中央区 創作デリ UPGRADE Plant based kitchen

大阪市中央区 創作居酒屋 繁蔵本店

大阪市中央区 創作串揚げ 串揚げ ばらんざっく

大阪市中央区 創作料理 おばや

大阪市中央区 創作料理屋（居酒屋） 季節料理　ままごとや

大阪市中央区 創作料理居酒屋 マルシェ

大阪市中央区 創作和食 南船場へちもんや

大阪市中央区 惣菜BAR ちょこっと惣菜BAR Frog House

大阪市中央区 惣菜料理 笑庵

大阪市中央区 相席ラウンジ JIS NAMBA

大阪市中央区 相席居酒屋 ORIENTAL LOUNGE BIT心斎橋

大阪市中央区 多国籍料理 ABENO HUB

大阪市中央区 多国籍料理屋 食堂チリン

大阪市中央区 台湾焼鍋料理店 鍋屋okamoto本町店

大阪市中央区 台湾料理 ホンルーサンテン

大阪市中央区 台湾料理 紅爐餐廳

大阪市中央区 台湾料理店 台灣食堂南船場本店

大阪市中央区 大衆居酒屋 スナックやすらぎ

大阪市中央区 大堀　晃司 瓦そば　縁

大阪市中央区 宅配ピザ ピザーラ　大阪中央店

大阪市中央区 炭焼き牛タン・干物 たんとと和くら 心斎橋店

大阪市中央区 茶碗蒸し専門店 茶わん蒸し日髙

大阪市中央区 中華 四川麻婆　天天酒家　なんば西店

大阪市中央区 中華 四川麻婆　天天酒家　谷町4丁目店

大阪市中央区 中華 屯舎火鍋&麻辣湯

大阪市中央区 中華 美麗華

大阪市中央区 中華バル Arcadian

大阪市中央区 中華レストラン グラン　エフ　チャイナ

大阪市中央区 中華レストラン チャイニーズビストロ蘭亭　本町店

大阪市中央区 中華レストラン ユーラシア料理　福縁

大阪市中央区 中華レストラン 中華旬彩 森本

大阪市中央区 中華レストラン 中国酒家　朝陽閣　長堀店

大阪市中央区 中華屋 China hata 36

大阪市中央区 中華居酒屋 中華ダイニングバルぱんだ

大阪市中央区 中華酒場 中華酒場　黒門　-轍-

大阪市中央区 中華店 玩笑家

大阪市中央区 中華飯店 大阪王将なんば千日前店

大阪市中央区 中華料理 MAIDOU西安料理

大阪市中央区 中華料理 けむり屋　なんば2号店

大阪市中央区 中華料理 けむり屋　坂町店

大阪市中央区 中華料理 けむり屋　本店

大阪市中央区 中華料理 逸香園

大阪市中央区 中華料理 故郷羊肉串店

大阪市中央区 中華料理 湖陽樹本町店

大阪市中央区 中華料理 紅虎軒　心斎橋店

大阪市中央区 中華料理 香港海鮮飲茶樓

大阪市中央区 中華料理 香港楼

大阪市中央区 中華料理 上海楼

大阪市中央区 中華料理 新新品味居

大阪市中央区 中華料理 西安麺荘
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大阪市中央区 中華料理 大阪王将なんば御堂筋店

大阪市中央区 中華料理 大阪王将長堀橋店

大阪市中央区 中華料理 大阪王将道頓堀本店

大阪市中央区 中華料理 大阪王将日本橋店

大阪市中央区 中華料理 中華料理　大鳳閣

大阪市中央区 中華料理 中華料理 珍八香

大阪市中央区 中華料理 中華料理ひろや

大阪市中央区 中華料理 珉珉谷四店

大阪市中央区 中華料理 珉珉南千日前本店

大阪市中央区 中華料理 珉珉虹のまち店

大阪市中央区 中華料理、バー Volver the bar 

大阪市中央区 中華料理とワインのお店 Volver the bar

大阪市中央区 中華料理レストラン 餃子の王将　戎橋店

大阪市中央区 中華料理レストラン 餃子の王将　心斎橋店

大阪市中央区 中華料理レストラン 餃子の王将　難波南海通り店

大阪市中央区 中華料理屋 チャイニーズ 酒菜　一凛

大阪市中央区 中華料理屋 ツイン21     香港食卓

大阪市中央区 中華料理屋 御膳火鍋

大阪市中央区 中華料理屋 中華居酒屋 満福

大阪市中央区 中華料理屋 中華居酒屋 満福 堺筋本町店

大阪市中央区 中華料理屋 道頓堀美食屋無名家庭料理

大阪市中央区 中華料理酒場 森田養生麻辣香鍋専門店

大阪市中央区 中華料理店 SHUN SAI KA NAKA

大阪市中央区 中華料理店 えにし

大阪市中央区 中華料理店 幸福粥店 ハッピーコンジー

大阪市中央区 中華料理店 香港海鮮飲茶楼

大阪市中央区 中華料理店 四川食房　福龍

大阪市中央区 中華料理店 上海租界

大阪市中央区 中華料理店 大喜

大阪市中央区 中華料理店 中華名彩　喜界島担々麺　香　北の浜部屋

大阪市中央区 中華料理店 中華料理  華門

大阪市中央区 中華料理店 中国料理恒源小吃

大阪市中央区 中華料理店 中国料理刀削面雲隆

大阪市中央区 中華料理店 陳麻家長堀橋店

大阪市中央区 中華料理店 味宝楼瓦町店

大阪市中央区 中国東北料理 中国東北料理　月縁春

大阪市中央区 中国料理 ｈｏｉｓａｍ　Ｃｈｉｎａ　ＴＡＫＥ

大阪市中央区 中国料理 Kitchen  HARU

大阪市中央区 中国料理 中国料理 溢香園 谷九店

大阪市中央区 中国料理 中国料理 溢香園 谷四店

大阪市中央区 中国料理 中国料理　錦城閣

大阪市中央区 中国料理 中国料理　福華酒家

大阪市中央区 中国料理 中国料理　龍門

大阪市中央区 中国料理 中国料理大成閣

大阪市中央区 中国料理 梅梅大丸心斎橋店

大阪市中央区 中国料理レストラン Ｔ‘Ｓ　ＧＡＲＤＥＮ

大阪市中央区 中国料理レストラン 東天紅大阪天満橋ＯＭＭ店

大阪市中央区 中国料理店 溢香園

大阪市中央区 中国料理店 中国料理　興隆園

大阪市中央区 長崎・中国料理 ㈱中央軒　なんばウォーク西店

大阪市中央区 長崎・中国料理 ㈱中央軒　なんばウォーク東店

大阪市中央区 長崎・中国料理 ㈱中央軒　京阪天満橋店

大阪市中央区 長崎・中国料理 ㈱中央軒　心斎橋店

大阪市中央区 長崎・中国料理 ㈱中央軒　千日前店

大阪市中央区 長崎・中国料理 ㈱中央軒　難波4丁目本店

大阪市中央区 鳥料理 炭焼き・幸

大阪市中央区 鳥料理屋 炭焼き・幸

大阪市中央区 鳥料理専門店 日本ばし　とり鹿

大阪市中央区 定食屋 さち福やCaf?なんばCITY店

大阪市中央区 定食屋 京都勝牛なんば千日前店

大阪市中央区 定食屋 銀シャリ　げこ亭大丸心斎橋店
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大阪市中央区 定食屋 珍竹林なんば店

大阪市中央区 定食屋　居酒屋 KUDOS

大阪市中央区 定食屋　日本料理店 はし清

大阪市中央区 定食屋、居酒屋 仙豆

大阪市中央区 定食屋・カレー屋 一夢庵

大阪市中央区 鉄板・お好み焼き 鉄板・お好み焼き　蓮

大阪市中央区 鉄板バル TABLEあじと

大阪市中央区 鉄板飲食店 CROSS

大阪市中央区 鉄板居酒屋 もつまる本舗

大阪市中央区 鉄板居酒屋 鉄板野郎　ウラなんば本店

大阪市中央区 鉄板焼 Atout 心斎橋

大阪市中央区 鉄板焼 心斎橋でりしゃす

大阪市中央区 鉄板焼 神戸牛　和ノ宮　道頓堀本店

大阪市中央区 鉄板焼 神戸牛あかぎ屋　心斎橋北店

大阪市中央区 鉄板焼 神戸牛吉祥吉　西心斎橋店

大阪市中央区 鉄板焼 神戸牛和ノ宮　なんばオリエンタルホテル店

大阪市中央区 鉄板焼 神戸牛和ノ宮　黒門千日前店

大阪市中央区 鉄板焼 神戸牛和ノ宮　北心斎橋店

大阪市中央区 鉄板焼 鉄板Dining&Bar三矢

大阪市中央区 鉄板焼 鉄板焼　ラスモア

大阪市中央区 鉄板焼 鉄板焼　リオ　大阪御堂筋店

大阪市中央区 鉄板焼 鉄板焼　炫

大阪市中央区 鉄板焼 和牛専門店ぐるり

大阪市中央区 鉄板焼、お好み焼屋 お好み焼　みふ

大阪市中央区 鉄板焼き ステーキハウス月光仮面

大阪市中央区 鉄板焼き 阿利布

大阪市中央区 鉄板焼き 京ごはんと鉄板焼き　京月　天満橋店

大阪市中央区 鉄板焼き 鉄板ホルモン　中野

大阪市中央区 鉄板焼き 鉄板焼　EGAMI

大阪市中央区 鉄板焼き 鉄板焼き　お好み焼き　しんか

大阪市中央区 鉄板焼き 鉄板焼き　真みや

大阪市中央区 鉄板焼き 鉄板焼きステーキ　千手

大阪市中央区 鉄板焼き 鉄板焼き海

大阪市中央区 鉄板焼き 鉄板神社　三津寺笠屋町店

大阪市中央区 鉄板焼き 鉄板神社 宗右衛門町店

大阪市中央区 鉄板焼き 鉄板神社 総本店

大阪市中央区 鉄板焼き 鉄板神社 道頓堀店

大阪市中央区 鉄板焼き 鉄板神社 難波南海通り店

大阪市中央区 鉄板焼きステーキハウス Ｏｈ！マイステーキ

大阪市中央区 鉄板焼き屋 ジビエ料理と鉄板料理の店　MＨ

大阪市中央区 鉄板焼き屋 シャトーブリアンと米　牛凰

大阪市中央区 鉄板焼き屋 鉄板dining　HONANA本店

大阪市中央区 鉄板焼き屋 鉄板diningKONOMI?このみ?

大阪市中央区 鉄板焼き屋 鉄板キッチンまつもと

大阪市中央区 鉄板焼き屋 鉄板ダイニングHONANA船場店

大阪市中央区 鉄板焼き屋 鉄板ダイニングKAYA

大阪市中央区 鉄板焼き屋 鉄板焼　食彩きど

大阪市中央区 鉄板焼き屋 南船場鉄板食堂はなたれ

大阪市中央区 鉄板焼き屋 本家大たこ　法善寺店

大阪市中央区 鉄板焼き専門店 鉄板焼き　みぞばた

大阪市中央区 鉄板焼き店 鉄板DiningSEEKS

大阪市中央区 鉄板焼ステーキ 心斎橋みやちく　みやざき館

大阪市中央区 鉄板焼レストラン 和城

大阪市中央区 鉄板焼屋 鉄板焼き海

大阪市中央区 鉄板焼屋、居酒屋 てっぱん紅白

大阪市中央区 鉄板焼専門店 鳥取和牛大山　不二家心斎橋本店

大阪市中央区 天ぷら 天ぷら・京料理　圓堂　大丸心斎橋店

大阪市中央区 天ぷら屋 創作天ぷら　ぷらりん

大阪市中央区 天ぷら屋 天ぷら　心斎橋　一哲

大阪市中央区 天ぷら屋 天月

大阪市中央区 天ぷら屋、日本料理店 南地門三
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大阪市中央区 天ぷら酒場 天ぷら酒場 天ぷらY 心斎橋

大阪市中央区 天ぷら専門店 天ぷら悦

大阪市中央区 天ぷら専門店 天ぷら心屋

大阪市中央区 天ぷら店 から天

大阪市中央区 天ぷら料理店 健菜天　佳川

大阪市中央区 天ぷら料理店 天ぷら

大阪市中央区 天丼屋 あげたての味　天亭

大阪市中央区 天丼屋 一味禅 道頓堀店

大阪市中央区 唐揚げ屋 カリチキ　大吾

大阪市中央区 唐揚げ専門店 唐揚げ専門店　とりの

大阪市中央区 湯葉と豆腐の懐石料理　 梅の花　本町店

大阪市中央区 等 等

大阪市中央区 呑み屋 日本酒 蛇の目

大阪市中央区 鍋 赤から　難波戎橋店

大阪市中央区 鍋 法善寺　かもふく

大阪市中央区 鍋屋 Dining Bar 鍋次郎

大阪市中央区 鍋屋 マリリンズキッチン

大阪市中央区 鍋屋 宮がみ屋

大阪市中央区 鍋屋 兆治

大阪市中央区 鍋屋 鍋王

大阪市中央区 鍋料理 しじみ炊き肉　くにき

大阪市中央区 鍋料理屋 ほたる

大阪市中央区 鍋料理屋 口福家 HANARE

大阪市中央区 鍋料理屋 博多味処水たきいろは宗右衛門町店

大阪市中央区 鍋料理専門店 常の山

大阪市中央区 鍋料理専門店 大衆鍋屋ちゃん唐 伊呂波

大阪市中央区 肉バル ヴォレー大丸心斎橋店

大阪市中央区 肉バル 黒毛和牛一頭買い肉バルデルソーレ

大阪市中央区 肉バル 難波千日前ハラミノカミサマ

大阪市中央区 肉バル 肉バル×炭火焼dining暁

大阪市中央区 肉バル 肉バルＧＡＭ　難波本店

大阪市中央区 肉ビストロ Block  なんばCITY店

大阪市中央区 肉居酒屋 千日前　裏　くろまる

大阪市中央区 肉寿司屋 肉食饗竜　ミナミ心斎橋店

大阪市中央区 肉料理店 35table

大阪市中央区 日本酒バー 酒shu

大阪市中央区 日本酒居酒屋 楽酒楽肴　越冬

大阪市中央区 日本食料理 酒膳皿あきんど

大阪市中央区 日本料理 このは

大阪市中央区 日本料理 さがん

大阪市中央区 日本料理 たく庵

大阪市中央区 日本料理 となりの撫子

大阪市中央区 日本料理 はり重 道頓堀本店

大阪市中央区 日本料理 家和らぎ

大阪市中央区 日本料理 季菜夢　せと

大阪市中央区 日本料理 肴処 サムライ

大阪市中央区 日本料理 作一

大阪市中央区 日本料理 四季彩　一成

大阪市中央区 日本料理 多花美

大阪市中央区 日本料理 大阪 光林坊

大阪市中央区 日本料理 鶴林よしだ

大阪市中央区 日本料理 天ぷら割烹　喜太八

大阪市中央区 日本料理 日本料理　十方

大阪市中央区 日本料理 日本料理　湯木

大阪市中央区 日本料理 明陽軒

大阪市中央区 日本料理 和旬　撫子

大阪市中央区 日本料理　割烹 旬鮮和楽　さな井

大阪市中央区 日本料理　割烹 味ごよみ　あし火

大阪市中央区 日本料理（和食） ふぐてつ　宗右衛門町店

大阪市中央区 日本料理屋 しゃぶ舞

大阪市中央区 日本料理屋 三ツ寺筋　秀月
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大阪市中央区 日本料理店 いちい

大阪市中央区 日本料理店 おおさか料理　浅井東迎

大阪市中央区 日本料理店 しる芳

大阪市中央区 日本料理店 つる家　なんばﾀﾞｲﾆﾝｸﾞﾒｿﾞﾝ店

大阪市中央区 日本料理店 とみ多

大阪市中央区 日本料理店 はり重 大宝寺店

大阪市中央区 日本料理店 ひろせ

大阪市中央区 日本料理店 みな都

大阪市中央区 日本料理店 ゆみや

大阪市中央区 日本料理店 花外楼　大坂城店

大阪市中央区 日本料理店 玄品　心斎橋

大阪市中央区 日本料理店 玄品　難波

大阪市中央区 日本料理店 玄品　法善寺

大阪市中央区 日本料理店 玄品　本町

大阪市中央区 日本料理店 祥雲

大阪市中央区 日本料理店 心斎橋いまり

大阪市中央区 日本料理店 新いそふく

大阪市中央区 日本料理店 太  庵　

大阪市中央区 日本料理店 日本料理　希粋

大阪市中央区 日本料理店 日本料理　翠

大阪市中央区 日本料理店 日本料理　大乃や

大阪市中央区 日本料理店 北浜　おつる

大阪市中央区 日本料理店 本湖月

大阪市中央区 日本料理店 味楽創菜おかもと

大阪市中央区 日本料理店 浪速割烹　?川

大阪市中央区 猫カフェ Cat of Liberty

大阪市中央区 猫カフェ 猫カフェラグドール

大阪市中央区 猫カフェ 猫カフェ猫鈴～NYANBELL～

大阪市中央区 飯屋 福家

大阪市中央区 百貨店イートインコーナー はり重 大丸心斎橋店 グリル

大阪市中央区 氷屋 奥谷氷燃料有限会社

大阪市中央区 弁当屋 はじめ

大阪市中央区 保護猫カフェ 保護猫カフェ猫の恵庭

大阪市中央区 民芸酒房 民芸酒房　牧水

大阪市中央区 明石焼き屋 明石焼ぐらぶ

大阪市中央区 麺居酒屋 麺居酒屋 あしかり OMM店

大阪市中央区 夜はショットバー ピザ&ドリンクショットバーらいふ

大阪市中央区 遊戯スペースを併設しているﾀﾞｰﾂｼｮｯﾌﾟ（小売店） Darts　Shop　R心斎橋

大阪市中央区 洋菓子 Majolie　なんばシティ店

大阪市中央区 洋菓子製造販売 ハンス本町店

大阪市中央区 洋菓子店 PABLO心斎橋本店

大阪市中央区 洋菓子店 五感 北浜本館

大阪市中央区 洋菓子販売 アローツリー　なんばウォーク店

大阪市中央区 洋楽カラオケバー 洋楽カラオケバー Singing Bar diva

大阪市中央区 洋酒店 南サンボア洋酒店

大阪市中央区 洋食 イタリアダイニング　ダーク

大阪市中央区 洋食 れすとらん アイラ

大阪市中央区 洋食　カフェ ビストロ　カフェ　オムレット

大阪市中央区 洋食、定食 3te' Cafe'（サンテカフェ）

大阪市中央区 洋食レストラン LIVINGきっちん日高

大阪市中央区 洋食レストラン はり重 グリル

大阪市中央区 洋食レストラン はり重 大宝寺店新館

大阪市中央区 洋食レストラン 株式会社自由軒

大阪市中央区 洋食レストラン 北極星 心斎橋店

大阪市中央区 洋食レストラン 北極星 北浜店

大阪市中央区 洋食屋 BISTROあじと

大阪市中央区 洋食屋 DININGあじと

大阪市中央区 洋食屋 kitchen  Gump  (ガンプ)

大阪市中央区 洋食屋 グリルばらの木

大阪市中央区 洋食屋 ベルジアン ブラッスリー コート バレル

大阪市中央区 洋食屋 御堂筋ロッヂ
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大阪市中央区 洋食屋 北極星　難波店

大阪市中央区 洋食屋 満天kitchen

大阪市中央区 洋食屋 洋食Matsushita

大阪市中央区 洋食屋 洋食あじと

大阪市中央区 洋食屋 洋食ふくもと

大阪市中央区 洋食屋 洋食屋とんはる　なんば店

大阪市中央区 洋食屋 浪速の味　明治軒

大阪市中央区 洋食店 南船場Nats食堂

大阪市中央区 洋風バル がブリチキン心斎橋店

大阪市中央区 洋風居酒屋 Balmustard

大阪市中央区 洋風居酒屋 イルピアット東心斎橋

大阪市中央区 立ち飲み スタンド

大阪市中央区 立ち飲み バーオリジンズ

大阪市中央区 立ち飲みバー 酒家 はなはな

大阪市中央区 立ち飲み屋 STAND 2nd

大阪市中央区 立ち飲み屋 えびすそば酒場

大阪市中央区 立ち飲み屋 スタンドななし

大阪市中央区 立ち飲み屋 ちょってりあ

大阪市中央区 立ち飲み屋 わとい

大阪市中央区 立ち飲み屋 万葉

大阪市中央区 立ち飲み屋 洋食とワイン酒場　サルーテ

大阪市中央区 立ち飲み屋 立ち呑み　なつ吉

大阪市中央区 立ち飲み屋 立ち呑みクック　オッソオッセョ！

大阪市中央区 立ち飲み屋 立ち呑み処　たまやん

大阪市中央区 立ち飲み居酒屋 utage dotonbori

大阪市中央区 立ち飲み居酒屋 スタンド呑竜

大阪市中央区 立ち飲み居酒屋 ベジン

大阪市中央区 立ち飲み居酒屋 堺筋本町酒場

大阪市中央区 立ち呑み 立ち呑み処小町

大阪市中央区 立ち呑み 立呑処　ヒゲ

大阪市中央区 立ち呑み屋 スタンドにしき

大阪市中央区 立ち呑み屋 立ち呑み ほたる

大阪市中央区 立飲みダイニングバー NOMISKe

大阪市中央区 立飲み居酒屋 タチノミエイト

大阪市中央区 立呑屋 伊藤寮

大阪市中央区 料亭 料亭　西玉水

大阪市中央区 料理屋 家庭料理と酒の店　奥伊

大阪市中央区 料理屋 京風鉄板はせ川

大阪市中央区 料理屋 酒彩　大黒屋

大阪市中央区 料理屋 新明石

大阪市中央区 料理屋 味楽にしの

大阪市中央区 料理屋 和と酒　めし処　和っぷる

大阪市中央区 料理屋 和洋遊膳中村

大阪市中央区 料理教室 日本酵素マイスター協会

大阪市中央区 料理教室 和香日本料理教室

大阪市中央区 料理店 ’OHANA

大阪市中央区 料理店 鰻谷あんじょお

大阪市中央区 料理店 四季の味と天ぷら　いま井

大阪市中央区 料理店（シンガポール料理） ヒルマンなんば店

大阪市中央区 炉端居酒屋 浜焼炉端料理　八九

大阪市中央区 和菓子、洋菓子の販売 あみだ池大黒なんばウォーク店

大阪市中央区 和菓子・甘味処 相合餅

大阪市中央区 和菓子屋 isshin

大阪市中央区 和菓子店 御菓子司　庵月

大阪市中央区 和牛専門店(鉄板焼き/鍋) 但馬屋　蔓萬  北浜店

大阪市中央区 和食 daiki1028

大阪市中央区 和食 のまずくわず

大阪市中央区 和食 家族亭　なんばウォーク店

大阪市中央区 和食 釜戸ダイニング縁

大阪市中央区 和食 魚菜屋　常峰

大阪市中央区 和食 酒庵楡
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大阪市中央区 和食 食材酒房ごいちや

大阪市中央区 和食 祢々

大阪市中央区 和食 文蔵　東心斎橋店

大阪市中央区 和食 法善寺しきみ

大阪市中央区 和食 櫂

大阪市中央区 和食　鯛活魚料理専門店 鯛夢

大阪市中央区 和食、懐石料理 楽待庵

大阪市中央区 和食レストラン 北浜　づけや

大阪市中央区 和食レストラン 味吉兆ぶんぶ庵

大阪市中央区 和食鰻料理 江戸川なんばウォーク店

大阪市中央区 和食屋 割烹やながわ

大阪市中央区 和食屋 京さか亭

大阪市中央区 和食屋 酒肴　紀乃

大阪市中央区 和食屋 松楽

大阪市中央区 和食屋 神楽　本店

大阪市中央区 和食屋 豚や葵

大阪市中央区 和食割烹 ゆう亭

大阪市中央区 和食割烹 本町　一誠

大阪市中央区 和食割烹 本町一誠

大阪市中央区 和食居酒屋 隠　鳥魚

大阪市中央区 和食居酒屋 酒菜舎虎純

大阪市中央区 和食居酒屋 美酔蔵 和

大阪市中央区 和食全般　寿司　鍋 すし半　玉造店

大阪市中央区 和食店 おでん工房　和乃子

大阪市中央区 和食店 おばんざい割烹 新宮

大阪市中央区 和食店 ごんべ

大阪市中央区 和食店 一夜一夜　別宅　寸菜太福542-

大阪市中央区 和食店 花かるた

大阪市中央区 和食店 海鮮旬菜うお佐

大阪市中央区 和食店 割烹　とんぼ

大阪市中央区 和食店 感と間

大阪市中央区 和食店 魚と野菜　つじ田

大阪市中央区 和食店 魚貝小皿和食　一喜

大阪市中央区 和食店 魚感うえさき

大阪市中央区 和食店 銀彩

大阪市中央区 和食店 口福彩菜　ひなた

大阪市中央区 和食店 彩四季炉端料理 しゃにむに心斎橋本店

大阪市中央区 和食店 山海 あみ

大阪市中央区 和食店 四季彩炭美処ゆうや

大阪市中央区 和食店 時に和食　ゆきや

大阪市中央区 和食店 旬彩ゆうや

大阪市中央区 和食店 旬菜　楽

大阪市中央区 和食店 旬菜まさか

大阪市中央区 和食店 旬食和心　志

大阪市中央区 和食店 鯛めし 銀〇

大阪市中央区 和食店 鯛めし銀家

大阪市中央区 和食店 東心斎橋　宙

大阪市中央区 和食店 東心斎橋やつづか

大阪市中央区 和食店 南たこ梅

大阪市中央区 和食店 美々卯　本店

大阪市中央区 和食店 美々卯　本店別館

大阪市中央区 和食店 美々卯なんば店

大阪市中央区 和食店 美味旬菜みずどり。

大阪市中央区 和食店 料理家　仄り

大阪市中央区 和食店 和処きたの

大阪市中央区 和食店 和食おり

大阪市中央区 和食店 和食とお酒　雅

大阪市中央区 和食日本料理 月日亭難波店

大阪市中央区 和食立ち飲み店 かこも北浜

大阪市中央区 和食料理 真心料理きらら

大阪市中央区 和食料理屋 西心斎橋ゆうの
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大阪市中央区 和食料理店 おさかな処　男女川

大阪市中央区 和食料理店 依屋

大阪市中央区 和食料理店 割烹  吉野

大阪市中央区 和食料理店 菜根譚 律

大阪市中央区 和食料理店 山のしずく旬菜家

大阪市中央区 和食料理店 酒肴福半

大阪市中央区 和食料理店 旬彩 翔

大阪市中央区 和食料理店 雪之丞

大阪市中央区 和食料理店 多から亭

大阪市中央区 和食料理店 東心斎橋 阿?

大阪市中央区 和食料理店 東心斎橋みなみ

大阪市中央区 和食料理店 法善寺浅草

大阪市中央区 和食料理店 料理屋のだ

大阪市中央区 和食料理店 浪速割烹　和亨

大阪市中央区 和洋中レストラン、カフェ なんばダイニングレストラン

大阪市中央区 和洋中レストラン・カフェ なんばダイニングメゾン

大阪市中央区 丼、まぐろや 市場カフェ　黒門市場本店

大阪市中央区 丼ぶり、うどん 笑卵　本町店

大阪市中央区 丼屋 Camel Dinerアメリカ村店

大阪市中央区 圓子カフェ 圓子カフェ

大阪市中央区 爬虫類カフェ アメリカ村スネークカフェ

大阪市中央区 珈琲専門店 ル・プルミエ・カフェ

大阪市中央区 餃子屋 ぎょうざのじんべえ

大阪市中央区 餃子屋 月光仮面

大阪市中央区 餃子屋 大阪餃子　しな野

大阪市中央区 餃子屋 本町ケンボロー餃子屋

大阪市中央区 餃子屋 餃子屋　弐ノ弐宗右衛門町店

大阪市中央区 餃子屋さん チョーハンの餃子

大阪市中央区 餃子専門店 千日前やすだや

大阪市中央区 餃子専門店 餃子専門店　南平

大阪市中央区 餃子専門店舗 こてつ家

大阪市中央区 鮨 鮨Ｄ

大阪市中央区 鮨　和食 旬彩処　典

大阪市中央区 鮨屋 法善寺　鮨処なかたに

大阪市中央区 鮨屋 鮨いんべ

大阪市中央区 鮨屋 鮨一

大阪市中央区 鮨店 鮨　きよ原

大阪市中央区 鷄料理 とり料理　とり匠

大阪市中央区 CDショップ ライカエジソン大阪店

大阪市中央区 MOVIEPARK（映像体感型シアター） MOVIEPARK彩色～IROiro～

大阪市中央区 アートギャラリー 瀬戸美術｜SETOARTS

大阪市中央区 アイラッシュ　脱毛 eye&depi CLEA

大阪市中央区 アイラッシュ&アイブロウサロン me couture

大阪市中央区 アイラッシュ、ネイルサロン eyelash & nail haricot

大阪市中央区 アイラッシュ・脱毛 ＣＬＥＡ

大阪市中央区 アイラッシュサロン Eyelash Ripplu

大阪市中央区 アイラッシュサロン REMION

大阪市中央区 アイラッシュサロン Vivace 難波店

大阪市中央区 アイリッシュパブ＆スポーツバー IRISH PUB CELTS（ケルツ） 大阪本町店

大阪市中央区 アカデミー（ピラティス資格発行） ZONE?? Academy of Fitnesses 

大阪市中央区 アクセサリー・ウィッグ販売 PINO(ピノ)

大阪市中央区 アコースティックライブバー Cafe&Bar　TOBIRA

大阪市中央区 アパレル SUIT SELECT CRYSTA NAGAHORI

大阪市中央区 アパレル SUIT SELECT NAMBA

大阪市中央区 アパレル SUIT SELECT NAMBA NANSAN DORI

大阪市中央区 アパレル SUIT SELECT YODOYABASHI

大阪市中央区 アパレル アタッチメント

大阪市中央区 アパレル ハニーズ ｄ．ストアなんばウォーク店

大阪市中央区 アパレル ハニーズなんばウォーク店

大阪市中央区 アパレル ハニーズもりのみやキューズモール店

大阪市中央区 アパレルブランド店 ozzparadise
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大阪市中央区 アミューズメント施設 U2　unusual underground

大阪市中央区 アロマテラピーサロン モンサンミッシェル　クリスタ長堀店

大阪市中央区 アロママッサージ店 メンズセラピストSPAカラダビューティー 

大阪市中央区 アロマリラクゼーションサロン ボディッシュ難波店

大阪市中央区 イベントスペース CELL

大阪市中央区 イベントスペース エデンザホール

大阪市中央区 イベント展示会業 サクラインターナショナル株式会社

大阪市中央区 インターナショナルホテル スイスホテル南海大阪

大阪市中央区 インターネットカフェ アットワンなんば店

大阪市中央区 インターネットカフェ アットワン日本橋駅前店

大阪市中央区 インターネットカフェ インターネットカフェNEWNEWなんば戎橋店

大阪市中央区 インターネットカフェ インターネットカフェアットワンなんば店

大阪市中央区 インターネットカフェ メディアカフェポパイなんば店

大阪市中央区 インターネットカフェ メディアカフェポパイ心斎橋店

大阪市中央区 インターネットカフェ メディアカフェポパイ道頓堀店

大阪市中央区 インターネットルーム あの街ねっと日本橋

大阪市中央区 インテリアショップ アクタス心斎橋店

大阪市中央区 インドアゴルフスタジオ Ｌ＆Ｌ ＧＯＬＦ ＣＬＩＮＩＣ

大阪市中央区 インフラ運営等 東洋建設株式会社大阪本店

大阪市中央区 エクステ専門店 エクステ専門店R

大阪市中央区 エステ BANK SPA

大阪市中央区 エステ POLA カインド愛 堺筋本町駅前

大阪市中央区 エステ POLA チアズ愛 天満橋店

大阪市中央区 エステ SAPA

大阪市中央区 エステ Wax&Beauty Calone

大阪市中央区 エステ インディバアロマサロン　モンレーヴ

大阪市中央区 エステ ビューティーサロンR

大阪市中央区 エステ メンズ脱毛VIXX

大阪市中央区 エステ・マッツサージ フットサロン心斎橋

大阪市中央区 エステサロン beauty salon charis

大阪市中央区 エステサロン Dione心斎橋店Premium

大阪市中央区 エステサロン HONEYSTYLE

大阪市中央区 エステサロン maygill

大阪市中央区 エステサロン miel

大阪市中央区 エステサロン newr

大阪市中央区 エステサロン POLA THE BEAUTY心斎橋店

大阪市中央区 エステサロン POLA カインド愛　堺筋本町駅前

大阪市中央区 エステサロン PRIME.

大阪市中央区 エステサロン Salon de Ruby 

大阪市中央区 エステサロン salon'd mou

大阪市中央区 エステサロン ＳＨＥＬＬＤ’ＯＲ

大阪市中央区 エステサロン VACANCES心斎橋店

大阪市中央区 エステサロン インディバサロン　レムリア

大阪市中央区 エステサロン エステサロンツツイ

大阪市中央区 エステサロン サロン・ド・ディオ

大阪市中央区 エステサロン ジェルベーラ

大阪市中央区 エステサロン ツインDサロン

大阪市中央区 エステサロン トータルエステティック　レリア

大阪市中央区 エステサロン 痩身ラボ

大阪市中央区 エステサロン 脱毛＆痩身サロンCheri

大阪市中央区 エステサロン 美杏

大阪市中央区 エステサロン 美尻研究所　大阪心斎橋店

大阪市中央区 エステサロン 美尻研究所大阪心斎橋店

大阪市中央区 エステティック ポアレスラボ 心斎橋店

大阪市中央区 エステティックサロン Adone

大阪市中央区 エステティックサロン BarBieBody/CORESTYLE

大阪市中央区 エステティックサロン DR'S DIET PURELA

大阪市中央区 エステティックサロン EVER GRACE Premycious 心斎橋店

大阪市中央区 エステティックサロン GRAND PURELA 難波店

大阪市中央区 エステティックサロン ｍａｒｉｒｅ

大阪市中央区 エステティックサロン PURELA心斎橋店
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大阪市中央区 エステティックサロン salon de Ruby

大阪市中央区 エステティックサロン SARAEXCELLENT心斎橋店

大阪市中央区 エステティックサロン THE　FAITH　淀屋橋店

大阪市中央区 エステティックサロン ヴェルチェ心斎橋本店

大阪市中央区 エステティックサロン エステティックサロン joieange 心斎橋店

大阪市中央区 エステティックサロン エステティックサロン　Purune

大阪市中央区 エステティックサロン ザ・フェース難波店

大阪市中央区 エステティックサロン スタイルデザイン

大阪市中央区 エステティックサロン セラピエール心斎橋店

大阪市中央区 エステティックサロン ワヤンリゾートスパなんば店

大阪市中央区 エステティックサロン 美肌脱毛サロンBIJOU

大阪市中央区 エステティックサロン 癒し處　美Ｂａｌｉ

大阪市中央区 エステテックサロン キュアバンダリン

大阪市中央区 エステ店 POLA 美安蘭店

大阪市中央区 エステ店 ポーラ  美安蘭店

大阪市中央区 エンターテイメントスペース Entertainment Bar SENSHIA

大阪市中央区 エンターテイメントホール CIRCUS OSAKA

大阪市中央区 オーダースーツ販売 KASHIYAMAなんばウォーク店

大阪市中央区 オフィス TJG株式会社・LINK株式会社

大阪市中央区 オフィス 株式会社ＴＪＧ

大阪市中央区 オフィスビル 清川株式会社　大阪本社

大阪市中央区 オフィスビル 大阪本社

大阪市中央区 オフィス事務全般 株式会社ジョヴィ　本社

大阪市中央区 お土産屋 よしもとおみやげもん横丁

大阪市中央区 お土産屋 大阪城本陣　

大阪市中央区 お土産屋 忍屋 大阪城店

大阪市中央区 お土産店 みちのたより

大阪市中央区 お料理教室 CHUBEE Members

大阪市中央区 カイロプラクティック・整体・リラクゼーション Kaladabo.（カラダボ）

大阪市中央区 カットを主としない美容所 producesalon min

大阪市中央区 カプセルホテル カプセルホテルアスティル道頓堀

大阪市中央区 カラオケBOX カラオケまねきねこなんばHIPS店

大阪市中央区 カラオケボックス BIGECHO　なんば戎橋店

大阪市中央区 カラオケボックス カラオケオアシス森ノ宮店

大阪市中央区 カラオケボックス カラオケレインボー道頓堀店

大阪市中央区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　アメリカ村店

大阪市中央区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　なんば店

大阪市中央区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　なんば本店

大阪市中央区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　心斎橋店

大阪市中央区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　千日前２号店

大阪市中央区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　南海通なんば店

大阪市中央区 カラオケボックス ビッグエコーなんば千日前店

大阪市中央区 カラオケボックス ビッグエコー堺筋本町安土町店

大阪市中央区 カラオケボックス ビッグエコー堺筋本町店

大阪市中央区 カラオケボックス ビッグエコー千日前アムザ店

大阪市中央区 カラオケボックス プレミアムカラオケ　１１３

大阪市中央区 キックボクシングジム M-FACTORYキックボクシングジム（アメ村店）

大阪市中央区 キリスト教会 大阪中央バプテスト教会

大阪市中央区 クリーニング業 ノムラクリーニング　なんばCITY１号店

大阪市中央区 クリーニング業 ノムラクリーニング　なんばCITY２号店

大阪市中央区 ゲームセンター タイトーステーション　難波店

大阪市中央区 コインランドリー Coin Laundry ＆ Lockers Daikokubashi

大阪市中央区 コミュニティ放送局（ラジオ） YES-fm　78.1MHz

大阪市中央区 ゴルフスクール 心斎橋駅前ゴルフスクール

大阪市中央区 ゴルフスクール 谷町6丁目駅前ゴルフスクール

大阪市中央区 ゴルフスクール 天満橋駅前ゴルフスクール

大阪市中央区 ゴルフスクール 淀屋橋駅前ゴルフスクール

大阪市中央区 コワーキングスペース OBPアカデミア

大阪市中央区 コンサルタント 三都商事

大阪市中央区 コンタクトレンズ・メガネ専門店 レモンコンタクト心斎橋オーパ店

大阪市中央区 サウナ＆カプセルホテル グランドサウナ心斎橋
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大阪市中央区 サロン Eyelashsalon Vivi

大阪市中央区 サロン」 SILVASPA

大阪市中央区 シアタースペース Movie’s cafe MATERIAL tanimachi

大阪市中央区 シェアリングスペース 快活CLUBなんば御堂筋店

大阪市中央区 シェアリングスペース 快活CLUBなんば心斎橋店

大阪市中央区 シェアリングスペース 快活CLUBなんば千日前店

大阪市中央区 シェアリングスペース 快活CLUB道頓堀店

大阪市中央区 シミュレーションゴルフ場 Simulation Golf Studio BRIGHT

大阪市中央区 シミュレーションゴルフ場 淀屋橋ゴルフ倶楽部

大阪市中央区 ジュエリーショップ BLOOM なんばマルイ

大阪市中央区 スーパーマーケット イオンエクスプレス大阪常盤店

大阪市中央区 スーパーマーケット なんばCITY店

大阪市中央区 スーパーマーケット ひろば

大阪市中央区 スーパーマーケット 成城石井京阪シティモール店

大阪市中央区 ストレッチ教室 エイジレスバレエ・ストレッチ　スタジオ

大阪市中央区 ストレッチ専門店 Dr.ストレッチ　なんばウォーク店

大阪市中央区 ストレッチ専門店 ドクターストレッチなんばCITY店

大阪市中央区 ストレッチ専門店 パーフェクトストレッチ大阪心斎橋店

大阪市中央区 ストレッチ専門店 パーフェクトストレッチ大阪船場店

大阪市中央区 スポーツクラブ 888GYM

大阪市中央区 スポーツクラブ CrossFit Osaka-Jo

大阪市中央区 スポーツクラブ FITNESS GYM K-B?

大阪市中央区 スポーツクラブ JOYFIT24 谷町四丁目

大阪市中央区 スポーツクラブ RAY FITNESS STUDIO

大阪市中央区 スポーツクラブ カメカムゴルフクラブ

大阪市中央区 スポーツクラブ クロスフィット北浜

大阪市中央区 スポーツクラブ クロスフィット本町

大阪市中央区 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 心斎橋

大阪市中央区 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 北浜

大阪市中央区 スポーツクラブ ジョイフィット心斎橋

大阪市中央区 スポーツクラブ ミットネスなんばCITY店

大阪市中央区 スポーツクラブ メガロスルフレ心斎橋

大阪市中央区 スポーツクラブ 体を耕す運動場関西フィットネス天満橋

大阪市中央区 スポーツクラブ 東急スポーツオアシス　もりのみや

大阪市中央区 スポーツクラブ 東急スポーツオアシス心斎橋EAST

大阪市中央区 スポーツクラブ 東急スポーツオアシス心斎橋WEST

大阪市中央区 スポーツクラブ　トレーニングスタジオ to be_body design studio

大阪市中央区 スポーツジム 大阪政拳会

大阪市中央区 スポーツ施設 大阪城弓道場

大阪市中央区 スポーツ用品小売業 ｽｰﾊﾟｰｽﾎﾟｰﾂｾﾞﾋﾞｵ/ｴﾙﾌﾞﾚｽ もりのみやキューズモール店

大阪市中央区 スポーツ用品店 Kemari87 KISHISPO心斎橋店

大阪市中央区 スポーツ用品店 Nike Osaka

大阪市中央区 スポーツ用品店 スポタカ

大阪市中央区 スポーツ用品販売店 アシックス大阪心斎橋

大阪市中央区 スマホ修理業 スマホ修理工房　なんばウォーク店

大阪市中央区 スロット店 スロットシアター四海樓

大阪市中央区 セット メイクサロン (美容室) hair lounge VlVl 

大阪市中央区 セットサロン HAIR LAX

大阪市中央区 セットサロン マツモト美容室

大阪市中央区 セットサロン SET SALON and.

大阪市中央区 セルフエステ SelfSmooth

大阪市中央区 その他 サンロード

大阪市中央区 ダーツショップ Darts Shop TiTO心斎橋

大阪市中央区 ダーツショップ Darts Shop TiTO難波

大阪市中央区 ダイビングショップ アズールダイブプロジェクト心斎橋店

大阪市中央区 たばこ販売店 PloomShopなんば店

大阪市中央区 ダンススタジオ BILLY　BLANKS　INTERNATIONAL　STUDIO

大阪市中央区 ダンススタジオ FIPSTA

大阪市中央区 ダンススタジオ・ボーカルスタジオ エイベックス・アーティストアカデミー大阪校

大阪市中央区 ダンスホール(ナイトクラブ) GIRAFFE JAPAN

大阪市中央区 ダンス教室 100 Carat Dance Company
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大阪市中央区 ダンス教室 Flamenco光舞 井上光正フラメンコ教室

大阪市中央区 ダンス教室 上本町ダンス教室

大阪市中央区 チケットショップ チケットキャビン淀屋橋店

大阪市中央区 チケットショップ チケットポートなんば店

大阪市中央区 ドライヘッドスパ meleep 心斎橋店

大阪市中央区 トレーニングジム STAGE LABO

大阪市中央区 トレーニングジム併設鍼灸整骨院 A.T.長島治療院　北浜

大阪市中央区 ナチュラルコスメショップ BEAUTY&AMENITY BY GemiD 　なんばスカイオ店

大阪市中央区 ナンタケットバスケット教室 Nantucket  Wind  Lady

大阪市中央区 にか 法善寺　山岡

大阪市中央区 ネイル　アイラッシュ サロン fime An 

大阪市中央区 ネイル＆アイラッシュサロン Nail&Eyelash Salon Miss:R

大阪市中央区 ネイル&まつげエクステサロン pecoru  nail&eyelash salon

大阪市中央区 ネイル・アイラッシュサロン ANNE東心斎橋店

大阪市中央区 ネイル・アイラッシュサロン Beauty salon［No.R］

大阪市中央区 ネイルサロン a.me.nail.

大阪市中央区 ネイルサロン A.nail

大阪市中央区 ネイルサロン bi-grace

大阪市中央区 ネイルサロン DressNote

大阪市中央区 ネイルサロン G・A

大阪市中央区 ネイルサロン Kitte Hatte 

大阪市中央区 ネイルサロン mieux

大阪市中央区 ネイルサロン mimanail

大阪市中央区 ネイルサロン M-Nail

大阪市中央区 ネイルサロン nail atelier pipu

大阪市中央区 ネイルサロン nail house ripplu

大阪市中央区 ネイルサロン Nailsalom　Karino

大阪市中央区 ネイルサロン NAILSALONS PLUM

大阪市中央区 ネイルサロン Pure Nail　京阪シティモール店

大阪市中央区 ネイルサロン ＲＡＶＩＮＡＩＬ

大阪市中央区 ネイルサロン ROIMU心斎橋店

大阪市中央区 ネイルサロン Sarie Nail

大阪市中央区 ネイルサロン SHAN NAIL 難波

大阪市中央区 ネイルサロン syuna.nail

大阪市中央区 ネイルサロン ナイスネイルスクール生サロン心斎橋店

大阪市中央区 ネイルサロン ナイスネイルなんば店

大阪市中央区 ネイルサロン ネイルサロン　Salon de Lock

大阪市中央区 ネイルサロン ネイルサロン　デコール

大阪市中央区 ネイルサロン マウナ・ケア　難波店

大阪市中央区 ネイルサロン ゆずり葉

大阪市中央区 ネイルサロン ラピートネイル

大阪市中央区 ネイルサロン LUX BOX心斎橋店

大阪市中央区 ネイルサロン、アイラッシュサロン joieange心斎橋店

大阪市中央区 ネイルサロン、アイラッシュサロン joieange難波店

大阪市中央区 ネイルスクール ネイルセレクト心斎橋スタジオ

大阪市中央区 ネットカフェ 宝島24千日前店

大阪市中央区 ネットカフェ（完全個室） ネトマルなんば道頓堀店

大阪市中央区 ネットカフェ、ダーツビリヤード GRAN CYBER CAFE BAGUS なんば道頓堀店

大阪市中央区 パーソナルジム パーソナルジムfis北浜店

大阪市中央区 パーソナルトレーニング body labo honmon

大阪市中央区 パーソナルトレーニング grow wellness

大阪市中央区 パーソナルトレーニングジム 24/7Workout　大阪心斎橋店

大阪市中央区 パーソナルトレーニングジム ジムフィールド森ノ宮スタジオ

大阪市中央区 パーソナルトレーニングジム パーソナルトレーニングジム BodyStage

大阪市中央区 パーソナルトレーニングジム パーソナルトレーニングジムPlants

大阪市中央区 パーティースペース パーティースペース ワイハウス

大阪市中央区 バーテンダースクール 日本パブ＆バー経営専門学院

大阪市中央区 バイオリン教室 ばいおりんたちの学校

大阪市中央区 パソコンスクール パソコン市民講座 大阪事務局

大阪市中央区 パチンコ屋 キョーイチミナミ店SR

大阪市中央区 パチンコ店 air
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大阪市中央区 パチンコ店 クラブＤ

大阪市中央区 パチンコ店 はりまや　日本橋一丁目店

大阪市中央区 パチンコ店 マルハンなんば新館

大阪市中央区 パチンコ店 マルハンなんば本館

大阪市中央区 パチンコ店 楽園　なんば店

大阪市中央区 パチンコ店 京一ナンバ店ＳＲＡ地下１階

大阪市中央区 パチンコ店 京一ナンバ店ＳＲＡ地下２階

大阪市中央区 パチンコ店 四海樓 本店

大阪市中央区 ぱちんこ店 大阪府遊技業協同組合

大阪市中央区 パチンコ店 大東洋なんば店

大阪市中央区 はり灸整骨院 岸本はり灸整骨院

大阪市中央区 バレエ教室 翔子バレエスタジオ

大阪市中央区 ハワイアンジュエリー専門店 アロハギフト＆ハワイアンパームス

大阪市中央区 ピアノ教師 谷九ピアノ教室

大阪市中央区 ビジネスコンビニ キンコーズ 御堂筋本町店

大阪市中央区 ビジネスホテル Welina Hotel Premier 心斎橋

大阪市中央区 ビジネスホテル アリエッタホテル大阪

大阪市中央区 ビジネスホテル くれたけイン大阪御堂筋本町

大阪市中央区 ビジネスホテル ザブリッジホテル心斎橋

大阪市中央区 ビジネスホテル なにわのみやホテル

大阪市中央区 ビジネスホテル ニッセイホテル

大阪市中央区 ビジネスホテル ビジネスイン谷町

大阪市中央区 ビジネスホテル ビジネスホテル　アズガーデン日本橋

大阪市中央区 ビジネスホテル 大阪帝国ホテル

大阪市中央区 ビジネスホテル 東横INN 大阪谷四交差点

大阪市中央区 ビジネスホテル 東横INN大阪日本橋文楽劇場前

大阪市中央区 ビジネスホテル 東横INN淀屋橋駅南

大阪市中央区 ビジネスホテル 東横イン大阪船場2

大阪市中央区 ビジネスホテル 東横イン大阪船場東

大阪市中央区 ビジネスホテル 東横イン天満橋大手前

大阪市中央区 ビューティーサロン gratify本店

大阪市中央区 ピラティススタジオ  ピラティススタジオ  クレマティーデ

大阪市中央区 ピラティス専門スタジオ ピラティス専門スタジオ　ビーキューブ??  

大阪市中央区 ビリヤード店舗 Billiards Cafe&Bar BRO

大阪市中央区 ファミリーマート てんや難波御堂筋店

大阪市中央区 フィットネスクラブ エニタイムフィットネス堺筋本町店

大阪市中央区 フィットネスクラブ クロスフィット心斎橋

大阪市中央区 フィットネスクラブ フィットネスクラブ zenfit

大阪市中央区 フィットネスクラブ ホテルニューオータニ大阪　フィットネスクラブ

大阪市中央区 フィットネスジム FITBASE24 長堀橋

大阪市中央区 フィットネスジム HIIT Plus 本町駅

大阪市中央区 フィットネスジム ヒットプラス心斎橋

大阪市中央区 フェイシャルエステサロン ワミレスサロンvivi

大阪市中央区 フォトスタジオ スタジオノールス

大阪市中央区 フォトスタジオ Marshmallow

大阪市中央区 フォトスタジオ、貸衣装 株式会社BUAホールディングス

大阪市中央区 ブティック Steady

大阪市中央区 ブライダル ワタベウェディング心斎橋店

大阪市中央区 フラワー教室 KANKOフラワースクール

大阪市中央区 ブランジェリー ブランジェリー ル ドール

大阪市中央区 ﾌﾘｰﾀﾞﾑｱｰｷﾃｸﾂﾃﾞｻﾞｲﾝ株式会社 ﾌﾘｰﾀﾞﾑｱｰｷﾃｸﾂﾃﾞｻﾞｲﾝ株式会社

大阪市中央区 プリントショップ アドパック株式会社

大阪市中央区 ヘアウィービングシステム（編み込み式増毛法）を活用した男性向けかつらの製造、販売、 理美容サービス スヴェンソン大阪スタジオ

大阪市中央区 ヘアサロン ヘッドデザインレアレア

大阪市中央区 ヘアメイクサロン BELLE GROW

大阪市中央区 ヘアメイクサロン Hair Make Salon bijou

大阪市中央区 ヘアメイクサロン　スタジオ  HairMakeSalonCHARMER

大阪市中央区 ヘアメイクスクール 日本ヘアセットスクール大阪本校

大阪市中央区 ペットカフェ（ハリネズミ専門カフェ） HARRYWOODなんば店

大阪市中央区 ヘッドスパ専門サロン ヘッドスパサロンQUATRE

大阪市中央区 ペット撮影スタジオ ペット専門撮影スタジオ　 Four-M PET  - ﾌｫｰｳｴﾑ ﾍﾟｯﾄ -
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大阪市中央区 ボイストレーニング・ボーカル教室 IMIボイストレーニング・ボーカルスクール

大阪市中央区 ボイスレコーディングスタジオ 有限会社ハイメン

大阪市中央区 ボウリング場 心斎橋サンボウル

大阪市中央区 ボウリング場、アミューズメント、カラオケ等複合遊戯施設 ラウンドワンスタジアム千日前店

大阪市中央区 ボーカル教室 USボーカル教室　大阪本校

大阪市中央区 ボート免許スクール マーメイドＢｏａｔＳｃｈｏｏｌ

大阪市中央区 ホットヨガスタジオ 心斎橋店

大阪市中央区 ホテル attic 0475

大阪市中央区 ホテル CULTI EARL HOTEL

大阪市中央区 ホテル Feel Osaka Yu

大阪市中央区 ホテル FIRST CABIN 御堂筋難波

大阪市中央区 ホテル Hotel Kojan

大阪市中央区 ホテル IP CITY HOTEL Osaka

大阪市中央区 ホテル PLAZA IN NANIWA HOTEL

大阪市中央区 ホテル TAKUTO STAY 心斎橋

大阪市中央区 ホテル THE BOLY OSAKA

大阪市中央区 ホテル アパヴィラホテル〈大阪谷町四丁目駅前〉

大阪市中央区 ホテル アパホテル＆リゾート〈御堂筋本町駅タワー〉

大阪市中央区 ホテル アパホテル〈なんば駅東〉

大阪市中央区 ホテル アパホテル〈なんば心斎橋〉

大阪市中央区 ホテル アパホテル〈御堂筋本町駅前〉

大阪市中央区 ホテル アパホテル〈御堂筋本町駅東〉

大阪市中央区 ホテル アパホテル〈大阪谷町〉

大阪市中央区 ホテル アパホテル＜淀屋橋 北浜駅前＞

大阪市中央区 ホテル イビススタイルズ大阪難波

大阪市中央区 ホテル ヴィアーレ大阪

大阪市中央区 ホテル ヴィアイン心斎橋

大阪市中央区 ホテル ウィークリー翔ホテルなんば

大阪市中央区 ホテル からくさホテル大阪なんば

大阪市中央区 ホテル クリスタルエグゼ日本橋民泊

大阪市中央区 ホテル くれたけイン大阪堺筋本町

大阪市中央区 ホテル シティプラザ大阪

大阪市中央区 ホテル スイスホテル南海大阪

大阪市中央区 ホテル スーパーホテルなんば・日本橋

大阪市中央区 ホテル スーパーホテル地下鉄谷町四丁目6号口

大阪市中央区 ホテル セントレジスホテル大阪

大阪市中央区 ホテル ダイワロイネットホテル大阪心斎橋

大阪市中央区 ホテル ダイワロイネットホテル大阪北浜

大阪市中央区 ホテル チサンイン大阪ほんまち

大阪市中央区 ホテル ドーミーインPREMIUMなんば

大阪市中央区 ホテル ドーミーインPREMIUMなんばANNEX

大阪市中央区 ホテル ドーミーインPREMIUM大阪北浜

大阪市中央区 ホテル ドーミーイン心斎橋

大阪市中央区 ホテル ドーミーイン大阪谷町

大阪市中央区 ホテル ハートンホテル心斎橋

大阪市中央区 ホテル ベストウェスタンプラスホテルフィーノ大阪北浜

大阪市中央区 ホテル ベストウェスタンホテルフィーノ大阪心斎橋

大阪市中央区 ホテル ベッセルイン心斎橋

大阪市中央区 ホテル ホテマイステイズ心斎橋

大阪市中央区 ホテル ホテル　ハイパー

大阪市中央区 ホテル ホテル　ララ　フルール

大阪市中央区 ホテル ホテル1-2-3大阪堺筋本町

大阪市中央区 ホテル ホテルアルプス

大阪市中央区 ホテル ホテルコード心斎橋

大阪市中央区 ホテル ホテルサンホワイト

大阪市中央区 ホテル ホテルトレンド西心斎橋

大阪市中央区 ホテル ホテルニューオータニ大阪

大阪市中央区 ホテル ホテルビスタ大阪［なんば］

大阪市中央区 ホテル ホテルフェリーチェ心斎橋

大阪市中央区 ホテル ホテルフォルツァ大阪北浜

大阪市中央区 ホテル ホテルブライトンシティ大阪北浜
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大阪市中央区 ホテル ホテルプリムローズ大阪

大阪市中央区 ホテル ホテルマイステイズ御堂筋本町

大阪市中央区 ホテル ホテルマイステイズ大手前

大阪市中央区 ホテル ホテルモーニングボックス大阪心斎橋

大阪市中央区 ホテル ホテルモントレ ラ・スール大阪

大阪市中央区 ホテル ホテルユニゾ大阪心斎橋

大阪市中央区 ホテル ホテルロイヤルクラシック大阪

大阪市中央区 ホテル ホテル京阪 淀屋橋

大阪市中央区 ホテル ホテル心斎橋ライオンズロック

大阪市中央区 ホテル ホテル日航大阪

大阪市中央区 ホテル ホリデイイン大阪難波

大阪市中央区 ホテル ユニゾイン大阪北浜

大阪市中央区 ホテル 愛麒麟

大阪市中央区 ホテル 御宿　野乃なんば

大阪市中央区 ホテル 黒門クリスタルホテル

大阪市中央区 ホテル 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋

大阪市中央区 ホテル 心斎橋グランドホテル大阪　心斎橋グランドホテル大阪アネックス

大阪市中央区 ホテル 心斎橋クリスタルホテル

大阪市中央区 ホテル 相鉄グランドフレッサ大阪なんば

大阪市中央区 ホテル 大阪エクセルホテル東急

大阪市中央区 ホテル 大阪キャッスルホテル

大阪市中央区 ホテル 東急ステイ大阪本町

大阪市中央区 ホテル 道頓堀クリスタルエグゼ

大阪市中央区 ホテル 南船場クリスタルプラザ

大阪市中央区 ホテル 日本橋LUXEHOTEL

大阪市中央区 ホテル 日本橋クリスタルホテルⅡ

大阪市中央区 ホテル 変なホテル　大阪なんば

大阪市中央区 ホテル 変なホテル大阪心斎橋

大阪市中央区 ホテル（宿泊施設） ホテルマイステイズ心斎橋イースト

大阪市中央区 ホテルショップ ニューオータニショップ

大阪市中央区 ホテル業 相鉄フレッサイン大阪淀屋橋

大阪市中央区 ホテル宿泊施設 アパヴィラホテル＜淀屋橋＞

大阪市中央区 ホテル内ビューティサロン ニューオータニビューティサロン大阪

大阪市中央区 ホテル内フォトスタジオ ニューオータニフォトスタジオ大阪

大阪市中央区 ホテル内写真室 ストーリーテラー　モントレ ラ スール写真室

大阪市中央区 ホテル内貸衣裳 モンレーブコスチュームサロン大阪

大阪市中央区 マツエクサロン 株式会社　TKS salon

大阪市中央区 まつげエクステ まつげエクステ専門店Gato

大阪市中央区 まつげエクステ リディア

大阪市中央区 まつげエクステサロン gratify+e

大阪市中央区 まつげエクステサロン まつげエクステ専門美容院salon cutie 

大阪市中央区 まつげエクステ美容サロン eyelash&hairsalon starry

大阪市中央区 マッサージ REFLEクリスタ長堀店

大阪市中央区 まつ毛エクステ amyulet

大阪市中央区 まつ毛エクステ charis.

大阪市中央区 まつ毛エクステ MARY

大阪市中央区 まつ毛エクステ Reshe

大阪市中央区 まつ毛エクステサロン ｂｏｕｄｏｉｒ

大阪市中央区 まつ毛エクステサロン boudoir 

大阪市中央区 まつ毛エクステサロン EVEREYESなんば店

大阪市中央区 マツ毛エクステサロン EVEREYES心斎橋店

大阪市中央区 まつ毛エクステサロン Ｅｙｅｌａｓｈ Ｓａｌｏｎ Ｒ . ｅ . Ｍ

大阪市中央区 まつ毛エクステサロン felice

大阪市中央区 まつ毛エクステンション ALICE　EYELASH　難波店

大阪市中央区 まつ毛エクステンション eyelash mona

大阪市中央区 まつ毛エクステ店 eyeiash salon  Charis.

大阪市中央区 マンガ喫茶 ネットルーム館　なんば戎橋店

大阪市中央区 メンズ・ウィメンズファッションブランド DIFFERENCE　クリスタ長堀店

大阪市中央区 メンズ・ウィメンズファッションブランド DIFFERENCE　なんばマルイ店

大阪市中央区 メンズ・ウィメンズファッションブランド DIFFERENCE　淀屋橋店

大阪市中央区 ライブバー CROSS BEAT Hommach
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大阪市中央区 ライブハウス americamura FANJtwice

大阪市中央区 ライブハウス AtlantiQs

大阪市中央区 ライブハウス BIGCAT

大阪市中央区 ライブハウス BIGTWIN DINER PANHEAD GROOVE

大阪市中央区 ライブハウス BIGTWIN DINER SHOVEL

大阪市中央区 ライブハウス ＣＤＣＢＯＸ

大阪市中央区 ライブハウス club MERCURY

大阪市中央区 ライブハウス CONPASS

大阪市中央区 ライブハウス DROP

大阪市中央区 ライブハウス FootRock&BEERS

大阪市中央区 ライブハウス HOUSE OF GOSPEL

大阪市中央区 ライブハウス Live House ANIMA

大阪市中央区 ライブハウス Live House Pangea

大阪市中央区 ライブハウス Live Space BAR SHRIMP

大阪市中央区 ライブハウス MILULARI

大阪市中央区 ライブハウス MUSE BOX

大阪市中央区 ライブハウス Music Club JANUS

大阪市中央区 ライブハウス music&Bar M

大阪市中央区 ライブハウス OSAKA MUSE

大阪市中央区 ライブハウス PLUSWINHALL

大阪市中央区 ライブハウス THE LIVE HOUSE soma

大阪市中央区 ライブハウス アメリカ村 BEYOND

大阪市中央区 ライブハウス アメリカ村CLAPPER

大阪市中央区 ライブハウス ドラカラ♪夢想歌

大阪市中央区 ライブハウス ライブバー  コンテ・ローゼ

大阪市中央区 ライブハウス ロフトプラスワンウエスト

大阪市中央区 ライブハウス 歌う魚

大阪市中央区 ライブハウス 心斎橋SUNHALL

大阪市中央区 ライブハウス 心斎橋VARON

大阪市中央区 ライブハウス 大阪RUIDO

大阪市中央区 ライブハウス 長堀橋WAXX

大阪市中央区 ラブホテル ホテルみゅーず

大阪市中央区 リサイクルショップ ギャラリーレア心斎橋本店

大阪市中央区 リサイクルショップ ギャラリーレア東心斎橋店

大阪市中央区 リサイクルショップ ブランドギャラリー心斎橋店

大阪市中央区 リサイクルショップ ブランドギャラリー東心斎橋店

大阪市中央区 リサイクル着物屋 きもの 扇屋  ?giya

大阪市中央区 リユース店 エコスタイル大阪心斎橋店

大阪市中央区 リラクゼーション chiropractic & pilates salon　トレイン

大阪市中央区 リラクゼーション FirstStep

大阪市中央区 リラクゼーション からく

大阪市中央区 リラクゼーション サウナ＆カプセル　アムザ　癒し処もみざ

大阪市中央区 リラクゼーション タイ古式&マタニティマッサージ禅 -ZEN-

大阪市中央区 リラクゼーション ラフィネ　ＯＭＭビル店

大阪市中央区 リラクゼーション ラフィネ　なんばウォーク店

大阪市中央区 リラクゼーション ラフィネ　京阪シティモール店（天満橋）

大阪市中央区 リラクゼーション ラフィネ　南海なんば店

大阪市中央区 リラクゼーション リラクゼーション夏

大阪市中央区 リラクゼーション 黒門SAKURA

大阪市中央区 リラクゼーション 和み庵　なんばCITY店

大阪市中央区 リラクゼーション 和み庵　心斎橋総本店

大阪市中央区 リラクゼーション 和み庵　難波高島屋前店

大阪市中央区 リラクゼーション　鍼灸院 野の花堂

大阪市中央区 リラクゼーション.フットケアサロン フットケアサロンRelaxPark道頓堀店

大阪市中央区 リラクゼーション・エステ YEBISUみなみ

大阪市中央区 リラクゼーション・エステ ザ・デイ・スパ　大阪本店

大阪市中央区 リラクセーションサロン ウェルネスリラクセーションサロン

大阪市中央区 リラクゼーションサロン Bodysh天満橋店

大阪市中央区 リラクゼーションサロン Bodysh東心斎橋店

大阪市中央区 リラクゼーションサロン Bodysh難波2号店

大阪市中央区 リラクゼーションサロン Break（ブレイク）～休憩～
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大阪市中央区 リラクゼーションサロン CALLA北浜店

大阪市中央区 リラクゼーションサロン healing melissa  

大阪市中央区 リラクゼーションサロン Healing Space Rafeel

大阪市中央区 リラクゼーションサロン holistic therapy muguet 

大阪市中央区 リラクゼーションサロン megurico

大阪市中央区 リラクゼーションサロン Relaxなんば南海通り店

大阪市中央区 リラクゼーションサロン Relaxホテルプリムローズ大阪店

大阪市中央区 リラクゼーションサロン SPA　CALLA　谷町店

大阪市中央区 リラクゼーションサロン オリーブスパ　ＰＡＮＴＨＥＯＮ心斎橋店

大阪市中央区 リラクゼーションサロン クサラハーン

大阪市中央区 リラクゼーションサロン クサラハーン2号店

大阪市中央区 リラクゼーションサロン シンメトリー大阪天満橋店

大阪市中央区 リラクゼーションサロン ヌンスワン

大阪市中央区 リラクゼーションサロン もみかる心斎橋店

大阪市中央区 リラクゼーションサロン ユラリ　堺筋本町店

大阪市中央区 リラクゼーションサロン リフレッシュハンズ　なんばCITY店

大阪市中央区 リラクゼーションサロン リフレッシュハンズ　なんばウォーク1番街店

大阪市中央区 リラクゼーションサロン リフレッシュハンズ　なんばウォーク3番街店

大阪市中央区 リラクゼーションサロン リラクゼーションサロンSyuSyu～シュシュ～

大阪市中央区 リラクゼーションサロン リラクゼーションハウス フォレスト本町船場

大阪市中央区 リラクゼーションサロン 癒まほら

大阪市中央区 リラクゼーションスペース りらくる天満橋店

大阪市中央区 リラクゼーションスペース りらくる難波千日前店

大阪市中央区 リラクゼーション業 リラクゼーション　スペース　　カームーシー

大阪市中央区 レジャーホテル ローズリップス心斎橋店

大阪市中央区 レディースアパレル 12 Twelve Agenda なんばCITY店

大阪市中央区 レンタルオフィス グランクリュ大阪北浜

大阪市中央区 レンタルスタジオ studio La cuna

大阪市中央区 レンタルスペース BPオーガニックスペース南船場

大阪市中央区 レンタルスペース BPガーデンシティ南船場

大阪市中央区 レンタルスペース BPセントラルスペース南船場

大阪市中央区 レンタルスペース drapeau ANNEX SPACE

大阪市中央区 レンタルスペース drapeau EXHIBITION SPACE

大阪市中央区 衣装制作、衣装教室 チクチクチュール

大阪市中央区 衣服リフォーム ティンク・サンク

大阪市中央区 衣料品雑貨販売 チュチュアンナ　なんばCITY店

大阪市中央区 衣料品店 なんばCITY・CIAOPANIC

大阪市中央区 衣料品店 なんば店

大阪市中央区 衣料品店 マウア　なんば店

大阪市中央区 衣料品店 大阪本町店

大阪市中央区 印鑑製造業、印刷業、デザイン業 名刺エキスプレス　大阪駅前梅田店

大阪市中央区 印刷サービスの提供 アクセア堺筋長堀橋店

大阪市中央区 印刷サービスの提供 アクセア本町店

大阪市中央区 印刷屋 アクセア南海なんば駅店

大阪市中央区 印刷会社 Vanfu 淀屋橋店

大阪市中央区 映画学校 おおさか映画学校

大阪市中央区 英会話教室 リトルクレヨンズ英会話教室

大阪市中央区 演芸場 なんばグランド花月

大阪市中央区 屋内プール 明治スポーツプラザ中央屋内プール

大阪市中央区 屋内型アート＆ハンドメイドイベント OSAKA アート&てづくりバザール

大阪市中央区 温浴施設 サウナ＆カプセル　アムザ

大阪市中央区 音楽ＣＤ店（カフェ併設） The MELODY

大阪市中央区 音楽スタジオ EQUAL STUDIO

大阪市中央区 音楽スタジオ ベースオントップアメ村店

大阪市中央区 音楽スタジオ ベースオントップ心斎橋店

大阪市中央区 音楽スタジオ ベースオントップ東心斎橋店

大阪市中央区 音楽教室 CHAKOミュージックスタジオ

大阪市中央区 音楽教室 プラスミュージック心斎橋

大阪市中央区 音楽教室 三木楽器　開成館

大阪市中央区 音楽教室を併設する楽器店 丸一音楽教室・丸一商店株式会社

大阪市中央区 音楽事務所・音楽制作スタジオ・ボイストレーニングスタジオ O・D・A CARNIVAL
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大阪市中央区 下着 Ripplu心斎橋本店

大阪市中央区 化粧品 MAISON　LEXIA

大阪市中央区 化粧品 株式会社POLA

大阪市中央区 化粧品アフターサービスサロン ｼｰﾎﾞﾝ.ﾌｪｲｼｬﾘｽﾄｻﾛﾝなんば店

大阪市中央区 化粧品小売店 化粧品の店　スギムラ

大阪市中央区 化粧品販売 桂や

大阪市中央区 加圧トレーニングスタジオ Re-born

大阪市中央区 加工水産物の販売 北庄

大阪市中央区 加熱式たばこ販売店 IQOSストア心斎橋

大阪市中央区 家具ショールーム エーディコア・ディバイズ　大阪・心斎橋ショールーム

大阪市中央区 家具販売店兼ショールーム ドリームベッド 大阪ショールーム

大阪市中央区 家具販売店兼ショールーム リーン・ロゼ大阪

大阪市中央区 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ　松屋町店

大阪市中央区 家電量販店 エディオン 心斎橋店

大阪市中央区 家電量販店 エディオン 天満橋店

大阪市中央区 家電量販店 エディオンなんば本店

大阪市中央区 家電量販店 エディオンもりのみや店

大阪市中央区 家電量販店 エディオン道頓堀店

大阪市中央区 家電量販店 ビックカメラ なんば店

大阪市中央区 果物小売 くだものハウス ゆーゆー

大阪市中央区 花屋 なんばスカイオ

大阪市中央区 介護保険事業 株式会社　青山ケアサポート

大阪市中央区 会員向けサロン 大阪エクスペリエンスセンター

大阪市中央区 海外ウエディングサロン 大阪店

大阪市中央区 各種チケット販売 チケットセブンプレイガイド　なんば店

大阪市中央区 学習塾 駿台個別教育センター　上本町校

大阪市中央区 学習塾 駿台中学部・高校部　上本町校

大阪市中央区 学習塾 東進衛星予備校　天満橋OMM校

大阪市中央区 学習塾 明光義塾 玉造教室

大阪市中央区 学習塾 明光義塾 松屋町教室

大阪市中央区 楽器教室 二胡の銘龍園

大阪市中央区 楽器小売店・コンサートホール （株）国際楽器社

大阪市中央区 楽器販売 楽器店テイクオフ

大阪市中央区 簡易宿泊所 GUEST HOUSE B's FiveⅡ

大阪市中央区 観光バス受付 大阪ダックツアー

大阪市中央区 観光案内所 「川の駅」はちけんや

大阪市中央区 韓国語教室 PTハングル

大阪市中央区 眼鏡屋 T.G.C.なんばウォーク店

大阪市中央区 眼鏡屋 フォーナインズ　心斎橋店

大阪市中央区 眼鏡店 オプティカル　フルヤ

大阪市中央区 企業研修、コンサルタント 株式会社Smart Presen

大阪市中央区 機械工具卸売業 株式会社カインズ

大阪市中央区 居酒屋 呑み処きよ実

大阪市中央区 教会ライブハウス 大阪弟子教会

大阪市中央区 教室 夢を叶えるスタジオBeautyRIse

大阪市中央区 金融機関 大阪シティ信用金庫

大阪市中央区 金融業 大阪厚生信用金庫

大阪市中央区 空手道場 巍桜館修形塾

大阪市中央区 靴屋 ABCMART　SPORTS　なんばCITY

大阪市中央区 靴屋 ABC-MARTなんばCITY

大阪市中央区 靴屋 ABC-MART新戎橋店

大阪市中央区 靴屋 SPORTS　なんばCITY

大阪市中央区 靴屋 ダイアナ

大阪市中央区 靴屋 ダイアナなんばCITY店

大阪市中央区 靴屋 ラコタハウス　大阪店

大阪市中央区 靴修理・合鍵作成 プラスワン 南久宝寺店

大阪市中央区 芸能スクール 株式会社エーチームアカデミー　

大阪市中央区 劇場 よしもと漫才劇場

大阪市中央区 劇場 国立文楽劇場

大阪市中央区 劇場(レンタルホール) イエスシアター

大阪市中央区 結婚指輪販売 garden心斎橋
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大阪市中央区 結婚式場 NOVEL SHINSAIBASHI

大阪市中央区 結婚式場 RIVER BANK OSAKA

大阪市中央区 結婚式場 THE LANDMARK SQUARE OSAKA

大阪市中央区 結婚式場 アクアガーデンテラス

大阪市中央区 結婚式場 アルモニーアンブラッセ イットハウス

大阪市中央区 結婚相手紹介サービス fufuCLUB

大阪市中央区 結婚相談所 フィオーレ心斎橋店

大阪市中央区 健康グッズ販売店 ファイテンショップなんばウォーク店

大阪市中央区 健康器具販売 DOCTOR AIR

大阪市中央区 健康食品販売 （株）ナチュラリープラス 大阪サロン

大阪市中央区 健診機関 社会医療法人寿楽会　ｍ・ｏクリニック

大阪市中央区 建材ショールーム 株式会社ＡＤＶＡＮ　大阪ショールーム

大阪市中央区 建築・商業・福祉ビジネスコンサルテント LaShinPlanning(ラシンプランニング)

大阪市中央区 建築資材のショールーム リビエラ株式会社　大阪ショールーム

大阪市中央区 犬カフェ ドッグテイル

大阪市中央区 研修施設 公益財団法人　日本ケアフィット共育機構　

大阪市中央区 個人事業主 oiran de enjou ～炎城～

大阪市中央区 古書店 中尾松泉堂書店

大阪市中央区 古着、アクセサリーショップ 古着・アクセサリーショップ「cise」

大阪市中央区 古美術品販売 ギャラリー米田

大阪市中央区 古物商、買取販売 ブランドショップ　れっど

大阪市中央区 呉服屋 きものやまと　なんばウォーク店

大阪市中央区 語学学校、英会話スクール 難波校

大阪市中央区 語学教室 ジャパンダ中国語教室

大阪市中央区 護身術スタジオ クラヴマガフォアフロント大阪トレーニングセンター

大阪市中央区 護身術トレーニングジム クラヴマガ大阪トレーニングセンター

大阪市中央区 広告 みんなのクリエイター

大阪市中央区 行政書士事務所 ASC申請支援センター

大阪市中央区 高級鉄板焼 鉄板焼煌?kirameki?

大阪市中央区 撮影スタジオ LUZZ STUDIO（ラズスタジオ）

大阪市中央区 撮影スタジオ studio NADESHIKO

大阪市中央区 撮影スタジオ スタジオフェアリー

大阪市中央区 撮影スタジオ レイヤーズスタジオ

大阪市中央区 雑貨　生活雑貨 イノブン天満橋店

大阪市中央区 雑貨、駄菓子 うまい棒ショップ

大阪市中央区 雑貨屋 ＆藍なんばウォーク店

大阪市中央区 雑貨屋 ルアンなんば店

大阪市中央区 酸素カプセル リラコラ　カプリラ本町店

大阪市中央区 酸素カプセルリラクゼーション (株)ILISアイリス

大阪市中央区 酸素カプセルリラクゼーション 株式会社ILISアイリス

大阪市中央区 市政事務所 大阪市会議員　野上らん事務所

大阪市中央区 紙販売 ペーパーボイス大阪

大阪市中央区 資格取得スクール 介護のキャンパス淀屋橋校

大阪市中央区 歯科医院 あい歯科

大阪市中央区 歯科医院 クリア歯科　なんば院

大阪市中央区 歯科医院 ヤマシタデンタルクリニック

大阪市中央区 歯科診療所 のい歯科クリニック

大阪市中央区 事務所 ＯＳＲ（大阪府社交飲食業生活衛生同業組合）

大阪市中央区 事務所 株式会社DDカンパニー

大阪市中央区 事務所 株式会社MDシステム

大阪市中央区 事務所 公益社団法人大阪府猟友会

大阪市中央区 事務所 大阪本部

大阪市中央区 時計/アクセサリー WATCH STATION INTERNATIONAL　なんば丸井店

大阪市中央区 時計／レザー小物／アクセサリー FOSSIL　心斎橋店

大阪市中央区 時計・宝石小売業 てんまばし時計宝石修理研究所

大阪市中央区 時計修理 トータルウォッチリペア

大阪市中央区 自宅教室 北浜サロン

大阪市中央区 自転車販売店 GIC BICYCLE STORE 心斎橋店

大阪市中央区 自転車販売店 Light　Series　心斎橋

大阪市中央区 自転車販売店舗 GIC BICYCLE STORE

大阪市中央区 室内ゴルフ練習場 Juke.Golf.Club
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大阪市中央区 室内ゴルフ練習場 ゴルフラボ長堀橋

大阪市中央区 室内ゴルフ練習場　フィットネスクラブ GOLDIA難波校

大阪市中央区 室内スポーツ施設 スウィングアーツ心斎橋ゴルフスタジオ

大阪市中央区 写真館 STUDIO ARC心斎橋店

大阪市中央区 写真館 スタジオリブ

大阪市中央区 社員食堂 住友ビル2号館キャフェテリア

大阪市中央区 社会保険労務士事務所 村岡社会保険労務士事務所

大阪市中央区 社交ダンス教室 T&K DANCE Natural

大阪市中央区 社交ダンス教室 YOSHIOKA DANCE CLUB

大阪市中央区 社交ダンス教室 スターダンススクール

大阪市中央区 社交ダンス教室 桜井ダンスアカデミー

大阪市中央区 社交飲食店 CLUB Partir

大阪市中央区 手作り雑貨アート展示販売　ワークショップスペース Artisan-mam. 西商店

大阪市中央区 手品用品販売業 マジックショップひげめがね

大阪市中央区 集会場 大阪料理会館

大阪市中央区 集合教育施設 株式会社富士通ラーニングメディア

大阪市中央区 住宅、販売、リフォーム工事業 Home　Lazo　本店

大阪市中央区 住宅補修、カーコーティング TOTAL REPAIR  ACE

大阪市中央区 宿泊業 都シティ 大阪本町

大阪市中央区 宿泊業（ホテル業） ビジネスイン千日前ホテル

大阪市中央区 宿泊施設 &AND HOSTEL HOMMACHI EAST

大阪市中央区 宿泊施設 &AND HOSTEL SHINSAIBASHI EAST

大阪市中央区 宿泊施設 ＡＢホテル大阪堺筋本町

大阪市中央区 宿泊施設 Angel Home E1008

大阪市中央区 宿泊施設 LUXCARE　HOTEL

大阪市中央区 宿泊施設 OYO ユニホテル御堂筋本町

大阪市中央区 宿泊施設 クインテッサホテル大阪心斎橋

大阪市中央区 宿泊施設 セントラルハウス

大阪市中央区 宿泊施設 ニューオーサカホテル心斎橋

大阪市中央区 宿泊施設 バリアンリゾート心斎橋店

大阪市中央区 宿泊施設 バリアンリゾート道頓堀店

大阪市中央区 宿泊施設 ファーストハウス

大阪市中央区 宿泊施設 ホテルＷＢＦなんばＢＵＮＲＡＫＵ

大阪市中央区 宿泊施設 ホテルWBFなんば黒門

大阪市中央区 宿泊施設 ホテルＷＢＦ本町

大阪市中央区 宿泊施設 ホテルマイステイズ堺筋本町

大阪市中央区 宿泊施設（ホテル） THE LIVELY 大阪本町

大阪市中央区 宿泊施設（ホテル） ホテルビスタプレミオ大阪［本町］

大阪市中央区 宿泊施設(ホテル) モクシー大阪本町

大阪市中央区 宿泊施設（ホテル） 西鉄イン心斎橋

大阪市中央区 宿泊特化型ホテル ベッセルイン心斎橋

大阪市中央区 宿泊特化型ホテル 相鉄フレッサイン大阪心斎橋

大阪市中央区 書店 ブックスキヨスク森ノ宮店

大阪市中央区 書店 ブックファーストなんばウォーク店

大阪市中央区 小劇場 ウイングフィールド

大阪市中央区 小売 イッツデモ

大阪市中央区 小売 ジュエリーツツミ　なんばウォーク店

大阪市中央区 小売 みんなのバイバイ

大阪市中央区 小売業 ザ・ダイソー　なんば戎橋店　

大阪市中央区 小売業 ㈱アートクリエイション

大阪市中央区 小売店 AOKI　堺筋本町駅前店

大阪市中央区 小売店 ORIHICA　もりのみやｷｭｰｽﾞﾓｰﾙBASE店

大阪市中央区 職業訓練校 アクセスPCカレッジ

大阪市中央区 職業紹介事業・人材派遣事業 株式会社サポートジャパン

大阪市中央区 食器小売店 千田硝子食器株式会社

大阪市中央区 食事指導カウンセリングサロン Esthe Pro Labo 難波店

大阪市中央区 食料品・日用品販売・配達 ショップみなみ

大阪市中央区 信用金庫 大阪信用金庫　難波支店

大阪市中央区 信用金庫 大阪信用金庫　日本橋支店

大阪市中央区 信用金庫 北おおさか信用金庫　船場支店

大阪市中央区 寝具小売店 森田ふとん店
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大阪市中央区 人間ドック専門施設 社会医療法人寿楽会大野クリニック

大阪市中央区 人材派遣事業 株式会社　エタンセル

大阪市中央区 図書館 大阪市立島之内図書館

大阪市中央区 図書室併設セミナールーム Spin_off

大阪市中央区 性風俗店(ホテルヘルス) ユートピア

大阪市中央区 性風俗店(ホテルヘルス) 谷町人妻紹介所

大阪市中央区 整骨院 カインド整骨院

大阪市中央区 整骨院 せき整骨院

大阪市中央区 整骨院 フェイス整骨院

大阪市中央区 整骨院 まさき整骨院

大阪市中央区 整骨院 ヤマシタ整骨院

大阪市中央区 整骨院 堺筋本町もりわき骨盤鍼灸整骨院

大阪市中央区 整体 カラダファクトリー　なんばマルイ店

大阪市中央区 整体 笠屋整体

大阪市中央区 整体サロン カラダファクトリーNAMBAなんなん店

大阪市中央区 生活雑貨小売店 東急ハンズ心斎橋店

大阪市中央区 精密機器（カメラ・レンズ等）展示 FUJIFILM Imaging Plaza 大阪

大阪市中央区 製菓製パン向け道具機械卸業者 株式会社原製菓機

大阪市中央区 税理士事務所 佐久間太志税理士事務所

大阪市中央区 接骨・整骨院 小林整骨院 北浜

大阪市中央区 設計事務所 佐藤達喜建築設計事務所

大阪市中央区 占い タミ

大阪市中央区 占い 占いサロンYAMATO

大阪市中央区 占い 六代目大関屋

大阪市中央区 占い館 占龍館

大阪市中央区 痩身エステ Re:mano大阪店

大阪市中央区 総合専門小売業 ハンズビーなんばＣＩＴＹ店

大阪市中央区 多目的ホール 大阪城ホール

大阪市中央区 体験型イベント施設 大阪ヒミツキチオブスクラップ

大阪市中央区 体操教室 カーブス長堀橋

大阪市中央区 貸しホール、貸会議室、貸しギャラリー エル・おおさか（大阪府立労働センター）

大阪市中央区 貸し会議室 クリスタルエクゼ日本橋４０６

大阪市中央区 貸ホール、貸会議室、情報ライブラリー（図書室） 大阪府立男女共同参画・青少年センター

大阪市中央区 貸衣装 ヴィヴィアン

大阪市中央区 貸音楽スタジオ スタジオ246 NAMBA

大阪市中央区 貸音楽スタジオ スタジオ246 心斎橋

大阪市中央区 貸会議室 アットビジネスセンター心斎橋駅前

大阪市中央区 貸会議室 アットビジネスセンター大阪本町

大阪市中央区 貸会議室 ハートンホール日本生命御堂筋ビル１２F

大阪市中央区 貸会議室 大阪社会福祉指導センター

大阪市中央区 貸会議室/ホール会場 ハートンホール本町

大阪市中央区 貸事務室及び会議室 大阪府社会福祉会館

大阪市中央区 貸切専門 WeddingSpace Alohau

大阪市中央区 貸切専門 WeddingSpace Lover'sMahalo

大阪市中央区 貸切専門店 WeddingSpace Lover’sPlace

大阪市中央区 貸渡業 みんなのバイク

大阪市中央区 大阪市立スポーツ施設 中央スポーツセンター

大阪市中央区 脱毛サロン Chururi天満橋店

大阪市中央区 脱毛サロン PLUMERIA

大阪市中央区 脱毛サロン 脱毛サロン SCS

大阪市中央区 探偵・興信所 日本総合探偵事務所

大阪市中央区 中古ブランド買取販売 RiZ 心斎橋店 

大阪市中央区 中古ブランド買取販売 大阪本社

大阪市中央区 中古ブランド買取販売店 RiZ 心斎橋 RED

大阪市中央区 調剤薬局 株式会社ストーン・フィールド　本部

大阪市中央区 展示ホール　貸会議室 マイドームおおさか

大阪市中央区 展示会　絵画販売 アイビーサロン

大阪市中央区 店舗用品・看板 株式会社ドーモラボ

大阪市中央区 電気工事店 有限会社　フジハラ電気

大阪市中央区 土産物屋 JO-TERRACE OSAKA　インフォメーション＆オフィシャルショップ

大阪市中央区 土産物屋 阪町屋
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大阪市中央区 動物ふれあいカフェ 豆柴カフェ大阪店

大阪市中央区 特区民泊 Angel Home E605

大阪市中央区 特区民泊 BONコンド難波日本橋

大阪市中央区 特区民泊 ｼｬﾄｰ道頓堀

大阪市中央区 特区民泊 ステイボニータ難波

大阪市中央区 特区民泊 民泊・ええ庵HOUSE 501号室・らくビー

大阪市中央区 特殊風俗斡旋事業所 ファイナルナビゲーション

大阪市中央区 能楽堂 山本能楽堂

大阪市中央区 美術館及びミュージアムショップ 上方浮世絵館

大阪市中央区 美容クリニック サクラアズクリニック心斎橋

大阪市中央区 美容サロン CRYOOSAKA

大阪市中央区 美容サロン L'eclat  -レクラ-

大阪市中央区 美容サロン POLAクリスタ長堀店

大阪市中央区 美容院 Cieluma

大阪市中央区 美容院 cime

大阪市中央区 美容院 Fruit ful  フルートフル

大阪市中央区 美容院 Hair Make Pure

大阪市中央区 美容院 Hair　Make　Pure　Rela

大阪市中央区 美容院 Hａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＢＥＳ

大阪市中央区 美容院 hair salon MADE

大阪市中央区 美容院 ReX HAIR INTERNATIONAL

大阪市中央区 美容院 ROOTS BY Lotus

大阪市中央区 美容院 studio ROSA

大阪市中央区 美容院 Vision 心斎橋店

大阪市中央区 美容院 ビューティーステーション T'sE

大阪市中央区 美容外科 医療法人 秀晄会　コムロ美容外科

大阪市中央区 美容業 Aries 心斎橋店

大阪市中央区 美容業 Ｂｅａｕｔｙ　Ｈｏｕｓｅ　　ｍａｒｉ　?　ｍａｒｉ

大阪市中央区 美容業 ECOO

大阪市中央区 美容業 hair Mission

大阪市中央区 美容業 hair salon COCO

大阪市中央区 美容業 PRIBEAU

大阪市中央区 美容業 ヘアプロデュース ドルフィン

大阪市中央区 美容業 大阪まつげ。

大阪市中央区 美容業 大阪府美容生活衛生同業組合

大阪市中央区 美容室  Rubik's 難波×ミルボンAujua 認定サロン

大阪市中央区 美容室 ADELIE

大阪市中央区 美容室 ADELIE難波

大阪市中央区 美容室 AIMANT Hair&Treatment

大阪市中央区 美容室 Alizeti

大阪市中央区 美容室 ALLURE hair ~luce~ 心斎橋店

大阪市中央区 美容室 allys hair

大阪市中央区 美容室 arbre hair design

大阪市中央区 美容室 avant

大阪市中央区 美容室 Bonbonne

大阪市中央区 美容室 brace cerne × coffret × porte 心斎橋

大阪市中央区 美容室 chouchou

大阪市中央区 美容室 ciater

大阪市中央区 美容室 CORRECT MAISON

大阪市中央区 美容室 De　Toutes　Beautes

大阪市中央区 美容室 ＥＣＯＯ

大阪市中央区 美容室 epic

大阪市中央区 美容室 EVOKE TOKYO osaka

大阪市中央区 美容室 felicita玉造店

大阪市中央区 美容室 Geppetto

大阪市中央区 美容室 HAIR CLAIR きゃら

大阪市中央区 美容室 hair creation’s With-it

大阪市中央区 美容室 hair make ＵＴＥＮＡ

大阪市中央区 美容室 hair Mission

大阪市中央区 美容室 Hair salon  BITA

大阪市中央区 美容室 hair salon quiora
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大阪市中央区 美容室 Hair&Estheticsalon RE:AL

大阪市中央区 美容室 hairsalon Coo

大阪市中央区 美容室 Hairsalon MIYA

大阪市中央区 美容室 Hairsalon Nexus

大阪市中央区 美容室 illu hair GADEN

大阪市中央区 美容室 Inity

大阪市中央区 美容室 jam hair style designer's room

大阪市中央区 美容室 L.C.E 心斎橋WEST

大阪市中央区 美容室 LILY

大阪市中央区 美容室 Limber

大阪市中央区 美容室 Lond strada

大阪市中央区 美容室 Lond　strada

大阪市中央区 美容室 Luana hair＆treatment

大阪市中央区 美容室 MODE K's 心斎橋店

大阪市中央区 美容室 OCEAN TOKYO Osaka

大阪市中央区 美容室 Oggi

大阪市中央区 美容室 Pine

大阪市中央区 美容室 RAD 心斎橋

大阪市中央区 美容室 re:cloud＆felicite

大阪市中央区 美容室 recloud

大阪市中央区 美容室 ReHyd AVEDA

大阪市中央区 美容室 ROAR

大阪市中央区 美容室 Rubik's 難波御堂筋×ミルボンAujua 認定サロン

大阪市中央区 美容室 Rubik's心斎橋×ミルボンAujua認定サロン

大阪市中央区 美容室 RUF HAIR

大阪市中央区 美容室 Sa N. HAIR&MAKE

大阪市中央区 美容室 SCORPION

大阪市中央区 美容室 setsaion carina

大阪市中央区 美容室 Siesta

大阪市中央区 美容室 TAYA心斎橋店

大阪市中央区 美容室 TerraceAVEDA 大丸心斎橋店

大阪市中央区 美容室 The Ect

大阪市中央区 美容室 trico心斎橋店

大阪市中央区 美容室 スーパーカット上本町店

大阪市中央区 美容室 デコポンジー

大阪市中央区 美容室 はな美容室

大阪市中央区 美容室 ヘアーメイク　Forum

大阪市中央区 美容室 ヘアステーションネオアプリ

大阪市中央区 美容室 ラ ・ブレス　心斎橋サロン

大阪市中央区 美容室 リプリゼント

大阪市中央区 美容室 ル・コア

大阪市中央区 美容室 心斎橋　スクエア

大阪市中央区 美容室 赤いとり

大阪市中央区 美容室 美容室　TOCCA難波店

大阪市中央区 美容室・ウイッグ スヴェンソン　なんばサロン

大阪市中央区 美容室理容室 novia  novio

大阪市中央区 美容所 Ｄ－ａｉｍｅｒ―

大阪市中央区 美容所 LAFF

大阪市中央区 美容所 Setsalon　Ace

大阪市中央区 美容所 セットサロン・Pulito 

大阪市中央区 美容所 セットサロンエース

大阪市中央区 美容整骨サロン 小顔LABO心斎橋店

大阪市中央区 美容皮膚科 心斎橋フェミークリニック

大阪市中央区 美容皮膚科・婦人科・内科 大阪美容クリニック

大阪市中央区 百貨店 （株）髙島屋　大阪店

大阪市中央区 百貨店 大丸大阪・心斎橋店

大阪市中央区 不動産会社 インテリジェンスビル２F

大阪市中央区 不動産会社 クラスモ森ノ宮駅前店

大阪市中央区 不動産会社 株式会社アーチェス

大阪市中央区 不動産会社 株式会社セオリーファクトリー

大阪市中央区 不動産管理・売買・仲介・建設業 本店
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大阪市中央区 不動産業 株式会社グッドハウス

大阪市中央区 不動産業 時津商事株式会社

大阪市中央区 不動産業 有限会社サーガス

大阪市中央区 不動産事業 南管財

大阪市中央区 不動産仲介・管理、建設業 コーキ不動産

大阪市中央区 不動産店 ハウストラスト

大阪市中央区 婦人衣料品販売 Mill Wood Vintage Shop

大阪市中央区 婦人服 エッジライン

大阪市中央区 婦人服・雑貨 Rossa ホテルニューオータニ大阪店

大阪市中央区 婦人服・雑貨 ブティック　カロー　なんばCITY店

大阪市中央区 婦人服販売 TIARA

大阪市中央区 婦人服販売 スカッシュ

大阪市中央区 武道場 大阪市立修道館

大阪市中央区 服屋 ARMANI EXCHANGE 心斎橋店

大阪市中央区 服屋 boutique ニューアロー

大阪市中央区 服屋 MIHO MATSUDA

大阪市中央区 服屋 MIX-O なんばWalk店

大阪市中央区 服屋 okinimesmamani

大阪市中央区 服屋 ROSU BUD なんばシティ店

大阪市中央区 服屋 おしゃれ館Ａｎｎ　なんばウォーク店

大阪市中央区 服屋 ツキムラ　北船場店

大阪市中央区 服屋 ツキムラ　淀屋橋店

大阪市中央区 服屋 ブティック　ニューアロー

大阪市中央区 服屋 リンク・セオリー・ジャパン 大阪ファミリーセール

大阪市中央区 服屋 野間洋服店

大阪市中央区 服飾店 j・port八幡店

大阪市中央区 福祉施設 アルト

大阪市中央区 福祉施設 フォルテライズ

大阪市中央区 物産販売 とくしま県の店

大阪市中央区 物販店 なんばウォーク店

大阪市中央区 物販店 わちふぃーるど　なんばウォーク店

大阪市中央区 文房具店 KA-KU万年筆

大阪市中央区 平和資料館 大阪国際平和センター

大阪市中央区 保育園 アーバンチャイルド保育園上町

大阪市中央区 保育園 慶生会上町みどり保育園

大阪市中央区 保険会社/保険代理店 よくわかる！ほけん案内　ACSなんばCITY店

大阪市中央区 保険代理店 ほけんの窓口　なんば支店

大阪市中央区 保護猫カフェ 猫浴場&猫旅籠　ネコリパブリック大阪

大阪市中央区 補聴器店 ブルームなんば店

大阪市中央区 補聴器販売 ドレミ補聴器谷町店

大阪市中央区 補聴器販売店 有限会社ドレミ補聴器

大阪市中央区 包丁・キッチン用品店 堺一文字光秀

大阪市中央区 宝くじ売場 夢ステーションなんなん店

大阪市中央区 宝くじ売場 夢ステーションなんばウォーク中央店

大阪市中央区 宝くじ売場 夢ステーションなんばウォーク東店

大阪市中央区 麻雀店 三休橋クラブ

大阪市中央区 民泊 A&C STAY 心斎橋

大阪市中央区 民泊 アクアシテ道頓堀

大阪市中央区 民泊 アクアシテ北浜

大阪市中央区 民泊 夏荷民宿

大阪市中央区 民泊 大今里　民泊

大阪市中央区 民泊 日本橋民泊　803号

大阪市中央区 無料案内所 インフォメン　ミナミ店

大阪市中央区 無料案内所 インフォメン　笠屋町店

大阪市中央区 無料案内所 インフォメン　宗右衛門1号店

大阪市中央区 無料案内所 インフォメン　宗右衛門町店

大阪市中央区 無料案内所 インフォメン　相合橋店

大阪市中央区 無料案内所 無料案内所TAKE2

大阪市中央区 無料案内所 無料案内所プラチナゴールド

大阪市中央区 薬局 あなたの街の薬局 道修町店

大阪市中央区 薬局 阪神ドラッグストア　ミナミ地下店
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大阪市中央区 薬局 阪神薬局　道修町店

大阪市中央区 薬局 阪神薬局　本町中央店

大阪市中央区 薬膳レストラン 薬膳料理 旬菜 彌重

大阪市中央区 予備校 LEC東京リーガルマインド　難波駅前本校

大阪市中央区 予備校 ㈱東京リーガルマインド　難波駅前本校

大阪市中央区 洋裁教室 atelier Sotto

大阪市中央区 洋服屋 ロペピクニックなんばCITY

大阪市中央区 洋服屋　婦人服小売り店 かわこ

大阪市中央区 来店型保険代理店 ほけんの窓口　クリスタ長堀店

大阪市中央区 来店型保険代理店 ほけんの窓口　なんばマルイ店

大阪市中央区 来店型保険代理店 ほけんの窓口　なんば駅前店

大阪市中央区 理髪業 CUT BOX

大阪市中央区 理髪店 Happy Camper

大阪市中央区 理髪店 ヘアサロン　ヨシモト

大阪市中央区 理美容　エステサロン エイジングエステ&シェービング　ミーチェ

大阪市中央区 理美容業 MEN'S WILL by SVENSON　大阪スポット

大阪市中央区 理容 理容清水

大阪市中央区 理容室 connacht

大阪市中央区 理容室 Sunny's　BARBER

大阪市中央区 理容室 ヘアサロン大野ホテルニューオータニ大阪店

大阪市中央区 理容室 理髪館　北心斎橋店

大阪市中央区 理容所 ビューティーフェイスなんばマルイ店

大阪市中央区 理容所 吉田理容所

大阪市中央区 理容店 NEW BRIGHT

大阪市中央区 理容店 理容　北川

大阪市中央区 旅館 旅館くら本

大阪市中央区 旅館業 大和屋本店

大阪市中央区 旅館業、飲食業 かねよし旅館

大阪市中央区 旅行会社 クラブツーリズム株式会社

大阪市中央区 旅行会社 株式会社エキスパート

大阪市中央区 旅行会社 株式会社ジータック（グッド・ツアー）

大阪市中央区 旅行会社 株式会社ワールドツーリスト

大阪市中央区 旅行会社 大阪オフィス

大阪市中央区 旅行業 カンゲキトラベル

大阪市中央区 旅行業 つばさトラベル

大阪市中央区 旅行業 株式会社 ワ－ルドツア－ズ

大阪市中央区 旅行業者 株式会社ナニワツーリスト

大阪市中央区 旅行業者 難波営業所

大阪市中央区 旅行代理店 株式会社アクセストラベル

大阪市中央区 旅行代理店 難波支店

大阪市中央区 旅行代理店 日本旅行　難波支店

大阪市中央区 料理教室 大阪デリシャス

大阪市中央区 歴史館、ミュージアム 道頓堀ミュージアム並木座

大阪市中央区 歴史博物館 大阪城天守閣

大阪市中央区 鍼灸 赤あんど鍼灸科

大阪市中央区 鍼灸マッサージ治療 大正堂鍼灸院

大阪市中央区 鍼灸院 おかだ鍼灸院

大阪市中央区 鍼灸院 伽藍堂鍼灸院

大阪市中央区 鍼灸院 自然堂鍼灸院

大阪市中央区 鍼灸院 鍼灸 STUDIO VERTICE

大阪市中央区 鍼灸整骨院 にしもと整骨院  日本橋院

大阪市中央区 鍼灸整骨院 らむ鍼灸整骨院

大阪市中央区 鍼灸整骨院 岡野鍼灸整骨院

大阪市中央区 鍼灸整骨院 鍼灸　大志堂

大阪市中央区 鍼灸整骨院 鍼灸salon m

大阪市旭区  BAR  BARまぁ?まぁ?…

大阪市旭区 イタリア料理店 カフェ・トラットリア　アスティ

大阪市旭区 インド料理　レストラン インド料理&カフェ　ZAIKA

大阪市旭区 うどん・そば屋 千林・力餅食堂

大阪市旭区 うどん屋 すずめ

大阪市旭区 うどん店 うどん　　蔵十　（くらじゅう）
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大阪市旭区 うなぎ屋 魚伊本店

大阪市旭区 オーセンティックバー & ONE bar

大阪市旭区 オーセンティックバー BAR　SCARLETT

大阪市旭区 お好み焼　鉄板焼き お好み焼き　美樹

大阪市旭区 お好み焼、鉄板焼 風の街　千林本店

大阪市旭区 お好み焼き 元気

大阪市旭区 お好み焼き 元気

大阪市旭区 お好み焼き　カラオケ お好み焼き　大都

大阪市旭区 カフェ CAFE SAKURA.1

大阪市旭区 カフェ きららみらい　星の子Cafe

大阪市旭区 カフェ&バー cafe &bar  yahruu

大阪市旭区 カフェ、ダイニング、 カフェ＆ダイニング　ことぶき

大阪市旭区 カフェバー Cafe profit

大阪市旭区 カラオケ カラオケ喫茶　花れん

大阪市旭区 カラオケ　スナック おたまじゃくし

大阪市旭区 カラオケスナック ku'k

大阪市旭区 カラオケスナック M's

大阪市旭区 カラオケバー UTABAR  UCCA

大阪市旭区 カラオケバー いなば

大阪市旭区 カラオケバー カラオケステージ　ヒット

大阪市旭区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　うたげ

大阪市旭区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶花れん

大阪市旭区 カラオケ喫茶 カラオケ三昧　りおん

大阪市旭区 カラオケ喫茶 となり

大阪市旭区 カラオケ居酒屋 夢ゃ

大阪市旭区 カラオケ居酒屋 和桜

大阪市旭区 カレー 883

大阪市旭区 カレー屋 ライオンカレー千林店

大阪市旭区 ごはんのおとも店 OTOMOYA Lab.

大阪市旭区 サンドイッチ店 Sand.R コンパル店

大阪市旭区 すし まぐろ一徹　千林店

大阪市旭区 スナック Den

大阪市旭区 スナック Puti joy in on off

大阪市旭区 スナック veil

大阪市旭区 スナック Who'ｓWho

大阪市旭区 スナック スナック　ノヴァーレ

大阪市旭区 スナック スナックルージュ

大阪市旭区 スナック ノイヤン

大阪市旭区 ダイニングバー ダイニングバーアズワン

大阪市旭区 たこ焼き屋 たこ焼きZiPANG

大阪市旭区 たこ焼き屋 たこ焼き処　たこよし

大阪市旭区 たこ焼き屋 粉もん屋八　森小路店

大阪市旭区 とんかつ とんかつ中村

大阪市旭区 バー Bar Hang Over

大阪市旭区 バー MOVINGBLUE

大阪市旭区 バー UTABAR UCCA

大阪市旭区 バー Ｚ Ｏ Ｏ

大阪市旭区 バー ビイッセル

大阪市旭区 バー 絆

大阪市旭区 パブラウンジ Pub Funny

大阪市旭区 パン屋 ミネットパン

大阪市旭区 ファストフード 松屋　千林大宮店

大阪市旭区 フランス料理店 ビストロ B.O.F

大阪市旭区 もつ鍋 通天閣もつ鍋屋　関目高殿店

大阪市旭区 ラーメン屋 揚子江ラーメン　高殿店

大阪市旭区 ラーメン店 大醤軒

大阪市旭区 ラウンジ Lounge PiPi

大阪市旭区 レストラン かごの屋森小路インター東店

大阪市旭区 飲食業 minimum

大阪市旭区 飲食店 たじまや宴

大阪市旭区 家庭料理 家庭料理　五月
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大阪市旭区 家庭料理 家庭料理　史

大阪市旭区 家庭料理 家庭料理　史

大阪市旭区 海鮮丼テイクアウト専門店 海鮮丼ジャイキリ

大阪市旭区 割烹 割烹庵　松くら

大阪市旭区 割烹 旬彩　やまぐち

大阪市旭区 割烹 旬彩　やまぐち

大阪市旭区 喫茶 ＩＫＯＩ

大阪市旭区 喫茶 IKOI

大阪市旭区 喫茶店 AQUAR

大阪市旭区 喫茶店 Cafe OTO

大阪市旭区 喫茶店 TOPS

大阪市旭区 喫茶店 TOPS

大阪市旭区 喫茶店 カフェ　あなっちぃ

大阪市旭区 喫茶店 カフェ　エトワール

大阪市旭区 喫茶店 カフェ＆ダイニング　ことぶき

大阪市旭区 喫茶店 キッサモリサワ

大阪市旭区 喫茶店 コーヒーショップ　ルポ

大阪市旭区 喫茶店 コーヒーショップＡＢＣ

大阪市旭区 喫茶店 コーヒーショップラブ 

大阪市旭区 喫茶店 喫茶「Natural」

大阪市旭区 喫茶店 珈琲館　千林店

大阪市旭区 居酒屋 dining kitchen HALU+HALU

大阪市旭区 居酒屋 yaki yaki なるとや

大阪市旭区 居酒屋 あかさん

大阪市旭区 居酒屋 おさけとおうちごはん　きまぐれ家

大阪市旭区 居酒屋 おでん一粒万倍

大阪市旭区 居酒屋 ごきげんさん

大阪市旭区 居酒屋 こきんた　千林店

大阪市旭区 居酒屋 しらいし家

大阪市旭区 居酒屋 にかい屋

大阪市旭区 居酒屋 にくらぼ森小路店

大阪市旭区 居酒屋 やきとりの扇屋　関目高殿転

大阪市旭区 居酒屋 やきとり一番高殿店

大阪市旭区 居酒屋 海鮮居酒屋たつ吉

大阪市旭区 居酒屋 吉鳥大宮店

大阪市旭区 居酒屋 居酒屋    両國

大阪市旭区 居酒屋 居酒屋　小園

大阪市旭区 居酒屋 居酒屋まんま。

大阪市旭区 居酒屋 居酒屋まんま。

大阪市旭区 居酒屋 居酒屋やな

大阪市旭区 居酒屋 魚っちゃ

大阪市旭区 居酒屋 喰いしん坊　とらちゃん

大阪市旭区 居酒屋 元祖イカ柳

大阪市旭区 居酒屋 広島府中焼き&鉄板居酒屋もみじ

大阪市旭区 居酒屋 四季旬菜　花音

大阪市旭区 居酒屋 小園

大阪市旭区 居酒屋 焼き鳥一番千林店

大阪市旭区 居酒屋 焼き鳥居酒屋ねぎちゃん

大阪市旭区 居酒屋 焼き鳥居酒屋ねぎちゃん

大阪市旭区 居酒屋 創作居酒屋　かやまんち

大阪市旭区 居酒屋 駄菓子・居酒屋　しらいし家

大阪市旭区 居酒屋 炭火焼　玉屋

大阪市旭区 居酒屋 炭火焼鶏  一（はじめ）

大阪市旭区 居酒屋 炭火焼鳥  呉越

大阪市旭区 居酒屋 鉄板YARO    Shin

大阪市旭区 居酒屋 鉄板酒場９６３

大阪市旭区 居酒屋 天ぷら居酒屋八代衣

大阪市旭区 居酒屋 呑み処  香

大阪市旭区 居酒屋 呑み処　　香

大阪市旭区 居酒屋 味処　阿づま　

大阪市旭区 居酒屋 悠月家



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市旭区 居酒屋 壽香

大阪市旭区 居酒屋 糀とわたし。

大阪市旭区 蕎麦屋 赤川蕎麦

大阪市旭区 串揚げ専門店 くら羅

大阪市旭区 寿司屋 すし　はん田

大阪市旭区 寿司屋 寿司善

大阪市旭区 小料理、家庭料理屋 楽酒処  彩楓

大阪市旭区 焼き鳥屋 串太郎

大阪市旭区 焼肉 関目酒場情熱ホルモン

大阪市旭区 焼肉 喜楽森小路店

大阪市旭区 焼肉 昭和大衆ホルモン　千林大宮店

大阪市旭区 焼肉屋 炭火焼肉　きただ

大阪市旭区 焼肉店 たじまや庵

大阪市旭区 食堂 おやじのキッチン元気

大阪市旭区 生パスタ店 lojjycafe

大阪市旭区 精肉・加工肉販売 肉の三田屋

大阪市旭区 中華食堂 らーめん大将

大阪市旭区 中華料理 香琳園

大阪市旭区 中華料理屋 嘩

大阪市旭区 定食屋 旨い魚と栄養満点味噌汁の店

大阪市旭区 鉄板焼・お好み焼 鉄板焼・お好み焼　大坂風月

大阪市旭区 鉄板焼き 鉄板YARO   Shin

大阪市旭区 洋菓子屋 マミのお菓子　　lojjycafe produce

大阪市旭区 立ち呑み 立ち呑み ちょぼ

大阪市旭区 料理屋 元

大阪市旭区 和食カフェテリア めしや食堂　赤川店

大阪市旭区 ＬＰガス販売事業者 大谷ガス住設

大阪市旭区 エステ ヒーリングスペースフルリール

大阪市旭区 エステサロン ヒーリングスペースフルリール

大阪市旭区 エステ店 POLA THE BEAUTY 関目:高殿店

大阪市旭区 カラオケ カラオケ三昧  りおん

大阪市旭区 カラオケ ビッグウェーブ千林駅前店

大阪市旭区 スポーツクラブ Be-fit24千林大宮店

大阪市旭区 スポーツクラブ JOYFIT24関目高殿

大阪市旭区 スポーツクラブ カーブス関目高殿

大阪市旭区 スポーツクラブ カーブス千林

大阪市旭区 スポーツクラブ ジョイフィット24　新森古市

大阪市旭区 スポーツクラブ ホットヨガスタジオLAVA新森古市店

大阪市旭区 ダンススタジオ DANCE studio ESSE

大阪市旭区 ドラッグストア ドラッグミック千林店

大阪市旭区 パチンコ店 キコーナ赤川店

大阪市旭区 パチンコ店 ハリウッド・ハリーズ高殿

大阪市旭区 パチンコ店 プレイランドガネーシャ千林店

大阪市旭区 プログラミング教室 サニーアカデミー

大阪市旭区 ペットショップ ピーターパン　千林

大阪市旭区 ペットショップ ペットサロン・イシカワ

大阪市旭区 メガネ屋 ビジョンメガネ　千林店

大阪市旭区 ライブスタジオ LiveStudio 21

大阪市旭区 リラクゼーションマッサージ店 癒リラクゼーション治療院

大阪市旭区 医療機器、健康食品の販売 ハクジュプラザ　千林今市店

大阪市旭区 運送業 (有)協立運輸

大阪市旭区 英会話と塾 オアシス学院

大阪市旭区 屋内スポーツ施設 大阪市立旭スポーツセンター

大阪市旭区 居宅介護支援 マルコ薬局ケア

大阪市旭区 建築業 株式会社喜多工業

大阪市旭区 古書店 ブックマート千林大宮

大阪市旭区 公衆浴場 春日湯

大阪市旭区 公衆浴場業 神徳温泉

大阪市旭区 歯科医院 英保歯科医院

大阪市旭区 事務所 株式会社安信

大阪市旭区 自動車の販売及び関連するサービス Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ 大阪　旭店
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大阪市旭区 珠算教室・学習教室 大阪山本速算会 中宮道場　中宮道場学習教室

大阪市旭区 就労継続支援B マルコ農園

大阪市旭区 信用金庫 大阪信用金庫　森小路支店

大阪市旭区 信用金庫 北おおさか信用金庫　赤川町支店

大阪市旭区 寝具店 ふとんのおぐら屋

大阪市旭区 図書館 大阪市立旭図書館

大阪市旭区 整骨院 旭区清水整骨院

大阪市旭区 整骨院　鍼灸院　フィットネスジム コンディション・ラボKITADA

大阪市旭区 整体　カイロプラクティック -総合カイロプラクティック　シエロ  -

大阪市旭区 整体院 癒しの空間　ほぐしや

大阪市旭区 生命保険・損害保険募集代理店 保険デザイン 千林店

大阪市旭区 総合儀式場 メイプルホール旭

大阪市旭区 大阪ガス風呂ショップ 大阪ガス風呂ショップ　有限会社 後藤

大阪市旭区 美容院 美容室ＴＥＲＵＭＩ

大阪市旭区 美容業 ヘアメイク　アルティズム

大阪市旭区 美容室 HAIR SALON 四季彩

大阪市旭区 美容室 PLUM

大阪市旭区 美容室 ＶＩＶＯ天六

大阪市旭区 美容室 かぐやひめ美容室

大阪市旭区 美容室 シャルマン

大阪市旭区 美容室 ビューティーサロン大堀

大阪市旭区 美容室 ルビー美容室

大阪市旭区 美容室 美容室エル　　

大阪市旭区 不動産業 株式会社纏エステート

大阪市旭区 訪問介護 よつばケア

大阪市旭区 薬局 きららみらい薬局　千林店

大阪市旭区 薬局 さくらんぼ薬局

大阪市旭区 薬局 マルコ薬局

大阪市旭区 薬局 よつば薬局

大阪市旭区 薬局 小出保健堂薬局

大阪市旭区 理容業 ヘアーサロン　ニシ

大阪市旭区 理容室 ヘァ―クリエイトコークス

大阪市旭区 理容室 ヘアーサロンやまと

大阪市旭区 理容室 ヘアサロン　タナハシ

大阪市旭区 理容所 simpty シンプティ

大阪市旭区 理容店 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＭＩＴＳＵＷＡ

大阪市旭区 鍼灸院 あびこ鍼灸院

大阪市阿倍野区 bar bar MYWAY

大阪市阿倍野区 BAR ELMO

大阪市阿倍野区 Bar modern bar XO

大阪市阿倍野区 BAR SHIRO’S BAR

大阪市阿倍野区 Cafe　＆　BAR Cafe　＆　BAR    KIKI

大阪市阿倍野区 Cafe＆ちょい飲み KLOVERの家

大阪市阿倍野区 イタリアン イタリアンクアトロ　あべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 イタリアン キッチンバー混

大阪市阿倍野区 イタリアン バル屋 Boa Vivo

大阪市阿倍野区 イタリアン ラ・パウザあべのルシアス店

大阪市阿倍野区 イタリアン 阿倍野バル　MUSUBIME

大阪市阿倍野区 イタリアンレストラン fatto

大阪市阿倍野区 イタリアンレストラン 葡萄家まはり

大阪市阿倍野区 イタリア料理 cucina BELLINO

大阪市阿倍野区 イタリア料理店 ルーチェサンタルチアあべのハルカスﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ店

大阪市阿倍野区 インテリアショップ アクタスあべの店

大阪市阿倍野区 インドカレー店 インド・ネパール料理Jun

大阪市阿倍野区 インド料理 神戸アールティー　あべのルシアス店

大阪市阿倍野区 うどん屋 めん処しかだ

大阪市阿倍野区 うどん屋 やおきうどん  

大阪市阿倍野区 うどん屋 巴うどん

大阪市阿倍野区 エステ Beauty　Face　GRANDE　あべのQ'ｓMALL店

大阪市阿倍野区 エスニック アジアンビストロ　スパイス

大阪市阿倍野区 オーセンティックバー BAR LOBO
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大阪市阿倍野区 おばんざいバー おばんざいbar KOEDA

大阪市阿倍野区 お好み焼 千房　あべのキューズモール支店

大阪市阿倍野区 お好み焼 千房西田辺店

大阪市阿倍野区 お好み焼き屋 TAKOTUBO

大阪市阿倍野区 お好み焼き屋 TEPPAN　keyJACK

大阪市阿倍野区 お好み焼き屋 お好み焼き 幸や

大阪市阿倍野区 お好み焼き屋 げん

大阪市阿倍野区 お好み焼き屋 多門

大阪市阿倍野区 お好み焼き屋 狸狸亭　西田辺店

大阪市阿倍野区 お好み焼き屋 竹のや

大阪市阿倍野区 お好み焼き屋 鶴橋風月阿倍野ごちそうビル店

大阪市阿倍野区 お好み焼き屋 鶴橋風月阿倍野橋店

大阪市阿倍野区 お好み焼屋 お好み焼　鉄板焼　楽味　らくみ

大阪市阿倍野区 お好み焼屋 お好み焼　陽氣

大阪市阿倍野区 ガールズバー リトルデビル

大阪市阿倍野区 カフェ cafe Jambuka

大阪市阿倍野区 カフェ cotocoto kitchen 

大阪市阿倍野区 カフェ FlowerQuiche本店

大阪市阿倍野区 カフェ gallery cafe & zakka SAKURA

大阪市阿倍野区 カフェ カフェ ソラーレ　Tsumugiあべのsolaha店

大阪市阿倍野区 カフェ カフェチャオプレッソあべのハルカス店

大阪市阿倍野区 カフェ からふね屋CAF? あべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 カフェ カンテ・グランデ　近鉄あべのハルカス

大阪市阿倍野区 カフェ クックハウスあべの橋駅店

大阪市阿倍野区 カフェ グリーンベリーズコーヒーあべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 カフェ モンキーズカフェ

大阪市阿倍野区 カフェ 阿倍野contact

大阪市阿倍野区 カフェ 街かどマーチcafe

大阪市阿倍野区 カフェ 座敷カフェとまりぎ

大阪市阿倍野区 カフェ 星乃珈琲店　あべのHoop店

大阪市阿倍野区 カフェ、バー、インテリアショップ 友安製作所Cafe&Bar阿倍野

大阪市阿倍野区 カフェ、鉄板焼 テラスカフェバー・凛庭

大阪市阿倍野区 カフェ・コワーキングスペース Cafe & coworking space CLIP

大阪市阿倍野区 カフェ・バー Cafe&Bar マー坊の居間

大阪市阿倍野区 カフェ・鉄板焼 テラスカフェバー（ホテルトラステイ大阪阿倍野）

大阪市阿倍野区 カフェアンドバー Milk&Cocoa

大阪市阿倍野区 カフェバー Cafe and Bar igosso

大阪市阿倍野区 カフェバー Cafe&Bar りんどうの花

大阪市阿倍野区 カフェバー プロントあべの橋店

大阪市阿倍野区 カフェバー プロントイルバールあべのハルカス店

大阪市阿倍野区 カフェビストロ nico flower garden

大阪市阿倍野区 カフェベーカリー サンエトワール西田辺店

大阪市阿倍野区 カフェレストラン スカイガーデン300

大阪市阿倍野区 カラオケ JOYSOUND天王寺アポロ店

大阪市阿倍野区 カラオケ カラオケマックあべの店

大阪市阿倍野区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　SJKあべの店

大阪市阿倍野区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　あべの店

大阪市阿倍野区 カラオケ ビッグエコーあべのごちそうビル店

大阪市阿倍野区 カラオケ ビッグエコー天王寺あべの駅前店

大阪市阿倍野区 カラオケスナック A-stage１０４

大阪市阿倍野区 カラオケスナック pal-aceパリス

大阪市阿倍野区 カラオケバー Bar Color 

大阪市阿倍野区 カラオケバー グラム アラート

大阪市阿倍野区 カラオケバー シンガーズクラブエデンpartⅡ

大阪市阿倍野区 カラオケ喫茶 ARUSON FUKUME

大阪市阿倍野区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　歌姫

大阪市阿倍野区 カラオケ喫茶 カラオケ奏音

大阪市阿倍野区 カレー屋 ブルーノ　あべのハルカス店

大阪市阿倍野区 カレー屋　居酒屋 onIon

大阪市阿倍野区 カレー屋、居酒屋 kitchen onIon

大阪市阿倍野区 カレー店 わのわカフェ
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大阪市阿倍野区 キャバクラ club ?ione

大阪市阿倍野区 ゲストハウス&バー Mad Cat Hostel Osaka & Bar

大阪市阿倍野区 コーヒー専門店 うさぎとぼく

大阪市阿倍野区 シュークリーム ビアードパパあべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 ショット・バー バー・セカンド・ロボ

大阪市阿倍野区 ショット・バー バー・ロボ・ムーン

大阪市阿倍野区 ショットバー Ｄｅｅｎ'ｓ　   Ｂａｒ

大阪市阿倍野区 ショットバー SHOOT　BAR　BREEZE

大阪市阿倍野区 スイーツ POPCORN PAPA あべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 スイーツカフェギャラリー   ℃  sesshi

大阪市阿倍野区 すし屋 あるにあらむ

大阪市阿倍野区 すし屋 すし萬　アベノハルカス近鉄12階店

大阪市阿倍野区 すし屋 すし萬　アベノ近鉄店

大阪市阿倍野区 ステーキ屋 ステーキ食堂かど家

大阪市阿倍野区 スナック  Grace

大阪市阿倍野区 スナック ＢＡＲどろっぷいん

大阪市阿倍野区 スナック members Screen.c（スクリーン・シー）

大阪市阿倍野区 スナック Members かれん

大阪市阿倍野区 スナック pichi-pichi-peach

大阪市阿倍野区 スナック Sara-Soujyu

大阪市阿倍野区 スナック SNACK BAR 7-NANA-

大阪市阿倍野区 スナック カウンタースナックHARU

大阪市阿倍野区 スナック サラ-ソウジュ

大阪市阿倍野区 スナック シェンプレ

大阪市阿倍野区 スナック スナック潤

大阪市阿倍野区 スナック ファイブスター

大阪市阿倍野区 スナック フェアリー

大阪市阿倍野区 スナック メンバーズ　フォーユー

大阪市阿倍野区 スナック メンバーズ　ラベンダー

大阪市阿倍野区 スナック 市羽

大阪市阿倍野区 スペインバル Bar de Espana risa risa

大阪市阿倍野区 スペインレストラン PiEDRA

大阪市阿倍野区 スペイン料理 バルマル　エスパーニャ　阿倍野店

大阪市阿倍野区 セルフ式うどん はなまるうどん　イトーヨーカドーあべの店

大阪市阿倍野区 そば屋 そじ坊　あべのルシアス店

大阪市阿倍野区 そば屋 蕎麦しゃぶ総本家　浪花そば　あべのハルカスダイニング店

大阪市阿倍野区 そば屋 蕎麦しゃぶ総本家　浪花そば　なんばダイニングメゾン店

大阪市阿倍野区 ダーツバー 　Darts　Bar　D　D

大阪市阿倍野区 ダーツバー Darts Bar ORANGE

大阪市阿倍野区 ダイドービジネスサービス株式会社 ダイドービジネスサービス株式会社

大阪市阿倍野区 タイ料理屋 酒と炭とタイ料理  オッソ

大阪市阿倍野区 たこ焼き にぶちゃんタコちゃん

大阪市阿倍野区 たこ焼き屋 たこ焼き　あほや　あべの店

大阪市阿倍野区 たこ焼き屋 たこ焼きやしき

大阪市阿倍野区 たこ焼鉄板焼店 あほや帝塚山

大阪市阿倍野区 ドーナツ＆コーヒーショップ クリスピー・クリーム・ドーナツあべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 とんかつ屋 とんかつ　たこつぼ

大阪市阿倍野区 とんかつ屋 とんかつ　ちとせ

大阪市阿倍野区 とんかつ屋 毛利や　かつ吉

大阪市阿倍野区 とんかつ店 かつ＆カリーKYK　岸本ビル店

大阪市阿倍野区 とんかつ店 とんかつKYK

大阪市阿倍野区 とんかつ店 とんかつKYK　あべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 とんかつ店 粋花KYK　ハルカスダイニング店

大阪市阿倍野区 バー Aile

大阪市阿倍野区 バー alcobareno

大阪市阿倍野区 バー aoi

大阪市阿倍野区 バー Bar 7th

大阪市阿倍野区 バー Bar Face to Face

大阪市阿倍野区 バー BAR Mr.TANAKA

大阪市阿倍野区 バー Bar Reepi

大阪市阿倍野区 バー BARwhiskycat1494
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大阪市阿倍野区 バー EAST

大阪市阿倍野区 バー Heaven's

大阪市阿倍野区 バー JukeJohnt

大阪市阿倍野区 バー Kitchen＆Bar O2

大阪市阿倍野区 バー SHOT BAR ボナセーラ

大阪市阿倍野区 バー ZIPPER

大阪市阿倍野区 バー イースト

大阪市阿倍野区 バー バール Boa Viagem

大阪市阿倍野区 バー バグパイプ

大阪市阿倍野区 バー プローブ

大阪市阿倍野区 バー　＆　ライブハウス オーティスブルー

大阪市阿倍野区 バイキング フォールームスあべの店

大阪市阿倍野区 パスタ屋 先斗入ル　あべのハルカス店

大阪市阿倍野区 パブリックバー パブあべ

大阪市阿倍野区 バル OHABAR

大阪市阿倍野区 バル 炭火とワイン天王寺店

大阪市阿倍野区 パン屋 高級食パン専門店嵜本大阪あべの店

大阪市阿倍野区 ビアパブ レゼット Craftbeer&Food Experience Bar

大阪市阿倍野区 ピザデリバリー ピザハットあべの美章園店

大阪市阿倍野区 ピザ屋 BODEGA

大阪市阿倍野区 ビュッフェレストラン モクモク直営農場レストラン　お日さまのえがお

大阪市阿倍野区 ファーストフード モスバーガー近鉄あべの橋店

大阪市阿倍野区 ファミリーレストラン ガスト文の里店

大阪市阿倍野区 ファミリーレストラン フォールームス　あべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 ファミリーレストラン ロイヤルホスト文の里店

大阪市阿倍野区 ふぐ、季節料理 春帆楼阿倍野店

大阪市阿倍野区 ふぐ料理 ふぐ料理まんぷく

大阪市阿倍野区 ふぐ料理屋 戴天ふぐ左右海

大阪市阿倍野区 フランス料理 エ・オ＜ベルナール・ロワゾー・スィニャテュール＞

大阪市阿倍野区 フランス料理 ビストロ　ティアボ

大阪市阿倍野区 フランス料理店 昭和町おうちカフェきっちん

大阪市阿倍野区 ブリティッシュパブ ザ・ブリタニア　阿倍野

大阪市阿倍野区 ベーカリーカフェ クックハウスあべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 ポップコーン ポップコーンパパ　あべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 もつ鍋屋、居酒屋 博多もつ鍋やまや大阪あべの店

大阪市阿倍野区 もつ鍋店 うしのしっぽ

大阪市阿倍野区 やきとり やきとり笑家帝塚山

大阪市阿倍野区 ラーメン らーめん　熊五郎　アポロ店

大阪市阿倍野区 ラーメン屋 あべの店

大阪市阿倍野区 ラーメン屋 一蘭　あべの店

大阪市阿倍野区 ラーメン屋 汁なし　ゴリラ

大阪市阿倍野区 ラーメン屋 麺屋志

大阪市阿倍野区 ラーメン店 サッポロラーメン　ほんば

大阪市阿倍野区 ラーメン店 どうとんぼり神座　あべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 ラーメン店 みそ吟　長居公園店

大阪市阿倍野区 ラーメン店 一風堂 あべのnini店

大阪市阿倍野区 らーめん店 古潭　あべのハルカス店

大阪市阿倍野区 ラーメン店 亭亭

大阪市阿倍野区 ライブバー Live Bar DUTCH

大阪市阿倍野区 ラウンジ ラウンジアンク

大阪市阿倍野区 レストラン DINING　けん吉　

大阪市阿倍野区 レストラン KITCHENまるしん

大阪市阿倍野区 レストラン インドカレーの店 神戸アールティーあべのルシアス店

大阪市阿倍野区 レストラン かごの屋阿倍野王子町店

大阪市阿倍野区 レストラン がんこあべのルシアス店

大阪市阿倍野区 レストラン グリルキャピタル東洋亭あべのハルカス店

大阪市阿倍野区 レストラン ソライロテラスあべのキューズモール

大阪市阿倍野区 レストラン ベアーズキッチン

大阪市阿倍野区 レストラン 銀座アスター麺点庁あべのハルカスダイニング店

大阪市阿倍野区 レストラン 昔洋食みつけ亭　あべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 レストラン 大阪公立大学附属病院レストランROYAL
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大阪市阿倍野区 レストランバー Zele

大阪市阿倍野区 レストランバー　居酒屋 ペギーズ

大阪市阿倍野区 レンタルスペース、Cafe & Bar 昭和サロン

大阪市阿倍野区 飲食店 BEER&GRILL　SUPER“DRY”あべの

大阪市阿倍野区 飲食店 CHEESE CRAFT WORKS あべのハルカスダイニング12F

大阪市阿倍野区 飲食店 Ｊane

大阪市阿倍野区 飲食店 Number NINE

大阪市阿倍野区 飲食店 のとや

大阪市阿倍野区 飲食店 ビストロティアボ

大阪市阿倍野区 飲食店 ロマン亭DERI　あべのQs店

大阪市阿倍野区 飲食店 三吉

大阪市阿倍野区 飲食店 松宮

大阪市阿倍野区 飲食店 大松寿し

大阪市阿倍野区 飲食店 沢

大阪市阿倍野区 飲食店 南あわじ美食農園オリザ

大阪市阿倍野区 飲食店　カラオケ店 サロン　楽居

大阪市阿倍野区 沖縄居酒屋 美ら鍋　赤瓦

大阪市阿倍野区 菓子製造業及び喫茶店 もちや

大阪市阿倍野区 回転寿司 回転寿司がんこ近鉄あべのハルカス店

大阪市阿倍野区 回転寿司 大起水産回転寿司　あべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 海鮮レストラン 天下の台所　大起水産　あべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 学生食堂 大阪市立大学生活協同組合　アゼリア

大阪市阿倍野区 割烹 わらじや

大阪市阿倍野区 甘党喫茶 甘党まえだ　あべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 韓国料理 bibim　あべのHoop店

大阪市阿倍野区 韓国料理 あべのハルカス近鉄本店・韓国料理韓美膳

大阪市阿倍野区 韓国料理 韓国ダイニング李

大阪市阿倍野区 喫茶 明るい農村

大阪市阿倍野区 喫茶     ヴェルニ 喫茶      ヴェルニ

大阪市阿倍野区 喫茶とカレー げしとうじ

大阪市阿倍野区 喫茶店 coffee kissa パールズ

大阪市阿倍野区 喫茶店 miss evans

大阪市阿倍野区 喫茶店 NINOVAL COFFEE（ニノーバルコーヒー）阿倍野店

大阪市阿倍野区 喫茶店 喫茶　フレンド

大阪市阿倍野区 喫茶店 喫茶CHABO

大阪市阿倍野区 喫茶店 純喫茶スワン

大阪市阿倍野区 喫茶店 蜜家珈琲店　あべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 喫茶店 珈琲専門店モンマルトル

大阪市阿倍野区 牛たん専門店 あべのハルカスダイニング店

大阪市阿倍野区 牛たん専門店 利久　あべのハルカスダイニング店

大阪市阿倍野区 牛タン料理専門店 ぶりあん あべのアポロビル店

大阪市阿倍野区 居酒屋 6年4組阿倍野天王寺分校

大阪市阿倍野区 居酒屋 Azumi

大阪市阿倍野区 居酒屋 HUBあべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 居酒屋 kitchenまめ

大阪市阿倍野区 居酒屋 Ｎ白木屋 阿倍野駅前店

大阪市阿倍野区 居酒屋 STANDING　大黒屋

大阪市阿倍野区 居酒屋 Sunny 

大阪市阿倍野区 居酒屋 SUNpublichouse

大阪市阿倍野区 居酒屋 syokunin

大阪市阿倍野区 居酒屋 アサヒビアケラーアベノ店

大阪市阿倍野区 居酒屋 あじ処なる阿倍野店

大阪市阿倍野区 居酒屋 あべの応援団 大分からあげと鉄板焼 勝男

大阪市阿倍野区 居酒屋 あんばい　あべのHOOP店

大阪市阿倍野区 居酒屋 お茶のこさい菜

大阪市阿倍野区 居酒屋 お肉とチーズとワイン　next..肉ＭＡＲＫＥＴ　天王寺店

大阪市阿倍野区 居酒屋 かてい料理　扇

大阪市阿倍野区 居酒屋 ショット　フラット

大阪市阿倍野区 居酒屋 スタンド　富

大阪市阿倍野区 居酒屋 スタンドバルマルツ

大阪市阿倍野区 居酒屋 スパイス串居酒屋　酔
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大阪市阿倍野区 居酒屋 たこ八

大阪市阿倍野区 居酒屋 ととろ

大阪市阿倍野区 居酒屋 とりの匠　東口店

大阪市阿倍野区 居酒屋 とり料理、居酒屋　ふぁみりー

大阪市阿倍野区 居酒屋 なかの家あべのハルカス店

大阪市阿倍野区 居酒屋 なかや

大阪市阿倍野区 居酒屋 ビストロ　スタンドフジ

大阪市阿倍野区 居酒屋 ホルモン　喜心

大阪市阿倍野区 居酒屋 ホルモン屋ももんじ

大阪市阿倍野区 居酒屋 ホルモン居酒屋ROOKIES

大阪市阿倍野区 居酒屋 まるふく

大阪市阿倍野区 居酒屋 ゆりどころ

大阪市阿倍野区 居酒屋 ロビンフッド　阿倍野

大阪市阿倍野区 居酒屋 わたる 阿倍野店

大阪市阿倍野区 居酒屋 わん/弥助　天王寺店

大阪市阿倍野区 居酒屋 煙 燻製バル トリベーネ 阿倍野店

大阪市阿倍野区 居酒屋 屋台 和来屋

大阪市阿倍野区 居酒屋 屋台居酒屋大阪満マル寺田町店

大阪市阿倍野区 居酒屋 華月

大阪市阿倍野区 居酒屋 海鮮スタンドふじ本店

大阪市阿倍野区 居酒屋 海鮮居酒屋くぅ

大阪市阿倍野区 居酒屋 楽蔵　あべのごちそうビル店

大阪市阿倍野区 居酒屋 楽蔵うたげ　天王寺アポロビル店

大阪市阿倍野区 居酒屋 喜心

大阪市阿倍野区 居酒屋 吉鳥 昭和町店

大阪市阿倍野区 居酒屋 居酒屋ａｉｏｉ

大阪市阿倍野区 居酒屋 居酒屋ふくちゃん

大阪市阿倍野区 居酒屋 居酒屋福娘

大阪市阿倍野区 居酒屋 魚壱商店　天王寺店

大阪市阿倍野区 居酒屋 魚民 天王寺アポロビル店

大阪市阿倍野区 居酒屋 近鉄あべの応援団 大分からあげと鉄板焼 勝男

大阪市阿倍野区 居酒屋 九州屋台 寅男 天王寺店

大阪市阿倍野区 居酒屋 九州魂 天王寺店

大阪市阿倍野区 居酒屋 恵美寿屋

大阪市阿倍野区 居酒屋 鶏バル ふぁみり?

大阪市阿倍野区 居酒屋 鶏魚Ｋｉｔｃｈｅｎゆう　あべのウォーク

大阪市阿倍野区 居酒屋 鶏爛漫　阿倍野店

大阪市阿倍野区 居酒屋 吾作どん キューズ北店

大阪市阿倍野区 居酒屋 吾作どん ルシアス店

大阪市阿倍野区 居酒屋 吾作どん　ルシアス店

大阪市阿倍野区 居酒屋 吾作どんアポロ店

大阪市阿倍野区 居酒屋 吾作亭アベノ店

大阪市阿倍野区 居酒屋 山海倶楽部

大阪市阿倍野区 居酒屋 四季　旬香

大阪市阿倍野区 居酒屋 酒と飯　スタンド　ゆうじ

大阪市阿倍野区 居酒屋 酒家ふっしゃん

大阪市阿倍野区 居酒屋 酒場ふらっと

大阪市阿倍野区 居酒屋 酒蔵 男はつらい　阿倍野筋店

大阪市阿倍野区 居酒屋 酒房　ワビスケ

大阪市阿倍野区 居酒屋 十六夜二丁目

大阪市阿倍野区 居酒屋 旬の酒場　さむらい

大阪市阿倍野区 居酒屋 旬彩雲海

大阪市阿倍野区 居酒屋 昭和町　ニュー丹波

大阪市阿倍野区 居酒屋 焼き鳥居酒屋　とりあえず

大阪市阿倍野区 居酒屋 焼鳥食べ放題 個室居酒屋 心之介

大阪市阿倍野区 居酒屋 賞味

大阪市阿倍野区 居酒屋 心粋天王寺アポロビル店

大阪市阿倍野区 居酒屋 心八剣伝　昭和町店

大阪市阿倍野区 居酒屋 新宿ごちそうや。

大阪市阿倍野区 居酒屋 正宗屋

大阪市阿倍野区 居酒屋 西商店直賣場　平蔵
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大阪市阿倍野区 居酒屋 赤からあべのハルカスダイニング店

大阪市阿倍野区 居酒屋 赤のれん あべのキューズ店

大阪市阿倍野区 居酒屋 赤垣屋　あべの店

大阪市阿倍野区 居酒屋 駄駄っ子

大阪市阿倍野区 居酒屋 大阪名物串カツ 天下茶屋 カメちゃん 天王寺店

大阪市阿倍野区 居酒屋 炭火焼　炎心2

大阪市阿倍野区 居酒屋 炭火焼ダイニング 口八町 あべの店

大阪市阿倍野区 居酒屋 炭匠　やきとり亭　西田辺

大阪市阿倍野区 居酒屋 炭焼ビギー

大阪市阿倍野区 居酒屋 鳥貴族　阿倍野駅前店

大阪市阿倍野区 居酒屋 塚田農場あべのハルカスダイニング店

大阪市阿倍野区 居酒屋 鉄板居酒屋Ryutaro44

大阪市阿倍野区 居酒屋 天びん棒

大阪市阿倍野区 居酒屋 天ぷら串焼き　米福酒場　あべのルシアス店

大阪市阿倍野区 居酒屋 土佐備長炭焼とり　龍馬家

大阪市阿倍野区 居酒屋 肉と魚と日本酒　照　天王寺店

大阪市阿倍野区 居酒屋 博多もつ鍋いっぱち　天王寺店

大阪市阿倍野区 居酒屋 博多串焼 鉄板餃子 よかちゃん あべの店

大阪市阿倍野区 居酒屋 八千代きっちんはは

大阪市阿倍野区 居酒屋 美吉野

大阪市阿倍野区 居酒屋 冨貴

大阪市阿倍野区 居酒屋 母や

大阪市阿倍野区 居酒屋 名門酒蔵

大阪市阿倍野区 居酒屋 柚子や天王子アポロビル店

大阪市阿倍野区 居酒屋 炉ばた焼 櫓屋

大阪市阿倍野区 居酒屋 和彩美酒　喜心

大阪市阿倍野区 居酒屋 和風料理　山

大阪市阿倍野区 居酒屋  定食屋 居酒屋  春

大阪市阿倍野区 居酒屋&ダイニング Osaka Meat Brothers

大阪市阿倍野区 居酒屋チェーン 吾作どん

大阪市阿倍野区 蕎麦屋 そばよし　阿倍野店

大阪市阿倍野区 串カツ 串カツ太郎

大阪市阿倍野区 串カツ 串万

大阪市阿倍野区 串カツ屋 くしくし

大阪市阿倍野区 串カツ屋 串の郷

大阪市阿倍野区 串揚げ屋 串揚げ　はなおか

大阪市阿倍野区 串揚げ屋 創作串揚げ 隼十

大阪市阿倍野区 軽食 阿倍野庵

大阪市阿倍野区 持帰り弁当 お弁当の百里あべの店

大阪市阿倍野区 寿司 鮨　航

大阪市阿倍野区 寿司屋 おっさん寿司

大阪市阿倍野区 寿司屋 河島寿司

大阪市阿倍野区 寿司屋 丸正鮨

大阪市阿倍野区 寿司屋 寿司大喜

大阪市阿倍野区 寿司屋 松すし

大阪市阿倍野区 寿司屋 浪花ずし

大阪市阿倍野区 寿司店 すし 古径　あべのハルカス近鉄店

大阪市阿倍野区 寿司店 祇園寿司 阿倍野店

大阪市阿倍野区 寿司店 寿司 ニハ

大阪市阿倍野区 寿司店 松すし家族亭

大阪市阿倍野区 週末にたまにライブする飲食店 ザ・ロック食堂

大阪市阿倍野区 焼きとり屋 やきとりの名門　秋吉　あべの店

大阪市阿倍野区 焼き鳥居酒屋 吉鳥昭和町店

大阪市阿倍野区 焼き肉屋 焼肉食堂かど家　鶴ケ丘店

大阪市阿倍野区 焼き肉屋 肉匠かど家アポロ店

大阪市阿倍野区 焼鳥屋 焼鳥　光

大阪市阿倍野区 焼鳥屋 炭火焼　鳥心

大阪市阿倍野区 焼鳥屋 炭匠きしもと

大阪市阿倍野区 焼肉 王道familiar あべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 焼肉 幸せのホルモン　西田辺店

大阪市阿倍野区 焼肉、鉄板焼き屋 善ダイニング



市区町村 店舗種別 店舗名
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大阪市阿倍野区 焼肉屋 ホルモン炭火焼肉　こてつ

大阪市阿倍野区 焼肉屋 阿倍野　きっしゃん

大阪市阿倍野区 焼肉屋 黒毛和牛　善

大阪市阿倍野区 焼肉屋 焼肉 あべの一番

大阪市阿倍野区 焼肉屋 焼肉たつみ

大阪市阿倍野区 焼肉屋 焼肉ホルモンけむたい家

大阪市阿倍野区 焼肉屋 焼肉まる五

大阪市阿倍野区 焼肉屋 焼肉モモンジ

大阪市阿倍野区 焼肉屋 焼肉三谷家

大阪市阿倍野区 焼肉屋 和牛焼肉うのう　西田辺店

大阪市阿倍野区 焼肉屋 和牛焼肉うのうあべの店

大阪市阿倍野区 焼肉店 はやアポロ店

大阪市阿倍野区 焼肉店 やきにく萬野　北畠店

大阪市阿倍野区 焼肉店 牛心

大阪市阿倍野区 焼肉店 焼肉ホルモン ブンゴ 天王寺店

大阪市阿倍野区 食堂 お食事処　お酒処　河原崎

大阪市阿倍野区 食堂 ファーイースト

大阪市阿倍野区 食堂 食堂　河原崎

大阪市阿倍野区 食堂 力餅食堂　阿倍野区役所前店

大阪市阿倍野区 生活雑貨小売店 東急ハンズあべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 精肉店 京屋精肉店

大阪市阿倍野区 創作料理店 43

大阪市阿倍野区 創作和食 nicco

大阪市阿倍野区 惣菜店 がんこ豆富一徹庵近鉄あべのハルカス店

大阪市阿倍野区 中華料理 四川餐館あべのハルカスダイニング店

大阪市阿倍野区 中華料理 中国料理　蓬珉軒

大阪市阿倍野区 中華料理 楓林閣　阿倍野店

大阪市阿倍野区 中華料理レストラン 餃子の王将　西田辺店

大阪市阿倍野区 中国料理 中国料理　大新

大阪市阿倍野区 中国料理レストラン 中国料理桃谷樓

大阪市阿倍野区 中国料理店 アベノ王民王民　本店　（ヴィアあべのウォーク内）

大阪市阿倍野区 中国料理店 中国料理 AKA

大阪市阿倍野区 定食屋 街かど屋　阿倍野店

大阪市阿倍野区 鉄板焼き 鉄板酒場　だわもん

大阪市阿倍野区 天ぷら専門店 天ぷら新宿つな八あべのハルカスダイニング店

大阪市阿倍野区 呑み屋 stand soji

大阪市阿倍野区 鍋屋 小鍋キッチン

大阪市阿倍野区 日本料理 匠和

大阪市阿倍野区 日本料理店 旬彩 旨魯

大阪市阿倍野区 日本料理店 日本料理　大乃や　あべのハルカスダイニング店

大阪市阿倍野区 明石焼屋 明石焼たこ八

大阪市阿倍野区 麺、粥屋 粥餐庁　近鉄あべのハルカス店

大阪市阿倍野区 洋菓子店 パティスリーシモン

大阪市阿倍野区 洋食 洋食　キッチンまえだ

大阪市阿倍野区 洋食 洋食キッチンまえだ

大阪市阿倍野区 洋食レストラン グリル　マルヨシ

大阪市阿倍野区 洋食屋 モダン洋食accuil

大阪市阿倍野区 洋食屋 洋食とステーキ　健

大阪市阿倍野区 洋風居酒屋 羊の家 あべの店

大阪市阿倍野区 立ち飲み 和来屋

大阪市阿倍野区 立ち飲み居酒屋 あべの酒場

大阪市阿倍野区 和菓子喫茶 御菓子司亀屋茂廣

大阪市阿倍野区 和食 三宝庵　あべのﾊﾙｶｽﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ店

大阪市阿倍野区 和食 和食たちばな　あべのキューズモール

大阪市阿倍野区 和食・居酒屋 魚河岸料理 ざこば　阿倍野本店

大阪市阿倍野区 和食・居酒屋 炭火焼と鍋料理 たちばな　阿倍野本店

大阪市阿倍野区 和食ダイニング 大かまど飯　寅福

大阪市阿倍野区 和食鰻料理 江戸川あべのハルカスダイニング店

大阪市阿倍野区 和食居酒屋 たべてや一得　阿倍野店

大阪市阿倍野区 和食店 美々卯あべのハルカスダイニング店

大阪市阿倍野区 和食料理 寅辰午戌はやし
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大阪市阿倍野区 和食料理店 旬彩旬魚　傳右衛門

大阪市阿倍野区 珈琲専門店 珈琲専門店チ・ケ

大阪市阿倍野区 餃子屋 餃子の店もも

大阪市阿倍野区 餃子専門店 石家餃子店（いしいえぎょうざてん）

大阪市阿倍野区 餃子専門店 餃子のじゃいあん

大阪市阿倍野区 Nailsalon Nailsalon NICO

大阪市阿倍野区 アパレル SUIT SELECT VIA ABENO WALK

大阪市阿倍野区 アミューズメント施設 タイトーFステーションあべのアポロ店

大阪市阿倍野区 アロマリラクゼーションサロン ボディッシュあべのウォーク店

大阪市阿倍野区 アロマリラクゼーションサロン ボディッシュあべの本店

大阪市阿倍野区 エステ salon de輝

大阪市阿倍野区 エステ あべのQ'ｓMALL店

大阪市阿倍野区 エステ 株式会社salon de 輝

大阪市阿倍野区 エステサロン Arona Spa Garden

大阪市阿倍野区 エステサロン ELECTROHAND

大阪市阿倍野区 エステサロン Love:ch

大阪市阿倍野区 エステサロン ZENON小町  あべのand店

大阪市阿倍野区 エステサロン 脱毛サロン Bloomo

大阪市阿倍野区 エステティックサロン THE FAITH  天王寺店

大阪市阿倍野区 エステティックサロン ヴァカンスあべの店

大阪市阿倍野区 オフィス 株式会社　日本介護医療センター

大阪市阿倍野区 キックボクシングジム ビンチェレあべの

大阪市阿倍野区 キャラクター雑貨 アニメイト天王寺店

大阪市阿倍野区 コンタクトレンズ専門店 ハートアップあべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 コンタクトレンズ販売 アイシティアポロ（あべの）店

大阪市阿倍野区 シェアハウス オレンジハウス

大阪市阿倍野区 シェアリングスペース 快活CLUBあべの天王寺駅前店

大阪市阿倍野区 スーパーマーケット 成城石井あべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 スキューバダイビングショップ Reverse・Dsmile

大阪市阿倍野区 スポーツクラブ Pitness阿倍野店

大阪市阿倍野区 スポーツクラブ ジョイフィット昭和町

大阪市阿倍野区 スポーツクラブ スポーツクラブNASあべの

大阪市阿倍野区 スポーツクラブ ティップネス 天王寺

大阪市阿倍野区 スポーツクラブ フィットネスクラブ　ミズノウエルネス本店

大阪市阿倍野区 スポーツクラブ 東急スポーツオアシスあべの24Plus

大阪市阿倍野区 スポーツクラブ 東急スポーツオアシス鶴ヶ丘24Plus

大阪市阿倍野区 スポーツ施設 大阪市立阿倍野屋内プール

大阪市阿倍野区 スポーツ用品店 ゴルフ５ 天王寺店

大阪市阿倍野区 スポーツ用品店 スポーツデポ 天王寺店

大阪市阿倍野区 その他 阿倍野防災センター

大阪市阿倍野区 ダイビングショップ アクアブルー

大阪市阿倍野区 ダンスホール(ダンス・音楽指導) studio Loop

大阪市阿倍野区 テニスショップ・テニススクール プロショップモリタ

大阪市阿倍野区 トレーニングスタジオ 30peak 帝塚山

大阪市阿倍野区 ネイルサロン 1000YEN NAIL ティーエヌ天王寺店

大阪市阿倍野区 ネイルサロン Cherry nail

大阪市阿倍野区 ネイルサロン HAPPINESS

大阪市阿倍野区 ネイルサロン joieange天王寺店

大阪市阿倍野区 ネイルサロン あべのＨＯＯＰ

大阪市阿倍野区 ネイルサロン ナイスネイル天王寺店

大阪市阿倍野区 ネイルサロン ネイルサロンイズ

大阪市阿倍野区 ネイルサロン ビューティーネイルあべのＨｏｏｐ店

大阪市阿倍野区 ネットカフェ メディアカフェポパイ天王寺店

大阪市阿倍野区 パーソナルトレーニングジム 24/7Workout　天王寺店

大阪市阿倍野区 パソコン・プログラミング教室 パソコン市民講座　イトーヨーカドーあべの教室

大阪市阿倍野区 パソコンスクール winスクール　天王寺校

大阪市阿倍野区 パソコンスクール 資格とキャリアのスクールノア　あべのハルカス校

大阪市阿倍野区 パチンコ キコーナ昭和町店

大阪市阿倍野区 パチンコ屋 アポロ３

大阪市阿倍野区 ビジネスホテル ヴィアインあべの天王寺

大阪市阿倍野区 フィットネスジム エニタイムフィットネス寺田町店
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大阪市阿倍野区 フォトスタジオ ヌマナミフォトスタジオ

大阪市阿倍野区 ホームセンター ホームセンターコーナン天王寺店

大阪市阿倍野区 ホットヨガスタジオ（スポーツクラブ） ホットヨガスタジオLAVA　天王寺店

大阪市阿倍野区 ホテル HOTEL STATE TENNOJI

大阪市阿倍野区 ホテル アパホテル＜天王寺駅前＞

大阪市阿倍野区 ホテル ホテルトラスティ大阪阿倍野

大阪市阿倍野区 ホテル（レストラン、宴会場を伴う） 都シティ大阪天王寺

大阪市阿倍野区 ホテル旅館業 大阪マリオット都ホテル

大阪市阿倍野区 マツエクサロン EVEREYESあべの店

大阪市阿倍野区 マッサージ REFLEあべのアンド

大阪市阿倍野区 まつ毛エクステ、ネイルサロン eyelash&nail chouchou

大阪市阿倍野区 まつ毛エクステサロン Belle　天王寺店

大阪市阿倍野区 まつ毛エクステサロン circe

大阪市阿倍野区 まつ毛エクステサロン ビューティーアイラッシュあべのand店

大阪市阿倍野区 まつ毛エクステンション Becky　Lash　天王寺店

大阪市阿倍野区 メガネ販売 メガネの愛眼　阿倍野店

大阪市阿倍野区 ライブハウス ROCKTOWN

大阪市阿倍野区 リラクゼーション ラフィネ　アポロビル店

大阪市阿倍野区 リラクゼーション 和み庵　VIAあべのWALK店

大阪市阿倍野区 リラクゼーションサロン Relax天王寺アポロ店

大阪市阿倍野区 リラクゼーションスペース りらくる長居店

大阪市阿倍野区 リラクゼーション施術 リラクゼーション　フォレスト

大阪市阿倍野区 衣料品店 MALIBU

大阪市阿倍野区 衣料品店 あべの店

大阪市阿倍野区 衣料品店古着屋 gogh

大阪市阿倍野区 映画館 あべのアポロシネマ

大阪市阿倍野区 英会話スクール イングリッシュワールド天王寺校

大阪市阿倍野区 英会話スクール 英会話イーオン　天王寺校

大阪市阿倍野区 英会話教室 Palms英会話教室

大阪市阿倍野区 園芸店 ディアハウス帝塚山

大阪市阿倍野区 音楽スタジオ 音楽室さくら咲la

大阪市阿倍野区 音楽教室 足立音楽教室

大阪市阿倍野区 化粧品アフターサービスサロン ｼｰﾎﾞﾝ.ﾌｪｲｼｬﾘｽﾄｻﾛﾝ天王寺店

大阪市阿倍野区 家電量販店 エディオン近鉄あべのハルカス店

大阪市阿倍野区 介護老人保健施設 介護老人保健施設　美富士苑

大阪市阿倍野区 学習塾 栄光学院

大阪市阿倍野区 学習塾 関西個別指導学院 天王寺教室

大阪市阿倍野区 学習塾 関西個別指導学院 天王寺高校生専門館

大阪市阿倍野区 学習塾 関西個別指導学院 天王寺小中学生専門館

大阪市阿倍野区 学習塾 京進スクール・ワン　西田辺教室

大阪市阿倍野区 学習塾 現役大学受験専門塾　高学館　昭和町校

大阪市阿倍野区 学習塾 天王寺創駿会

大阪市阿倍野区 学習塾 馬渕教室 帝塚山校

大阪市阿倍野区 学習塾 馬渕教室 天王寺校

大阪市阿倍野区 学習塾 馬渕教室 天王寺創駿会

大阪市阿倍野区 学習塾 馬渕個別 西田辺校

大阪市阿倍野区 漢方薬局 オースギ漢方薬局

大阪市阿倍野区 教育施設（専門学校） ヒューマンアカデミー天王寺校

大阪市阿倍野区 携帯ショップ ワイモバイルあべのアポロ店

大阪市阿倍野区 公共教育施設 ハルカス大学

大阪市阿倍野区 公衆浴場 いりふね温泉

大阪市阿倍野区 三味線屋　（三味線教室） 丹幸　中西楽器店

大阪市阿倍野区 自転車販売、修理 カガワサイクル

大阪市阿倍野区 自転車販売・修理 サイクルショップ中山商会

大阪市阿倍野区 自動車の販売及び関連するサービス ホンダカーズ大阪 天王寺店

大阪市阿倍野区 写真スタジオ セルフィットあべのルシアス店

大阪市阿倍野区 社交ダンス教室 STUDIO FOREST LIVE

大阪市阿倍野区 宿泊施設 ANY DAYS I

大阪市阿倍野区 宿泊施設 ANY DAYS II

大阪市阿倍野区 小売店 AOKI　昭和町駅前店

大阪市阿倍野区 小売店 ORIHICA　あべのHoop店
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大阪市阿倍野区 人間ドック・健診施設 大阪市立大学医学部附属病院　MedCity21

大阪市阿倍野区 図書館 大阪市立阿倍野図書館

大阪市阿倍野区 整体 らくらく整体　にしかわカイロプラクティック

大阪市阿倍野区 整体サロン カラダファクトリーあべのHoop店

大阪市阿倍野区 整体院 健康塾SBバランス整体院

大阪市阿倍野区 生涯学習センター 大阪市立阿倍野市民学習センター

大阪市阿倍野区 精肉販売店 昭和商店

大阪市阿倍野区 石材店 あべの営業所

大阪市阿倍野区 接骨鍼灸院 松原接骨鍼灸院

大阪市阿倍野区 占い鑑定 天命道先案内人　京(みさと)

大阪市阿倍野区 貸会議室 あべのハルカス貸会議室

大阪市阿倍野区 脱毛・フェイシャル専門店 脱毛・フェイシャル専門店 joieange 天王寺店

大阪市阿倍野区 着付けサロン なかむら

大阪市阿倍野区 展望台 ハルカス３００

大阪市阿倍野区 電位治療器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ　あべの店

大阪市阿倍野区 土産物店 ショップハルカス３００

大阪市阿倍野区 陶板浴（岩盤浴に似た施設） 陶板浴　遊歩

大阪市阿倍野区 買取店 帝塚山店

大阪市阿倍野区 美術館 あべのハルカス美術館

大阪市阿倍野区 美容院 vision 天王寺店

大阪市阿倍野区 美容業 emmaあべの

大阪市阿倍野区 美容業 FERIAあべの

大阪市阿倍野区 美容業 ROMEOあべの

大阪市阿倍野区 美容室 ALLURE hair ~vivi~ 天王寺2号店

大阪市阿倍野区 美容室 attra　HappyHairLife

大阪市阿倍野区 美容室 B-By-C 　B-Sprout 

大阪市阿倍野区 美容室 Capelli Ouunto N.Y　あべのHoop店

大阪市阿倍野区 美容室 el sal?n

大阪市阿倍野区 美容室 emt

大阪市阿倍野区 美容室 hair make Brand new ~eternal~ 天王寺店

大阪市阿倍野区 美容室 Hairship FARO

大阪市阿倍野区 美容室 Les cheveux de KIWA

大阪市阿倍野区 美容室 MARCH　merry寺田町店

大阪市阿倍野区 美容室 MASHUあべのnini店

大阪市阿倍野区 美容室 MODE K's 阿倍野店

大阪市阿倍野区 美容室 Rema by emt

大阪市阿倍野区 美容室 Rubik's あべの×ミルボンAujua 認定サロン

大阪市阿倍野区 美容室 TERRACE LUXBE 阿倍野アポロ店

大阪市阿倍野区 美容室 TriumpH

大阪市阿倍野区 美容室 ZUSSO KIDS あべの店

大阪市阿倍野区 美容室 チャーム啓

大阪市阿倍野区 美容室 ユリイカ　hair cut

大阪市阿倍野区 美容室 ラ ・ブレス　あべのキューズサロン

大阪市阿倍野区 美容室 ラ ・ブレス　キュービック

大阪市阿倍野区 美容室 資生堂ビューティーサロン近鉄あべのハルカス店

大阪市阿倍野区 美容整体 フルゴール

大阪市阿倍野区 不動産会社 株式会社7-HOUSE

大阪市阿倍野区 不動産業（新築分譲マンション販売） 総合マンションギャラリー天王寺館

大阪市阿倍野区 不動産業・建築業・設計業 株式会社ハウスイノベーション　本社

大阪市阿倍野区 不動産仲介業 株式会社ランド

大阪市阿倍野区 保険代理店 ほけんの窓口　あべのａｎｄ店

大阪市阿倍野区 宝飾店 ミルフローラ　あべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 民泊 遊泊?昭和町

大阪市阿倍野区 薬局 すこやか薬局

大阪市阿倍野区 理髪店 ヘアースタジオ にし川

大阪市阿倍野区 理美容室 L by ZENON BEAUTY

大阪市阿倍野区 理容業 CUT&ESTHETIC KUBO

大阪市阿倍野区 理容業 ヘアーサロン　ホープ

大阪市阿倍野区 理容業 ヘアーサロンバンビ

大阪市阿倍野区 理容業 理容ヒグチ

大阪市阿倍野区 理容店 ＢＥＡＵＴＹ－ＢＯＹ　Ｙａｍａｇｕｃｈｉ
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大阪市阿倍野区 理容店 Hair Salon カワムラ

大阪市阿倍野区 量販店 ビックカメラあべのキューズモール店

大阪市阿倍野区 霊園 大阪市設　住吉・千躰・松原霊園管理事務所

大阪市阿倍野区 霊園管理事務所 大阪市設泉南メモリアルパーク　サービスコーナー

大阪市阿倍野区 鍼灸院 サロン　アルストロメリア

大阪市阿倍野区 鍼灸院 サロンアルストロメリア

大阪市阿倍野区 鍼灸整骨院 チキバンはり・きゅう整骨院

大阪市阿倍野区 鍼灸整骨院 林鍼灸整骨院

大阪市阿倍野区 鍼灸整体院 りぃ鍼灸サロン

大阪市生野区 ＢＡＲ ＢＡＲ　Ｑｏｏ

大阪市生野区 BAR Jeans

大阪市生野区 bar karaokebar BBA

大阪市生野区 BAR One-Ju

大阪市生野区 BAR Qoo

大阪市生野区 Bar 現場ar

大阪市生野区 BAR　 BAR　Ｑoo

大阪市生野区 イカ焼き屋 三国屋

大阪市生野区 うどん店 極楽うどん　Ah-麺

大阪市生野区 うどん店 極楽うどん　ＴＫＵ

大阪市生野区 オーセンティックbar Bar Brilliant BreezE

大阪市生野区 オーセンティックバー Bar Socket

大阪市生野区 お好み焼き お好み焼き巽

大阪市生野区 お好み焼き 菊家

大阪市生野区 お好み焼き 鶴橋風月　桃谷店

大阪市生野区 お好み焼き屋 TEPPAN 健心

大阪市生野区 お好み焼き屋 いちげん屋

大阪市生野区 お好み焼き屋 お好み焼き きんたろう

大阪市生野区 お好み焼き屋 お好み焼き寿々　大阪巽店

大阪市生野区 お好み焼き屋 はな

大阪市生野区 お好み焼き屋 ふくふく家

大阪市生野区 お好み焼き屋 喜楽

大阪市生野区 お好み焼き店 いろは

大阪市生野区 お好み焼き店 お好み焼き　てんぐ　桃谷店

大阪市生野区 お好み焼き店 お好み焼きてっちゃん

大阪市生野区 お好み焼屋 お好み焼　千代

大阪市生野区 お好み焼鉄板焼 よってこ

大阪市生野区 カフェ Caf? Zen 205～give＝take～

大阪市生野区 カフェ CAFE Paraiso

大阪市生野区 カフェ COMME DES FLEURS

大阪市生野区 カフェ HI ! CHEESE

大阪市生野区 カフェ Kocha de caffe

大阪市生野区 カフェ POJAGI/ポジャギ

大阪市生野区 カフェ ウリズルーム

大阪市生野区 カフェ カフェおりにゃん

大阪市生野区 カフェ ドッグカフェこふみ

大阪市生野区 カフェ ドトールコーヒーショップ近鉄鶴橋駅店

大阪市生野区 カフェ 和佳葉

大阪市生野区 カフェ＆バー Food BAR じゅんちゃん

大阪市生野区 カフェバー セルバ

大阪市生野区 カフェバー 夜食場88

大阪市生野区 カフェバー  HIPPO Hostel & Cafe Bar

大阪市生野区 カラオケ HO-V　ほーぶい

大阪市生野区 カラオケ ヴィラージュ

大阪市生野区 カラオケ うたい家ひろべえ

大阪市生野区 カラオケ カラオケ　えみ

大阪市生野区 カラオケ カラオケ　ケシル

大阪市生野区 カラオケ カラオケ　ス井ス

大阪市生野区 カラオケ カラオケ　ヨーコ

大阪市生野区 カラオケ カラオケTUNE

大阪市生野区 カラオケ ゴールド

大阪市生野区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　北巽駅前店
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大阪市生野区 カラオケ 百歳時代

大阪市生野区 カラオケスナック NANARA

大阪市生野区 カラオケスナック カラオケ フレンド

大阪市生野区 カラオケスナック カラオケスナック　りーりエ

大阪市生野区 カラオケスナック スナック幸子

大阪市生野区 カラオケスナック フェリーチェ

大阪市生野区 カラオケスナック 京錦キョングム

大阪市生野区 カラオケバー 22  MASAEN

大阪市生野区 カラオケバー C h i c C h i  チッチ

大阪市生野区 カラオケバー Karaoke Dining Naoko

大阪市生野区 カラオケバー RAINBOW　レインボー

大阪市生野区 カラオケ喫茶 Ｂa r  Candy

大阪市生野区 カラオケ喫茶 century

大阪市生野区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶歌姫

大阪市生野区 カラオケ居酒屋 厩戸

大阪市生野区 カラオケ居酒屋 鉄板焼 にみやん

大阪市生野区 カレー屋 カレー倶楽部ルウ寺田町駅前店

大阪市生野区 キッチンカー ひつじ

大阪市生野区 ギャラリーカフェ シーサー工場

大阪市生野区 クラブ CLUB NEW プリンス

大阪市生野区 クラブ クラブミアリ

大阪市生野区 クラブ ナナ

大阪市生野区 クラブ ニュータンポポ

大阪市生野区 ショットバー HANJYAN

大阪市生野区 すし・和食 すし・和食　とびこめ

大阪市生野区 すし屋 富久鮓

大阪市生野区 すし屋 鮨 えび

大阪市生野区 スタック PINK  BELL

大阪市生野区 スナック Blue

大阪市生野区 スナック my way

大阪市生野区 スナック OPENHEART

大阪市生野区 スナック snack A1

大阪市生野区 スナック snack MARRAN ?soeur?

大阪市生野区 スナック Terra

大阪市生野区 スナック おだ

大阪市生野区 スナック サンシャイン

大阪市生野区 スナック チホ

大阪市生野区 スナック ミツコの部屋

大阪市生野区 セルフうどん店 はなまるうどん生野勝山通り店

大阪市生野区 ダーツバー Selfish

大阪市生野区 ダイニングカフェ＆バー PORCO

大阪市生野区 ダイニングバー ミュージックcafe レモン

大阪市生野区 たこ焼き屋 DELTAKO

大阪市生野区 たこ焼き屋 たこ焼き屋

大阪市生野区 ドーナツ製造・販売 ミスタードーナツ北巽店

大阪市生野区 ナイトクラブ ニューオアシス

大阪市生野区 ネパール・インド料理店 オアシスカフェ桃谷店

大阪市生野区 バー 1104 BAR

大阪市生野区 バー bar Libelate

大阪市生野区 バー BAR WORLD

大阪市生野区 バー Bar Y's

大阪市生野区 バー Bar　Y's

大阪市生野区 バー BAR アジト

大阪市生野区 バー THE　LAID-BACK

大阪市生野区 バー メイキッス

大阪市生野区 バー 海の家　鶴橋

大阪市生野区 パン屋 パン工房ニコ

大阪市生野区 ファーストフード 焼肉ライク近鉄鶴橋駅店

大阪市生野区 ファミリーレストラン ガスト天王寺東店

大阪市生野区 ベトナム料理QUAN ONG NHAT QuanOngNhat

大阪市生野区 やきとり店 炭の屋
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大阪市生野区 ラーメン 麺や福はら

大阪市生野区 ラーメン屋 ?吉

大阪市生野区 らーめん屋 らーめん　なんぞ屋

大阪市生野区 ラーメン屋 中華そば煮干しや

大阪市生野区 ラーメン屋 八六麺屋

大阪市生野区 ラーメン店 らーめん砦寺田町店

大阪市生野区 ラーメン店 担々麺専門店和正

大阪市生野区 ライブハウス チョアヨ

大阪市生野区 ラウンジ 100$の瞳

大阪市生野区 ラウンジ 100＄の瞳

大阪市生野区 ラウンジ Calla

大阪市生野区 ラウンジ Deux Soeurs 

大阪市生野区 ラウンジ Epicure

大阪市生野区 ラウンジ eva

大阪市生野区 ラウンジ ラウンジ BB

大阪市生野区 ラウンジ ラウンジ　ラタン

大阪市生野区 ラウンジ ラウンジ　レーヴ

大阪市生野区 ラウンジ わがまま

大阪市生野区 ランチバー Jelly fish

大阪市生野区 レストラン dining recipe

大阪市生野区 レストラン KENJI.cow

大阪市生野区 レストラン かごの屋巽南店

大阪市生野区 飲食店 Home Bar Zinc

大阪市生野区 飲食店 SUNSHINE

大阪市生野区 飲食店 ちょこっとCHINAてんしとあくま

大阪市生野区 飲食店 街かど屋　林寺店

大阪市生野区 飲食店 串かつ一歩

大阪市生野区 飲食店 彩食韓味　李園

大阪市生野区 飲食店 食の宴　ふくまさ

大阪市生野区 飲食店 新豊年

大阪市生野区 飲食店 巽中　松寿司

大阪市生野区 飲食店 中華料理　豊楽

大阪市生野区 回転寿司 くら寿司南巽店

大阪市生野区 韓国クラブ クラブミアリ

大阪市生野区 韓国家庭料理屋 アズマ

大阪市生野区 韓国料理 K-EASTフードコート

大阪市生野区 韓国料理 アリラン

大阪市生野区 韓国料理 桜亭

大阪市生野区 韓国料理店 しっぽ

大阪市生野区 韓国料理店 彩食韓味　李園

大阪市生野区 喫茶 K-POP cafe 1004

大阪市生野区 喫茶 K-POP cafe 1004 

大阪市生野区 喫茶 カフェ ポエム

大阪市生野区 喫茶 喫茶・スナック　スマイル

大阪市生野区 喫茶店 Cafe de レオン

大阪市生野区 喫茶店 Ｃａｆｅ　Ｏｎｅ

大阪市生野区 喫茶店 CUUA

大阪市生野区 喫茶店 HOPE

大阪市生野区 喫茶店 K-POP cafe 1004

大阪市生野区 喫茶店 love MINT

大阪市生野区 喫茶店 カフェ　ちゃちゃちゃ

大阪市生野区 喫茶店 カフェギャルソン

大阪市生野区 喫茶店 スンちゃんCAFE

大阪市生野区 喫茶店 なかつか

大阪市生野区 喫茶店 喫茶　茶異夢

大阪市生野区 喫茶店 喫茶カルダン

大阪市生野区 喫茶店 倉式珈琲店　生野たつみ店

大阪市生野区 喫茶店 珈琲館　アロマ

大阪市生野区 喫茶店 珈琲館バード

大阪市生野区 居酒屋 いちご家

大阪市生野区 居酒屋 カラオケ乾杯



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市生野区 居酒屋 きずな

大阪市生野区 居酒屋 コリアンダイニングえふぃ

大阪市生野区 居酒屋 ダイニングキッチン　みなみ

大阪市生野区 居酒屋 たけひと

大阪市生野区 居酒屋 ちび丸

大阪市生野区 居酒屋 ちゃらんぽらん

大阪市生野区 居酒屋 つくし

大阪市生野区 居酒屋 てっぱん居酒屋 しゃがーる

大阪市生野区 居酒屋 なかむらや粋光

大阪市生野区 居酒屋 ひかり

大阪市生野区 居酒屋 ヒダリマキ

大阪市生野区 居酒屋 ポチャ

大阪市生野区 居酒屋 まごころ

大阪市生野区 居酒屋 まんが

大阪市生野区 居酒屋 もみじ

大阪市生野区 居酒屋 やきとり道場小路店

大阪市生野区 居酒屋 リアン

大阪市生野区 居酒屋 家庭料理 てん

大阪市生野区 居酒屋 海鮮居酒屋　通

大阪市生野区 居酒屋 吉田加工所

大阪市生野区 居酒屋 黍だんご

大阪市生野区 居酒屋 居酒屋　いってつ

大阪市生野区 居酒屋 居酒屋　すもも

大阪市生野区 居酒屋 居酒屋　たか志

大阪市生野区 居酒屋 居酒屋　はなたれ

大阪市生野区 居酒屋 居酒屋　海?UMI?

大阪市生野区 居酒屋 居酒屋　酒夢来

大阪市生野区 居酒屋 居酒屋カイ

大阪市生野区 居酒屋 居酒屋かぼちゃ

大阪市生野区 居酒屋 居酒屋たんぽぽ

大阪市生野区 居酒屋 居酒屋ちょっと

大阪市生野区 居酒屋 居酒屋ぼっちり

大阪市生野区 居酒屋 居酒屋まんま

大阪市生野区 居酒屋 居酒屋ゆびきりげんまん

大阪市生野区 居酒屋 居酒屋太郎

大阪市生野区 居酒屋 魚や亭 石乃屋

大阪市生野区 居酒屋 串カツうおてる桃谷店

大阪市生野区 居酒屋 今里’S Kitchen もりた家

大阪市生野区 居酒屋 彩りキッチンじゅんちゃん

大阪市生野区 居酒屋 七五三

大阪市生野区 居酒屋 旬菜和酒  宣

大阪市生野区 居酒屋 純系名古屋コーチン鶏壱

大阪市生野区 居酒屋 小力

大阪市生野区 居酒屋 食の宴　ふくまさ

大阪市生野区 居酒屋 粋味酒楽みやちゃん

大阪市生野区 居酒屋 石乃屋

大阪市生野区 居酒屋 大阪やきとり亭

大阪市生野区 居酒屋 大阪一

大阪市生野区 居酒屋 炭の屋

大阪市生野区 居酒屋 鳥蔵

大阪市生野区 居酒屋 鳥蔵 桃谷店

大阪市生野区 居酒屋 藤原

大阪市生野区 居酒屋 呑み処　よぎや

大阪市生野区 居酒屋 日休亭

大阪市生野区 居酒屋 美山

大阪市生野区 居酒屋 福一

大阪市生野区 居酒屋 恋KOI

大阪市生野区 居酒屋 和風料理　　輝

大阪市生野区 居酒屋カラオケ 居酒屋カラオケ乾杯

大阪市生野区 魚屋 カネト　尾上水産

大阪市生野区 軽食 粋麺あみ乃や近鉄鶴橋駅店
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大阪市生野区 軽食、デザートカフェ iTEM cafe

大阪市生野区 寿司屋 吉すし

大阪市生野区 寿司屋 寿司「富士好」

大阪市生野区 寿司店 まことや　誠寿司

大阪市生野区 純喫茶 喫茶 た～ん

大阪市生野区 焼き鳥屋 くしや

大阪市生野区 焼き肉屋 焼肉食堂かど家　寺田町店

大阪市生野区 焼鳥屋 鶏壱

大阪市生野区 焼鳥屋 鶏屋将軍

大阪市生野区 焼鳥居酒屋 やきとり家はやっちゃん

大阪市生野区 焼肉 ミヨシホンテン

大阪市生野区 焼肉レストラン 健康館パコダ白雲

大阪市生野区 焼肉屋 カルビハウス

大阪市生野区 焼肉屋 健美亭　本店

大阪市生野区 焼肉屋 三恵北巽

大阪市生野区 焼肉屋 焼肉diningいな穂

大阪市生野区 焼肉屋 焼肉のおがわ

大阪市生野区 焼肉屋 焼肉ひふみ

大阪市生野区 焼肉屋 炭火焼肉ホルモンかぅ

大阪市生野区 焼肉店 ひろ

大阪市生野区 焼肉店 焼肉アジエン

大阪市生野区 焼肉店 焼肉のモリ

大阪市生野区 焼肉店 焼肉レストランまるはん

大阪市生野区 焼肉店 焼肉味園

大阪市生野区 焼肉店 百済離宮

大阪市生野区 食堂 永洞屋

大阪市生野区 食堂 王様が愛したカルビ

大阪市生野区 食堂 韓国料理　　ソウル

大阪市生野区 食肉小売 肉のイサミ

大阪市生野区 炭火ホルモン 炭火ホルモン　そがん

大阪市生野区 炭火ホルモン 炭火ホルモンそがん

大阪市生野区 中華料理レストラン 餃子の王将 巽店

大阪市生野区 中華料理屋 中国酒家　昇龍

大阪市生野区 鉄板焼き屋 てっぱん ダイナー ぽんと

大阪市生野区 鍋専門店 天浅

大阪市生野区 日本料理 てっちり修玄

大阪市生野区 洋菓子店 欧風菓子ケンテル

大阪市生野区 洋食店 グリルキッチン　イストワール

大阪市生野区 立ち飲み Standing Bar 田中屋

大阪市生野区 料亭 今里新地

大阪市生野区 和食カフェテリア ザ・めしや　生野店

大阪市生野区 和食居酒屋 寛ぎの味　はなび

大阪市生野区 餃子屋 餃子専門店チャンピオン今里店

大阪市生野区 アロマサロン アロマサロン　Lupinus

大阪市生野区 アロマテラピー認定教室 aroma.f

大阪市生野区 エステティックサロン　　化粧品販売 M-blanc  

大阪市生野区 カラオケボックス カラオケサウンドキューブ生野店

大阪市生野区 カラオケボックス カラオケジョイキング北巽店

大阪市生野区 カラオケ教室 鶴橋教室

大阪市生野区 シェアリングスペース 快活CLUB内環巽店

大阪市生野区 ステンドグラス教室 ステンドグラス工房リップル

大阪市生野区 スポーツクラブ ＪＯＹＦＩＴ２４寺田町

大阪市生野区 スポーツクラブ Pitness大池橋店

大阪市生野区 スポーツクラブ ジョイフィット北巽

大阪市生野区 スポーツクラブ 大阪市立生野屋内プール

大阪市生野区 スポーツジム 影 shadow personal training gym

大阪市生野区 スポーツセンター 大阪市立ゼット生野スポーツセンター

大阪市生野区 ダーツバー Darts Bar Leap

大阪市生野区 ネイルサロン Glossy nail?爪屋?

大阪市生野区 ネイルサロン jouir

大阪市生野区 バー くずや
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大阪市生野区 パーソナルジム サイクリングジム

大阪市生野区 パチンコ屋 キコーナ今里店

大阪市生野区 パチンコ店 オーイケ

大阪市生野区 パチンコ店 プレミオ２１

大阪市生野区 バレエ教室 フェアリーバレエスタジオ

大阪市生野区 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO生野店

大阪市生野区 ホームセンター ホームセンターコーナン生野店

大阪市生野区 ホテル CONNECT INN

大阪市生野区 ホテル FIVE　HOTEL　OSAKA

大阪市生野区 ホテル Hostel 奈

大阪市生野区 まつげエクステサロン Le lien eye beauty 

大阪市生野区 まつ毛エクステ salon　cercle

大阪市生野区 リサイクルショップ 買取専門店大吉今里店

大阪市生野区 医療機器、健康食品の販売 ハクジュプラザ　北巽店

大阪市生野区 化粧品販売　フェイシャルエステ シオン

大阪市生野区 介護福祉 楽(らく)ヘルパーステーション

大阪市生野区 絵画教室 絵画教室アトリエアン

大阪市生野区 学習塾 コレンテ学習教室

大阪市生野区 学習塾 学習塾おおさか

大阪市生野区 学習塾 公文式巽東教室

大阪市生野区 学習塾 新進学習塾(本部校)

大阪市生野区 居宅介護支援事業所 慶生会小路ケアプランセンター

大阪市生野区 居宅介護支援事業所 慶生会巽東ケアプランセンター

大阪市生野区 業務用スーパーマーケット C&Cエンド　本店

大阪市生野区 公衆浴場 めがね温泉

大阪市生野区 公衆浴場 極楽温泉

大阪市生野区 公衆浴場 出世湯

大阪市生野区 公衆浴場 田島新温泉

大阪市生野区 公衆浴場 南生野温泉

大阪市生野区 公衆浴場 敷島湯

大阪市生野区 公衆浴場 福徳温泉

大阪市生野区 公衆浴場 矢柄温泉

大阪市生野区 公衆浴場」 三宝湯

大阪市生野区 酵素浴 酵素浴sana

大阪市生野区 寺院 小丘山　定願寺

大阪市生野区 寺院 浄土真宗本願寺派　幸教寺

大阪市生野区 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪　生野店

大阪市生野区 自動車整備・販売業 株式会社　共同自動車整備工業所

大阪市生野区 自動車整備工場 春日自動車株式会社

大阪市生野区 自動車販売　修理 生野店

大阪市生野区 質屋 大信質舗

大阪市生野区 宿泊施設　特区民泊 特区民泊　夏竹小桟 (Summer Bamboo)

大阪市生野区 書道教室 Kanart studio

大阪市生野区 食料品店 鶴橋丸金商店

大阪市生野区 信用金庫 大阪信用金庫　今里支店

大阪市生野区 信用金庫 大阪信用金庫　勝山支店

大阪市生野区 信用金庫 大阪信用金庫　生野支店

大阪市生野区 神社 (宗)　弥栄神社

大阪市生野区 図書館 大阪市立生野図書館

大阪市生野区 整骨院 花整骨院

大阪市生野区 整骨院 宮下鍼灸整骨院

大阪市生野区 整骨院 小林整骨院　寺田町

大阪市生野区 整骨院、鍼灸院 楽鍼灸整骨院

大阪市生野区 生活支援サービス　介護保険外自費サービス 慶生会ベンリー生野北巽店

大阪市生野区 銭湯 栄湯

大阪市生野区 葬儀会館 生野大阪祭典

大阪市生野区 葬祭業 シティホール巽

大阪市生野区 地域包括支援センター 生野区東生野地域包括支援センター

大阪市生野区 中古自動車買取業・販売 ユーポス内環生野店

大阪市生野区 中古品買取店 キングラム南巽駅店

大阪市生野区 調剤薬局 しろくま薬局桃谷店



市区町村 店舗種別 店舗名
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大阪市生野区 美容室 DEFEMME

大阪市生野区 美容室 Direct Hair PLACERE

大阪市生野区 美容室 HAIR7

大阪市生野区 美容室 HAIR-PROGRES

大阪市生野区 美容室 hars C,C_Lab

大阪市生野区 美容室 IT's

大阪市生野区 美容室 MARCH　coco桃谷店

大阪市生野区 美容室 ウッドソレル４リーフ　ヘア

大阪市生野区 美容室 カラーカフェ寺田町店

大阪市生野区 美容室 サロン・ド・イブ

大阪市生野区 美容室 ハイライトヘアー

大阪市生野区 美容室 ビザン

大阪市生野区 美容室 ペルマノント・ル・サカエ

大阪市生野区 美容室 れい美容室

大阪市生野区 美容室 美容室ニューエイブル

大阪市生野区 不動産会社 リブプライム不動産

大阪市生野区 訪問介護事業者 医療法人快生会ヘルパーステーション巽東

大阪市生野区 訪問介護事業者 慶生会小路ヘルパーステーション

大阪市生野区 訪問介護事業者 慶生会巽東ヘルパーステーション

大阪市生野区 訪問看護 慶生会訪問看護ステーション

大阪市生野区 理髪業 理容いづみ

大阪市生野区 理髪店 ヘアーサロン　大友

大阪市生野区 理容業 ヘアカットサロン　Choose JOY

大阪市生野区 理容所 ヘア－サロン　中村

大阪市生野区 理容店 PAPA'S桃谷店

大阪市生野区 理容店 ヘアーAzulヤマグチ

大阪市生野区 鍼灸院 鍼灸院　ワサビ

大阪市此花区 ＢＢＱ ＧｏｏｄＢＢＱ舞洲オーチャードグラス

大阪市此花区 CAFE＆カラオケボックス CAFE＆カラオケボックス　オンステージ

大阪市此花区 アメリカンレストラン ハードロックカフェユニバーサル大阪

大阪市此花区 いかやき屋 まえちゃん

大阪市此花区 イタリアン マリーケント

大阪市此花区 イタリアンレストラン イル・チェント平野町

大阪市此花区 イタリアンレストラン サイゼリヤ　ユニバーサルシティ和幸ビル店

大阪市此花区 インド料理 本格インド料理　キングフィッシャー

大阪市此花区 うどん店 さぬきうどん

大阪市此花区 お好み焼き FUGETSU　USA

大阪市此花区 お好み焼き屋 お好み焼　haru

大阪市此花区 お好み焼き屋 お好み焼　鉄板焼　ふる里

大阪市此花区 お好み焼き屋 お好み焼き一

大阪市此花区 お好み焼き屋 美松

大阪市此花区 カフェ レックスカフェ

大阪市此花区 カラオケ カラオケスタジオ此処

大阪市此花区 カラオケ　喫茶 カラオケホール　　シャルマン

大阪市此花区 カラオケスナック カラオケスナック　K＆K

大阪市此花区 カラオケバー Bar M

大阪市此花区 カラオケ喫茶 カサブランカ

大阪市此花区 クレープ店 MOMI&TOY'S　UCW店

大阪市此花区 コーヒーショップ タリーズコーヒー ザパークフロントホテル店

大阪市此花区 シーフードレストラン レッドロブスターユニバーサル・シティーウォーク大阪店

大阪市此花区 しゃぶしゃぶ　バイキング しゃぶ菜　ＵＣＷ店

大阪市此花区 スイーツ POPCORNPAPA ユニバーサルシティーウォーク店

大阪市此花区 ステーキハウス 大衆炭焼ステーキ　キタハラ

大阪市此花区 ステーキレストラン ユニバーサルシティウォーク大阪

大阪市此花区 スナック HAKATA-極-KIWAMI

大阪市此花区 スナック M I K I　ミキ

大阪市此花区 スナック NEW    案山子

大阪市此花区 スナック お料理スナックまり

大阪市此花区 スナック カラオケステージ　はなくらぶ

大阪市此花区 スナック キャサリン

大阪市此花区 スナック スナック　OCEAN
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大阪市此花区 スナック スナック　むらさき

大阪市此花区 スナック スナック涼風

大阪市此花区 スナック ハート　&　ハード

大阪市此花区 たこ焼き屋 あべのたこやきやまちゃん UCW店

大阪市此花区 たこ焼き屋 たこ焼き発祥の店　会津屋　ユニバーサルシティウォーク大阪TM店

大阪市此花区 たこ焼き屋 玉屋

大阪市此花区 たこ焼き屋 甲賀流　ユニバーサル・シティウォークTM大阪　店

大阪市此花区 たこ焼き屋 道頓堀くくるユニバーサル?シティウォーク大阪TM店

大阪市此花区 デザート屋 Pink Cloud

大阪市此花区 てっちり店 克政

大阪市此花区 とんかつ とんかついなば和幸ユニバーサル、シティウォーク店

大阪市此花区 バー Bar SandK

大阪市此花区 バー KIBOSH I

大阪市此花区 バー バーエスアンドケイ

大阪市此花区 バー ハート　ブレイク　カフェ

大阪市此花区 バー ゆるり処　えにし　～縁～

大阪市此花区 バーベキュー場 舞洲バーベキューパーク

大阪市此花区 バイキング AEN　TABLE　UCW　大阪店

大阪市此花区 バイキングレストラン ワールド・ワールド・バッフェ

大阪市此花区 バル イタリアンバール　アトリの鐘と葡萄の葉

大阪市此花区 バル バル　マルガリータ　西九条店

大阪市此花区 バル 肉食酒場 はらぺこピエトリン

大阪市此花区 ハワイアンレストラン Eggs'n Things ザ パーク フロント ホテル店

大阪市此花区 ハワイアンレストラン モアナキッチンユニバーサルシティーウォーク店

大阪市此花区 ハワイアンレストラン ユニバーサルシティーウォーク

大阪市此花区 ファストフード 麺家 西九条

大阪市此花区 ベーカリーカフェ PuPuPu　Petit @' Petit BAKERY CAFE

大阪市此花区 もんじゃ焼き屋 もんじゃ彩

大阪市此花区 ラーメン屋 麺屋花壱

大阪市此花区 らーめん店 風神雷神RA-MEN

大阪市此花区 ラウンジ Bar&Lounge 翔

大阪市此花区 ラウンジ ラウンジ　エミーゴ

大阪市此花区 ラウンジ ラウンジＲ

大阪市此花区 レストラン TGI FRIDAYS ユニバーサルシティビル店

大阪市此花区 レストラン ＴＧＩフライデーズ  ユニバーサルシティビル店

大阪市此花区 レストラン ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア

大阪市此花区 レストラン ウルフギャングパックピザバー パークフロントホテル店

大阪市此花区 レストラン がんこユニバーサル・シティウォーク大阪店

大阪市此花区 レストラン ハードロックカフェUCW大阪

大阪市此花区 レストラン ビストロ309  ユニバーサル・シティウォーク店

大阪市此花区 レストラン ポートダイニング　アクア

大阪市此花区 レストラン ポートダイニング　リコリコ

大阪市此花区 レストラン ポムの樹ユニバーサルシティーウォーク店

大阪市此花区 ワインバー マーレ・ドーロ

大阪市此花区 飲食店 ROMA-ROMA　ユニバーサルシティをウォーク店

大阪市此花区 飲食店 和処たかはし

大阪市此花区 外食レストラン ババ・ガンプ・シュリンプ大阪

大阪市此花区 喫茶店 tiffin

大阪市此花区 喫茶店 カフェレスト　ウッドストック

大阪市此花区 喫茶店 カフェロシェ

大阪市此花区 喫茶店 タリーズコーヒー　ザパークフロントホテル店

大阪市此花区 喫茶店 喫茶　ロマン

大阪市此花区 喫茶店 茶房つるや

大阪市此花区 居酒屋 KIBOSHI

大阪市此花区 居酒屋 SUNBASH

大阪市此花区 居酒屋 WARAOMO西九条

大阪市此花区 居酒屋 あんとん酒家

大阪市此花区 居酒屋 いずみ

大阪市此花区 居酒屋 お食事処酒処　千

大阪市此花区 居酒屋 きさく

大阪市此花区 居酒屋 こてこて　西九条店
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大阪市此花区 居酒屋 だるまや酒蔵西九条店

大阪市此花区 居酒屋 とさ一

大阪市此花区 居酒屋 ふぐ右衛門

大阪市此花区 居酒屋 やきとん角

大阪市此花区 居酒屋 ゆめの屋

大阪市此花区 居酒屋 屋台居酒屋 大阪 満マル 西九条南店

大阪市此花区 居酒屋 居酒屋　大黒

大阪市此花区 居酒屋 居酒屋　天下一

大阪市此花区 居酒屋 居酒屋S O -S O

大阪市此花区 居酒屋 銀杏

大阪市此花区 居酒屋 菜酒muchaムチャ

大阪市此花区 居酒屋 山内農場 西九条西口駅前店

大阪市此花区 居酒屋 旨いもの家あづま

大阪市此花区 居酒屋 樹楽

大阪市此花区 居酒屋 小林商店直売所

大阪市此花区 居酒屋 焼き処一喜

大阪市此花区 居酒屋 千石酒蔵

大阪市此花区 居酒屋 鮮魚と地酒 さくら 西九条

大阪市此花区 居酒屋 大衆酒場 楽園

大阪市此花区 居酒屋 大和家

大阪市此花区 居酒屋 呑み処 勝の店

大阪市此花区 居酒屋 日本酒処 酒肴旬菜 しん左衛門 西九条

大阪市此花区 居酒屋 日本製鉄製鋼所社員倶楽部

大阪市此花区 居酒屋 白木屋　西九条西口駅前店

大阪市此花区 居酒屋 備長炭炭火焼　居魚菜々 わさびの花 西九条

大阪市此花区 蕎麦屋 蕎麦みかど西九条

大阪市此花区 串かつ 伊万里

大阪市此花区 串カツビュッフェ 串家物語ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｼﾃｨｳｫｰｸ大阪ＴＭ

大阪市此花区 串かつ屋 一力

大阪市此花区 社員食堂 日本製鉄製鋼所地区構内食堂

大阪市此花区 寿司・日本料理店 福寿司

大阪市此花区 寿司屋 さか本鮨

大阪市此花区 寿司屋 月山 祐寿司

大阪市此花区 寿司屋・一品料理 こばちや・とき

大阪市此花区 焼鳥屋 炭火焼鳥 鳥繁

大阪市此花区 焼肉 宗寿苑

大阪市此花区 焼肉 西九条酒場情熱ホルモン

大阪市此花区 焼肉屋 　安兵衛　本店

大阪市此花区 焼肉屋 焼肉　微吟

大阪市此花区 焼肉屋 焼肉の金海

大阪市此花区 焼肉店 nano-carbon炭　焼肉阿うん　withうしげん

大阪市此花区 焼肉店 ホルモン味楽

大阪市此花区 焼肉店 此花 肉焼屋

大阪市此花区 焼肉店 焼肉カルビチャンプ　ユニバーサルシティーウォーク店

大阪市此花区 焼肉店 焼肉の金海

大阪市此花区 食事処 食事処　つし里　

大阪市此花区 生菓子つるや 生菓子つるや

大阪市此花区 中華料理レストラン 餃子の王将　西九条店

大阪市此花区 定食屋 大戸屋　ユニバーサルシティ店

大阪市此花区 定食屋 大戸屋ごはん処　ユニバーサルシティ店

大阪市此花区 陶芸教室、カフェ 舞洲陶芸館

大阪市此花区 豚まん ５５１HORAI　ユニバーサルシティ店

大阪市此花区 豚まん屋 豚まんHARU 

大阪市此花区 日本料理屋 旬菜　味空-みそら-

大阪市此花区 洋菓子店 パティスリー　ムック

大阪市此花区 卵・パンケーキ屋 Eggs'n Things ザ・パークフロントホテル店

大阪市此花区 和菓子屋 つるや

大阪市此花区 和菓子屋 和菓子　つるや

大阪市此花区 和食　割烹 旬菜　味空　-みそら-

大阪市此花区 エステ トータルケアサロンBali 癒しの実

大阪市此花区 エステサロン リフレッシュサロン アンワインド
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大阪市此花区 エステ店 ＰＯＬＡＴＨＥＢＥＡＵＴＹ千鳥橋

大阪市此花区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　西九条駅前店

大阪市此花区 ゲームセンター SOYU WESTERN CITY

大阪市此花区 コンビニエンスストア ローソン　ザパークフロントホテル店

大阪市此花区 コンビニエンスストア ローソン　ホテルユニバーサルポートヴィータ店

大阪市此花区 スーパーマーケット イオン高見店

大阪市此花区 スポーツクラブ エグザス 西九条

大阪市此花区 スポーツクラブ ホットヨガスタジオLAVA　千鳥橋店

大阪市此花区 スポーツセンター 明治スポーツプラザ此花スポーツセンター

大阪市此花区 デイサービス ふくらはぎ健康法　タオ梅香

大阪市此花区 テーマパーク ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

大阪市此花区 パソコン教室、プラグラミング教室 パソコン市民講座　イオン高見教室

大阪市此花区 パチンコ店 ガイアネクスト西九条店

大阪市此花区 ぱちんこ店 ぎんざ会館

大阪市此花区 パチンコ店 マルハン此花島屋店

大阪市此花区 ビジネスホテル シンプルハートホテル大阪

大阪市此花区 フィットネスジム FITBASE24 西九条

大阪市此花区 フランダンス教室 フラ　オ　カピオラニ

大阪市此花区 ブランド品の買取り・販売 キングラム　此花店

大阪市此花区 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO西九条春日出店

大阪市此花区 ホームセンター ホームセンターコーナン西九条春日出店

大阪市此花区 ホテル nedoco OSAKA WEST

大阪市此花区 ホテル ザ シンギュラリ ホテル & スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

大阪市此花区 ホテル ザ シンギュラリホテル&スカイスパ

大阪市此花区 ホテル ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

大阪市此花区 ホテル ホテルユニバーサルポート

大阪市此花区 ホテル ホテルユニバーサルポートヴィータ

大阪市此花区 ホテル ホテル京阪 ユニバーサル・シティ

大阪市此花区 ホテル ホテル京阪 ユニバーサル・タワー

大阪市此花区 ホテル ラ・ジェント・ホテル大阪ベイ

大阪市此花区 ホテル ラ･ジェント・ホテル大阪ベイ

大阪市此花区 ホテル リーベルホテル

大阪市此花区 ホテル 大阪リゾート　ホテル・ロッジ舞洲

大阪市此花区 まつ毛エクステサロン eyelash salon  flip

大阪市此花区 リラクゼーション リラクゼーション　癒しの間

大阪市此花区 リラクゼーション 上方温泉一休　癒しの間

大阪市此花区 衣料品店 洋服の青山　池田店

大阪市此花区 家電量販店 UCW大阪店

大阪市此花区 居宅介護支援事業所 ケアプランセンタークオレ千鳥橋

大阪市此花区 居宅介護支援事業所 なごみライフケアプランセンター

大阪市此花区 興行場/ライブハウス Zepp Osaka Bayside

大阪市此花区 靴屋 靴のマヤナギ

大阪市此花区 公衆浴場 上方温泉　一休

大阪市此花区 工場 舞洲スラッジセンター

大阪市此花区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　中古車管理センター

大阪市此花区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　北港車検センター

大阪市此花区 自動車修理・販売業 ワールドオートエース　西大阪店

大阪市此花区 社会福祉施設 大阪暁明館通所介護センター

大阪市此花区 宿泊施設 パームガーデン舞洲

大阪市此花区 宿泊施設、レストラン ホテル近鉄ユニバーサル・シティ

大阪市此花区 女性だけの健康体操教室カーブス Curves此花

大阪市此花区 図書館 大阪市立此花図書館

大阪市此花区 整骨院 スマイル整骨院

大阪市此花区 整骨院 小林整骨院此花

大阪市此花区 体育館 おおきにアリーナ舞洲

大阪市此花区 男女共同参画センター・こども文化センター クレオ大阪西・こども文化センター

大阪市此花区 通所リハビリテーション 西九条クリニック西九条デイケアセンター

大阪市此花区 店舗型生損保代理店 無料保険相談センター　スマイル保険サポート

大阪市此花区 動画専門スタジオ（プリクラの動画バージョン） Movie Star Studio

大阪市此花区 美容室 C's HAIR 西九条店

大阪市此花区 美容室 Hair  Relax
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大阪市此花区 美容室 hair  resortaulii

大阪市此花区 美容室 Phare

大阪市此花区 美容室 アイヘアー倶楽部

大阪市此花区 美容室 ヘアーブティックバグース

大阪市此花区 訪問介護 ヘルパーステーションクオレ千鳥橋

大阪市此花区 訪問看護、訪問介護、介護支援センター クオレ千鳥橋総合在宅センター

大阪市此花区 訪問看護ステーション なごみライフ訪問看護ステーション

大阪市此花区 訪問理容美容サービス 訪問理容美容　マム・ハンズ

大阪市此花区 野球場 大阪シティ信用金庫スタジアム

大阪市此花区 薬局 クオレ薬局

大阪市此花区 理髪店 理容オオキタ

大阪市此花区 理容 ヘアーサロン　カワサキ

大阪市此花区 理容 ヘアーサロン　コーエー

大阪市此花区 理容 ヘアーサロン　ラルゴ

大阪市此花区 理容 ヘアーサロン　ロイヤル

大阪市此花区 理容 ヘアーサロン　山本

大阪市此花区 理容 ヘアクラブ　SAKAI

大阪市此花区 理容 理容　オータニ

大阪市此花区 理容 理容　出口

大阪市此花区 理容 理容一鶴

大阪市此花区 理容 理容若草

大阪市此花区 理容室 理容　こおり

大阪市此花区 理容室 理容久原

大阪市此花区 理容店 Cut House  MIMA

大阪市此花区 理容店 ヘアーサロン　ハラダ

大阪市此花区 理容店 理容ジュン

大阪市此花区 療術業 ひまわり接骨院

大阪市此花区 鍼灸整骨院 はりきゅう整骨院ツボユキ

大阪市城東区 BAR ３９BAR  BANBAN

大阪市城東区 BAR Tomo’s Bar

大阪市城東区 BAR クラシックBarあんさんぶる

大阪市城東区 Caf’e  Caf’e  RAIN 

大阪市城東区 Live  Bar LIVE  BAR  DAIYA

大阪市城東区 イタリアレストラン オステリア・ルチアーノ

大阪市城東区 イタリアン Rosso  Rosso 

大阪市城東区 イタリア料理 オステリアバルニコン

大阪市城東区 イタリア料理店 イタリアンSASUKE 京橋店

大阪市城東区 イタリア料理店 イタリア家庭料理の店　ポコアポコ

大阪市城東区 イタリア料理店 リストランテイルコンティヌオ

大阪市城東区 うどん屋 のらや深江橋店

大阪市城東区 うどん屋 大阪うどん　ぺこぺこ

大阪市城東区 うどん屋 力餅食堂

大阪市城東区 うどん屋 和菜うどん　快

大阪市城東区 おばんざい居酒屋 おばんざい居酒屋　ゆうげん

大阪市城東区 お顔そり専門店 ボーテ.ボヌール

大阪市城東区 お好み焼き 鉄板・お好み焼き　NALU'z ナルズ

大阪市城東区 お好み焼き 天香堂

大阪市城東区 お好み焼き屋 お好み焼　まぁ?る

大阪市城東区 お好み焼き屋 お好み焼き しゃくぞう

大阪市城東区 お好み焼き屋 お好み焼き 千笑の輪

大阪市城東区 お好み焼き屋 まってるぜ！！

大阪市城東区 お好み焼き屋 喰う

大阪市城東区 お好み焼き屋 源sun

大阪市城東区 お好み焼屋 お好み焼き　盛

大阪市城東区 カフェ ?avaCaf? サヴァカフェ

大阪市城東区 カフェ Caf’e  RAIN 

大阪市城東区 カフェ Caf'e RAIN

大阪市城東区 カフェ Machi cafe

大阪市城東区 カフェ グリーンベリーズコーヒー蒲生四丁目店

大阪市城東区 カフェバー Darts Bar Leaflet

大阪市城東区 カフェバー OMOcafe'＆bar



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市城東区 カフェレストラン カフェレストラン　パスティーユ

大阪市城東区 カフェレストラン マザーズソングカフェ

大阪市城東区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　今福鶴見駅前店

大阪市城東区 カラオケBOX カラオケBOXファンファーレ

大阪市城東区 カラオケスナック ＴＯＰ　

大阪市城東区 カラオケスナック しのぶ

大阪市城東区 カラオケスナック スナック　きまぐれ

大阪市城東区 カラオケバー Bar Ciel

大阪市城東区 カラオケ喫茶 iisole

大阪市城東区 カラオケ喫茶 カラオケスタジオ　ブランカ

大阪市城東区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶三叉路

大阪市城東区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶蓮華

大阪市城東区 カラオケ喫茶 スペースラウンジ　トミー

大阪市城東区 カラオケ喫茶 平野富美男の店

大阪市城東区 カラオケ喫茶＆スナック ひまわり

大阪市城東区 カラオケ喫茶スナック スナック一番館

大阪市城東区 キャベツ焼き 畑

大阪市城東区 コロッケ、揚げ物、テイクアウト専門店 コロッケいまむら

大阪市城東区 すし店 よし寿し

大阪市城東区 スタンディングバー 奈良屋商店

大阪市城東区 ステーキハウス ５１０ステーキハウス

大阪市城東区 スナック cafe bar Angel

大阪市城東区 スナック Funny3

大阪市城東区 スナック pinkaspara

大阪市城東区 スナック えみゆ

大阪市城東区 スナック きまぐれ

大阪市城東区 スナック グリーン倶楽部

大阪市城東区 スナック スナック　エンジェル

大阪市城東区 スナック スナック　祥

大阪市城東区 スナック スナックAz

大阪市城東区 スナック スナックY

大阪市城東区 スナック すもも

大阪市城東区 スナック ノース

大阪市城東区 スナック フォルテ

大阪市城東区 スナック 酒肆 由芽

大阪市城東区 ダイニング・バー　(居酒屋) Cache-Cache 

大阪市城東区 たこ焼き 満家

大阪市城東区 タピオカ屋 CARUGAMO

大阪市城東区 ちゃんぽん屋 ちゃんぽんにんにくパワー鴨野店

大阪市城東区 とんかつ屋 北新地とんかつエペ関目高殿店

大阪市城東区 とんかつ店 とん

大阪市城東区 とんかつ店 とん娘

大阪市城東区 ナイトクラブ KAKO

大阪市城東区 ナイトクラブ ナイン

大阪市城東区 ナイトクラブ モア

大阪市城東区 ネイルサロン Lupinus

大阪市城東区 バー Bar SKYLOVE

大阪市城東区 バー せかんど

大阪市城東区 バー 駄菓子BAR扇屋

大阪市城東区 バーベキューレストラン La Pentola

大阪市城東区 ピッツェリア スクオーレ

大阪市城東区 ファミリーレストラン ガスト蒲生四丁目店

大阪市城東区 ファミリーレストラン バーミヤン城東野江店

大阪市城東区 ファミリーレストラン ロイヤルホスト蒲生店

大阪市城東区 もつ鍋屋 牛もつ鍋専門店もつ鍋やま本　京橋店

大阪市城東区 ものまねショーパブ ものまねアラジン

大阪市城東区 モンゴル家庭料理店 モンゴル料理　こぺん

大阪市城東区 ラーメン屋 ガモウスマイル

大阪市城東区 ラーメン屋 きぶんや関目店

大阪市城東区 ラーメン屋 ラーメンあっぱれ・風雲亭

大阪市城東区 ラーメン屋 らーめんやまふじ蒲生四丁目店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市城東区 ラーメン屋 今福鶴見鶏白湯　なにわ麺あれ！！

大阪市城東区 ラーメン屋 麺舎　真道

大阪市城東区 ラーメン食堂 みふじ

大阪市城東区 ラーメン店 今福鶴見鶏白湯　なにわ麺あれ??

大阪市城東区 ラーメン店 天下一品　深江橋店

大阪市城東区 ライヴ　バー LIVE BAR DAIYA

大阪市城東区 ライブハウスレストラン BERONICA

大阪市城東区 ラウンジ らうんじ　れいこ

大阪市城東区 ランチ＆居酒屋 創作和洋食Ohmuraｲｽ大村椅子

大阪市城東区 レストラン  Pissi  Pissi Tomo

大阪市城東区 レストラン Pissi Pissi Tomo

大阪市城東区 レストラン かごの屋深江橋店

大阪市城東区 レストラン 食堂カフェpotto関目店

大阪市城東区 レストランバー unknown(アンノウン)

大阪市城東区 飲食店 ROGO☆ 

大阪市城東区 飲食店 しほ

大阪市城東区 飲食店（焼肉屋） 久太郎　蒲生店

大阪市城東区 飲食料品販売 食品ロス削減ショップ　エコイート城東

大阪市城東区 回転寿司 くら寿司関目店

大阪市城東区 回転寿司 くら寿司城東今福店

大阪市城東区 韓国料理 明洞（ミョンドン）

大阪市城東区 喫茶店 イフ

大阪市城東区 喫茶店 クラシック喫茶あんさんぶる

大阪市城東区 喫茶店 サイフォン式珈琲if

大阪市城東区 喫茶店 珈琲所コメダ珈琲店蒲生４丁目西店

大阪市城東区 喫茶店 珈琲所コメダ珈琲店深江橋店

大阪市城東区 居酒屋 iisole(イルソーレ)

大阪市城東区 居酒屋 うおすけ　本店

大阪市城東区 居酒屋 おうち料理　樹香（このか）

大阪市城東区 居酒屋 おばんざいdiningあんちゃん

大阪市城東区 居酒屋 ごはんやうらら

大阪市城東区 居酒屋 しぎの家

大阪市城東区 居酒屋 しぎの呑み処　かっきん

大阪市城東区 居酒屋 だるま

大阪市城東区 居酒屋 てっぱん新月

大阪市城東区 居酒屋 とり酒楽 まじか

大阪市城東区 居酒屋 はまとも

大阪市城東区 居酒屋 フィリピンママの居酒屋　ラベンダー

大阪市城東区 居酒屋 やきやき厨房

大阪市城東区 居酒屋 ら.Seek! (ラシーク）

大阪市城東区 居酒屋 愛夢殿

大阪市城東区 居酒屋 王道居酒屋のりを蒲生四丁目店

大阪市城東区 居酒屋 音楽食堂  我等の家

大阪市城東区 居酒屋 音楽食堂 我等の家

大阪市城東区 居酒屋 家庭料理　さかもと

大阪市城東区 居酒屋 我等の家

大阪市城東区 居酒屋 海せん工房　すみれ

大阪市城東区 居酒屋 喜界島

大阪市城東区 居酒屋 吉鳥関目本店

大阪市城東区 居酒屋 居酒屋 ファミリー

大阪市城東区 居酒屋 居酒屋　伊達屋

大阪市城東区 居酒屋 居酒屋 喰いしん坊

大阪市城東区 居酒屋 居酒屋うまかっぺ大将

大阪市城東区 居酒屋 居酒屋ちゃが楽

大阪市城東区 居酒屋 居酒屋はる

大阪市城東区 居酒屋 居酒屋まるもうけ

大阪市城東区 居酒屋 九州かしわや関目店

大阪市城東区 居酒屋 串かつ元気屋

大阪市城東区 居酒屋 串焼鳥　まほろば

大阪市城東区 居酒屋 鶏平

大阪市城東区 居酒屋 今福近江屋



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市城東区 居酒屋 酒処 たのし味屋

大阪市城東区 居酒屋 旬菜酒房　宝隆丸

大阪市城東区 居酒屋 焼とん　京橋　バビアン

大阪市城東区 居酒屋 新世界もつ鍋屋 京橋店

大阪市城東区 居酒屋 創和Bistroボヌール

大阪市城東区 居酒屋 炭火焼居酒屋とりきち

大阪市城東区 居酒屋 炭火焼居酒屋ハム

大阪市城東区 居酒屋 鳥蔵

大阪市城東区 居酒屋 桃太郎

大阪市城東区 居酒屋 呑み家　臼

大阪市城東区 居酒屋 鍋専門店　にぼし

大阪市城東区 居酒屋 南国バルUTAOTO

大阪市城東区 居酒屋 博多かわ屋京橋南口店

大阪市城東区 居酒屋 備長炭焼鳥ちっち

大阪市城東区 居酒屋 風風

大阪市城東区 居酒屋 味工房　shoku

大阪市城東区 居酒屋 味力亭

大阪市城東区 居酒屋 洋風居酒屋　一休

大阪市城東区 居酒屋 立ち呑み　まさ　鴫野店

大阪市城東区 居酒屋 立飲み　すみちゃん

大阪市城東区 居酒屋スナック 居酒屋スナックよさこい

大阪市城東区 居酒屋スナック 志保

大阪市城東区 魚屋 旬鮮屋 仁丸

大阪市城東区 串カツ専門店 四季一善

大阪市城東区 串カツ店 新世改94ダイニング誠

大阪市城東区 個人事業主 5360013

大阪市城東区 酒店 川上酒店

大阪市城東区 寿司・ちゃんこ鍋・炉端 ふる里

大阪市城東区 寿司屋 おやじすし一喜  蒲生四丁目店

大阪市城東区 寿司屋 すし鶴

大阪市城東区 寿司屋 右近寿司

大阪市城東区 寿司屋 銀寿司

大阪市城東区 寿司屋 大衆すし清志郎

大阪市城東区 寿司店 しばらく寿司

大阪市城東区 寿司店 寿司屋の居酒屋 甚

大阪市城東区 焼き鳥 一鶏一炭

大阪市城東区 焼き鳥屋 炭火焼鶏　みむら

大阪市城東区 焼き鳥屋 鳥憲

大阪市城東区 焼き鳥居酒屋 吉鳥　鴫野駅前店

大阪市城東区 焼肉 ホルモン本舗　蒲生店

大阪市城東区 焼肉 今福酒場情熱ホルモン

大阪市城東区 焼肉 焼肉五苑　深江橋店

大阪市城東区 焼肉 双基

大阪市城東区 焼肉 肉匠　くら乃　関目店

大阪市城東区 焼肉屋 焼肉 有頂天

大阪市城東区 焼肉屋 焼肉ノ、シアン

大阪市城東区 焼肉屋 焼肉有頂天

大阪市城東区 焼肉屋 炭火焼肉　河内屋　京橋店

大阪市城東区 焼肉屋 富鶴

大阪市城東区 焼肉店 焼肉いっぽ

大阪市城東区 焼肉店 焼肉美食亭いわや

大阪市城東区 焼肉店 炭火焼肉たむら　蒲生本店

大阪市城東区 焼肉店 肉匠　くら乃　関目店

大阪市城東区 焼肉店 肉匠　くら乃　関目店　

大阪市城東区 焼肉店 肉匠紋次郎　蒲生店

大阪市城東区 食堂 三富士

大阪市城東区 駄菓子屋、駄菓子バー 駄菓子の扇屋

大阪市城東区 中華料理 餃子のこっぱち

大阪市城東区 中華料理店 中国菜館　成龍軒

大阪市城東区 天ぷら屋 天ぷら さかおか

大阪市城東区 日本酒、魚串屋 サケトサカナ
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大阪市城東区 猫カフェ 猫カフェてんてん

大阪市城東区 洋食屋 街の洋食屋さん　おかもと

大阪市城東区 立ち飲み 立ち飲みかわかみ

大阪市城東区 立ち飲み屋 立ち呑み　じんや

大阪市城東区 和食 すし半　今福店

大阪市城東区 燻製バル 鉄燻CHOI 京橋本店

大阪市城東区 アパレル ハニーズ深江橋店

大阪市城東区 エステ エスティイブ

大阪市城東区 エステ、ネイルサロン salon i-Na

大阪市城東区 エステサロン エステイン　あい

大阪市城東区 エステティックサロン LuNa

大阪市城東区 ガソリンスタンド 関目給油所

大阪市城東区 ゲームコーナー わくわくカーニバル今福店

大阪市城東区 シェアリングスペース 快活CLUB蒲生四丁目店

大阪市城東区 シェアリングスペース 快活CLUB城東古市店

大阪市城東区 システムエンジニア・プログラマー・オペレーター デービーチャコ　株式会社

大阪市城東区 スポーツクラブ FiT24城東古市店

大阪市城東区 スポーツクラブ JOYFIT24蒲生四丁目

大阪市城東区 スポーツクラブ ＪＯＹＦＩＴ２４鴫野駅前

大阪市城東区 スポーツクラブ Pitness深江橋店

大阪市城東区 スポーツクラブ カーブス今福鶴見

大阪市城東区 スポーツクラブ セントラルウェルネスクラブ蒲生店

大阪市城東区 スポーツクラブ 京橋柔術

大阪市城東区 スポーツクラブ（施設） 大阪市立城東屋内プール

大阪市城東区 スポーツジム リボディ

大阪市城東区 スポーツ用品店 ゴルフ５ 放出店

大阪市城東区 ダイビングショップ ダイビングショップ　ボヌール

大阪市城東区 ダンススタジオ BBRダンススタジオ

大阪市城東区 ダンス教室・ダンス研修会開催　 一般社団法人ダンス教育振興連盟JDAC

大阪市城東区 テニススクール ノアインドアステージ大阪深江橋

大阪市城東区 ネイルサロン Aruna

大阪市城東区 パーソナルジム Kanin-chen～カニンヒェン～

大阪市城東区 パチンコ、スロット キコーナ今福店

大阪市城東区 ぱちんこ屋 アミューズ城東店

大阪市城東区 ぱちんこ店 アミューズ深江

大阪市城東区 パチンコ店 タイヨー放出店

大阪市城東区 パチンコ店 マルハン今福店

大阪市城東区 パチンコ店 今福店

大阪市城東区 バレエ教室 R.N Ballet Osaka

大阪市城東区 ピラティススタジオ body conditioning SENSE 

大阪市城東区 ヘアーサロンイシダ ヘアーサロンイシダ

大阪市城東区 ペーパードライバー対象の出張教習専門のドライビングスクール カーズ(Cars)ペーパードライバースクール

大阪市城東区 ペット美容 Grooming Salon Bianco

大阪市城東区 ボウリング場 ボウリング王国スポルト今福店

大阪市城東区 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO城東東中浜店

大阪市城東区 ホームセンター ホームセンターコーナン関目店

大阪市城東区 まつ毛エクステサロン PRIVATE salon M.

大阪市城東区 ヨガスタジオ 代替医療としての心身の健康を＊ホリスティック Muna Yogaスタジオ

大阪市城東区 リラクセーションサロン、スクール アロマとハーブとPhytoLab

大阪市城東区 リラクゼーションスペース りらくる城東関目店

大阪市城東区 リラクゼーション施設 癒し処　らく楽

大阪市城東区 ワインスクール Vin里　ヴァンリ

大阪市城東区 移動スーパー 移動スーパーとくし丸

大阪市城東区 運動施設 ソグノワークアウト

大阪市城東区 音楽スタジオ ベースオントップ京橋店

大阪市城東区 化粧品 ポーラ 関目

大阪市城東区 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ　今福鶴見店

大阪市城東区 家電量販店 エディオン京橋店

大阪市城東区 家電量販店 ジョーシン 蒲生店

大阪市城東区 学習塾 トライプラス関目駅前校

大阪市城東区 学習塾 馬渕教室 蒲生関目校
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大阪市城東区 学習塾 馬渕教室 今福鶴見校

大阪市城東区 学習塾 馬渕個別 蒲生関目校

大阪市城東区 学習塾 堀田塾

大阪市城東区 学習塾 明光義塾 鴫野教室

大阪市城東区 簡易宿所 大阪ゲストハウス緑家

大阪市城東区 給排水衛生空調換気設備工事 桂木設備工業株式会社

大阪市城東区 居宅介護支援事業所 慶生会緑橋ケアプランセンター

大阪市城東区 業務用スーパーマーケット 業務用食品館　城東中央店

大阪市城東区 個別学習塾 城南コベッツ城東野江教室

大阪市城東区 公衆浴場 ユートピア白玉温泉

大阪市城東区 昆布海産物卸売 大阪昆布海産㈱KOMBU　DEPO

大阪市城東区 散髪屋 HAIR SALON 小林

大阪市城東区 寺院 来通寺

大阪市城東区 時計・貴金属・宝石店 ジュエラ－ズ・ミリオン株式会社

大阪市城東区 自転車店 HC WORKS

大阪市城東区 自動車の販売及び関連するサービス Ｈｏｎｄａ　Cars　大阪　今福店　

大阪市城東区 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪　城東古市店

大阪市城東区 自動車販売業 京栄自販

大阪市城東区 写真スタジオ ストーリーテラー　本社スタジオ

大阪市城東区 小売店 AOKI　今福鶴見店

大阪市城東区 消毒業 株式会社東洋衛生研究所

大阪市城東区 食品卸 ヘキヨー株式会社

大阪市城東区 信用金庫 大阪信用金庫　はなてん支店

大阪市城東区 信用金庫 大阪信用金庫　城東支店

大阪市城東区 信用金庫 大阪信用金庫　緑橋支店

大阪市城東区 信用金庫 北おおさか信用金庫　城東支店

大阪市城東区 図書館 大阪市立城東図書館

大阪市城東区 整骨院 しまばし整骨院

大阪市城東区 整骨院 しらたま整骨院

大阪市城東区 整骨院 ふくい整骨院

大阪市城東区 整骨院 リセット整骨院　しぎの院

大阪市城東区 整骨院 桜さくら鍼灸整骨院

大阪市城東区 整骨院 城東整骨院

大阪市城東区 整体院 総合整体院 な ご み

大阪市城東区 銭湯 天然温泉　華厳温泉

大阪市城東区 銭湯 天然温泉　不動の湯

大阪市城東区 総合儀式場 城東玉泉院

大阪市城東区 男女共同参画センター 大阪市立男女共同参画センター東部館

大阪市城東区 通所介護 城東さくら苑リハビリセンター

大阪市城東区 美術画廊 ギャラリーノマル

大阪市城東区 美容クリニック サクラアズクリニック京橋

大阪市城東区 美容室 F2美容室

大阪市城東区 美容室 FAMILLE

大阪市城東区 美容室 GARDEN hair

大阪市城東区 美容室 Hair care ＆ Spa REPO

大阪市城東区 美容室 ＨＡＩＲＬＡＮＤ　　　

大阪市城東区 美容室 HAIR'S GATE　蒲生四丁目店

大阪市城東区 美容室 La・Coupe　HAIR

大阪市城東区 美容室 Le arc en ciel.

大阪市城東区 美容室 N

大阪市城東区 美容室 Natura+　3Lab

大阪市城東区 美容室 Russo

大阪市城東区 美容室 Shuno Haar

大阪市城東区 美容室 ビューティ  やまぐち

大阪市城東区 美容室 ヘアーズ　ライン

大阪市城東区 美容室 前田美容室

大阪市城東区 美容室 美容サロン　Corona

大阪市城東区 美容室 美容室 FIT STYLE

大阪市城東区 複合施設 ラウンドワンスタジアム　城東放出店

大阪市城東区 訪問介護事業者 慶生会緑橋ヘルパーステーション

大阪市城東区 訪問看護ステーション リハビリ訪問看護ステーション　ルピナス　瓢箪山　城東出張所
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大阪市城東区 木工教室 BASE

大阪市城東区 薬局 こころ薬局　緑橋点

大阪市城東区 薬局 セイユー薬局 緑橋店

大阪市城東区 理髪店 HAIRSALON   PEACE 

大阪市城東区 理容 ヘアーサロンみき

大阪市城東区 理容 ヘアーズ ショウノ

大阪市城東区 理容 ヘアールーム   パッション

大阪市城東区 理容 ヘアサロンうえほり

大阪市城東区 理容業 ヘアー＆エステ　シーゾーン

大阪市城東区 理容業 ヘアーサロン タイラ

大阪市城東区 理容業 ヘアーサロン フジイ

大阪市城東区 理容業 理容　森口

大阪市城東区 理容室 TAKABE hair spa

大阪市城東区 理容室 おしゃれさろんマキ

大阪市城東区 理容室 ヘアーサロン　タカシマ

大阪市城東区 理容室 理容サービス　蒲生四丁目店

大阪市城東区 理容店 cut shop  BON

大阪市城東区 理容店 ヘアーサロン　ＴＡＫＥＤＡ

大阪市城東区 理容店 ヘアーサロンうえほり

大阪市城東区 理容日光 理容　日光

大阪市城東区 旅行会社 株式会社 平和観光

大阪市城東区 老人デイサービス 東中浜デイサービスセンターゆう

大阪市城東区 鍼灸マッサージ院 じょうとう鍼灸マッサージ院

大阪市城東区 鍼灸整骨院 あうる整体整骨院

大阪市城東区 鍼灸整骨院 いけじり鍼灸整骨院

大阪市城東区 鍼灸整骨院 ふじさわ鍼灸整骨院

大阪市城東区 鍼灸整骨院 ぷらす鍼灸整骨院 京橋院

大阪市住之江区 　スナック　 ローズ

大阪市住之江区 BAR BAR Bottoms up

大阪市住之江区 Bar New Pair

大阪市住之江区 lounge カオル lounge カオル

大阪市住之江区 アニマルバー PHYLLIS

大阪市住之江区 おもちゃ販売店兼カフェ あそびのお部屋 ATCシルバニアカフェ

大阪市住之江区 お好み焼き じゅうじゅううめぇ家　住之江店

大阪市住之江区 お好み焼き 大阪焼　大阪屋

大阪市住之江区 お好み焼き 鶴橋風月　南港店

大阪市住之江区 お好み焼き屋 お好み焼　よつ葉

大阪市住之江区 お好み焼き屋 お好み焼き　おはな

大阪市住之江区 お好み焼き屋 お好み焼き かっぱ

大阪市住之江区 お好み焼き屋 お好み焼き　ふぉーす

大阪市住之江区 お食事処 simple58

大阪市住之江区 お弁当屋 町のお弁当屋さん

大阪市住之江区 カフェ cafeねんりん

大阪市住之江区 カフェ sakuri

大阪市住之江区 カフェ インテックスカフェ

大阪市住之江区 カフェ＆ダイニング cafe&dining goo-note

大阪市住之江区 カフェ&バー マッスルキッチン

大阪市住之江区 カフェバー cafe&bar O'hara

大阪市住之江区 カフェベーカリー サンエトワール南港ポート店

大阪市住之江区 カラオケ yell117

大阪市住之江区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　住之江公園駅前店

大阪市住之江区 カラオケBOX Karaoke B-side

大阪市住之江区 カラオケlounge lounge  カオル

大阪市住之江区 カラオケスナック カラオケスナック　うたみんD

大阪市住之江区 カラオケボックス カラオケボックスからおけ屋

大阪市住之江区 カラオケボックス サンライトエコー

大阪市住之江区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶エンジェル

大阪市住之江区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶ピエロ

大阪市住之江区 カラオケ喫茶 ビルフィッシュ

大阪市住之江区 クレープ クレープモンキー

大阪市住之江区 クレープ屋 クレープ　バオバオ
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大阪市住之江区 ゴルフ練習場 ゴルフスミノエ　サークル

大阪市住之江区 しゃぶしゃぶ店 しゃぶ扇　南港ATC店

大阪市住之江区 ショットバー BAR真

大阪市住之江区 ショットバー Unity

大阪市住之江区 スープカレー屋 こうき屋　ATC店

大阪市住之江区 スナック GOLD

大阪市住之江区 スナック MENBER’S  TALK

大阪市住之江区 スナック MISA

大阪市住之江区 スナック ＲＩＢＢＯＮ

大阪市住之江区 スナック ＳＨＩＮＥ

大阪市住之江区 スナック wai wai

大阪市住之江区 スナック アジュール

大阪市住之江区 スナック アンコール

大阪市住之江区 スナック エンジョイ

大阪市住之江区 スナック スナック soiree

大阪市住之江区 スナック スナックきらら

大阪市住之江区 スナック スナックぼたん

大阪市住之江区 スナック スナック世奈

大阪市住之江区 スナック ダンディ

大阪市住之江区 スナック ダンボール

大阪市住之江区 スナック へっぷばぁ～ん

大阪市住之江区 スナック ゆい

大阪市住之江区 スナック リーフ

大阪市住之江区 スナック 愛花夢

大阪市住之江区 スナック 笑

大阪市住之江区 スナック 真夢　Mayu

大阪市住之江区 スナック 世津子

大阪市住之江区 スナック 灯

大阪市住之江区 スナック 裕美

大阪市住之江区 スナックダイニング スナックダイニングRimi

大阪市住之江区 スポーツバー sportsBar25

大阪市住之江区 ダイニングバー もぐもぐ庵

大阪市住之江区 たこ焼きとビールの立ち飲み 蛸屋きはち

大阪市住之江区 たこ焼き屋 3代目たっとん亭

大阪市住之江区 たこ焼き居酒屋 元祖うまいもんや！本店

大阪市住之江区 とんかつ たなかつや。

大阪市住之江区 バー ANGEL'S

大阪市住之江区 バー Bar　1959

大阪市住之江区 バー BAR M

大阪市住之江区 バー SPIN

大阪市住之江区 ハンバーガーレストラン マクドナルド住之江トイザラス店

大阪市住之江区 ハンバーガーレストラン マクドナルド新北島店

大阪市住之江区 ハンバーガーレストラン マクドナルド南港ポートタウン店

大阪市住之江区 パン屋 パリーネ住之江店

大阪市住之江区 ビアレストラン インテックス大阪店

大阪市住之江区 ピザデリバリー ピザハット住之江加賀屋店

大阪市住之江区 ファーストフード モスバーガー　南港ＡＴＣ店

大阪市住之江区 ファーストフード モスバーガー 南港ATC店

大阪市住之江区 ファミリーレストラン ガスト住ノ江駅店

大阪市住之江区 ファミリーレストラン ガスト住之江スポーツビレッジ店

大阪市住之江区 ファミリーレストラン ガスト大阪ATC店

大阪市住之江区 ファミリーレストラン ガスト大阪ＡＴＣ店

大阪市住之江区 ファミリーレストラン ザめしや　住之江店

大阪市住之江区 フットサル場 MAG'S FUTSAL STADIUM

大阪市住之江区 ベーカリーカフェ ヴィ・ド・フランス住ノ江店

大阪市住之江区 ラーメン　中華料理 よっちゃん

大阪市住之江区 ラーメン屋 俺の名はJ

大阪市住之江区 ラーメン屋 丸源ラーメン住之江店

大阪市住之江区 ラーメン屋 笑平

大阪市住之江区 ライブバー LIVEHEART

大阪市住之江区 レストラン GIALLO



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市住之江区 レストラン PLUVIER

大阪市住之江区 レストラン ベイズ・キッチン

大阪市住之江区 レストラン 互談や　インテックス大阪店

大阪市住之江区 レストラン 太陽のカフェ　南港店

大阪市住之江区 飲食店 かつや　北加賀屋店

大阪市住之江区 飲食店 びっくりドンキー住之江店

大阪市住之江区 飲食店 リンツ・フュリス

大阪市住之江区 飲食店 居酒屋ぷう

大阪市住之江区 飲食店 自家製麺　杵屋　ATC

大阪市住之江区 飲食店 舞華

大阪市住之江区 飲食店 本家さぬきや　住之江店

大阪市住之江区 飲食店 廣嶋家

大阪市住之江区 回転寿司 くら寿司加賀屋店

大阪市住之江区 回転寿司 くら寿司住之江北島店

大阪市住之江区 缶詰と缶ビールのお店 蕎麦蔵

大阪市住之江区 韓国料理 済州(チェジュ)

大阪市住之江区 喫茶店 コーヒーサロン　チロル

大阪市住之江区 喫茶店 コスモスクエア憩

大阪市住之江区 喫茶店 マイティー・ソウル

大阪市住之江区 喫茶店 喫茶&レストラン　紫光

大阪市住之江区 喫茶店 喫茶館プロコップ

大阪市住之江区 喫茶店 住友生命南港喫茶

大阪市住之江区 喫茶店 茶房かのん

大阪市住之江区 喫茶店 富里

大阪市住之江区 居酒屋 100円キッチン和

大阪市住之江区 居酒屋 ２ｗｅｅｋｓ

大阪市住之江区 居酒屋 おお乃

大阪市住之江区 居酒屋 お好み焼き鉄板焼き太郎

大阪市住之江区 居酒屋 たんぽぽ北加賀屋店

大阪市住之江区 居酒屋 なかにし

大阪市住之江区 居酒屋 バンジュ

大阪市住之江区 居酒屋 ふるさと住之江公園店

大阪市住之江区 居酒屋 ゆうなぎ

大阪市住之江区 居酒屋 阿波の風  すだち

大阪市住之江区 居酒屋 沖縄風居酒屋あしびなー

大阪市住之江区 居酒屋 沖縄料理みゃ～く島

大阪市住之江区 居酒屋 海鮮や　活活丸　(カイセンヤ　イケイケマル)

大阪市住之江区 居酒屋 海鮮や活活丸

大阪市住之江区 居酒屋 割烹喜世

大阪市住之江区 居酒屋 居酒屋 貝塚

大阪市住之江区 居酒屋 居酒屋　四季

大阪市住之江区 居酒屋 居酒屋 小次郎  南港店

大阪市住之江区 居酒屋 居酒屋オンマ

大阪市住之江区 居酒屋 居酒屋せんたろう

大阪市住之江区 居酒屋 串かつ　くし坊

大阪市住之江区 居酒屋 鶏爛漫　粉浜店

大阪市住之江区 居酒屋 酒のいえK

大阪市住之江区 居酒屋 酒肴屋　翔の介

大阪市住之江区 居酒屋 住成屋

大阪市住之江区 居酒屋 赤から住之江公園店

大阪市住之江区 居酒屋 千夏

大阪市住之江区 居酒屋 千年の宴 インテックス大阪前店

大阪市住之江区 居酒屋 創菜ダイニング

大阪市住之江区 居酒屋 蒼空

大阪市住之江区 居酒屋 大衆酒場おく

大阪市住之江区 居酒屋 淡路島

大阪市住之江区 居酒屋 竹広

大阪市住之江区 居酒屋 鳥貴族　住之江公園店

大阪市住之江区 居酒屋 目利きの銀次 住之江公園駅前店

大阪市住之江区 居酒屋 和風居酒屋 カズ

大阪市住之江区 蕎麦屋 十割蕎麦　香寿庵
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大阪市住之江区 串かつ専門店 串かつ専門店  串虎

大阪市住之江区 寿司屋 竹すし

大阪市住之江区 寿司店 寿し・魚料理　うお家

大阪市住之江区 寿司店 船場センタービル

大阪市住之江区 焼き鳥居酒屋 焼き鳥居酒屋「俺ん家」

大阪市住之江区 焼き鳥店 焼鳥・鶏料理　とりの樹

大阪市住之江区 焼鳥屋 鳥匠　穂積

大阪市住之江区 焼肉 王道　住之江店

大阪市住之江区 焼肉 焼肉いろり庵  南港店

大阪市住之江区 焼肉 焼肉五苑　住之江店

大阪市住之江区 焼肉飲食店 バイキング左近　ATC店

大阪市住之江区 焼肉屋 安福亭

大阪市住之江区 焼肉屋 火焼）ＰＷＯ

大阪市住之江区 焼肉屋 焼肉　廣江

大阪市住之江区 焼肉屋 焼肉えむかん

大阪市住之江区 焼肉店 板前焼肉一光

大阪市住之江区 水産物小売店 街のみなと　住之江店

大阪市住之江区 精肉販売 光精肉店

大阪市住之江区 創作料理 創作ダイニング  りとむ

大阪市住之江区 中華料理レストラン 餃子の王将　玉出店

大阪市住之江区 中華料理レストラン 餃子の王将　住之江駅前店

大阪市住之江区 日本料理店 会席料理・仕出し　　一　平

大阪市住之江区 日本料理店 丸亀

大阪市住之江区 弁当屋 がっつり本舗　住之江店

大阪市住之江区 洋菓子映像販売 ファレース

大阪市住之江区 洋食屋 Brunch－バル　Sin

大阪市住之江区 卵かけご飯の専門店 卵かけご飯のお店『玉飯』

大阪市住之江区 立呑屋 たかとり

大阪市住之江区 立呑屋 立ち呑み処まつおか

大阪市住之江区 料理屋 なごみ心　花の園

大阪市住之江区 和食 家族亭　住之江店

大阪市住之江区 アパレル ハニーズＡＴＣ店

大阪市住之江区 アパレル ハニーズ住之江店

大阪市住之江区 イベント レプタイルズフィーバー2020

大阪市住之江区 ガソリンスタンド 大阪南港サービスステーション

大阪市住之江区 カラオケボックス カラオケボックス　からおけ屋

大阪市住之江区 グループホーム グループホームみらい

大阪市住之江区 シェアリングスペース 快活CLUB住之江公園駅前店

大阪市住之江区 スイミングスクール イトマンスイミングスクール玉出校

大阪市住之江区 スーパー銭湯 天然露天温泉スパスミノエ

大阪市住之江区 スポーツクラブ ＪＯＹＦＩＴ２４玉出

大阪市住之江区 スポーツクラブ エニタイムフィットネス東加賀屋店

大阪市住之江区 スポーツクラブ スポーツクラブ　ルネサンス住之江

大阪市住之江区 スポーツクラブ 大阪市立住之江屋内プール

大阪市住之江区 スポーツ施設 大阪市立住之江スポーツセンター

大阪市住之江区 スポーツ店 セレッソ大阪　メガストア

大阪市住之江区 スポーツ用品店 ゴルフ５ 住之江店

大阪市住之江区 スポーツ用品店 スポーツデポ 住之江店

大阪市住之江区 スマホ・パソコン教室 スマホ・パソコン教室ウェルバランス　住之江校

大阪市住之江区 テニススクール Wellモリタテニススクール住之江

大阪市住之江区 ネイルサロン　アイラッシュサロン クルールドゥモア

大阪市住之江区 パソコン・プログラミングスクール SKYコンピュータスクール

大阪市住之江区 ぱちんこ DAIICHI粉浜店

大阪市住之江区 ぱちんこ 大一住之江店

大阪市住之江区 パチンコ店 マルハン新世界店

大阪市住之江区 パチンコ店 マルハン北加賀屋店

大阪市住之江区 ビリヤード場 ビリヤード・ダーツ＆ピンポン　MAG'S

大阪市住之江区 フィットネスクラブ セントラルウエルネスクラブ住ノ江店

大阪市住之江区 フィットネス教室 空手教室 オールコネクション住之江

大阪市住之江区 プライベートサロン ビオトナス

大阪市住之江区 ベビー子供服店　子供用フォーマルウェアレンタル　記念写真撮影こびとのクローゼットフジヤ
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大阪市住之江区 ヘルパーステーション はまさき

大阪市住之江区 ボウリング場 ボウルスミノエ

大阪市住之江区 ホットヨガスタジオ 北加賀屋店

大阪市住之江区 ホテル おとぼけビーバーパティオ

大阪市住之江区 ホテル クインテッサホテル大阪ベイ

大阪市住之江区 ホテル さきしまコスモタワーホテル

大阪市住之江区 ホテル ホテルフクラシア大阪ベイ

大阪市住之江区 ホテル（宿泊施設） 大阪ジョイテルホテル

大阪市住之江区 マージャン店 クラブ廣嶋

大阪市住之江区 マンション管理会社 なにわのシンデレラ株式会社

大阪市住之江区 メガネ屋 ビジョンメガネ　住之江北店

大阪市住之江区 リフォーム会社事務所 関西リフォーム株式会社

大阪市住之江区 リラクゼーション スパスミノエ　ボディケアルーム

大阪市住之江区 リラクゼーションスペース りらくる住之江店

大阪市住之江区 レンタカー屋 サガレンタリース株式会社

大阪市住之江区 運送業 スイキュウ大阪株式会社

大阪市住之江区 英語教室 英語教室

大阪市住之江区 音楽スタジオ CSEレコーディングスタジオ

大阪市住之江区 音楽ホール ?海の見えるホール?南港サンセットホール

大阪市住之江区 家電量販店 マツヤデンキ住吉店

大阪市住之江区 会議室 ATC　会議室

大阪市住之江区 会社本社事務所 吉川運輸株式会社

大阪市住之江区 会社本社事務所 大阪運輸株式会社

大阪市住之江区 学習塾 Best Learning

大阪市住之江区 学習塾 住吉数学塾

大阪市住之江区 学習塾 西川ゼミナール

大阪市住之江区 学習塾 湧伸塾　玉出駅前教室

大阪市住之江区 環境をテーマにした常設展示場 おおさかATCグリーンエコプラザ

大阪市住之江区 結婚式場 アートグレイス ウエディングコースト

大阪市住之江区 建設業 光産業

大阪市住之江区 古本屋 ブックマーケット住之江店

大阪市住之江区 公衆浴場 くつろぎの郷　湯楽

大阪市住之江区 公衆浴場 姫松温泉

大阪市住之江区 講演会会場 南港朝祷会

大阪市住之江区 催事場 ATC　Gallery

大阪市住之江区 催事場 ITMホール

大阪市住之江区 催事場 ウミエールキューブ

大阪市住之江区 催事場 オズ北 ４F（北側）催事場

大阪市住之江区 催事場 ピロティ広場

大阪市住之江区 指圧治療院 谷本指圧治療院

大阪市住之江区 歯科医院 よねだ歯科医院

大阪市住之江区 自転車店舗 サイクルヒーロー

大阪市住之江区 自動車教習所 住の江ドライビングスクール

大阪市住之江区 自動車販売店 60'海陸

大阪市住之江区 室内遊園地 ＡＴＣあそびマーレ

大阪市住之江区 集会場 さざんか会館

大阪市住之江区 住設機器メーカーショールーム LIXILショールーム南港

大阪市住之江区 住宅建材・部材・設備の総合展示場 IHPC(ATC輸入住宅促進センター）

大阪市住之江区 宿泊・研修施設 宿泊・研修　大阪アカデミア

大阪市住之江区 宿泊業 Liza House 一久

大阪市住之江区 宿泊施設 クインテッサホテル大阪ベイ

大阪市住之江区 宿泊施設 ハイアット リージェンシー 大阪

大阪市住之江区 常設展示場 ATCエイジレスセンター

大阪市住之江区 信用金庫 大阪信用金庫　住之江支店

大阪市住之江区 図書館 大阪市立住之江図書館

大阪市住之江区 図書館、貸しスペース、オフィス 大阪デザイン振興プラザ

大阪市住之江区 整骨院 咲洲整骨院

大阪市住之江区 整骨院 和鍼灸整骨院

大阪市住之江区 整体院 西住之江整体院

大阪市住之江区 葬儀会館 住之江ファミリーホール

大阪市住之江区 多目的ホール ATC　HALL
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大阪市住之江区 大阪府自動車整備技術講習所 一般社団法人大阪府自動車整備振興会

大阪市住之江区 通所介護施設 リハビリデイスタジオ夢現

大阪市住之江区 鉄スクラップ業（鉄屑リサイクル） 大阪故鉄株式会社

大阪市住之江区 天然石・アクセサリー パワーストーン　よろず屋

大阪市住之江区 展示場 インテックス大阪

大阪市住之江区 都市公園 住吉公園

大阪市住之江区 都市公園 住之江公園

大阪市住之江区 美容サロン MotherLeaf

大阪市住之江区 美容院 ぱーまや るんるん

大阪市住之江区 美容室 Brick hair salon

大阪市住之江区 美容室 Hair Produce S.R.C

大阪市住之江区 美容室 M ia C asa美容室

大阪市住之江区 美容室 Nature美容室

大阪市住之江区 美容室 クレア

大阪市住之江区 美容室 サロン、ド、めぐ

大阪市住之江区 美容室 ぱーま屋金太郎

大阪市住之江区 美容室 ヒャクドリーム美容室

大阪市住之江区 美容室 ラ ・ブレス　住之江サロン

大阪市住之江区 美容室 美容室るんるん

大阪市住之江区 不動産屋 リブスペース

大阪市住之江区 民泊 GUEST HOUSE OKINI Ⅱ

大阪市住之江区 民泊 GUEST HOUSE Twenty-Seven 27

大阪市住之江区 木工教室 アルブル木工教室

大阪市住之江区 薬局 コスモ薬局

大阪市住之江区 薬局 サクラ薬局

大阪市住之江区 薬局 サクラ薬局　中加賀屋公園前店

大阪市住之江区 薬局 池川薬局

大阪市住之江区 理髪店 cow tail

大阪市住之江区 理髪店 ヘアーサロン・タモリ

大阪市住之江区 理髪店 理容 須田

大阪市住之江区 理容業 HAIR SALON Coro Coro

大阪市住之江区 理容業 ダノイスクエア

大阪市住之江区 理容業 ヘアーサロン　ニイダ

大阪市住之江区 理容室 ヘアーサロン　オンリーⅡ

大阪市住之江区 理容店 BARBER's AKIYAMA

大阪市住之江区 理容店 サロン・コバヤカワ

大阪市住之江区 理容店 ヘアーサロン　ニッタ

大阪市住之江区 理容店 ヘアーサロン 福井

大阪市住之江区 理容店 ヘアーサロントヨダ

大阪市住之江区 旅行会社 フジツーリスト

大阪市住之江区 老人施設 デイサービス小蝶住之江

大阪市住之江区 鍼灸院 内山鍼灸治療院

大阪市住之江区 鍼灸接骨 セントラル接骨院・鍼灸院

大阪市住吉区 　居酒屋 旬彩酒場なごみ

大阪市住吉区 ＢＡＲ Kitchen bar allegro

大阪市住吉区 イタリア料理 ＡNTICO

大阪市住吉区 イタリア料理店 ピヌーチョ

大阪市住吉区 うどん屋 得得うどん　あびこ苅田店

大阪市住吉区 うどん屋 不二屋

大阪市住吉区 オーセンティックＢＡＲ ＢＡＲ　Ｋ２ｓｎｏｗ

大阪市住吉区 オーセンティックバー bar T i.s.m

大阪市住吉区 お好み焼き 七つの壁

大阪市住吉区 お好み焼き屋 お好み焼き カクショウ

大阪市住吉区 お好み焼き屋 お好み焼き くる

大阪市住吉区 お好み焼き屋 お好み焼き　くる

大阪市住吉区 お好み焼き屋 お好み焼き　神明

大阪市住吉区 お好み焼き屋 お好み焼き　和ちゃん

大阪市住吉区 お好み焼き屋 お好み焼き古々路

大阪市住吉区 お好み焼き屋もんじゃ焼き屋 お好み焼きもんじゃ焼きたけの子

大阪市住吉区 お食事処 お食事処　とくひろ

大阪市住吉区 カフェ cafeglue
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大阪市住吉区 カフェ greenfeel

大阪市住吉区 カフェ カルチャーカフェ上方

大阪市住吉区 カフェベーカリー サンエトワール我孫子店

大阪市住吉区 カラオケ カラオケ  RATAN

大阪市住吉区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　長居駅前店

大阪市住吉区 カラオケスナック karaokeスナック　メモリー

大阪市住吉区 カラオケスナック カラオケスナック　メモリー

大阪市住吉区 カラオケスナック からおけすぽっと　蛍

大阪市住吉区 カラオケスナック トゥレ

大阪市住吉区 カラオケバー Baby

大阪市住吉区 カラオケバー カラオケ　BAR　RuRu

大阪市住吉区 カラオケバー カラオケスタジオ RaRa

大阪市住吉区 カラオケバー ピコバー

大阪市住吉区 カラオケボックス サウンドフラッシュ住吉店

大阪市住吉区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　あびこ店

大阪市住吉区 カラオケ喫茶 Caf?　美紀

大阪市住吉区 カラオケ喫茶 エルザ

大阪市住吉区 カラオケ喫茶 カラオケステージ喫茶　フェスタ

大阪市住吉区 カラオケ喫茶 カラオケスポット　早﨑

大阪市住吉区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶エルザ

大阪市住吉区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶とまと

大阪市住吉区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶メロディー

大阪市住吉区 カラオケ喫茶 スナック喫茶エトワール

大阪市住吉区 カレーうどん屋 カレーうどんたちばな

大阪市住吉区 カレー屋 得正　あびこ店

大阪市住吉区 キッチンラウンジ キッチンラウンジ美香

大阪市住吉区 コミュニティ食堂 杉本町みんな食堂

大阪市住吉区 しょくどう定食屋 リキ.リキ

大阪市住吉区 ショットバー ショット・バー 音蔵

大阪市住吉区 スープカレー アジアンバーラマイ大阪あびこ店

大阪市住吉区 スナック MA-MA

大阪市住吉区 スナック RIVER（リバー）

大阪市住吉区 スナック snackまんま・みーあ

大阪市住吉区 スナック VＥＲＹ

大阪市住吉区 スナック カルダン

大阪市住吉区 スナック スナック　MA-ＭＡ

大阪市住吉区 スナック スナック　伊勢

大阪市住吉区 スナック スナックライラック

大阪市住吉区 スナック スナック晃ちゃん

大阪市住吉区 スナック パブ　101

大阪市住吉区 スナック ポップインNON

大阪市住吉区 スナック リトルキャット

大阪市住吉区 スナック 花海月~はなみづき~

大阪市住吉区 スナック key

大阪市住吉区 スナック、カラオケなし ふくろう

大阪市住吉区 スナックバー Recover

大阪市住吉区 たこ焼き屋 choice

大阪市住吉区 たこ焼き屋 たこ焼き正ちゃん

大阪市住吉区 バー BAR  BEATLOOSE

大阪市住吉区 バー bar cross

大阪市住吉区 バー Bar Sakuraholic

大阪市住吉区 バー BAR Savepoint

大阪市住吉区 バー BAR WILD ANGELS

大阪市住吉区 バー members bar sera

大阪市住吉区 バー Sera

大阪市住吉区 バー SHOT BAR 絆 -KIZUNA-

大阪市住吉区 バー Y'z BAR

大阪市住吉区 バー キッチンバル遊楽

大阪市住吉区 バー シャピトル・ドゥー

大阪市住吉区 バー レストラン バー allegro

大阪市住吉区 バル ＢｏｏＢｏｏキッチン 長居店
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大阪市住吉区 ハンバーガーレストラン マクドナルドあべの筋遠里小野店

大阪市住吉区 パン屋 パリーネ長居店

大阪市住吉区 ピザデリバリー ピザハット長居店

大阪市住吉区 ファーストフード マクドナルドあびこ店

大阪市住吉区 ファミリーレストラン ガスト我孫子町駅前店

大阪市住吉区 ファミリーレストラン デニーズ長居公園店

大阪市住吉区 ファミリーレストラン ロイヤルホストおりおの店

大阪市住吉区 ふぐ料理屋 戴天ふぐ我孫子御坊

大阪市住吉区 ふぐ料理店 まつ富久

大阪市住吉区 フランス料理店 ビストロエピス

大阪市住吉区 フレンチ ビストロ　ラ・メール　bistro la Mer

大阪市住吉区 ベーカリーカフェ ヴィ・ド・フランス住吉大社駅店

大阪市住吉区 ラーメン らーめん３７３８

大阪市住吉区 ラーメン屋 ラーメン五味八珍

大阪市住吉区 ラーメン店 あびんこ亭

大阪市住吉区 ラーメン店 鶴心あびこ店

大阪市住吉区 ライブバー Rock Bar Rock A Go Go!!

大阪市住吉区 ライブハウス LIVE BAR Depo 

大阪市住吉区 ライブハウス レプリカ

大阪市住吉区 ラウンジ ニーズプラス

大阪市住吉区 ラウンジ ピュアムーン

大阪市住吉区 ラウンジ ラウンジ樹林

大阪市住吉区 ラウンジ 樹林

大阪市住吉区 リラクゼーション Ｔｒｅｅ  ｈｏｕｓｅ  ?ｎａ?ｍｉ?

大阪市住吉区 レストラン かごの屋長居西店

大阪市住吉区 レストラン トラットリア　タケモト

大阪市住吉区 レストラン 野のはなハウス

大阪市住吉区 レストランバー ぎんねこ

大阪市住吉区 飲食店 NailMark

大阪市住吉区 飲食店 カレーハウスCoCo壱番屋　住吉区我孫子店

大阪市住吉区 飲食店 すし半　住吉店

大阪市住吉区 飲食店 姉ちゃん

大阪市住吉区 家庭料理 創作家庭料理　月うさぎ

大阪市住吉区 回転寿司 くら寿司長居店

大阪市住吉区 回転寿司 回転寿司とら

大阪市住吉区 学生食堂 大阪市立大学生活協同組合

大阪市住吉区 韓国家庭一品料理 大地

大阪市住吉区 喫茶 カフェテラスグランママ

大阪市住吉区 喫茶、居酒屋 さくら屋

大阪市住吉区 喫茶店 喫茶　ヱビス珈琲

大阪市住吉区 喫茶店 喫茶ブルボン

大阪市住吉区 居酒屋 Flamingo

大阪市住吉区 居酒屋 OSAKA酒場あじひと 

大阪市住吉区 居酒屋 P iko

大阪市住吉区 居酒屋 rico

大阪市住吉区 居酒屋 RIRU

大阪市住吉区 居酒屋 あなたに夢を

大阪市住吉区 居酒屋 いわし亭

大阪市住吉区 居酒屋 きのこ鍋　おさだ

大阪市住吉区 居酒屋 くいもんや温

大阪市住吉区 居酒屋 けとばし屋チャンピオン我孫子店

大阪市住吉区 居酒屋 さかた家

大阪市住吉区 居酒屋 せんべろ酒場　だいなまいと長居店

大阪市住吉区 居酒屋 たんたん

大阪市住吉区 居酒屋 チヂミ

大阪市住吉区 居酒屋 ちょい呑み善

大阪市住吉区 居酒屋 ネスト

大阪市住吉区 居酒屋 はん助

大阪市住吉区 居酒屋 ブランムダ

大阪市住吉区 居酒屋 もつっ子きっそう

大阪市住吉区 居酒屋 もつ鍋と馬刺し あびこ酒場ゆうひめ
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大阪市住吉区 居酒屋 ゆずっこ　あびこ店

大阪市住吉区 居酒屋 王道居酒屋のりを長居店

大阪市住吉区 居酒屋 家庭料理　こちぶ

大阪市住吉区 居酒屋 家庭料理こちぶ

大阪市住吉区 居酒屋 海鮮居酒屋　八　角

大阪市住吉区 居酒屋 海賊キッチン　ぶんぶん丸

大阪市住吉区 居酒屋 海賊の食卓　くろひげ

大阪市住吉区 居酒屋 楽店酒肴¨

大阪市住吉区 居酒屋 株式会社てんてん満マルあびこ店

大阪市住吉区 居酒屋 株式会社てんてん満マル長居店

大阪市住吉区 居酒屋 丸得酒場とくとくＪＲ長居駅前店

大阪市住吉区 居酒屋 居酒屋ゆかり

大阪市住吉区 居酒屋 玉手館

大阪市住吉区 居酒屋 串かつ　ひろ

大阪市住吉区 居酒屋 鶏まみれ

大阪市住吉区 居酒屋 虎武士

大阪市住吉区 居酒屋 高梁（タカハシ）

大阪市住吉区 居酒屋 薩摩×鉄板　ぼっけもん

大阪市住吉区 居酒屋 薩摩×炉端　燈火

大阪市住吉区 居酒屋 鹿児島酒場さぶろく

大阪市住吉区 居酒屋 酒楽活菜　一歩

大阪市住吉区 居酒屋 酒食家　　るぅぷ

大阪市住吉区 居酒屋 酒坊　一

大阪市住吉区 居酒屋 十色庵

大阪市住吉区 居酒屋 旬鮮美酒　楽-Raku-

大阪市住吉区 居酒屋 小皿バル　なそーね

大阪市住吉区 居酒屋 笑音

大阪市住吉区 居酒屋 食楽酒遊たのきゅう

大阪市住吉区 居酒屋 食堂WACCA 

大阪市住吉区 居酒屋 瑞葉

大阪市住吉区 居酒屋 千芳

大阪市住吉区 居酒屋 川富

大阪市住吉区 居酒屋 創作家庭料理 月うさぎ

大阪市住吉区 居酒屋 炭のあかり松本　玉手・帝塚山店

大阪市住吉区 居酒屋 鳥まさ

大阪市住吉区 居酒屋 土佐料理  竜馬

大阪市住吉区 居酒屋 豚足のひでちゃん

大阪市住吉区 居酒屋 呑み処めしや大仙

大阪市住吉区 居酒屋 呑み処ロケット

大阪市住吉区 居酒屋 日本酒バル　酒場からつや

大阪市住吉区 居酒屋 日本酒バル志賀

大阪市住吉区 居酒屋 博多もつ鍋いっぱち　あびこ店

大阪市住吉区 居酒屋 八剣伝杉本町店

大阪市住吉区 居酒屋 飛ん馬

大阪市住吉区 居酒屋 満マル  長居店

大阪市住吉区 居酒屋 満マル 長居店

大阪市住吉区 居酒屋 立呑み　黄猫

大阪市住吉区 居酒屋 浪花屋鳥造　長居店

大阪市住吉区 居酒屋 浪花屋鳥造杉本町店

大阪市住吉区 居酒屋 浪花屋鳥造長居店

大阪市住吉区 居酒屋 和の輪

大阪市住吉区 串カツ 串カツ味彩

大阪市住吉区 広島焼き 広島焼　沙羅

大阪市住吉区 黒毛和牛焼肉と韓国料理 黒毛和牛焼肉と韓国料理　ハヌル

大阪市住吉区 手打ちそば屋 篭めしと手打ちそば　一喜

大阪市住吉区 寿司屋 大安すし

大阪市住吉区 焼き鳥、串カツ なか川

大阪市住吉区 焼き鳥、串カツ 焼き鳥、串カツ  なか川

大阪市住吉区 焼き鳥屋 焼鳥処鳥鳥

大阪市住吉区 焼き鳥屋 鳥こまち

大阪市住吉区 焼き鳥屋　居酒屋 とりかわ一入
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大阪市住吉区 焼そば居酒屋 我孫子前焼そばセンター

大阪市住吉区 焼鳥屋 炭火焼鳥　69鶏

大阪市住吉区 焼肉 ホルモン本舗　長居店

大阪市住吉区 焼肉 牛虎　あびこ店

大阪市住吉区 焼肉 青瓦台

大阪市住吉区 焼肉、韓国料理 黒毛和牛焼肉　ハヌル

大阪市住吉区 焼肉屋 ONLYGYU

大阪市住吉区 焼肉屋 焼肉ONLY GYU

大阪市住吉区 焼肉屋 焼肉道場　松ちゃん

大阪市住吉区 焼肉屋 肉料理　幸之助

大阪市住吉区 焼肉店 山形牛焼肉 うし昌

大阪市住吉区 焼肉店 焼肉三茶住吉店

大阪市住吉区 焼肉店 板前焼肉一光

大阪市住吉区 食パン専門店 ＨＡＲＥ/ＰＡＮあびこ店

大阪市住吉区 水産物小売店 街のみなと　あびこ店

大阪市住吉区 創作串揚げ料理専門店 創作串揚げ料理専門店青空

大阪市住吉区 宅配ピザ ピザ・リトルパーティー住吉公園店

大阪市住吉区 炭焼き料理店 炭匠　薫

大阪市住吉区 中華料理レストラン 餃子の王将　長居店

大阪市住吉区 中華料理店 JR長居店

大阪市住吉区 中華料理店 幸来園

大阪市住吉区 中華料理店 中華料理ひろや

大阪市住吉区 中華料理店 餃子の王将我孫子観音店

大阪市住吉区 中国料理レストラン 帝塚山グランパ堺東高島屋店

大阪市住吉区 定食・お弁当 ごはん屋いろどり

大阪市住吉区 定食屋 ごはん屋いろどり

大阪市住吉区 定食屋 やよい軒　長居店

大阪市住吉区 定食屋 街かど屋　万代店

大阪市住吉区 鉄板焼 やきま専科

大阪市住吉区 天ぷら 天ぷら天雲-凛-

大阪市住吉区 日本酒バー 日本酒バー　ひとつなぎ。

大阪市住吉区 日本料理店 旬彩料理　せと

大阪市住吉区 日本料理店 日本料理 喜あじ

大阪市住吉区 馬肉料理 桜馬　帝塚山

大阪市住吉区 晩御飯のお店 長屋ダイニング愛逢

大阪市住吉区 粉もん居酒屋 こなもんキッチンBONCHI

大阪市住吉区 野菜　果物　加工品の小売業 味菜実

大阪市住吉区 油そば きりん寺 長居店

大阪市住吉区 洋食屋 ロイヤルホスト帝塚山店

大阪市住吉区 洋食店 洋食Shin

大阪市住吉区 立ち呑み 立呑みおじご

大阪市住吉区 立ち呑み　居酒屋 ぎんなん

大阪市住吉区 料理店 中国菜　つじ岡

大阪市住吉区 和菓子 北新地　小春や

大阪市住吉区 和菓子屋 道八菓舗

大阪市住吉区 和食、日本料理店 豆めし 廣田家

大阪市住吉区 和食屋 カジュアル和食うたげ

大阪市住吉区 和風茶寮 帝塚山季

大阪市住吉区 鮨　和食 鮨旬魚菜　きぐち

大阪市住吉区 Ｄａｒｔｓ Ｓｈｏｐ Ｆａｒ Ｅａｓｔ Ｄａｒｔｓ

大阪市住吉区 エステ POLA長居店

大阪市住吉区 お菓子教室 Unite ユニテ

大阪市住吉区 カウンセリングルーム シトリン

大阪市住吉区 ガソリンスタンド 帝塚山給油所

大阪市住吉区 ギター教室 フィルトーン

大阪市住吉区 ギヤラリー Ｇalleryキツトハウス

大阪市住吉区 クリーニング業 帝塚山　小森クリーニング

大阪市住吉区 クリニック 医療法人　慶秋会　あきやまクリニック

大阪市住吉区 コンビニ／購買・書籍・旅行 市大生協／シェリー

大阪市住吉区 サービス付き高齢者向け住宅 そんぽの家ｓ長居公園

大阪市住吉区 シェアリングスペース 快活CLUB長居駅前店
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大阪市住吉区 スーパーマーケット イオンエクスプレス大阪殿辻店

大阪市住吉区 スポーツクラブ エニタイムフィットネス　あびこ店

大阪市住吉区 スポーツクラブ カーブスあびこ

大阪市住吉区 スポーツクラブ ジョイフィットあびこ

大阪市住吉区 スポーツクラブ ジョイフィット長居公園

大阪市住吉区 スマホ・パソコン教室 スマホ・パソコン教室ウェルバランス　帝塚山校

大阪市住吉区 その他 寿酔　KOOL

大阪市住吉区 ダーツショップ FarEastDarts

大阪市住吉区 ネイル・リラクゼーションサロン ネイル・リラクゼーション　いやし処あゆみ

大阪市住吉区 ネイルサロン LillyNail

大阪市住吉区 ネイルサロン salon plumeria

大阪市住吉区 ネイルサロン ナイスネイル長居店

大阪市住吉区 パーソナル ランニング指導 ・ ランニング教室 JUSTランニングクラブ

大阪市住吉区 パソコン教室 P.C作楽

大阪市住吉区 パチンコ アミューズ南住吉店

大阪市住吉区 パチンコ店 はりまや　あびこ店

大阪市住吉区 パチンコ店 四海樓アタリヤ

大阪市住吉区 ヘアーサロンCOMODO ヘアーサロン COMODO

大阪市住吉区 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオLAVA　長居店

大阪市住吉区 まつげエクステサロン amu  eyelash  salon

大阪市住吉区 ライブハウス ライブバー・ビートイン

大阪市住吉区 リサイクルショップ キングラム阿倍野播磨町店

大阪市住吉区 衣料品小売業 ふじや靴下　我孫子店

大阪市住吉区 衣料品店 大阪長居店

大阪市住吉区 家電量販店 ジョーシン 住吉店

大阪市住吉区 家電量販店 マツヤデンキ　あびこ店

大阪市住吉区 花屋 フラワーショップ花夢・花夢

大阪市住吉区 介護事業所 グレイス我孫子

大阪市住吉区 学習塾 セルモ長居教室

大阪市住吉区 学習塾 現役大学受験専門塾　高学館　あびこ校

大阪市住吉区 学習塾 新進学習塾

大阪市住吉区 学習塾 第三学章

大阪市住吉区 学習塾 馬渕教室 我孫子校

大阪市住吉区 学習塾 馬渕個別 我孫子校

大阪市住吉区 携帯ショップ auショップ長居

大阪市住吉区 結婚式場・飲食店 住吉大社吉祥殿

大阪市住吉区 結婚相談所 結構相談所ビリーブ・イン・ユアセルフ

大阪市住吉区 古着屋 ROUTE69

大阪市住吉区 歯科医院 あべ歯科

大阪市住吉区 社交ダンス練習場及びダンス教室 社交ダンスAZ

大阪市住吉区 信用金庫 大阪信用金庫　住吉支店

大阪市住吉区 信用金庫 大阪信用金庫　杉本町支店

大阪市住吉区 信用金庫 北おおさか信用金庫　長居支店

大阪市住吉区 図書館 大阪市立住吉図書館

大阪市住吉区 整骨院 みずしま整骨院

大阪市住吉区 整骨院 らっく整骨院　あびこ院

大阪市住吉区 整骨院 角家整骨院

大阪市住吉区 整骨院 関西医療学園専門学校附属整骨院

大阪市住吉区 整骨院 整体・整骨院SARA

大阪市住吉区 整骨院 中平整骨院

大阪市住吉区 占い 占フィール

大阪市住吉区 葬儀会館 我孫子大阪祭典ファミリーホール

大阪市住吉区 葬祭業 シティホール我孫子

大阪市住吉区 宅地建物取引業・建設業 株式会社 桂商事

大阪市住吉区 美術館 素敵な美的センス

大阪市住吉区 美容院 HALU833

大阪市住吉区 美容院 ＬＯＨＡＳ

大阪市住吉区 美容院 Vorne

大阪市住吉区 美容院 ビューティーサロントマト

大阪市住吉区 美容業 サロンプリンセス

大阪市住吉区 美容室 Comps
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大阪市住吉区 美容室 cre-cre

大阪市住吉区 美容室 C's HAIR 帝塚山店

大阪市住吉区 美容室 Halo HappyHairLife

大阪市住吉区 美容室 le'mitte    

大阪市住吉区 美容室 LUNA

大阪市住吉区 美容室 Theater

大阪市住吉区 美容室 warm  heart

大阪市住吉区 美容室 アポロ美容室

大阪市住吉区 美容室 サンファニー美容室

大阪市住吉区 美容室 パリジェンヌ美容室

大阪市住吉区 美容室 ヘアーハウスかみちょっきん

大阪市住吉区 美容室 美容室エムズ

大阪市住吉区 不動産 株式会社ベストハウス

大阪市住吉区 不動産業・建築業 株式会社ハウスイノベーション 住吉区役所前店

大阪市住吉区 婦人服小売業 ブティック あぶらえ

大阪市住吉区 訪問介護・グループホーム・介護タクシー 前川介護タクシー・グループホームみらい・ケアセンターアヴニール

大阪市住吉区 訪問鍼灸院 原訪問鍼灸マッサージ

大阪市住吉区 理髪店 K's style ケーズスタイル

大阪市住吉区 理美容業 hair sala+n

大阪市住吉区 理美容室 hair sala+n

大阪市住吉区 理容業 Hair Salon ARIMA

大阪市住吉区 理容業 ヘヤークリニック宇田

大阪市住吉区 理容室 HAIR PLANNIG VISION

大阪市住吉区 理容室 HAIR　PLANNING　VISION

大阪市住吉区 理容室 STYLING　ZONE　TEINEIKAN

大阪市住吉区 理容店 Hair&Face URA

大阪市住吉区 理容店 K's  HAIR    ｹｲｽﾞﾍｱｰ

大阪市住吉区 旅行会社 （株）ジャパンライフトラベル

大阪市住吉区 旅行会社（店舗） 大和ツーリスト

大阪市住吉区 旅行代理店 株式会社歓喜旅行サービス

大阪市住吉区 和太鼓教室 倭太鼓　飛龍

大阪市住吉区 和服縫製業及び文化教室 きもの縫製　大森和裁

大阪市住吉区 鍼灸　整骨 いずの鍼灸整骨院

大阪市住吉区 鍼灸・整骨 ながい針灸整骨院

大阪市住吉区 鍼灸マッサージ院 医療法人銀嶺会　だいこく鍼灸マッサージ院

大阪市住吉区 鍼灸マッサージ業 はりきゅう宮本徹鍼堂

大阪市住吉区 鍼灸院 えす鍼灸院

大阪市住吉区 鍼灸院 はりきゅう院　歩

大阪市住吉区 鍼灸整骨院 きたがき鍼灸整骨院

大阪市住吉区 鍼灸接骨院 たばた鍼灸接骨院

大阪市大正区 Bar Foods & Bar KOKOPELLI

大阪市大正区 BAR Leo

大阪市大正区 BAR ティンカーベル

大阪市大正区 CAFE BAR ROOKIES CAFE

大阪市大正区 インド・ネパール料理店 サレガマ

大阪市大正区 うどん屋 新大正庵

大阪市大正区 うどん屋 大正庵

大阪市大正区 お菓子屋 POUSSIN（プゥサン）

大阪市大正区 お好み焼き、もんじゃ焼き お好み焼き.もんじゃ焼き.ふわとろ焼き 輪～wa～

大阪市大正区 お好み焼きや お好み焼き　ひろ

大阪市大正区 お好み焼き屋 大正　お好み屋　ままま

大阪市大正区 お好み焼き店 お好みハウス　アン

大阪市大正区 お好み焼き店 お好み焼　福美

大阪市大正区 カフェ KOMEICHI

大阪市大正区 カフェ MONDIAL KAFFEE328 TUGBOAT

大阪市大正区 カフェ ホヌ

大阪市大正区 カフェ、バー cafe bar nonnon.

大阪市大正区 からあげ持帰り専門店 カリッジュ大正店

大阪市大正区 カラオケ カラオケティファニー大正店

大阪市大正区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　大正駅前店

大阪市大正区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶さくら
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大阪市大正区 カラオケ喫茶 喫茶　いこい

大阪市大正区 カラオケ喫茶 京都

大阪市大正区 カラオケ居酒屋 キッチンパブ　愛してナイト

大阪市大正区 カラオケ居酒屋 キッチンパブ愛してナイト

大阪市大正区 カレー屋 Yatara spice

大阪市大正区 ごはんや お家ごはん　ひとみ

大阪市大正区 スナック 　エミ

大阪市大正区 スナック Bless

大阪市大正区 スナック EX NEST

大阪市大正区 スナック Fine

大阪市大正区 スナック JUKE BOX

大阪市大正区 スナック Ｌｅｏ

大阪市大正区 スナック Survivor

大阪市大正区 スナック キッチンパブ愛してナイト

大阪市大正区 スナック きりこ

大阪市大正区 スナック こいさん

大阪市大正区 スナック ごんべえ

大阪市大正区 スナック スナック　JEWEL

大阪市大正区 スナック すなッく　Ｋ！

大阪市大正区 スナック スナック　こゆき

大阪市大正区 スナック スナック チャウ

大阪市大正区 スナック スナック　みつこ

大阪市大正区 スナック スナック　リーフ

大阪市大正区 スナック スナック　釜山

大阪市大正区 スナック スナック　君

大阪市大正区 スナック スナック　凛

大阪市大正区 スナック スナックM's

大阪市大正区 スナック スナックvictory

大阪市大正区 スナック スナックフレンド

大阪市大正区 スナック スナックリーフ

大阪市大正区 スナック スナック伴佳

大阪市大正区 スナック スナック由紀

大阪市大正区 スナック チェリー

大阪市大正区 スナック ポンパドール

大阪市大正区 スナック 小姫

大阪市大正区 スナック 青山

大阪市大正区 スナック 千龍

大阪市大正区 スナック 美竹

大阪市大正区 スナック 麗音

大阪市大正区 スナックバー VICTORY

大阪市大正区 ダーツバー ZERO

大阪市大正区 たこ焼き屋 やましたりょう

大阪市大正区 たこ焼店 くれおーる TAGBOAT TAISHO（タグボート大正）店

大阪市大正区 ナイトクラブ Maju

大阪市大正区 ナイトラウンジ フォレスト

大阪市大正区 は 見本

大阪市大正区 バー neboke&1981

大阪市大正区 バー Shot Bar Flip-Flap

大阪市大正区 バー TNT

大阪市大正区 ハンバーガー屋 SEAGULL DINER 大正店

大阪市大正区 ピザデリバリー ピザハット大正泉尾店

大阪市大正区 ピザデリバリー ピザハット大正店

大阪市大正区 ファミリーレストラン バーミヤン大正千島店

大阪市大正区 フードホール TUGBOAT_TAISHO

大阪市大正区 ホルモン屋 ホルモン　ちから

大阪市大正区 やきとり屋 やきとり 雷鳥

大阪市大正区 ラウンジ Lounge Eve

大阪市大正区 レストラン luvwine大正店

大阪市大正区 レストラン キッチンマカロン

大阪市大正区 一人鍋 小鍋　つくし

大阪市大正区 飲食店 ナンチャッ亭のエリー
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大阪市大正区 飲食店 花水木

大阪市大正区 飲食店 絆

大阪市大正区 沖縄そば屋 沖縄そばあ~ちゃん

大阪市大正区 沖縄料理 ぴないさーら

大阪市大正区 沖縄料理店 沖縄料理　おもろ

大阪市大正区 家具類小売り及び飲食業 IKEA鶴浜

大阪市大正区 菓子飲料販売 お菓子のデパートよしや泉尾

大阪市大正区 回転寿司 新竹　大正店

大阪市大正区 割烹料理 割烹　笑家

大阪市大正区 喫茶　スナック 喫茶・スナック 　舞

大阪市大正区 喫茶店 cafeフレンド

大阪市大正区 喫茶店 カフェマリン

大阪市大正区 喫茶店 リビング

大阪市大正区 喫茶店 喫茶　ゆみ

大阪市大正区 喫茶店 喫茶店　メルシー

大阪市大正区 喫茶店 石川喫茶店

大阪市大正区 居酒屋 「響」

大阪市大正区 居酒屋 ＭｉＲａｙ

大阪市大正区 居酒屋 おいしんぼう

大阪市大正区 居酒屋 オトト水産

大阪市大正区 居酒屋 おばんざい 利庵

大阪市大正区 居酒屋 お魚食堂かど家　大正駅前店

大阪市大正区 居酒屋 お食事処　ひょうたん

大阪市大正区 居酒屋 クラスノ

大阪市大正区 居酒屋 こはち

大阪市大正区 居酒屋 だるまや酒蔵大正店

大阪市大正区 居酒屋 ぢどり亭大正駅前店

大阪市大正区 居酒屋 とみぃ

大阪市大正区 居酒屋 ば～る　Ｋ２

大阪市大正区 居酒屋 もんじゃ×鉄板　一八

大阪市大正区 居酒屋 やきやき酒場ブン太

大阪市大正区 居酒屋 一品料理　姉妹

大阪市大正区 居酒屋 王道居酒屋のりを大正店

大阪市大正区 居酒屋 沖縄居酒屋　なんくるないさ

大阪市大正区 居酒屋 沖縄居酒屋いちゃりば

大阪市大正区 居酒屋 沖縄料理しぃさぁ?

大阪市大正区 居酒屋 花＊花

大阪市大正区 居酒屋 季彩

大阪市大正区 居酒屋 居酒屋　とく鶴

大阪市大正区 居酒屋 居酒屋 ゆいゆい

大阪市大正区 居酒屋 居酒屋　千成

大阪市大正区 居酒屋 居酒屋　優

大阪市大正区 居酒屋 居酒屋kenken

大阪市大正区 居酒屋 居酒屋ケンケン

大阪市大正区 居酒屋 居酒屋じゅん平

大阪市大正区 居酒屋 居酒屋まるに

大阪市大正区 居酒屋 居酒屋よあけ

大阪市大正区 居酒屋 串カツ田中　大正店

大阪市大正区 居酒屋 手作りダイニングJOJO

大阪市大正区 居酒屋 焼とり居酒屋   遊

大阪市大正区 居酒屋 焼酎&おでんBar楽-RAKU-

大阪市大正区 居酒屋 正起屋

大阪市大正区 居酒屋 草鍋えんや

大阪市大正区 居酒屋 大正バル誠~sei ~

大阪市大正区 居酒屋 大正酒場なかの

大阪市大正区 居酒屋 大八

大阪市大正区 居酒屋 炭屋風天

大阪市大正区 居酒屋 炭火やきとり 大志

大阪市大正区 居酒屋 地焼酎 本格炭火焼 吉鳥

大阪市大正区 居酒屋 池田屋

大阪市大正区 居酒屋 鉄板居酒屋1173
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大阪市大正区 居酒屋 土星

大阪市大正区 居酒屋 島唄ライブ ザ.沖縄

大阪市大正区 居酒屋 呑食家 まる美

大阪市大正区 居酒屋 日本酒と泡盛が呑める店　温々　nuku*nuku

大阪市大正区 居酒屋 乃ノ家

大阪市大正区 居酒屋 畑酒店

大阪市大正区 居酒屋 遊心

大阪市大正区 串揚げ店 創作串揚げ　一正

大阪市大正区 酒店（立ち飲み含む) 丹後屋酒店

大阪市大正区 寿司、割烹 玉名

大阪市大正区 寿司屋 寿司文

大阪市大正区 焼き鳥屋 焼き鳥屋　またきてや

大阪市大正区 焼き鳥屋 味よし

大阪市大正区 焼き肉屋 焼肉食堂かど家　大正駅前店

大阪市大正区 焼鳥屋 あやバカ一代。

大阪市大正区 焼鳥屋 炭火やきとり　大志

大阪市大正区 焼肉 焼肉五苑　大正店

大阪市大正区 焼肉 大正酒場情熱ホルモン

大阪市大正区 焼肉屋 焼肉やこや　大正店

大阪市大正区 焼肉屋 大正焼肉 ＳＵＮナスビ！！

大阪市大正区 焼肉店 焼肉の味力

大阪市大正区 焼肉店 肉匠紋次郎　大正店

大阪市大正区 食肉小売 チャンピオン

大阪市大正区 鉄板焼き屋 鉄板焼　栄八

大阪市大正区 天ぷら・海鮮 天ぷら　イチバノチカラ

大阪市大正区 麺屋 めん亭亀八

大阪市大正区 立ちのみ屋 立ちのみ処　　呑ものも

大阪市大正区 立ち飲み ミッチィー

大阪市大正区 立ち飲み 立ち呑みの　さのや

大阪市大正区 立ち飲み屋 はな

大阪市大正区 立ち飲み居酒屋 立ち呑み処大川

大阪市大正区 立ち呑み 魚庭

大阪市大正区 立ち呑み 立ち呑みの　さのや

大阪市大正区 立呑屋 もっさん

大阪市大正区 和食 一

大阪市大正区 和食店 すし半大正店

大阪市大正区 スーパー銭湯 天然温泉　こうわの湯

大阪市大正区 スポーツクラブ ＪＯＹＦＩＴ２４大正区役所前

大阪市大正区 スポーツセンター 大正スポーツセンター・大正屋内プール

大阪市大正区 デイサービス グランツ大正

大阪市大正区 パチンコ店 ＣＯＣＯ

大阪市大正区 フィットネスジム、コワーキングスペース 32PARADOX

大阪市大正区 ホームセンター ホームセンターコーナン大正千島店

大阪市大正区 ボクシングジム ABCボクシングジム

大阪市大正区 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオLAVA　大正店

大阪市大正区 リラクゼーション こうわの湯　ボディケア　Ｓｏｍｍｅ　Ｓｏｍｍｅ

大阪市大正区 リラクゼーションスペース りらくる大正橋ドーム前店

大阪市大正区 リラクゼーションスペース りらくる大正店

大阪市大正区 リラクゼーションマッサージ ボディケア　Somme Somme

大阪市大正区 家電量販店 マツヤデンキ　泉尾店

大阪市大正区 学習塾 個別指導いしき

大阪市大正区 簡易宿泊所 ホテルキャリア・コーポレーション

大阪市大正区 金属リサイクル業 株式会社平成商会

大阪市大正区 個人事務所 医療情報解析サービス

大阪市大正区 公衆浴場 大運橋温泉ゆぽぽ

大阪市大正区 写真の現像・プリント フォトショップ　泉尾店

大阪市大正区 信用金庫 大阪信用金庫　大正支店

大阪市大正区 図書館 大阪市立大正図書館

大阪市大正区 整骨院 小林整骨院　大正

大阪市大正区 製造工場 株式会社日本電機研究所 本社

大阪市大正区 葬儀会館 大正大阪祭典
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大阪市大正区 体育館 千島体育館

大阪市大正区 動物病院 クオーレ動物病院

大阪市大正区 動物病院 大正動物医療センター

大阪市大正区 美容院 maison de Clair

大阪市大正区 美容室 サン美容室

大阪市大正区 美容室 ビューティサロン　ノコ

大阪市大正区 美容室 ビューティサロン　中

大阪市大正区 美容室 美容室yuri,s

大阪市大正区 宝石・宝飾・時計店 ジュエリーカンダ

大阪市大正区 理容業 Cut Salon SETO

大阪市大正区 理容業 ヘアーサロン　チカラ

大阪市大正区 理容室 Tocotoco HAIR （トコトコヘアー）

大阪市大正区 理容室 理容松田

大阪市大正区 理容店 カットハウス いとう

大阪市大正区 理容店 ヘアーサロン宮部

大阪市大正区 理容店 ヘアーステージ　グレードワン

大阪市鶴見区 イタリア料理 食堂ペロ

大阪市鶴見区 イタリア料理店 トラットリア銀香

大阪市鶴見区 うどん屋 うどん色彩

大阪市鶴見区 うどん屋 幹

大阪市鶴見区 うどん店 はなまるうどん鶴見緑地店

大阪市鶴見区 お好み焼、鉄板焼 風の街　放出店

大阪市鶴見区 お好み焼き・鉄板焼 お好み焼き・鉄板焼 ゆき

大阪市鶴見区 お好み焼屋 お好み焼・鉄板焼・きん太　今福鶴見店　

大阪市鶴見区 かきたに 酒房　かきたに

大阪市鶴見区 カフェ Bird

大阪市鶴見区 カフェ cafe-cafe ばらんす食堂

大阪市鶴見区 カフェ ＨＡＰＵＮＡ　ＣＡＦＥ

大阪市鶴見区 カフェ 雑貨カフェ chabrick

大阪市鶴見区 カラオケ喫茶 カラオケスタジオ・湊空（そそら）

大阪市鶴見区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶 こだま

大阪市鶴見区 カラオケ喫茶 カラオケ陽だまり

大阪市鶴見区 カラオケ喫茶スナック REI

大阪市鶴見区 クレープ店 ディッパーダンイオン鶴見緑地

大阪市鶴見区 コンビニエンスストア セブンイレブン大阪横堤3丁目店

大阪市鶴見区 ショットバー Bar Albero

大阪市鶴見区 スナック Mercury&peri.

大阪市鶴見区 スナック フルパレス

大阪市鶴見区 スナック モア

大阪市鶴見区 スナック ラウンジ KI☆RA

大阪市鶴見区 たこ焼き屋 Tako今津

大阪市鶴見区 たこ焼き屋 鶴見横堤一丁目店

大阪市鶴見区 たこ焼き居酒屋 がんだこ本店

大阪市鶴見区 テイクアウト居酒屋 Seoulfoodkokoro

大阪市鶴見区 ドッグカフェ Can bell house

大阪市鶴見区 ドッグカフェ Dogcafe PU

大阪市鶴見区 とんかつ とんかつ新宿さぼてん

大阪市鶴見区 バー ほっこり酒場・ASAHI

大阪市鶴見区 パン屋 ダンクブロート

大阪市鶴見区 ファストフード 松屋　放出店

大阪市鶴見区 ファミリーレストラン エクスブルー鶴見緑地店

大阪市鶴見区 ファミリーレストラン ガスト鶴見緑地公園店

大阪市鶴見区 ファミリーレストラン ガスト放出駅前店

大阪市鶴見区 ファミリーレストラン しゃぶ葉フレスポ大阪鶴見店

大阪市鶴見区 ラーメン屋 ちゃんぽん亭総本家 イオンモール鶴見緑地店

大阪市鶴見区 らーめん屋 はな・3

大阪市鶴見区 ラーメン店 カドヤ食堂

大阪市鶴見区 ラーメン店 どうとんぼり神座　鶴見店

大阪市鶴見区 ラウンジ ラウンジミューミュー

大阪市鶴見区 レストラン キャナリィ・ロウ 鶴見緑地店

大阪市鶴見区 レストラン バケット　イオンモール鶴見緑地店
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大阪市鶴見区 レストラン ふうふや鶴見店

大阪市鶴見区 レストラン レストランMANSOU咲くやこの花店

大阪市鶴見区 レストラン 鶴見緑地水春亭

大阪市鶴見区 飲食店 Hapuna Cafe

大阪市鶴見区 飲食店（焼肉屋） KUTARO鶴見店

大阪市鶴見区 回転寿司 くら寿司大阪鶴見店

大阪市鶴見区 喫茶、スナック 喫茶スナック樹里

大阪市鶴見区 喫茶店 cafe momo

大阪市鶴見区 喫茶店 カフェレストラン　　yachiyo

大阪市鶴見区 喫茶店 倉式珈琲店　大阪鶴見店

大阪市鶴見区 居酒屋 おさかな処 和や

大阪市鶴見区 居酒屋 キテヤ徳庵駅前店

大阪市鶴見区 居酒屋 サニークラウズ

大阪市鶴見区 居酒屋 しょう

大阪市鶴見区 居酒屋 たまり場y's

大阪市鶴見区 居酒屋 ハッケン酒場	放出駅前店

大阪市鶴見区 居酒屋 はな

大阪市鶴見区 居酒屋 王道居酒屋のりを鶴見緑店

大阪市鶴見区 居酒屋 海鮮居酒屋うお盛

大阪市鶴見区 居酒屋 喜屋庵

大阪市鶴見区 居酒屋 居酒屋 善

大阪市鶴見区 居酒屋 居酒屋　翔

大阪市鶴見区 居酒屋 志な乃亭鶴見本店

大阪市鶴見区 居酒屋 酒久ら

大阪市鶴見区 居酒屋 旬魚旬菜　つり宿

大阪市鶴見区 居酒屋 創作旬菜なかを

大阪市鶴見区 居酒屋 竹家

大阪市鶴見区 居酒屋 呑み処やまげ

大阪市鶴見区 居酒屋 柚

大阪市鶴見区 居酒屋 和韓居酒屋志kokoro

大阪市鶴見区 居酒屋 鷄いちず

大阪市鶴見区 居酒屋　クレープ Chabo

大阪市鶴見区 酒販店 池原酒店

大阪市鶴見区 小料理 小料理　一心

大阪市鶴見区 焼き鳥屋 鶏問屋　たいよう

大阪市鶴見区 焼肉屋 焼肉　すみれ

大阪市鶴見区 焼肉店 焼肉でん　鶴見店

大阪市鶴見区 焼肉店 炭火焼肉　成根苑

大阪市鶴見区 焼肉店 肉の和 鶴見店

大阪市鶴見区 食堂・売店 レストハウスつるみ

大阪市鶴見区 創作料理店 美食工房　山口製作所

大阪市鶴見区 定食屋、しゃぶしゃぶ屋 ＢＩＲＤ　ＬＡＮＤ鶴見

大阪市鶴見区 鉄板焼 鉄板焼　じゅり

大阪市鶴見区 天ぷら定食・そば 揚げたて天ぷらマルニ

大阪市鶴見区 洋食屋（ハンバーグメイン） 三井アウトレットパーク大阪鶴見店　フジオ軒

大阪市鶴見区 洋食店 ファミリーグリルおるがん

大阪市鶴見区 和食 四六時中鶴見店

大阪市鶴見区 和食カフェテリア ザ・めしや　鶴見店

大阪市鶴見区 アウトレット内アパレルショップ Nike Crearance Store 大阪鶴見店

大阪市鶴見区 アパレル SHOO LA RUE イオンモール鶴見緑地

大阪市鶴見区 エステサロン POLA THE BEAUT 放出駅前

大阪市鶴見区 エステサロン POLAエステインプリズム

大阪市鶴見区 エステサロン サロン・ド Haruka

大阪市鶴見区 エステティックサロン Po-brijant

大阪市鶴見区 オートバイショップ カワサキプラザ大阪鶴見

大阪市鶴見区 オートバイディーラー カワサキ プラザ大阪鶴見

大阪市鶴見区 ガソリンスタンド 内環鶴見SS

大阪市鶴見区 カラオケボックス カラオケ　ア・クロス鶴見店

大阪市鶴見区 ゴルフ練習場 シティゴルフつるみ

大阪市鶴見区 スイミングクラブ ドルフィン放出フィットネスクラブ

大阪市鶴見区 スイミングスクール スイミングスクール ビッグ・エス鶴見
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大阪市鶴見区 スーパーマーケット イオン鶴見緑地店

大阪市鶴見区 スーパー銭湯 鶴見緑地湯元水春

大阪市鶴見区 スポーツクラブ B-fitスポーツクラブ鶴見緑地店

大阪市鶴見区 スポーツクラブ ジョイフィット今福鶴見

大阪市鶴見区 スポーツ施設 ザ・ゴールデンパレス大阪

大阪市鶴見区 スポーツ施設 鶴見スポーツセンター

大阪市鶴見区 スポーツ施設 鶴見緑地プール

大阪市鶴見区 ダイドードリンコ株式会社　西日本第一支店 ダイドードリンコ株式会社　西日本第一支店

大阪市鶴見区 ダンス　カルチャー教室 星未来工房ALOHA  HOKU

大阪市鶴見区 つどいの広場 つどいの広場　秀和

大阪市鶴見区 トータルビューティーサロン Me Chouette

大阪市鶴見区 ネイルサロン AND.here NAIL

大阪市鶴見区 ネイルサロン NAIL SALON Anna Menna

大阪市鶴見区 パークゴルフ場 鶴見緑地パークゴルフ場

大阪市鶴見区 ハウスメーカーの住宅展示場 サンヨーホームズ株式会社　阪奈営業所

大阪市鶴見区 パソコン教室 市民パソコン塾　横堤校

大阪市鶴見区 パソコン教室、そろばん教室、プログラミング教室 カイカスクール

大阪市鶴見区 パチンコ＆スロット マジックバード鶴見

大阪市鶴見区 ぱちんこ屋 キコーナ鶴見店

大阪市鶴見区 フィットネスクラブ コ・ス・パ　鶴見緑地

大阪市鶴見区 フィットネスジム FITBASE24 放出

大阪市鶴見区 ホームセンター ホームセンターコーナン内環放出東店

大阪市鶴見区 ホール 花博記念公園鶴見緑地　ハナミズキホール

大阪市鶴見区 ホール 花博記念公園鶴見緑地　花博記念ホール

大阪市鶴見区 まつげエクステサロン Lilio

大阪市鶴見区 まつ毛エクステ eyelashsalon nico

大阪市鶴見区 まつ毛エクステ lea eyelash

大阪市鶴見区 まつ毛エクステ専門店 ビューティーアイラッシュ　イオンモール鶴見緑地店

大阪市鶴見区 メガネ屋 ビジョンメガネ　放出店

大阪市鶴見区 衣料品店 大阪鶴見店

大阪市鶴見区 屋外施設 花博記念公園鶴見緑地　ハナミズキホール附属展示場

大阪市鶴見区 卸売業 クボタ株式会社

大阪市鶴見区 卸販売 株式会社板原商店

大阪市鶴見区 家具及びホームセンター ホームズ鶴見店

大阪市鶴見区 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ　コノミヤ放出店

大阪市鶴見区 家電量販店 ジョーシン 鶴見店

大阪市鶴見区 介護事業 訪問介護事業所ケア希望?のぞみ?

大阪市鶴見区 学習塾 関西個別指導学院 今福鶴見教室

大阪市鶴見区 学習塾 馬渕個別 今福鶴見校

大阪市鶴見区 学習塾 明光義塾　鶴見教室

大阪市鶴見区 学習塾 明光義塾　緑地公園教室

大阪市鶴見区 楽器、音楽ソフトの販売と音楽教室運営 山野楽器イオンモール鶴見緑地店

大阪市鶴見区 眼鏡屋 T.G.C.

大阪市鶴見区 球技場、運動場 鶴見緑地球技場

大阪市鶴見区 居宅介護支援事業所 慶生会鶴見東部ケアプランセンター

大阪市鶴見区 居宅介護支援事業所 社会福祉法人正福会ケアプランセンターつるみ

大阪市鶴見区 空手道場 極真会館放出鶴見道場

大阪市鶴見区 結婚式場 鶴見ノ森迎賓館

大阪市鶴見区 高齢者施設（特別養護老人ホーム） くつろぎ・つるみ荘

大阪市鶴見区 催事会場 NPO法人 縁遊 催事会場

大阪市鶴見区 寺院 浄土真宗本願寺派　善正山　龍泉寺

大阪市鶴見区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　鶴見店

大阪市鶴見区 自動車販売整備・レスキュー CarTechnoJapanAssist株式会社

大阪市鶴見区 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）今福店

大阪市鶴見区 植物園 咲くやこの花館

大阪市鶴見区 信用金庫 大阪信用金庫　鶴見支店

大阪市鶴見区 図書館 大阪市立鶴見図書館

大阪市鶴見区 整体院 トータルボディーケアステーション

大阪市鶴見区 生命保険・損害保険募集代理店 保険デザイン コノミヤ放出店

大阪市鶴見区 接骨院・鍼灸院 たんじゅ接骨院鍼灸院

大阪市鶴見区 総合儀式場 メイプルホールファミリー鶴見
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大阪市鶴見区 葬祭ホール 鶴見大阪祭典

大阪市鶴見区 体操クラブ・ダンススクール アクバススポーツクラブ鶴見

大阪市鶴見区 体操教室 カーブス放出

大阪市鶴見区 庭球場 鶴見緑地庭球場

大阪市鶴見区 店頭販売オリジナルデザインカード あすか美術

大阪市鶴見区 塗装業（一般窓口） 丸岩塗装㈱

大阪市鶴見区 売店 子供の森南売店

大阪市鶴見区 売店 大池西売店

大阪市鶴見区 売店 中央噴水前売店

大阪市鶴見区 売店 風車売店

大阪市鶴見区 美容室 Hair make Raco

大阪市鶴見区 美容室 Lapa

大阪市鶴見区 美容室 Soir_hair_tsurumi

大阪市鶴見区 美容室 un Lino

大阪市鶴見区 美容室 アトリエリベロ

大阪市鶴見区 美容室 カットクラブショウゴ

大阪市鶴見区 美容室 ビューティーカラープラスイオンモール鶴見緑地店

大阪市鶴見区 美容室 ロード美容室

大阪市鶴見区 美容室 美容室bihatsuya

大阪市鶴見区 不動産会社 株式会社SEIMU　鶴見本店

大阪市鶴見区 不動産会社 鶴見本店

大阪市鶴見区 不動産業（新築分譲マンション販売） 「シティテラス鶴見緑地公園」現地ゲストサロン

大阪市鶴見区 保険代理店 ほけんの窓口　今福鶴見店

大阪市鶴見区 保険代理店、自動車整備、自動車販売 株式会社國広自動車工業所

大阪市鶴見区 補聴器販売 ドレミ補聴器鶴見店

大阪市鶴見区 補聴器販売店 有限会社ドレミ補聴器　鶴見店

大阪市鶴見区 訪問看護 慶生会訪問看護ステーション　鶴見東部サテライト

大阪市鶴見区 訪問看護事業所 慶生会訪問看護ステーション　鶴見東部出張所

大阪市鶴見区 理髪業 ヘアサロンＫＯＮＡＫＡ

大阪市鶴見区 理容室 PAPA'S放出店

大阪市鶴見区 老人福祉施設 グリーンシティー秀和

大阪市鶴見区 老人福祉施設 高齢者複合施設ゆうわ

大阪市鶴見区 鍼灸整骨院 ぷらす鍼灸整骨院 今福鶴見院

大阪市鶴見区 鍼灸整骨院 ぷらす鍼灸整骨院 放出院

大阪市鶴見区 鍼灸整骨院 山田整骨院

大阪市天王寺区  bar kitchen & bar 花

大阪市天王寺区 Bar Bar 庵

大阪市天王寺区 BAR DRAM　HOUSE　THE　ROOT

大阪市天王寺区 BAR 栞

大阪市天王寺区 cafe STOWAWAY

大阪市天王寺区 cafe &BAR 併設vape shop vape shop camino

大阪市天王寺区 い い

大阪市天王寺区 いか焼屋 いか焼星蘭天王寺本店

大阪市天王寺区 イタリアン Pelcola　天王寺MIO店

大阪市天王寺区 イタリアン 青いナポリ　インザパーク 

大阪市天王寺区 イタリアン 和伊彩亭　La rosa

大阪市天王寺区 イタリアンカフェ Cafe Dining Crocus

大阪市天王寺区 イタリアンバール IL Ｍotto イルモット

大阪市天王寺区 イタリアンレストラン おばんざいバル　マンマ

大阪市天王寺区 イタリアンレストラン」 BRASSERIE monochrome

大阪市天王寺区 イタリア料理 ミーアジョイアプリモ

大阪市天王寺区 イタリア料理店 Cafe restaunt guarire

大阪市天王寺区 イタリア料理店 TRATTORIA  ROCCIA

大阪市天王寺区 イタリア料理店 trattoria da Kaici

大阪市天王寺区 イタリア料理店 trattoria minami

大阪市天王寺区 うどん　そば 七福亭

大阪市天王寺区 うどん屋 玉造  力餅

大阪市天王寺区 うどん屋 近鉄毛利や　うどん道場

大阪市天王寺区 うどん屋 鶴丸饂飩本舗玉造店

大阪市天王寺区 うどん屋 穂の香 天王寺MIO店

大阪市天王寺区 うどん店 にんにく肉うどん まし屋
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大阪市天王寺区 うなぎ屋 鰻・旬菜　川与祢

大阪市天王寺区 おでん屋 おでん　山と

大阪市天王寺区 おにぎり屋 あさひるごはん　まんま

大阪市天王寺区 おにぎり屋 まんま

大阪市天王寺区 オムライス サロン卵と私　近鉄上本町店

大阪市天王寺区 オムライス屋 卵と私　天王寺MIO店

大阪市天王寺区 お好み焼、焼そば、鉄板焼の専門店 ぼてぢゅう 天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 お好み焼、鉄板焼 風の街　玉造店

大阪市天王寺区 お好み焼き　鉄板焼き お好み焼　金のてこ

大阪市天王寺区 お好み焼き屋 あじくらや

大阪市天王寺区 お好み焼き屋 あべとん

大阪市天王寺区 お好み焼き屋 むろまち

大阪市天王寺区 お好み焼き屋 甘辛屋　上六店

大阪市天王寺区 お好み焼き屋 玉造お好み焼き　ぶ武

大阪市天王寺区 お好み焼き屋 狸狸亭　玉造店

大阪市天王寺区 お好み焼き屋 狸狸亭　鶴橋駅前店

大阪市天王寺区 お好み焼き屋 狸狸亭　鶴橋店

大阪市天王寺区 お好み焼き屋 鶴橋風月本店

大阪市天王寺区 お好み焼き店 凡

大阪市天王寺区 お好み焼専門店 ゆかり天王寺ミオプラザ館店

大阪市天王寺区 お惣菜販売 ダルカンポ生玉寺町

大阪市天王寺区 お弁当屋 鶏笑　上本町店

大阪市天王寺区 カフェ CAFE & LOUNGE   SENMATSU

大阪市天王寺区 カフェ Cafe & sweets Cerise

大阪市天王寺区 カフェ cafe百花

大阪市天王寺区 カフェ J.S.FOODIES 天王寺MIO店

大阪市天王寺区 カフェ KAJICAFE&BAR

大阪市天王寺区 カフェ Lingua World Cafe

大阪市天王寺区 カフェ Reward Store

大阪市天王寺区 カフェ カールトンティーハウス

大阪市天王寺区 カフェ カフェ チャオプレッソ＆クックハウス上本町駅店

大阪市天王寺区 カフェ カフェ チャオプレッソ上本町駅店

大阪市天王寺区 カフェ カフェ　ル　ペイザン

大阪市天王寺区 カフェ カフェプレスト 天王寺

大阪市天王寺区 カフェ クリックアンドクラック

大阪市天王寺区 カフェ ゴンチャ天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 カフェ サンマルクカフェ南海天王寺店

大阪市天王寺区 カフェ タリーズコーヒー天王寺公園店

大阪市天王寺区 カフェ チーズとはちみつ　天王寺MIO店

大阪市天王寺区 カフェ ツリーカフェ 

大阪市天王寺区 カフェ デリカフェ・キッチン 天王寺

大阪市天王寺区 カフェ　ダイニング カフェ・クラムボン

大阪市天王寺区 カフェ&ダイニング Cafe&Dining Karaltupo

大阪市天王寺区 カフェダイニング カワラカフェ＆ダイニング天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 カフェバー cafe&bar Legato

大阪市天王寺区 カフェバー 錢屋カフヱー

大阪市天王寺区 カフェレストラン Cafe 145 ａ table

大阪市天王寺区 カラオケ JOYSOUND上本町駅前店

大阪市天王寺区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　玉造駅前店

大阪市天王寺区 カラオケ ビッグエコー鶴橋駅前店

大阪市天王寺区 カラオケ＆ダーツバー KARAOKE&DARTS BAR SHIKI

大阪市天王寺区 カラオケBAR カラオケ酒場WAO！

大阪市天王寺区 カラオケスナック カラオケジニー

大阪市天王寺区 カラオケスナック 輪りん

大阪市天王寺区 カラオケバー オアシス

大阪市天王寺区 カラオケバー オアシス プラス

大阪市天王寺区 カラオケ喫茶 カラオケ 笑 (えがお)

大阪市天王寺区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶・スナック  クイーン

大阪市天王寺区 カラオケ喫茶スナック クイーン

大阪市天王寺区 カラオケ店 カラオケ　PASELA　ホテルバリタワー天王寺店

大阪市天王寺区 カレー屋 ポンガラカレー天王寺1MIO店
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大阪市天王寺区 カレー屋 虹の仏

大阪市天王寺区 カレー店 ポンガラカレー　天王寺MIO店

大阪市天王寺区 キッチンバー  HOPPO

大阪市天王寺区 キッチンバー Kitchen Bar Shiki

大阪市天王寺区 ケーキショップ パティスリー　アマファソン

大阪市天王寺区 ケーキ屋 俺のケーキおもて

大阪市天王寺区 さつまいも菓子の製造及び販売 らぽっぽファーム鶴橋店

大阪市天王寺区 ジェラートショップ ジェラテリアLuLu

大阪市天王寺区 すし屋 すしはな上本町店

大阪市天王寺区 すし屋 すし丈

大阪市天王寺区 すし屋 すし富

大阪市天王寺区 すし屋 すし萬　近鉄上本町１２階店

大阪市天王寺区 すし屋 すし萬　近鉄上本町店

大阪市天王寺区 スナック ＡＫ

大阪市天王寺区 スナック Snack　Kite

大阪市天王寺区 スナック サントリースナック　ドル

大阪市天王寺区 スナック シャンテ樅

大阪市天王寺区 スナック スナック　ノン

大阪市天王寺区 スナック スナック ワーク

大阪市天王寺区 スナック スナック　汐音

大阪市天王寺区 スナック スナック　秋桜

大阪市天王寺区 スナック スナックボワール

大阪市天王寺区 スナック スナック夢

大阪市天王寺区 スナック デッカ

大阪市天王寺区 スナック ナイトイン恋月夜

大阪市天王寺区 スナック ナイトパブ　ん

大阪市天王寺区 スナック び・ふぁいん

大阪市天王寺区 スナック 葡萄の木

大阪市天王寺区 スナック 和風スナック剛

大阪市天王寺区 そば屋 四天王寺　はやうち

大阪市天王寺区 そば店 南海そば天王寺店

大阪市天王寺区 ダーツバー Arro towa

大阪市天王寺区 ダイニング ＰＬＵＭ茶屋町店　　GRAND PLUM

大阪市天王寺区 ダイニングバー BACCANO

大阪市天王寺区 ダイニングバー BAR ROBIN

大阪市天王寺区 ダイニングバー Dagaz

大阪市天王寺区 ダイニングバー DiningBar武蔵

大阪市天王寺区 ダイニングバー HOPPO

大阪市天王寺区 ダイニングバー kitchen ＠ｅａｓｅ

大阪市天王寺区 たこ焼き たこ焼き風林火山

大阪市天王寺区 たこ焼き屋 たこ焼き一休

大阪市天王寺区 たこ焼き屋 風林火山

大阪市天王寺区 ちゃんこ鍋料理 ザ・ちゃんこ　萩屋　本場所

大阪市天王寺区 ちゃんぽん屋 ちゃんぽんにんにくパワー寺田町店

大阪市天王寺区 チョコレート専門店 リンツショコラカフェ天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 ティースタンド machi machi 天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 テッチャン鍋、韓国料理 味の集い　寿

大阪市天王寺区 てっちり てっちり　福仂

大阪市天王寺区 ドリンクスタンド ムーミンスタンド天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 とんかつ とん匠　上本町店

大阪市天王寺区 とんかつ宅配専門店 かさねやなんば店

大阪市天王寺区 とんかつ店 とんかつKYK　アベノ地下街店

大阪市天王寺区 とんかつ店 粋花KYK　てんのうじミオ店

大阪市天王寺区 ナイトクラブ ラウンジライラック

大阪市天王寺区 バー Anju

大阪市天王寺区 バー Bar KISSEN Since 1957

大阪市天王寺区 バー Bar Speranza

大阪市天王寺区 バー Bar STRATHISLA 

大阪市天王寺区 バー Cafe&Bar POSH

大阪市天王寺区 バー Shot Bar Big

大阪市天王寺区 バー THE LUX BAR



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市天王寺区 バー UNIVERSE

大阪市天王寺区 バー シェルター＋

大阪市天王寺区 バー まかないバー

大阪市天王寺区 バー ゆるバー ルペール

大阪市天王寺区 パスタ 洋麺屋五右衛門　天王寺MIO店

大阪市天王寺区 バル　ダイニングバー ビストロ vinvin 上本町店

大阪市天王寺区 パン・洋菓子販売 「エーワンベーカリー」JR天王寺駅店

大阪市天王寺区 ハンバーガーレストラン マクドナルド高見の里店

大阪市天王寺区 ビアガーデン 近鉄上本町屋上アサヒビアガーデン

大阪市天王寺区 ファーストフード店 マクドナルドＪＲ玉造駅店

大阪市天王寺区 ファストフード モスバーガーあべちか店

大阪市天王寺区 ファストフード 松屋玉造店

大阪市天王寺区 ファストフード 松屋谷町九丁目店

大阪市天王寺区 ファストフード 松屋鶴橋店

大阪市天王寺区 ファストフード 麺家 みちくさ

大阪市天王寺区 ファストフード 麺家 鶴橋

大阪市天王寺区 ファストフード 麺家 天王寺

大阪市天王寺区 ファミリーレストラン ガスト天王寺桃山店

大阪市天王寺区 ファミリーレストラン デニーズ天王寺店

大阪市天王寺区 ファミリーレストラン ロイヤルホスト上本町店

大阪市天王寺区 ファミリーレストラン 四六時中　天王寺店

大阪市天王寺区 フード・バー Bar Haze

大阪市天王寺区 ふぐ専門店 大阪とらふぐの会　本店

大阪市天王寺区 ふぐ料理屋 戴天ふぐ鶴橋御坊

大阪市天王寺区 フランス料理 歩き

大阪市天王寺区 ベーカリーレストラン BAQET天王寺MIO店

大阪市天王寺区 ベトナム料理 ベトナム料理　クアンコム11

大阪市天王寺区 まぐろ料理専門店 まぐろ料理　KA-TSU

大阪市天王寺区 ラーメン ラーメンフクロウ

大阪市天王寺区 ラーメン　お好み焼き　 ぐう

大阪市天王寺区 ラーメン屋 にんにくラーメン寺田町

大阪市天王寺区 らーめん屋 ふく流らーめん轍

大阪市天王寺区 ラーメン屋 らぁめんこらぼるた

大阪市天王寺区 ラーメン屋 ラーメンときまる

大阪市天王寺区 ラーメン屋 れんげラーメン

大阪市天王寺区 らーめん屋 河内らーめん天王寺MIO店

大阪市天王寺区 ラーメン屋 煮干しらーめん玉五郎鶴橋店

大阪市天王寺区 ラーメン屋 中華そば福笑門

大阪市天王寺区 ラーメン屋 福笑門

大阪市天王寺区 らーめん屋 浪花　阿吽亭

大阪市天王寺区 ラーメン店 どうとんぼり神座　天王寺Mioプラザ店

大阪市天王寺区 らーめん店 古潭　あべちか店

大阪市天王寺区 ライブハウス スタジオイオロス

大阪市天王寺区 ラウンジ Lounge le Casa

大阪市天王寺区 ラウンジ ﾗｳﾝｼﾞ　pakira

大阪市天王寺区 ラウンジ ラウンジ ル カーサ

大阪市天王寺区 レストラン CRISP＆LUCE

大阪市天王寺区 レストラン Deez Bar&Restaurant

大阪市天王寺区 レストラン ENOTECA ALCHIMISTA

大阪市天王寺区 レストラン luvwine裏天王寺

大阪市天王寺区 レストラン MuuMuuDiner天王寺MIO店

大阪市天王寺区 レストラン panda

大阪市天王寺区 レストラン Piattini Micio 

大阪市天王寺区 レストラン ｙｕｆｕｒａ　菜香

大阪市天王寺区 レストラン カクレンガ

大阪市天王寺区 レストラン ｶｼﾞｭｱﾙｲﾀﾘｱﾝｱﾙﾊﾞｰﾀ

大阪市天王寺区 レストラン がんこ桃谷店

大阪市天王寺区 レストラン さち福やCaf? 

大阪市天王寺区 レストラン さち福やCaf?　天王寺ミオプラザ館店

大阪市天王寺区 レストラン ソライロキッチン天王寺?てんしば

大阪市天王寺区 レストラン バケット天王寺MIO店
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大阪市天王寺区 レストラン レストランROYAL

大阪市天王寺区 レストラン 家カフェおたま　天王寺ミオ本館店

大阪市天王寺区 レストラン 外灘紅緑灯本館　天王寺店

大阪市天王寺区 レストラン 京懐石 美濃吉 近鉄上本町店

大阪市天王寺区 レストラン 笑の実

大阪市天王寺区 レストラン 心斎橋ミツヤ　アベノ店

大阪市天王寺区 レストラン 台湾小籠包

大阪市天王寺区 レストラン 中国名菜銀座アスター　上本町近鉄賓館

大阪市天王寺区 ワインバー Le  Lion

大阪市天王寺区 ワインバー 葡萄酒屋イータ

大阪市天王寺区 ワインバル（居酒屋） エル アロマ

大阪市天王寺区 ワイン食堂 Sommelier  kitchen yuByum

大阪市天王寺区 飲食店 BISTRO B-FUSON

大阪市天王寺区 飲食店 パセラリゾーツ天王寺店

大阪市天王寺区 飲食店 ブラッスリーブージュニア天王寺ミオプラザ館M2階

大阪市天王寺区 飲食店 みしま

大阪市天王寺区 飲食店 京の彩り寿司　京月

大阪市天王寺区 飲食店 旬菜ダイニング

大阪市天王寺区 飲食店 地鶏焼肉熔岩屋　上本町店

大阪市天王寺区 飲食店 与太呂　上本町店

大阪市天王寺区 飲食店 鐡道館食堂

大阪市天王寺区 院内職員食堂 大阪赤十字病院職員食堂

大阪市天王寺区 家庭料理屋 Kitchen CEBOLLA 

大阪市天王寺区 割烹 はし本

大阪市天王寺区 割烹 大坂　生國魂　はし本

大阪市天王寺区 割烹料理店 旬草弥ひろ

大阪市天王寺区 活魚料理店 活魚料理いしかわ

大阪市天王寺区 甘党喫茶 甘党まえだ　MIO店

大阪市天王寺区 甘党喫茶 甘党まえだ　あべちか店

大阪市天王寺区 韓国家庭料理 コリアンキッチン　シジャン　天王寺駅ミオ店

大阪市天王寺区 韓国料理 とうがらし

大阪市天王寺区 韓国料理屋 コリアンキッチン　美韓

大阪市天王寺区 韓国料理店 タッカンマリ　コッキオ鶴橋店

大阪市天王寺区 韓国料理店 ナップンナムジャ　デソン

大阪市天王寺区 韓国料理店 鉄板鍋　ショウ

大阪市天王寺区 喫茶 アフタヌーンティーティールーム　天王寺ミオ

大阪市天王寺区 喫茶 カルムカフェカバリエ

大阪市天王寺区 喫茶店 The Coffee Market

大阪市天王寺区 喫茶店 コーヒーショップ  ガート

大阪市天王寺区 喫茶店 スターバックスコーヒー　JR桃谷駅店

大阪市天王寺区 喫茶店 喫茶　ペイントハウス

大阪市天王寺区 喫茶店 喫茶ルプラ

大阪市天王寺区 喫茶店 喫茶街

大阪市天王寺区 喫茶店　BAR Waltz cafe& bar  playing Records

大阪市天王寺区 牛たん 牛たん仙台辺見　天王寺MIO店

大阪市天王寺区 牛たん屋 牛たん焼き仙台辺見あべちか店

大阪市天王寺区 居酒屋 BATA2

大阪市天王寺区 居酒屋 Beering Bon

大阪市天王寺区 居酒屋 FINO Amo Tigre

大阪市天王寺区 居酒屋 kitchen mama 椿

大阪市天王寺区 居酒屋 Kitchen 花

大阪市天王寺区 居酒屋 Mitsu-Bal

大阪市天王寺区 居酒屋 Ｎ白木屋 上本町駅前店

大阪市天王寺区 居酒屋 O'Reshuka

大阪市天王寺区 居酒屋 OZ家

大阪市天王寺区 居酒屋 TAYUTAYU裏天王寺

大阪市天王寺区 居酒屋 ｙｕｆｕｒａ　采香

大阪市天王寺区 居酒屋 ありたや

大阪市天王寺区 居酒屋 うおまん上本町YUFURA店

大阪市天王寺区 居酒屋 おでんおんせん

大阪市天王寺区 居酒屋 おばんさんバル b 
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大阪市天王寺区 居酒屋 お魚食堂かど家　天王寺公園前店

大阪市天王寺区 居酒屋 かにと北海の味　北海道

大阪市天王寺区 居酒屋 こがんこあべちか店

大阪市天王寺区 居酒屋 こま源　

大阪市天王寺区 居酒屋 しろねこ

大阪市天王寺区 居酒屋 スタンドチューハイ３５

大阪市天王寺区 居酒屋 スタンド富

大阪市天王寺区 居酒屋 たばこや

大阪市天王寺区 居酒屋 ハイハイ横丁

大阪市天王寺区 居酒屋 はちごう

大阪市天王寺区 居酒屋 ぶらぶらcommentサンテバナーヌ

大阪市天王寺区 居酒屋 ゆずの小町 天王寺店

大阪市天王寺区 居酒屋 ろばた焼き　柳屋

大阪市天王寺区 居酒屋 わたる 天王寺店

大阪市天王寺区 居酒屋 鰯屋カタクチ

大阪市天王寺区 居酒屋 沖縄食堂ハイサイ　天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 居酒屋 沖縄料理 ゆいまーる

大阪市天王寺区 居酒屋 沖縄料理グーニーズ

大阪市天王寺区 居酒屋 屋台居酒屋 大阪 満マル 鶴橋駅前店

大阪市天王寺区 居酒屋 家庭料理 桂

大阪市天王寺区 居酒屋 海鮮居酒屋　上六産直市場

大阪市天王寺区 居酒屋 海鮮酒家いちから

大阪市天王寺区 居酒屋 活旬　大枡

大阪市天王寺区 居酒屋 甘太郎　天王寺店

大阪市天王寺区 居酒屋 甘太郎天王寺MIO店

大阪市天王寺区 居酒屋 紀州さかなや

大阪市天王寺区 居酒屋 貴鶏屋鶴橋店

大阪市天王寺区 居酒屋 亀屋マル八上本町店

大阪市天王寺区 居酒屋 久六

大阪市天王寺区 居酒屋 居酒屋　きらくや五十鈴

大阪市天王寺区 居酒屋 居酒屋がんば

大阪市天王寺区 居酒屋 居酒屋そこそこ

大阪市天王寺区 居酒屋 居酒屋細雪

大阪市天王寺区 居酒屋 魚や　なべいち

大阪市天王寺区 居酒屋 魚屋スタンド　裏天王寺すしセンター

大阪市天王寺区 居酒屋 魚八商店　鶴橋店

大阪市天王寺区 居酒屋 魚民 鶴橋中央口駅前店

大阪市天王寺区 居酒屋 九州熱中屋　上本町ハイハイタウンLIVE

大阪市天王寺区 居酒屋 串カツまる

大阪市天王寺区 居酒屋 串の坊天王寺MIO店

大阪市天王寺区 居酒屋 串八珍鶴橋本店

大阪市天王寺区 居酒屋 個室居酒屋 B級グルメ酒場

大阪市天王寺区 居酒屋 志なのすけ上六店

大阪市天王寺区 居酒屋 種よし

大阪市天王寺区 居酒屋 酒豪しなの酒坊

大阪市天王寺区 居酒屋 酒処　つかさ　

大阪市天王寺区 居酒屋 酒処食べ処　時

大阪市天王寺区 居酒屋 酒場ソラヤマ/ゆすはらカリー

大阪市天王寺区 居酒屋 旬彩なかじま商店

大阪市天王寺区 居酒屋 旬菜と海鮮　森田屋

大阪市天王寺区 居酒屋 笑楽酒場　とっしゃん

大阪市天王寺区 居酒屋 上本町チエちゃん

大阪市天王寺区 居酒屋 赤のれん あべちか店

大阪市天王寺区 居酒屋 赤のれん 天王寺MIO店

大阪市天王寺区 居酒屋 赤のれん天王寺店

大阪市天王寺区 居酒屋 仙台名物 味の牛たん べこ吉

大阪市天王寺区 居酒屋 操舵

大阪市天王寺区 居酒屋 大黒

大阪市天王寺区 居酒屋 大阪伝統の味 名物 串カツ 菱屋

大阪市天王寺区 居酒屋 炭火焼ダイニング 口八町 天王寺店

大阪市天王寺区 居酒屋 炭火肉酒場　肉まる
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大阪市天王寺区 居酒屋 地鶏炭焼き　伝介

大阪市天王寺区 居酒屋 馳走庵 上本町店

大阪市天王寺区 居酒屋 中井酒店

大阪市天王寺区 居酒屋 鳥貴族　上本町店

大阪市天王寺区 居酒屋 鳥貴族　天王寺北口店

大阪市天王寺区 居酒屋 鶴橋いちごいちえ

大阪市天王寺区 居酒屋 鶴橋三玄

大阪市天王寺区 居酒屋 鉄道バー『駅』

大阪市天王寺区 居酒屋 天王寺MIO 蔵元 豊祝

大阪市天王寺区 居酒屋 天王寺応援団 大分からあげと鉄板焼 勝男

大阪市天王寺区 居酒屋 天王寺裏町炉ばた焼 わすれ茶屋

大阪市天王寺区 居酒屋 伝介

大阪市天王寺区 居酒屋 豚菜家ちばりよー

大阪市天王寺区 居酒屋 南田や

大阪市天王寺区 居酒屋 肉バル　DENNER-ROIN

大阪市天王寺区 居酒屋 肉バル居酒屋　そざいや

大阪市天王寺区 居酒屋 肉炉端ロバート　天王寺

大阪市天王寺区 居酒屋 日本酒×和風バル せんとらるぱーく

大阪市天王寺区 居酒屋 馬刺しと海と日本酒におぼれる店　あかじゅん

大阪市天王寺区 居酒屋 博多串焼き ひょうげもん 天王寺店

大阪市天王寺区 居酒屋 八剣伝　天王寺店

大阪市天王寺区 居酒屋 半田屋

大阪市天王寺区 居酒屋 暴飲暴食東遊

大阪市天王寺区 居酒屋 北海の味覚　　北海道

大阪市天王寺区 居酒屋 味来亭

大阪市天王寺区 居酒屋 愉快酒場　上本町ハイハイタウン店

大阪市天王寺区 居酒屋 遊楽旬彩　直

大阪市天王寺区 居酒屋 蘭

大阪市天王寺区 居酒屋 立呑み屋　びりちゃん　上六店

大阪市天王寺区 居酒屋 炉ばた焼 網兵衛

大阪市天王寺区 居酒屋 炉端焼き新力

大阪市天王寺区 居酒屋 和み上六店

大阪市天王寺区 居酒屋 和酒和菜みのり

大阪市天王寺区 居酒屋 犇屋 天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 居酒屋 贔屓屋天王寺店

大阪市天王寺区 居酒屋、食堂 La grue

大阪市天王寺区 居酒屋スナック 19 ジューク

大阪市天王寺区 居酒屋バー 上本町酒場ハイハイボール

大阪市天王寺区 居酒屋レストラン 龍神丸　天王寺MIO店

大阪市天王寺区 居酒屋割烹 芥川  築山

大阪市天王寺区 魚料理屋 庖山

大阪市天王寺区 蕎麦屋 そばよし　上本町店

大阪市天王寺区 串カツ屋 大西清かつ

大阪市天王寺区 串焼き屋 鶴橋三玄

大阪市天王寺区 串揚げビュッフェ 串家物語天王寺MIO店

大阪市天王寺区 軽食 上六庵

大阪市天王寺区 軽食居酒屋 グリルエール

大阪市天王寺区 七輪焼鳥屋 七輪焼鳥  虜

大阪市天王寺区 酒店 細川酒店

大阪市天王寺区 寿司屋 sushidokoro まんま

大阪市天王寺区 寿司屋 おやじすし 一喜

大阪市天王寺区 寿司屋 さくら鮨

大阪市天王寺区 寿司屋 すしまる 天王寺MIO店

大阪市天王寺区 寿司屋 すし割鮮　　天山

大阪市天王寺区 寿司屋 寿司処びんび

大阪市天王寺区 寿司屋 鮨 まごのて

大阪市天王寺区 寿司製造販売、飲食店 株式会社 八十島本社

大阪市天王寺区 寿司店 さかなやのmaru寿司　上本町店

大阪市天王寺区 寿司店 上本町ほてい鮨　ハイハイタウン店

大阪市天王寺区 寿司店 上本町ほてい鮨　東店

大阪市天王寺区 寿司店 上本町ほてい鮨　本店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市天王寺区 寿司店 長兵衛すし

大阪市天王寺区 寿司店 天山

大阪市天王寺区 宿泊施設 バリタワー

大阪市天王寺区 焼きスパゲティ ローマ軒大阪上本町店

大阪市天王寺区 焼きとり屋 やきとりの名門　秋吉　天王寺店

大阪市天王寺区 焼き鳥居酒屋 貴鶏屋鶴橋

大阪市天王寺区 焼き肉 鶴橋ホルモンえびす

大阪市天王寺区 焼き肉屋 焼肉食堂かど家　鶴橋本店

大阪市天王寺区 焼き肉店 焼肉?冷麺　白雲台

大阪市天王寺区 焼鳥 赤目

大阪市天王寺区 焼鳥屋 権兵衛　天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 焼鳥店 とさか鳥てん

大阪市天王寺区 焼肉 寺田町酒場情熱ホルモン

大阪市天王寺区 焼肉 焼肉　牛一　新館

大阪市天王寺区 焼肉 焼肉牛一

大阪市天王寺区 焼肉 鶴橋　ホルモン本舗本店

大阪市天王寺区 焼肉 鶴橋ホルモン本舗　駅前店

大阪市天王寺区 焼肉・韓国料理 焼肉・韓国料理　蘭

大阪市天王寺区 焼肉屋 あぶりや鶴橋駅前店

大阪市天王寺区 焼肉屋 焼肉　但馬丸善

大阪市天王寺区 焼肉屋 焼肉　冷麺　一龍

大阪市天王寺区 焼肉屋 焼肉ガッツ

大阪市天王寺区 焼肉屋 焼肉鶴橋　 新館

大阪市天王寺区 焼肉屋 焼肉鶴橋　別邸

大阪市天王寺区 焼肉屋 焼肉鶴橋　本店

大阪市天王寺区 焼肉屋 上六焼肉ＪＡＰＡＮ

大阪市天王寺区 焼肉屋 食道園近鉄上本町店

大阪市天王寺区 焼肉屋 大邱家

大阪市天王寺区 焼肉屋 炭火焼肉もん太

大阪市天王寺区 焼肉屋 鶴橋焼肉金太郎

大阪市天王寺区 焼肉屋 肉の鶴鶴亭

大阪市天王寺区 焼肉屋 明月館　上本町本店

大阪市天王寺区 焼肉屋 和匠肉料理　松屋　天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 焼肉店 La grue

大阪市天王寺区 焼肉店 アジヨシ　総本店

大阪市天王寺区 焼肉店 アジヨシ　別館

大阪市天王寺区 焼肉店 やきにく萬野　本店

大阪市天王寺区 焼肉店 海南亭

大阪市天王寺区 焼肉店 三松

大阪市天王寺区 焼肉店 秋の牛

大阪市天王寺区 焼肉店 小川亭上六本店

大阪市天王寺区 焼肉店 焼肉 吉田

大阪市天王寺区 焼肉店 焼肉 吉田　本店

大阪市天王寺区 焼肉店 焼肉　但馬丸善　大阪本店

大阪市天王寺区 焼肉店 焼肉ソソモン

大阪市天王寺区 焼肉店 焼肉ホルモン　ザ・まん　天王寺北口店

大阪市天王寺区 焼肉店 焼肉工房炭炭亭

大阪市天王寺区 焼肉店 焼肉平和

大阪市天王寺区 焼肉店 焼肉萬野　上本町店

大阪市天王寺区 焼肉店 焼肉萬野　天王寺店

大阪市天王寺区 焼肉店 炭火焼肉　ゆきちゃん

大阪市天王寺区 焼肉店 炭火焼肉　八光園

大阪市天王寺区 焼肉店 浪花焼肉　肉タレ屋

大阪市天王寺区 焼肉店 絆

大阪市天王寺区 食堂 Sommelier Kitchen yuByum

大阪市天王寺区 食堂 信濃そば

大阪市天王寺区 食料品販売店 はり重 近鉄上本町店

大阪市天王寺区 水産物小売店 街のみなと　寺田町店

大阪市天王寺区 水産物小売店 街のみなと　天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 精肉小売店 肉　まんのや

大阪市天王寺区 精肉店 萬野総本店　天王寺本店
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大阪市天王寺区 惣菜店 がんこ豆富一徹庵近鉄上本町店

大阪市天王寺区 大衆割烹 小原庄助

大阪市天王寺区 中華レストラン チャイニーズダイニング蘭亭

大阪市天王寺区 中華レストラン 餃子の王将　上本町ハイハイタウン店

大阪市天王寺区 中華料理 BOONEY’Ｓ

大阪市天王寺区 中華料理 チャイナビストロ　ワンスープ

大阪市天王寺区 中華料理 チャイニーズテーブル百楽

大阪市天王寺区 中華料理 百楽本店

大阪市天王寺区 中華料理レストラン 餃子の王将 玉造店

大阪市天王寺区 中華料理レストラン 餃子の王将 鶴橋駅前店

大阪市天王寺区 中華料理店 CHINA BISTRO One Soooup

大阪市天王寺区 中華料理店 紅虎軒天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 中国料理 中国料亭　杯杯天山閣

大阪市天王寺区 定食屋 ＢＩＲＤ　ＬＡＮＤ２

大阪市天王寺区 定食屋 青葉苑　天王寺ミオプラザ店

大阪市天王寺区 鉄板焼 ぷれじでんとシェラトン都ホテル大阪店

大阪市天王寺区 鉄板焼お好み焼き 焼き焼きおかもと

大阪市天王寺区 鉄板焼き、お好み焼き屋 焼き焼きおかもと

大阪市天王寺区 鉄板焼店 創作鉄板　菫

大阪市天王寺区 天ぷら はな天　鶴橋店

大阪市天王寺区 天ぷら屋 旬天　伸

大阪市天王寺区 天ぷら居酒屋 酒と揚げ天ぷらてんてん

大阪市天王寺区 日本料理 まんまごよみ　とみや

大阪市天王寺区 日本料理店 りき六

大阪市天王寺区 日本料理店 花外楼あべのハルカスダイニング店

大阪市天王寺区 日本料理店 楽菜　わさびや

大阪市天王寺区 百貨店イートインコーナー はり重 近鉄上本町店 イートイン

大阪市天王寺区 洋菓子販売 アローツリー　天王寺MIO店

大阪市天王寺区 洋食 ソラーレドーノ

大阪市天王寺区 洋食屋 ビストロ 　ｖｉｎｖｉｎ　上本町店

大阪市天王寺区 洋食屋 プチグリルマルヨシ

大阪市天王寺区 洋食屋 ポムの樹ミオプラザ館店

大阪市天王寺区 洋食屋 神戸元町ドリア天王寺mio店

大阪市天王寺区 洋食店 CookDolphin

大阪市天王寺区 洋食店 キッチン フジオ軒 天王寺MIO店

大阪市天王寺区 立ち飲み 市村酒店

大阪市天王寺区 立ち呑み 立ち呑み処 ゆるり

大阪市天王寺区 料亭 料亭　天王殿

大阪市天王寺区 料亭 料亭　天繁

大阪市天王寺区 料理屋 料亭まつむら

大阪市天王寺区 料理店 ネパ－ル創作料理店シュレスタ

大阪市天王寺区 和カフェ nana’s green tea天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 和カフェ 和カフェちさと

大阪市天王寺区 和菓子屋 本松葉屋

大阪市天王寺区 和食 すえひろ

大阪市天王寺区 和食 三宝庵　上本町YUFURA店

大阪市天王寺区 和食 旬彩・三田肉　つるふく

大阪市天王寺区 和食　鰻料理 江戸川上本町店

大阪市天王寺区 和食　日本料理 つきひ上本町店

大阪市天王寺区 和食鰻料理 江戸川天王寺店

大阪市天王寺区 和食居酒屋 居酒屋鮮道　こんび

大阪市天王寺区 和食材販売 久世福商店　天王寺MIO店

大阪市天王寺区 和食店 銀座ハゲ天 天王寺mio店

大阪市天王寺区 和食日本料理 月日亭天王寺店

大阪市天王寺区 和食料理屋 ひかり屋天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 和食料理店 花

大阪市天王寺区 和風茶寮 茶寮　季

大阪市天王寺区 丼専門店 丼丼亭　あべちか店

大阪市天王寺区 餃子専門店 鶴餃子

大阪市天王寺区 24時間ジム フィットステーション24　上本町店

大阪市天王寺区 アパレル SUIT SELECT TENNOJI MIO
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大阪市天王寺区 アパレル ハニーズ上本町ユフラ店

大阪市天王寺区 エステ・リラクゼーションサロン salon de LA MER

大阪市天王寺区 エステサロン POLAエステティックCocolo

大阪市天王寺区 エステサロン ＰＯＬＡハピネス愛天王寺北口店

大阪市天王寺区 エステサロン Re:Lacuna   リラクーナ

大阪市天王寺区 エステサロン/プライベートトレーニング private salon MIRROR

大阪市天王寺区 エステティックサロン Meup

大阪市天王寺区 エステティックサロン Ｔｉａｒａ

大阪市天王寺区 エステティックサロン アンジェリークBB

大阪市天王寺区 エステティックサロン エステティックサロンソシエ　天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 エステティックサロン サロン・ド・エステ ルヴニール

大阪市天王寺区 エステティックサロン ポーラザビューティー上本町YUFURA

大阪市天王寺区 カーディーラー 天王寺店

大阪市天王寺区 ガソリンスタンド 上六SS

大阪市天王寺区 カラオケボックス カラオケＣＯＭＢＯ寺田町店

大阪市天王寺区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　寺田町駅前店

大阪市天王寺区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　上本町駅前店

大阪市天王寺区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　天王寺店

大阪市天王寺区 コインロッカーの管理運営業務 コインロッカー

大阪市天王寺区 コンタクトレンズ販売店 Menicon Miru大阪上本町店

大阪市天王寺区 シェアリングスペース 快活CLUB鶴橋駅前店

大阪市天王寺区 シェービング＆エステサロン ビューティーフェイスグランデ上本町店

大阪市天王寺区 シティホテル POPWAY RESIDENCE TENNOJI

大阪市天王寺区 ジュエリー ショップ GOODNESS 天王寺MIO

大阪市天王寺区 スーパーマーケット MISUGIYA+天王寺ＭＩＯ店

大阪市天王寺区 スポーツクラブ JOYFIT24上本町

大阪市天王寺区 スポーツクラブ ホットヨガスタジオLAVA大阪上本町店

大阪市天王寺区 スポーツクラブ(ボクシングジム) ラッキースターボクシングクラブ

大阪市天王寺区 スポーツジム ワールドウイング大阪　上本町

大阪市天王寺区 ダイビングショップ Diving Shop 潜楽屋

大阪市天王寺区 ダンススタジオ ベースオントップダンススペース天王寺店

大阪市天王寺区 ダンススタジオ（スポーツクラブ） ダンススタジオタートル

大阪市天王寺区 ダンス教授 スタジオK

大阪市天王寺区 テナントビル 上本町NEXTAGEビル

大阪市天王寺区 トータルビューティーサロン プリンセスアッシュ　天王寺ミオプラザ店

大阪市天王寺区 トリミングサロン DOGSALON  COUCOU

大阪市天王寺区 ネイルサロン Nail salon &U

大阪市天王寺区 ネイルサロン Nail salon Noble 

大阪市天王寺区 ネイルサロン NailSalon Primer

大阪市天王寺区 ネイルサロン smiley nail

大阪市天王寺区 ネイルサロン ナイスネイル上本町店

大阪市天王寺区 ネイルサロン　マツエクサロン NAIL&EYELASH SALON　　salty

大阪市天王寺区 パーソナル　コンディショニング　ルーム PパーソナルCコンディショニングRルーム（フェニックス）

大阪市天王寺区 パソコン・プログラミング教室 パソコン市民講座近鉄百貨店上本町教室

大阪市天王寺区 ぱちんこ DAIICHI上六店

大阪市天王寺区 パチンコ＆スロット オー２

大阪市天王寺区 パチンコ＆スロット マジックスクエア２

大阪市天王寺区 パチンコ、スロット マジックバード２

大阪市天王寺区 パチンコ店 ガイア上六店

大阪市天王寺区 パチンコ店 スーパーホール

大阪市天王寺区 パチンコ店 大一上六店

大阪市天王寺区 ピアノ教室 山下ピアノ教室

大阪市天王寺区 ピースポット・ワンフォー ピースポット・ワンフォー（なにわ創生塾）

大阪市天王寺区 ビジネスホテル HOTEL 3O’CLOCK’TENNOJI

大阪市天王寺区 ビジネスホテル グリンヒルホテル 

大阪市天王寺区 ビジネスホテル スーパーホテル大阪天王寺

大阪市天王寺区 ビジネスホテル 東横イン大阪鶴橋駅前

大阪市天王寺区 フィットネスクラブ コ・ス・パ　上本町

大阪市天王寺区 フィットネススタジオ ZEST

大阪市天王寺区 フットサルコート キャプテン翼スタジアム天王寺

大阪市天王寺区 ヘアーサロン ヘアーサロン ソシエ　天王寺ミオ店
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大阪市天王寺区 ペットメモリアル（葬祭） 泉北☆天王寺ペットメモリアル

大阪市天王寺区 ホテル ＨＯＴＥＬ　ＬＩＶＥ　ＡＲＴＥＸ

大阪市天王寺区 ホテル HOTEL 草石

大阪市天王寺区 ホテル えんじぇるはーと

大阪市天王寺区 ホテル スーパーホテル　大阪・天王寺

大阪市天王寺区 ホテル ダイワロイネットホテル大阪上本町

大阪市天王寺区 ホテル ホテル真法院大阪

大阪市天王寺区 ホテル ホテル草石庵

大阪市天王寺区 ホテル 公立学校共済組合大阪宿泊所

大阪市天王寺区 ホテル 谷町LUXEHOTEL

大阪市天王寺区 まつげエクステ Bloom

大阪市天王寺区 マッサージ REFLE近鉄上本町店

大阪市天王寺区 まつ毛エクステ アイブロウサロン Eyelash Salon Blanc 天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 まつ毛エクステンション ALICE　EYELASH　天王寺店

大阪市天王寺区 メガネ屋 メガネの松岡

大阪市天王寺区 メガネ店 愛眼株式会社

大阪市天王寺区 ライブハウス STAR LIVE U6

大阪市天王寺区 ライブハウス starlive u6

大阪市天王寺区 ライブハウス 寺田町Fireloop

大阪市天王寺区 リラクゼーション FRESCA

大阪市天王寺区 リラクゼーション ラフィネプリュス　上本町YUFURA店

大阪市天王寺区 リラクゼーションサロン RIRA

大阪市天王寺区 リラクゼーションサロン アジアンハーブス天王寺MIO店

大阪市天王寺区 リラクゼーションサロン トータルボディサロン　キュア

大阪市天王寺区 リラクゼーションサロン ナチュラルガーデン　天王寺ミオプラザ店

大阪市天王寺区 リラクゼーションサロン ハウスオブローゼ　リラクゼーションサロン　ローズガーデン　天王寺MIO店

大阪市天王寺区 リラクゼーションスペース りらくる鶴橋店

大阪市天王寺区 リラクゼーションスペース りらくる天王寺駅北口店

大阪市天王寺区 レジャーホテル ローズリップス鶴橋店

大阪市天王寺区 案内所 株式会社阪神総商 大阪営業所

大阪市天王寺区 案内所 大阪営業所

大阪市天王寺区 運動教室 フィッツミー うえほんまちハイハイタウン店

大阪市天王寺区 運動施設 PANZAてんしばイーナ

大阪市天王寺区 映画館 上六シネマ

大阪市天王寺区 英会話教室 熟学

大阪市天王寺区 音楽スタジオ ベースオントップ天王寺店

大阪市天王寺区 化粧品販売、エステ POLA THE BEAUTY天王寺ミオ店

大阪市天王寺区 家具・インテリア雑貨 cucan 天王寺MIO店

大阪市天王寺区 家電販売店 鶴橋店

大阪市天王寺区 家電量販店 エディオン近鉄上本町店

大阪市天王寺区 介護資格スクール 介護のキャンパス 天王寺校

大阪市天王寺区 会社事務所 株式会社アイ・ティー・エム

大阪市天王寺区 絵画教室 絵画教室トイ・ボックス

大阪市天王寺区 学習塾 キッズクラブ 上本町校

大阪市天王寺区 学習塾 もえぎ会  上本町教室

大阪市天王寺区 学習塾 関西個別指導学院 上本町教室

大阪市天王寺区 学習塾 公文式生魂小前教室

大阪市天王寺区 学習塾 自立学習RED　鶴橋教室

大阪市天王寺区 学習塾 進学教室浜学園天王寺教室新館

大阪市天王寺区 学習塾 東進衛星予備校　上本町西校

大阪市天王寺区 学習塾 東進衛星予備校　天王寺駅北口校

大阪市天王寺区 学習塾 馬渕教室 上本町本部校

大阪市天王寺区 学習塾 馬渕個別 上本町校

大阪市天王寺区 学習塾 馬渕個別 天王寺校

大阪市天王寺区 金券売買 チケットスーパー

大阪市天王寺区 靴屋 アトリエSHOPロコ

大阪市天王寺区 結婚相談所 結婚相談所　エンジェライト

大阪市天王寺区 健康食品販売 サン・クロレラジャパン株式会社　関西支店

大阪市天王寺区 語学学校 イングリッシュスポット英会話学校　玉造校

大阪市天王寺区 講演会会場 シェラトン都ホテル朝祷会

大阪市天王寺区 雑貨屋　手芸教室 ニットハウスピュア
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大阪市天王寺区 雑貨販売店 ZOOQLE

大阪市天王寺区 子供体操・空手教室 四天王寺スポーツクラブ

大阪市天王寺区 寺 宗教法人　最勝寺

大阪市天王寺区 寺院 真宗大谷派　光照寺

大阪市天王寺区 自動車修理販売 有限会社 ヤナギオートサービス

大阪市天王寺区 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）天王寺店

大阪市天王寺区 写真館 竹田写真館

大阪市天王寺区 社交ダンス教室 ビギンダンス教室

大阪市天王寺区 小売店 ORIHICA　上本町YUFURA店

大阪市天王寺区 障がい児通所事業 ウキウキ　さくらんぼ

大阪市天王寺区 障がい者就労支援施設（視聴覚障がい者等情報提供施設） 大阪府ＩＴステーション

大阪市天王寺区 上本町ゴルフレッスンスタジオ 上本町ゴルフレッスンスタジオ

大阪市天王寺区 信用金庫 大阪信用金庫　玉造支店

大阪市天王寺区 信用金庫 大阪信用金庫　本店

大阪市天王寺区 図書館 大阪市立天王寺図書館

大阪市天王寺区 整骨院 あすなろ整骨院

大阪市天王寺区 整骨院 あすなろ整骨院　上本町

大阪市天王寺区 整体サロン カラダファクトリー近鉄百貨店上本町店

大阪市天王寺区 整体業 カラダファクトリー近鉄百貨店上本町店

大阪市天王寺区 貸会場 大阪国際交流センター　大阪カンファレンスセンター＆ホテル

大阪市天王寺区 大阪市営プール・トレーニング場・体育館 大阪市立天王寺スポーツセンター・真田山プール

大阪市天王寺区 脱毛サロン SENA.wax salon

大阪市天王寺区 男女共同参画センター 大阪市立男女共同参画センター中央館

大阪市天王寺区 動物園 天王寺動物園

大阪市天王寺区 特殊清掃業 SCS特殊清掃・ケアサービス

大阪市天王寺区 内科診療所 くれないクリニック

大阪市天王寺区 乳幼児教育 蓮美幼児学園　本園

大阪市天王寺区 美容院 LUCY

大阪市天王寺区 美容室 _WHITE

大阪市天王寺区 美容室 adyum for hair

大阪市天王寺区 美容室 ALLURE hair ~terrace~ 天王寺店

大阪市天王寺区 美容室 Charm materi　四天王寺

大阪市天王寺区 美容室 edge origination天王寺店

大阪市天王寺区 美容室 FLOWERS

大阪市天王寺区 美容室 FRAME 天王寺駅前店

大阪市天王寺区 美容室 FRAME 天王寺北口店

大阪市天王寺区 美容室 hair salon stella

大阪市天王寺区 美容室 HAIR SPACE ALLEN

大阪市天王寺区 美容室 hair&face オイダ

大阪市天王寺区 美容室 LOGii by emt

大阪市天王寺区 美容室 nines

大阪市天王寺区 美容室 petica by emt

大阪市天王寺区 美容室 share

大阪市天王寺区 美容室 TAYA大阪上本町店

大阪市天王寺区 美容室 U-TIFUL

大阪市天王寺区 美容室 エムウェーブ

大阪市天王寺区 美容室 チャーム　クラッシー本店

大阪市天王寺区 美容室 フェーデ

大阪市天王寺区 美容室 フレーム　

大阪市天王寺区 美容室 ロンロンシャ都ホテル店

大阪市天王寺区 美容室 近鉄百貨店上本町店ビューティーカラープラス

大阪市天王寺区 美容室 美容室ＩＷＡＭＩ

大阪市天王寺区 美容整骨サロン Salon de Clre

大阪市天王寺区 百貨店 近鉄百貨店　上本町店

大阪市天王寺区 不動産屋 アトリフ寺田町店

大阪市天王寺区 民泊 プラスビル

大阪市天王寺区 民泊運営 スマートハウジング株式会社

大阪市天王寺区 予備校・学習塾 駿台　現役フロンティア　天王寺校

大阪市天王寺区 理髪店 理容　センス

大阪市天王寺区 理容業 ステージ201

大阪市天王寺区 理容業 ヘアーサロン オイタ
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大阪市天王寺区 理容室 ClearTimes

大阪市天王寺区 理容室 ヘアーサロン　イケガミ

大阪市天王寺区 理容室 ヘアーサロン　ミヤワキ

大阪市天王寺区 旅行会社 JTB大阪天王寺店

大阪市天王寺区 旅行会社 株式会社　ジェット観光

大阪市天王寺区 旅行会社 阪神観光開発

大阪市天王寺区 旅行会社 上本町営業所

大阪市天王寺区 旅行業 大阪天王寺店

大阪市天王寺区 霊園運営、販売 株式会社　阪神総商　大阪営業所

大阪市天王寺区 鍼灸院 なつめ堂

大阪市天王寺区 鍼灸整骨院 エール整骨院

大阪市天王寺区 鍼灸整骨院 ジェイペック鍼灸整骨院

大阪市天王寺区 鍼灸整骨院 にしもと整骨院  上本町院

大阪市天王寺区 鍼灸整骨院 にしもと整骨院　鶴橋院

大阪市天王寺区 鍼灸整骨院 極GROUP

大阪市浪速区 BAR BAR CLOVER

大阪市浪速区 Bar Bar　C-ONE

大阪市浪速区 ＢＡＲ BAR has sun

大阪市浪速区 BAR BAR TARO

大阪市浪速区 BAR BARナマズ

大阪市浪速区 BAR cafe bar Ｓ＆Ｋ

大阪市浪速区 bar Racing　BAR　１００R 

大阪市浪速区 BAR あんてぃー

大阪市浪速区 BAR グランブルー

大阪市浪速区 BAR フラッシュバック

大阪市浪速区 BAR 会員制BARふな子の家

大阪市浪速区 BAR 酒屋はなはな

大阪市浪速区 BAR タラレ場 BAR　タラレ場

大阪市浪速区 ＢＡＲ＆ワインバー バー・ヘルズ

大阪市浪速区 イタリアン Goodspoon 難波シティ店

大阪市浪速区 イタリアン MareCalmo

大阪市浪速区 イタリアン Table Nice

大阪市浪速区 イタリアン イタリアン酒場テンパール

大阪市浪速区 イタリアン 薪焼ステーキ×イタリアンKicori 

大阪市浪速区 イタリアンレストラン Il Povero Diavolo 

大阪市浪速区 イタリアンレストラン TO THE HERBS

大阪市浪速区 イタリアンレストラン ブルーバードミナミ

大阪市浪速区 イタリアン酒場 テンパール

大阪市浪速区 イタリア料理店 イタリア大衆食堂　堂島グラッチェ　なんば店

大阪市浪速区 イタリア料理店 タボラカルダ　ジョイアミーア

大阪市浪速区 イタリア料理店 フェリチーボ

大阪市浪速区 インド料理屋 インド料理 アシヤナ 難波店

大阪市浪速区 うどん　そば　丼物屋 力餅食堂

大阪市浪速区 うどん屋 あげたち 匠の細麺　つるとんたん

大阪市浪速区 うどん屋 つけ鴨うどん鴨錦恵美須本店

大阪市浪速区 うどん屋 丸一屋

大阪市浪速区 うどん店 うどん亭はやみ

大阪市浪速区 うどん店 き田たけうどん

大阪市浪速区 オーガニックレストラン S・EBISU CAFE BAR

大阪市浪速区 オーセンティックバー BAR COURAGE

大阪市浪速区 オーセンティックバー BAR SOIREE

大阪市浪速区 おにぎらず専門店 笑屋ＮＩＣＯ－ＹＡ　本店

大阪市浪速区 お好み焼、鉄板焼屋 そごう横浜店

大阪市浪速区 お好み焼・たこ焼 お好み焼き・たこ焼き処　ふくや

大阪市浪速区 お好み焼き 鶴橋風月　OCAT店

大阪市浪速区 お好み焼き 鶴橋風月　スパワールド店

大阪市浪速区 お好み焼き　鉄板焼き 狸狸亭なにわ元町店

大阪市浪速区 お好み焼き、鉄板焼 お好み焼き・鉄板焼き　とう祇

大阪市浪速区 お好み焼き・鉄板焼き 風月　瓢箪山店

大阪市浪速区 お好み焼き屋 うさぎや

大阪市浪速区 お好み焼き屋 お好み焼き　くいしん坊
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大阪市浪速区 お好み焼き屋 くいしん坊

大阪市浪速区 お好み焼き屋 やん！なんば本店

大阪市浪速区 お好み焼き屋 新世界　す。

大阪市浪速区 お好み焼き屋 鶴橋　風月

大阪市浪速区 お好み焼き屋 鶴橋風月なんばCITY店

大阪市浪速区 お好み焼き屋 福○

大阪市浪速区 お好み焼き屋 福助

大阪市浪速区 お好み焼き店 お好み焼　スワロー

大阪市浪速区 お好み焼き店 お好み焼き  くいしん坊

大阪市浪速区 お好み焼き店 大阪お好み焼き　まるや

大阪市浪速区 お好み焼屋 お好み焼  くいしん坊

大阪市浪速区 お好み焼屋 お好み焼鉄板焼き　瀬川

大阪市浪速区 カフェ #702CAFE&DINER

大阪市浪速区 カフェ addcoffee

大阪市浪速区 カフェ FlowerQuiche本店

大阪市浪速区 カフェ Greedy

大阪市浪速区 カフェ ReichoL

大阪市浪速区 カフェ SAOcafe

大阪市浪速区 カフェ Steamed cooking AS&G

大阪市浪速区 カフェ ＹＯＬＯ　ＢＡＳＥ

大阪市浪速区 カフェ カフェ　スパッツ

大阪市浪速区 カフェ シスメアパルス

大阪市浪速区 カフェ なんばパークス・こなな

大阪市浪速区 カフェ 茶匠 清水一芳園 なんば店

大阪市浪速区 カフェ 野菜直売 Green Cafe なんばOCAT店

大阪市浪速区 カフェ 有機茶寮bySOLVIVA

大阪市浪速区 カフェ＆バー HOLICXHOLIC

大阪市浪速区 カフェ&レストラン カフェ&レストラン明治屋

大阪市浪速区 カフェ＆レストラン カフェｅ－ｍａｉｄ

大阪市浪速区 カフェ、BBQ場 JUNGLE　Namba

大阪市浪速区 カフェバー GALLERY

大阪市浪速区 カフェバー MONKEY MOCHA

大阪市浪速区 カフェバー NATURALIA日本橋店

大阪市浪速区 カフェバー 小さなデパートおくの

大阪市浪速区 カフェ工房 アニプラカフェ工房NT-BASE

大阪市浪速区 からあげ屋 からあげ　金と銀

大阪市浪速区 カラオケ カラオケレインボー難波なんさん通り店

大阪市浪速区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　なんさん通り店

大阪市浪速区 カラオケ　イザカヤ 居酒屋　彩あい

大阪市浪速区 カラオケbar さくらbar

大阪市浪速区 カラオケ居酒屋 カラオケ　居酒屋　カレン

大阪市浪速区 カレーライス カレー堂　難波店

大阪市浪速区 カレー屋 シンズキッチンミニ

大阪市浪速区 カレー屋 桜堂

大阪市浪速区 クレープ店 MOMI&TOY'S　なんばパークス店

大阪市浪速区 コラボカフェ プリンセスカフェ大阪館

大阪市浪速区 しゃぶしゃぶ屋 しゃぶ扇難波ＯＣＡＴ店

大阪市浪速区 ショットバー  SEVEN

大阪市浪速区 ショットバー bar Combustio（バー コンバスティオ）

大阪市浪速区 ショットバー BAR Heidrun

大阪市浪速区 スーパーマーケット アリランスーパー

大阪市浪速区 スープカレー専門店 マジックスパイス

大阪市浪速区 すし店 ときすし　なんばパークス店

大阪市浪速区 ステーキハウス 星乃

大阪市浪速区 ステーキハンバーグ 1ポンドのステーキハンバーグタケル 日本橋オタロード店

大阪市浪速区 スナック papas

大阪市浪速区 スナック スナック　ゆめ

大阪市浪速区 スナック スナック　日本一

大阪市浪速区 スナック スナックぼぶ

大阪市浪速区 スナック スナック福馬

大阪市浪速区 スナック マー坊
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大阪市浪速区 スナック メンバーズJUN

大阪市浪速区 スナック よりみち

大阪市浪速区 スナック 縁

大阪市浪速区 スナック 美茄子倶楽部（ビーナス倶楽部）

大阪市浪速区 スナック 美寿々

大阪市浪速区 そば屋 総本家更科

大阪市浪速区 ダイニングバー Flash Back restaurant bar

大阪市浪速区 ダイニングバー ジオラマ103

大阪市浪速区 ダイニングレストラン 湊町　River cafe

大阪市浪速区 タイ料理専門店　 タイ料理専門店　TAI THAI

大阪市浪速区 たこ焼き屋 GOONIES

大阪市浪速区 たこ焼き屋 きたや

大阪市浪速区 たこ焼き屋 たこ焼きとんちゃん

大阪市浪速区 たこ焼き屋 たこ焼き屋酒場こておちゃん

大阪市浪速区 たこ焼き屋 大阪たこ焼き本舗夢蛸　日本橋店

大阪市浪速区 たこ焼き居酒屋 ねこ福

大阪市浪速区 たこ焼き居酒屋 御食事処　にしかわ

大阪市浪速区 たこ焼き鉄板焼　居酒屋 たこ焼き鉄板焼　花火

大阪市浪速区 チキン専門店 ココチメック

大阪市浪速区 テイクアウト型スイーツ店 デタトコカフェ

大阪市浪速区 てんぷら屋 てんぷらやさん

大阪市浪速区 てんぷら屋 天ぷら大吉　なんば店

大阪市浪速区 とんかつ屋 とんかつ頑固難波店

大阪市浪速区 バー ＢＡＲ　jas sun

大阪市浪速区 バー BAR ことり

大阪市浪速区 バー ドラゴン

大阪市浪速区 バー ほてい

大阪市浪速区 バー 酒BAR月ノあかり

大阪市浪速区 バー 新世界ビビンバー

大阪市浪速区 バー 湊theBAR

大阪市浪速区 バー、ダイニングバー CultureBarW@VE

大阪市浪速区 バーガー屋 GASTRO29ORGANIC

大阪市浪速区 バイキング 串家物語なんばパークス店

大阪市浪速区 ハワイアンバーガー クアアイナ　なんばパークス店

大阪市浪速区 パン屋 オーサムベーカリーなんば店

大阪市浪速区 パン屋とイタリアン バールくえろ・くえら

大阪市浪速区 ビアレストラン スーパードライOCAT

大阪市浪速区 ビアレストラン 道頓堀クラフトビア醸造所　なんばCITY

大阪市浪速区 ピザ　ステーキ bake pizza nfc tekken

大阪市浪速区 ファストフード 松屋桜川店

大阪市浪速区 ファミリーレストラン ロイヤルホスト桜川店

大阪市浪速区 フードコート グルメコート

大阪市浪速区 フードホール コミュニティー フードホール 大阪・日本橋

大阪市浪速区 フランス料理店 ビストロヴェー

大阪市浪速区 フランス料理店 フランス料理店　草月

大阪市浪速区 ホテル ホテルイルクオーレなんば

大阪市浪速区 ホルモン屋 スタンドホルモン　アソビーフ

大阪市浪速区 マジックカフェバー Magic Cafe & Bar SHINSEKAI

大阪市浪速区 メイドカフェ あっとほぉーむカフェ大阪本店

大阪市浪速区 メイドカフェ うさぎメイドカフェBEMYBABY

大阪市浪速区 メイドカフェ めいどりーみん大阪なんば店

大阪市浪速区 メイドカフェ めいどりーみん大阪日本橋オタロード店

大阪市浪速区 メイドカフェ 戦国メイドカフェバーもののぷNAMBA

大阪市浪速区 メイドカフェ 童話カフェバーKleinPalast

大阪市浪速区 メイドカフェ 魔界カフェBloodyGOTHIC/藁

大阪市浪速区 メイドカフェ 妹カフェバーmine

大阪市浪速区 もつ鍋屋 新世界もつ鍋屋 なんば店

大阪市浪速区 もつ鍋屋 博多もつ鍋おおやま　なんば店

大阪市浪速区 ラーメン屋 ラーメン　峰味

大阪市浪速区 ラーメン屋 らーめん製作所  奏

大阪市浪速区 ラーメン屋 伊吹商店難波本店
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大阪市浪速区 ラーメン屋 四天王難波中店

大阪市浪速区 ラーメン屋 天神麺

大阪市浪速区 ラーメン店 一風堂 なんば店

大阪市浪速区 ラーメン店 虎ノ王　桜川本店

大阪市浪速区 ラーメン店 虎ノ王新世界店

大阪市浪速区 らーめん店 清麺屋

大阪市浪速区 ラーメン店 大阪牛肉ラーメンわだ 南海難波本店

大阪市浪速区 ライブバー LIVE BAR BEATLE

大阪市浪速区 レストラン Fun Space Diner

大阪市浪速区 レストラン over the over

大阪市浪速区 レストラン YOLO BASE

大阪市浪速区 レストラン YOLO　BASE

大阪市浪速区 レストラン かごの屋大国町店

大阪市浪速区 レストラン グリル梵   本店

大阪市浪速区 レストラン ビストロ酒井

大阪市浪速区 レストラン 外灘紅緑灯　新なんば店

大阪市浪速区 レストラン 粋豚

大阪市浪速区 レストラン 大阪カオマンガイカフェ

大阪市浪速区 レストラン 築地食堂源ちゃん なんばパークス店

大阪市浪速区 レストランバー Pokerestaurant&bar  粋豚

大阪市浪速区 レストランバー アトリエ

大阪市浪速区 レストランバー 粋豚

大阪市浪速区 飲食居酒屋カラオケスナック 茶之木

大阪市浪速区 飲食業 割烹博多

大阪市浪速区 飲食店 ?記　

大阪市浪速区 飲食店 CHEESE CRAFT WORKS なんばパークス店

大阪市浪速区 飲食店 Urth Caffe なんばパークス店

大阪市浪速区 飲食店 あんちゃん屋総本舗・カフェ　ルシファー

大阪市浪速区 飲食店 コンキ

大阪市浪速区 飲食店 しょうちゃん

大阪市浪速区 飲食店 ハナキン（イタリアンバールハナキン）

大阪市浪速区 飲食店 花木酒店

大阪市浪速区 飲食店 花木肉店

大阪市浪速区 飲食店 串かつ　花道

大阪市浪速区 飲食店 粋花亭

大阪市浪速区 飲食店 台灣タンバオ

大阪市浪速区 飲食店 地鶏焼肉熔岩屋　難波店

大阪市浪速区 飲食店 天ぷら大吉　なんば店　

大阪市浪速区 飲食店（ステーキ） とつぜんステーキ

大阪市浪速区 飲食店、菓子製造業 tidy cafe

大阪市浪速区 飲食店営業 GUMBO AND OYSTER BAR　なんばパークス店

大阪市浪速区 鰻料理店 有限会社　川上商店

大阪市浪速区 家庭料理 台灣タンパオ大国町店

大阪市浪速区 家庭料理 台灣食堂

大阪市浪速区 火鍋専門店 出汁鍋と海鮮 門戸

大阪市浪速区 回転寿司 くら寿司なんば元町店

大阪市浪速区 回転寿司 くら寿司新世界通天閣店

大阪市浪速区 海鮮料理店 築地食堂源ちゃんなんばパークス店

大阪市浪速区 海鮮丼屋 市場直送海鮮問屋

大阪市浪速区 割烹料理店 千そう

大阪市浪速区 缶詰BAR リンダ

大阪市浪速区 韓国食堂 韓国食堂K-story

大阪市浪速区 韓国料理 冷麺館大国町店

大阪市浪速区 喫茶店 cafe march

大阪市浪速区 喫茶店 Fields round Ryo

大阪市浪速区 喫茶店 カフェ&レストラン明治屋

大阪市浪速区 喫茶店 タワーズカフェ

大阪市浪速区 喫茶店 ピットイン

大阪市浪速区 喫茶店 喫茶　ニューエル

大阪市浪速区 喫茶店 喫茶ブルー

大阪市浪速区 喫茶店 紅茶屋 417TEA
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大阪市浪速区 喫茶店 福島珈琲＆カフェドロペ

大阪市浪速区 喫茶店 ライブカフェ  音楽スタジオ Studio&Caf'e  Make

大阪市浪速区 喫茶店カフェ ロースター&カフェ「カフェ・ド・ロペ」

大阪市浪速区 牛丼屋 神戸牛衛門

大阪市浪速区 居酒屋 〇安

大阪市浪速区 居酒屋 chill spot-EBISU-

大阪市浪速区 居酒屋 enjoyﾀﾞｲﾆﾝｸﾞtime 紺屋

大阪市浪速区 居酒屋 Fukumasa

大阪市浪速区 居酒屋 good　eat

大阪市浪速区 居酒屋 Hanchika

大阪市浪速区 居酒屋 jammy smoke &vegetable

大阪市浪速区 居酒屋 Ｎ白木屋 大国町駅前店

大阪市浪速区 居酒屋 Ｎ白木屋 通天閣本通店

大阪市浪速区 居酒屋 Uto

大阪市浪速区 居酒屋 いるり

大阪市浪速区 居酒屋 うまいもん誠三朗

大阪市浪速区 居酒屋 おふくろ

大阪市浪速区 居酒屋 お魚とおばんざい　なんばなか　じゅにや

大阪市浪速区 居酒屋 ぎふや本家

大阪市浪速区 居酒屋 こことり

大阪市浪速区 居酒屋 サカバ　ニッチ

大阪市浪速区 居酒屋 じゃんじゃん大西屋

大阪市浪速区 居酒屋 スンドゥブOKIDOKI

大阪市浪速区 居酒屋 ダイニング・マミー

大阪市浪速区 居酒屋 ダイニングステージ　佐海屋旭

大阪市浪速区 居酒屋 ちゃんこ料理勝太鼓

大阪市浪速区 居酒屋 つり吉新世界

大阪市浪速区 居酒屋 ともゑ

大阪市浪速区 居酒屋 とり一番本舗　なんば店

大阪市浪速区 居酒屋 なかよし　大国町店

大阪市浪速区 居酒屋 なかよし　難波店

大阪市浪速区 居酒屋 ニューダイトン

大阪市浪速区 居酒屋 ハッピー

大阪市浪速区 居酒屋 ひもの野郎 なんばみなとまち店

大阪市浪速区 居酒屋 ふじやま

大阪市浪速区 居酒屋 ぶりやチカチキン　難波店

大阪市浪速区 居酒屋 ホルモン丸一

大阪市浪速区 居酒屋 まる

大阪市浪速区 居酒屋 もず屋

大阪市浪速区 居酒屋 やまと屋1号店

大阪市浪速区 居酒屋 やまと屋3号店

大阪市浪速区 居酒屋 やまと屋5号店

大阪市浪速区 居酒屋 より処　とかとか

大阪市浪速区 居酒屋 ル・ポン

大阪市浪速区 居酒屋 ロマンス　難波中店

大阪市浪速区 居酒屋 ゑびす

大阪市浪速区 居酒屋 壱番

大阪市浪速区 居酒屋 隠れ家 Mっ邸

大阪市浪速区 居酒屋 横綱

大阪市浪速区 居酒屋 横綱　通天閣

大阪市浪速区 居酒屋 沖縄ん家てりとりー

大阪市浪速区 居酒屋 沖縄食堂ハイサイ　なんばこめじるし店

大阪市浪速区 居酒屋 雅味

大阪市浪速区 居酒屋 海鮮ふたば屋

大阪市浪速区 居酒屋 韓国料理　黄金石

大阪市浪速区 居酒屋 丸かつ

大阪市浪速区 居酒屋 企画

大阪市浪速区 居酒屋 嬉々わらまさ

大阪市浪速区 居酒屋 居酒屋　TAISEI

大阪市浪速区 居酒屋 居酒屋　あね家

大阪市浪速区 居酒屋 居酒屋 なかよし 大国町店
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大阪市浪速区 居酒屋 居酒屋　ふさちゃん

大阪市浪速区 居酒屋 居酒屋　啓ちゃん

大阪市浪速区 居酒屋 居酒屋　光

大阪市浪速区 居酒屋 居酒屋　三丁目

大阪市浪速区 居酒屋 居酒屋あい

大阪市浪速区 居酒屋 居酒屋ゼゼヒヒ

大阪市浪速区 居酒屋 居酒屋ちとも

大阪市浪速区 居酒屋 居酒屋まさちゃん

大阪市浪速区 居酒屋 居酒屋春

大阪市浪速区 居酒屋 居酒屋本店

大阪市浪速区 居酒屋 魚料理紬家

大阪市浪速区 居酒屋 玉家

大阪市浪速区 居酒屋 串かつおうじ　ジャンジャン横丁店

大阪市浪速区 居酒屋 串かつじゃんじゃんじゃんじゃん横丁

大阪市浪速区 居酒屋 串かつバイキング大統領

大阪市浪速区 居酒屋 串かつ村藤

大阪市浪速区 居酒屋 鶏家 六角鶏　難波2号

大阪市浪速区 居酒屋 虎ばん

大阪市浪速区 居酒屋 五えんや

大阪市浪速区 居酒屋 口福家

大阪市浪速区 居酒屋 幸町　可真人

大阪市浪速区 居酒屋 山内農場 南海なんば南口駅前店

大阪市浪速区 居酒屋 手羽先の羽

大阪市浪速区 居酒屋 酒呑ありお

大阪市浪速区 居酒屋 酒房半田屋

大阪市浪速区 居酒屋 寿司　居酒屋じゅん平

大阪市浪速区 居酒屋 寿司居酒屋じゅん平 芦原橋店

大阪市浪速区 居酒屋 旬のおばんざい地酒のはぜやん

大阪市浪速区 居酒屋 旬和席うおまんなんばパークス店

大阪市浪速区 居酒屋 旬和席うおまんなんばﾊﾟｰｸｽ店

大阪市浪速区 居酒屋 初代ヱビス

大阪市浪速区 居酒屋 食　よし川

大阪市浪速区 居酒屋 食よし川

大阪市浪速区 居酒屋 新世界　平野屋

大阪市浪速区 居酒屋 新世界もつ鍋屋

大阪市浪速区 居酒屋 新世界もつ鍋屋 なんば店

大阪市浪速区 居酒屋 新世界もつ鍋屋 本店

大阪市浪速区 居酒屋 新世界串カツいっとく劇場前店

大阪市浪速区 居酒屋 新世界串カツいっとく通天閣店

大阪市浪速区 居酒屋 新世界串カツいっとく難波中店

大阪市浪速区 居酒屋 新世界串カツいっとく本店

大阪市浪速区 居酒屋 新世界串カツからさき別館

大阪市浪速区 居酒屋 新世界串カツからさき本店

大阪市浪速区 居酒屋 新世界串かつ福笑家

大阪市浪速区 居酒屋 千匹屋

大阪市浪速区 居酒屋 大阪や

大阪市浪速区 居酒屋 大阪産料理　空　なんばこめじるし店

大阪市浪速区 居酒屋 大衆酒場裏剣

大阪市浪速区 居酒屋 大西屋 ジャンジャン横丁店

大阪市浪速区 居酒屋 蛸焼とおでん 友の

大阪市浪速区 居酒屋 炭火ゴロ焼はちこ

大阪市浪速区 居酒屋 地鶏焼き＆たこ焼き居酒屋　ここか

大阪市浪速区 居酒屋 忠右エ門

大阪市浪速区 居酒屋 酎房まほろば

大阪市浪速区 居酒屋 朝日

大阪市浪速区 居酒屋 鳥貴族ナンバ2号店

大阪市浪速区 居酒屋 鶴亀家

大阪市浪速区 居酒屋 鉄板居酒屋へらちょんぺ

大阪市浪速区 居酒屋 難波酒場こばや

大阪市浪速区 居酒屋 博多かわ屋南海なんば店

大阪市浪速区 居酒屋 板前居酒屋ゆうや
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大阪市浪速区 居酒屋 美遊

大阪市浪速区 居酒屋 彦家

大阪市浪速区 居酒屋 富士一

大阪市浪速区 居酒屋 風来坊大国町店

大阪市浪速区 居酒屋 味の大丸

大阪市浪速区 居酒屋 味旬菜　きらく

大阪市浪速区 居酒屋 有機スポーツ酒場　八千代

大阪市浪速区 居酒屋 陽?HINATA?

大阪市浪速区 居酒屋 立ち飲み処　絆　本店

大阪市浪速区 居酒屋 立呑み処まるや

大阪市浪速区 居酒屋 料理屋哲剣

大阪市浪速区 居酒屋 浪速 たこ丸

大阪市浪速区 居酒屋 餃子酒場 あめみや

大阪市浪速区 居酒屋　カフェ chill spot -EBISU-

大阪市浪速区 居酒屋、焼き鳥屋 鳥貴族　大国町店

大阪市浪速区 居酒屋ライブバー お洒落隠れ家BILLIKEN358

大阪市浪速区 蕎麦屋 hanako  first

大阪市浪速区 蕎麦屋 そばよし　元町本店

大阪市浪速区 蕎麦屋 高島屋東別館　花粉ネクスト

大阪市浪速区 蕎麦屋 神戸牛あかぎ屋　日本橋FIVE店

大阪市浪速区 串カツ屋 株式会社　八重勝

大阪市浪速区 串カツ屋 串カツ　げんてん

大阪市浪速区 串カツ屋 串カツ　大勝

大阪市浪速区 串かつ屋 串かつだるま　ジャンジャン店

大阪市浪速区 串かつ屋 串かつだるま　総本店

大阪市浪速区 串かつ屋 串かつだるま　通天閣店

大阪市浪速区 串かつ屋 串かつだるま　動物園前店

大阪市浪速区 串かつ屋 元かつ

大阪市浪速区 串カツ屋 新世界　串カツ　山ちゃん

大阪市浪速区 串かつ屋 新世界おやじの串や

大阪市浪速区 串カツ屋 新世界串カツ牛若丸

大阪市浪速区 串カツ屋 新世界串カツ弁慶

大阪市浪速区 串カツ屋 難波の串かつ　七福

大阪市浪速区 串かつ店 ㈱一門会

大阪市浪速区 串カツ店 串かつ　やっこ

大阪市浪速区 串揚げ串カツ屋 赤坂屋

大阪市浪速区 施設レストラン チェルシー　なんばパークス

大阪市浪速区 酒販店立ち飲み よしのや酒店

大阪市浪速区 酒類小売り業　及び　立ち飲み居酒屋 beer shop Horitani　

大阪市浪速区 酒類販売店 北川酒店

大阪市浪速区 寿し 寿し正

大阪市浪速区 寿司一品 おゆき

大阪市浪速区 寿司屋 ROKU鮮　通天閣本店

大阪市浪速区 寿司屋 みなみ寿司

大阪市浪速区 寿司屋 回転寿司六鮮　新世界店

大阪市浪速区 寿司屋 元祖343鮨大国町本店

大阪市浪速区 寿司屋 寿司本店

大阪市浪速区 寿司屋 大興寿司

大阪市浪速区 寿司屋 備前屋

大阪市浪速区 寿司屋 鳴門寿司

大阪市浪速区 焼き鳥屋 ぢどり亭難波2号店

大阪市浪速区 焼き鳥屋 やきとりの名門秋吉難波店

大阪市浪速区 焼き鳥屋 焼切鳥の名門秋吉難波店

大阪市浪速区 焼き鳥屋 炭火ゴロ焼 はちこ

大阪市浪速区 焼き鳥屋 炭火焼鳥itori

大阪市浪速区 焼き鳥屋 闘鶏難波店

大阪市浪速区 焼き鳥居酒屋 焼き鳥一番　大国町店

大阪市浪速区 焼そば居酒屋 桜川焼そばセンター

大阪市浪速区 焼鳥屋 炭火焼鳥一兆

大阪市浪速区 焼鳥屋 日本橋南蛮亭

大阪市浪速区 焼肉 なんば南酒場情熱ホルモン
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大阪市浪速区 焼肉 恵美須町酒場情熱ホルモン

大阪市浪速区 焼肉 桜川酒場情熱ホルモン

大阪市浪速区 焼肉屋 a slice of BEEF -ひときれの牛肉-

大阪市浪速区 焼肉屋 スタミナ焼肉 はらだ

大阪市浪速区 焼肉屋 ぜろはち難波OCAT本店

大阪市浪速区 焼肉屋 焼肉　創作料理　信玄

大阪市浪速区 焼肉屋 焼肉かつら

大阪市浪速区 焼肉屋 焼肉ぷりぷり亭

大阪市浪速区 焼肉屋 焼肉酒家じげん

大阪市浪速区 焼肉屋 焼肉力丸なんば湊町店

大阪市浪速区 焼肉屋 神戸牛　みやび日本橋本店　

大阪市浪速区 焼肉屋 炭火焼肉3丁目

大阪市浪速区 焼肉屋 炭火焼肉３丁目

大阪市浪速区 焼肉屋 炭焼ホルモン　七福

大阪市浪速区 焼肉屋 肉処　倉　なんばパークス店

大阪市浪速区 焼肉店 やきにく　CHAN

大阪市浪速区 焼肉店 屋台焼肉 コブスター

大阪市浪速区 焼肉店 焼肉・ステーキ　い志だ屋

大阪市浪速区 焼肉店 炭火焼肉犇三昧

大阪市浪速区 焼肉丼専門店 難波肉劇場

大阪市浪速区 食堂 お魚とおばんざい なんばなか じゅにや

大阪市浪速区 食堂 お料理 にしむら

大阪市浪速区 食堂 にく笑　木津市場店

大阪市浪速区 食堂 松屋食堂

大阪市浪速区 食堂 八百屋とごはん　うらや本店

大阪市浪速区 生パスタ ポポラマーマ　なんば店

大阪市浪速区 精肉店 千惣ー喜久安

大阪市浪速区 台湾料理、中華料理 dapaidang105なんばこめじるし店

大阪市浪速区 宅配ピザ ピザハット難波店

大阪市浪速区 炭火焼ダイニング＆カフェ Orquesta

大阪市浪速区 炭火焼鳥 なんばパークス・炭火焼鳥権兵衛

大阪市浪速区 中華ﾋﾞｭｯﾌｪ 香港蒸籠なんばパ－クス店

大阪市浪速区 中華食堂 武漢熱干麺　Juan

大阪市浪速区 中華料理 麻辣江湖

大阪市浪速区 中華料理レストラン 餃子の王将 難波西店

大阪市浪速区 中華料理店 朝陽閣　難波店

大阪市浪速区 朝食レストラン ボンサルーテ

大阪市浪速区 長崎・中国料理 ㈱中央軒　なんばCITY店

大阪市浪速区 定食　お弁当 しげちゃんのからあげなんば本店

大阪市浪速区 定食屋　居酒屋 居酒屋　きっちん

大阪市浪速区 鉄板焼き TEPPANとワインと蕎麦つなぐ

大阪市浪速区 鉄板焼き 鉄板kitchen-DAI

大阪市浪速区 鉄板焼き　お好み焼き 西成ビストロ-大国町本店-

大阪市浪速区 鉄板焼き　定食 てっぱん　吟太郎

大阪市浪速区 鉄板焼屋 お好み焼き もんじゅ亭

大阪市浪速区 鉄板焼屋 焼そば お好み焼 鉄板焼 やん！

大阪市浪速区 豚料理店 porkrestran&bar 粋豚

大阪市浪速区 肉屋 肉屋徳龍

大阪市浪速区 日本酒バー 正杜屋

大阪市浪速区 日本料理 海空

大阪市浪速区 日本料理　和食 海空

大阪市浪速区 猫カフェ 猫カフェ　猫音

大阪市浪速区 油そば きりんじ寺なんば駅前店

大阪市浪速区 油そば きりん寺 なんば店

大阪市浪速区 洋食 洋食レストラン 犇屋 なんばOCAT店

大阪市浪速区 洋食、ハンバーグ、ステーキレストラン モビーディック　なんばパークス店

大阪市浪速区 立ち飲み屋 スタンド　アナザー98 

大阪市浪速区 立ち飲み屋 立呑み　福政

大阪市浪速区 立ち飲み居酒屋 酒処　スタンド　瀬川

大阪市浪速区 立ち飲み居酒屋業 エノキ屋酒店

大阪市浪速区 炉端焼き 炉端　ツボ
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大阪市浪速区 和食 家族亭　難波湊町店

大阪市浪速区 和食、鍋物 べじたべる鍋　旬菜

大阪市浪速区 和食ダイニング 大かまど飯　寅福

大阪市浪速区 和食屋 あんばい　なんばパークス店

大阪市浪速区 和食店 紅炉庵

大阪市浪速区 和食料理屋 とんかつかっぽう車屋

大阪市浪速区 爬虫類カフェ 爬虫類カフェロックスター

大阪市浪速区 Liveスペース kansai  ON AIR L7

大阪市浪速区 アイドルグッズ専門店 でらなんなん大阪なんば店

大阪市浪速区 アイドルグッズ販売 ハロー！プロジェクトオフィシャルショップ大阪店

大阪市浪速区 アパレル FUR-SALON

大阪市浪速区 アミューズメント　ポーカー　 POKER LIVE OSAKA

大阪市浪速区 イヤホン屋 e☆イヤホン 大阪日本橋本店

大阪市浪速区 インターネットカフェ メディアカフェポパイなんば本店

大阪市浪速区 エステサロン milky ange eclore

大阪市浪速区 エステティックサロン Amala Spa

大阪市浪速区 エステティックサロン バイオエステBTB Cuoreなんば店

大阪市浪速区 おみやげ屋 ココモよってぇ屋　新世界店

大阪市浪速区 おもちゃ屋 ボークス大阪ショールーム

大阪市浪速区 カプセルホテル J-SHIP大阪難波

大阪市浪速区 カラオケボックス サウンドバード

大阪市浪速区 キャンドルショップ兼教室 湯煮温

大阪市浪速区 ゲームセンター namcoなんばパークス店

大阪市浪速区 ゲームセンター アテナ日本橋

大阪市浪速区 ゲームセンター かすが娯楽場

大阪市浪速区 ゲームセンター タイトーステーション大阪日本橋店

大阪市浪速区 ゲームセンター マイドロイド

大阪市浪速区 ゴルフスクール T&D難波ゴルフアカデミー

大阪市浪速区 コワーキングスペース なんばコワーキング

大阪市浪速区 サービスレジデンス ホテル フレイザー レジデンス 南海 大阪

大阪市浪速区 サムライ体験道場 LAST SAMURAI

大阪市浪速区 シェアハウス APPLE HOUSE

大阪市浪速区 スーパー銭湯 スパワールド世界の大温泉

大阪市浪速区 スポーツクラブ Fitness CLUB ONE

大阪市浪速区 スポーツクラブ オーキャットフィットネススタジオ

大阪市浪速区 スポーツクラブ ジョイフィットなんば元町

大阪市浪速区 スポーツクラブ スポーツクラブNASなんばパークス

大阪市浪速区 スポーツ用品その他販売店 スーパースポーツゼビオなんばパークス店

大阪市浪速区 スポーツ用品販売 シャトルハウス

大阪市浪速区 セミナー・ビジネストレーニング COLORS

大阪市浪速区 ダンススタジオ スタジオDAN

大阪市浪速区 ドールショップ アゾンレーベルショップ大阪

大阪市浪速区 ネイルサロン ハロハロ

大阪市浪速区 ネイルサロン、アイラッシュサロン nail&eyelash SyiSyu なんば本店

大阪市浪速区 パーソナルジム パーソナルジムBody sizing

大阪市浪速区 パーソナルトレーニングジム 24/7Workout　難波店

大阪市浪速区 パソコンショップ ドスパラ大阪・なんば店

大阪市浪速区 パチンコ店 マルハン新世界店

大阪市浪速区 ハンコ屋 清水清月堂

大阪市浪速区 ビジネスコンビニ キンコーズ なんば店

大阪市浪速区 ビジネスホテル スマイルホテルなんば

大阪市浪速区 ビジネスホテル ホテルリブマックス　なんば

大阪市浪速区 ビジネスホテル リッチモンドホテルなんば大国町

大阪市浪速区 ベビー子供服販売店 SENSE OF WONDER なんばパークス店

大阪市浪速区 ホームセンター ホームセンターコーナンJR今宮駅前店

大阪市浪速区 ボクシングジム 井岡弘樹ボクシングジム

大阪市浪速区 ホステル &AND HOSTEL NAMBA

大阪市浪速区 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオLAVAなんば店

大阪市浪速区 ホテル DOYANEN HOTELS KINGYO

大阪市浪速区 ホテル e-stay namba

大阪市浪速区 ホテル ROZY HOTEL NAMBA
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大阪市浪速区 ホテル アパホテル＜なんば南 恵美須町駅＞

大阪市浪速区 ホテル オルフェアレジデンス難波

大阪市浪速区 ホテル ジョイテルホテル新世界堺筋通

大阪市浪速区 ホテル ニッシン・ナンバ・イン

大阪市浪速区 ホテル ホテルグレイスリー大阪なんば

大阪市浪速区 ホテル ホテルソビアル なんば大国町

大阪市浪速区 ホテル ホテルモントレグラスミア大阪

大阪市浪速区 ホテル ホテル菊栄なんば

大阪市浪速区 ホテル 相鉄フレッサイン大阪なんば駅前

大阪市浪速区 ホテル 東横INN 大阪通天閣前

大阪市浪速区 ホテル 日和ホテル大阪なんば駅前

大阪市浪速区 ホテル　旅館業許可 Wellstay難波

大阪市浪速区 ホテル（宿泊施設） 東横INN 大阪なんば西

大阪市浪速区 ホテル業 フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波

大阪市浪速区 ホテル業 東横INN大阪なんば日本橋

大阪市浪速区 まつげエクステ・ネイルサロン Infinity

大阪市浪速区 マッサージ REFLEなんばパークス店

大阪市浪速区 ミリタリーグッズ（玩具）販売店 ガンモール大阪

大阪市浪速区 ライブハウス music bar S.O.Ra.

大阪市浪速区 ライブハウス NAMBA Mele

大阪市浪速区 ライブハウス なんばHatch

大阪市浪速区 ライブハウス ライブmadrigalカフェ

大阪市浪速区 リサイクルアニメショップ K-BOOKSなんば壱番館

大阪市浪速区 リサイクルショップ ギャラリーレアなんば店

大阪市浪速区 リラクゼーション バダンバルー　なんばパークス店

大阪市浪速区 リラクゼーション ラフィネ　なんばパークス店

大阪市浪速区 レンタルフォトスタジオ、写真館、写真業 イノセントスタジオ

大阪市浪速区 映画館 新世界日劇

大阪市浪速区 音楽・映像ソフト・TVゲーム販売 ディスクピア日本橋店

大阪市浪速区 音楽スタジオ ベースオントップなんば店

大阪市浪速区 家電量販店 J&Pテクノランド

大阪市浪速区 家電量販店 ジョーシン 日本橋１ばん館

大阪市浪速区 介護員養成研修施設 ジョブシティカレッジなんば校

大阪市浪速区 各種遊技機販売業 株式会社西部ユニオン

大阪市浪速区 玩具･模型・TVゲーム専門店 スーパーキッズランド本店

大阪市浪速区 玩具･模型等専門店 スーパーキッズランドキャラクター館

大阪市浪速区 玩具等小売店 遊遊戦隊ガキレンジャー　オタロード店

大阪市浪速区 業務用スーパーマーケット C&Cエンド　夕陽丘店

大阪市浪速区 靴屋 ABC-MART Premier Stage なんばパークス店

大阪市浪速区 携帯電話販売 auショップ大国町駅前

大阪市浪速区 経営コンサルタント Oneチームおおさか

大阪市浪速区 劇場 Zepp Namba(OSAKA)

大阪市浪速区 劇場、ライブハウス 日本橋PolluxTheater

大阪市浪速区 結婚式場 アニヴェルセル 大阪

大阪市浪速区 健康雑貨・ボディケア商品 ファイテンショップ　なんばパークス店

大阪市浪速区 語学学校 K Village なんば校

大阪市浪速区 撮影スタジオ ハコスタジアム大阪

大阪市浪速区 歯科医院 たかもと歯科クリニック

大阪市浪速区 時計小売店 松田宝飾

大阪市浪速区 自動車販売及び整備一般 ㈱スズキ自販近畿

大阪市浪速区 社会体育施設 大阪府立体育会館

大阪市浪速区 宿泊施設 komachi hotel

大阪市浪速区 宿泊施設 THE PAX HOSTEL

大阪市浪速区 宿泊施設 ビジネスイン英都

大阪市浪速区 宿泊施設 ホテルWBFなんばえびす

大阪市浪速区 書店 とらのあな なんば店

大阪市浪速区 書店 わんだ～らんどなんば店

大阪市浪速区 小売店 ORIHICA　なんばパークスT-terrace店

大阪市浪速区 小売店/靴 ABC KIDS MARTなんばパークス店

大阪市浪速区 信用金庫 大阪信用金庫　今宮戎支店

大阪市浪速区 心肺蘇生法 講習会 会場 大阪なんばトレーニングラボ



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市浪速区 心理カウンセリング ＴＫＮ心理サロン

大阪市浪速区 図書館 大阪市立浪速図書館

大阪市浪速区 性風俗店(ホテルヘルス) 難波人妻紹介所

大阪市浪速区 整骨院 小林整骨院　桜川

大阪市浪速区 整体 カラダファクトリー　なんばパークス店

大阪市浪速区 整体スクール オリエントセラピースクール

大阪市浪速区 生涯学習センター 大阪市立難波市民学習センター

大阪市浪速区 生命保険・損害保険募集代理店 保険デザイン なんばパークス店

大阪市浪速区 製菓材料販売店 ジャパンホ－ムメイドケ－キチェ－ン　ナンバ店

大阪市浪速区 葬儀会館 シティホール桜川

大阪市浪速区 葬儀会館 南大阪祭典

大阪市浪速区 造園工事業 (株)辻本龍松園

大阪市浪速区 体育館、スポーツ施設 浪速スポーツセンター・浪速屋内プール・浪速アイススケート場

大阪市浪速区 体験型イベント運営施設 アジトオブスクラップ大阪ナゾビル

大阪市浪速区 体操クラブ なんば体操クラブ

大阪市浪速区 貸会議室 ウェブスタ！

大阪市浪速区 男性下着専門店 BETONES

大阪市浪速区 調剤薬局 しろくま薬局大国町店

大阪市浪速区 添い寝リフレ Perf.日本橋

大阪市浪速区 動物病院 なにわ動物クリニック

大阪市浪速区 特区民泊 BONコンドミニアム難波恵美須

大阪市浪速区 特区民泊 難波西ヴィラ

大阪市浪速区 八百屋 大阪木津卸売市場　丹井商店

大阪市浪速区 美容室 _WHITE＋

大阪市浪速区 美容室 DOTE HAIR MAKE 

大阪市浪速区 美容室 HAARE

大阪市浪速区 美容室 MICHEL DERVYN　ハービスPLAZAエント店

大阪市浪速区 美容室 NYNY .coなんばパークス店

大阪市浪速区 美容室 スパイスアヴェダなんばパークス店

大阪市浪速区 美容室 美容室　インジーノ

大阪市浪速区 不動産仲介業者 フリースペース大国町店

大阪市浪速区 服屋 Nudie Jeans なんばパークス店

大阪市浪速区 服屋 コムサスタイルなんばパークス店

大阪市浪速区 服飾雑貨 エリオポール

大阪市浪速区 法要専用式場 総合会館

大阪市浪速区 民泊 A&C STAY 難波

大阪市浪速区 民泊業 @RLiS_house通天閣

大阪市浪速区 理髪店 US理容

大阪市浪速区 理容室 かみきりどころ天王寺店

大阪市浪速区 理容室 ますだ理容

大阪市浪速区 理容店 さんぱつ屋さんCOCO

大阪市浪速区 旅行会社 関西法人MICE支店

大阪市浪速区 旅行会社 櫻スタートラベル

大阪市浪速区 旅行会社に対する各種サービス提供、他 （一社）全旅協大阪府旅行業協会

大阪市浪速区 旅行業 大阪教育旅行支店

大阪市浪速区 旅行業 日本旅行企画 株式会社

大阪市浪速区 旅行代理店 トラベルギャラリー

大阪市浪速区 鍼灸整骨院 こころ鍼灸整骨院

大阪市西区 ? GRILL&BAR SUNTRAP

大阪市西区 BAR BAR  KALAPANA　

大阪市西区 BAR BAR　MINSUNG

大阪市西区 BAR BAR RED PANDA

大阪市西区 BAR BAR　フリーク

大阪市西区 BAR Food　Bar　T-BLACK

大阪市西区 BAR HATENA feat Covent Garden

大阪市西区 BAR オールドバー四ツ橋

大阪市西区 BAR ル・レーヴ705

大阪市西区 アイスクリーム屋 Groovy Ice Cream GUFO 

大阪市西区 アジア料理店 ベトナム食堂チャオルア

大阪市西区 イタリアン ALK

大阪市西区 イタリアン vince
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大阪市西区 イタリアン あなろじか

大阪市西区 イタリアンダイニング ARKDINING本町店

大阪市西区 イタリアンレストラン pizzeria osteria la ROCCIA

大阪市西区 イタリアンレストラン THE CALENDAR （カレンダー）

大阪市西区 イタリアンレストラン ベジタブルイタリアンレストラン　mothers

大阪市西区 イタリア食堂 イタリア食堂　ポルコ

大阪市西区 イタリア料理 イタリア料理オピューム

大阪市西区 イタリア料理 ブンダブン

大阪市西区 イタリア料理店 イタリア料理　ヴェントゥーノ

大阪市西区 イタリア料理店 ピアノピアーノ

大阪市西区 イタリア料理店 ラ　クチーナ   イタリアーナ　ウエキ

大阪市西区 イタリア料理店 ラフィネストラ

大阪市西区 うどん・丼類とその関連商品 うどんの祥　かな泉

大阪市西区 オーセンティックバー Bar TSUBAME

大阪市西区 お好み焼 TAKO-SHOW

大阪市西区 お好み焼き、もんじゃ焼き、鉄板料理 鉄板ダイニングＯＫＯＮＯＭＩＹＡ

大阪市西区 お好み焼き屋 お好み焼き　なお家

大阪市西区 お好み焼き屋 お好み焼き千鶴

大阪市西区 お好み焼き屋 のぶ商店

大阪市西区 お好み焼き店 お好み焼きちとせ

大阪市西区 お好み焼き店 テッパン

大阪市西区 お好み焼屋 お好み焼 のんの

大阪市西区 カフェ Cafe & Restaurant DECO

大阪市西区 カフェ CAFE SIK

大阪市西区 カフェ Citea Fun

大阪市西区 カフェ goodspoon南堀江店

大阪市西区 カフェ IMANO OSAKA　SHINSAIBASHI　HOSTEL

大阪市西区 カフェ kokoFLAT cafe 本町

大阪市西区 カフェ MONDIAL KAFFEE328 GUTWOLF

大阪市西区 カフェ ＭＯＮＤＩＡＬ　ＫＡＦＦＥＥ328　ＮＹ3

大阪市西区 カフェ MONDIAL KAFFEE328 NY3

大阪市西区 カフェ ZERO CAFE STAND

大阪市西区 カフェ 旅路Kitchen

大阪市西区 カフェバー  Bar&Cafe Morie

大阪市西区 カフェバー And you

大阪市西区 カフェバー Ｍｉｄｗａｙ

大阪市西区 カラオケ めれんげ

大阪市西区 カラオケスナック シボン

大阪市西区 カラオケバー YOU＆U'sCLUB

大阪市西区 カレーライス専門店 カレーハウスＤＥＮ

大阪市西区 カレー屋 kitchen &BAR クローバー

大阪市西区 カレー屋 SPICE★CURRY43

大阪市西区 カレー屋 アアベルカレー

大阪市西区 カレー専門店 げんきスパイスカレーKIKI

大阪市西区 カレー店 spicy buck

大阪市西区 クレープ なんでやねん

大阪市西区 クレープ店 ディッパーダンイオンモール大阪ドームシティ

大阪市西区 ごはん処 きっちん祥

大阪市西区 ご当地居酒屋 四国酒場肥後橋

大阪市西区 シャンパンバー Champange & wine salon La Cuv?e

大阪市西区 スープカレー店 イエロースパイス

大阪市西区 すし屋 すし萬　本店

大阪市西区 スナック angel 

大阪市西区 スナック if

大阪市西区 スナック snack A

大阪市西区 スナック Stella

大阪市西区 スナック すなっく　かわい

大阪市西区 スナック スナック　ソウル

大阪市西区 すなっく すなっく　てまり

大阪市西区 スナック スナック　リナ

大阪市西区 スナック スナック　りんどう
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大阪市西区 スナック スナックR

大阪市西区 スナック ラポール

大阪市西区 スナック 華恋

大阪市西区 スナック 酒館RIN

大阪市西区 スナック スナック  アコ

大阪市西区 スナック（ミニライブやイベントも不定期に開催） 朋

大阪市西区 スナックEN スナックＥＮ

大阪市西区 スナックバー ミューズ

大阪市西区 スパイス料理 スパイス茂

大阪市西区 スペインバル Sant　Josep

大阪市西区 スペインレストラン MESON SALUD

大阪市西区 スペイン料理店 RICARDO BAR DE ESPA?A 

大阪市西区 ダイニング・レストラン DINING1325

大阪市西区 ダイニングバー Duck Dive

大阪市西区 ダイニングバー EL CAMINO

大阪市西区 ダイニングバー NEO SHOT BAR～深海の洞窟

大阪市西区 たこ焼き やたい劇場

大阪市西区 たこ焼き屋 たこもん

大阪市西区 たこ焼き屋 元祖鉄板たこ海賊

大阪市西区 トリミング、カフェ wasabee

大阪市西区 ナイトクラブ スナック　ターキー

大阪市西区 バー 705

大阪市西区 バー alun

大阪市西区 バー Bar BadenBaden 

大阪市西区 バー Bar MALOWD

大阪市西区 バー BARえんじょい

大阪市西区 バー Dune

大阪市西区 バー lounge bar Dune

大阪市西区 バー watering bar PADDLE

大阪市西区 バー エニグマ

大阪市西区 バー ニッカバー北堀江

大阪市西区 バー ライオンハート

大阪市西区 バー ワインバー グラスハウス

大阪市西区 バー 夜半の月

大阪市西区 パーキングエリア フードコート 泉大津パーキングエリア（陸側）「デイリーカーニバル」

大阪市西区 バル 村塾

大阪市西区 ハンバーガー店 milia burger

大阪市西区 パン屋 アイノノピアーノ四ツ橋店

大阪市西区 ビアパブ KAMIKAZE

大阪市西区 ビオワインバー cabotte

大阪市西区 ピザデリバリー ピザハット阿波座店

大阪市西区 ビストロ BISTRO  LAMPE

大阪市西区 ビュッフェレストラン アパホテル〈大阪肥後橋駅前〉　ラ・ベランダ

大阪市西区 ファーストフード ＫＦＣイオンモール大阪ドームシティ店

大阪市西区 ファーストフード ＫＦＣ大阪ドーム店

大阪市西区 ファーストフード店 マクドナルド　京セラドーム大阪店

大阪市西区 ファミリーレストラン カウボーイ家族大阪ドームシティ店

大阪市西区 ファミリーレストラン ロイヤルホストあみだ池店

大阪市西区 ふぐ料理専門店 ふぐ吉

大阪市西区 フランス料理店 vrai de vrai chez hiro

大阪市西区 フランス料理店 カジュアルふれんちれすとらん ONO

大阪市西区 フランス料理店 コンヴィヴィアリテ

大阪市西区 フレンチレストラン FRIGERIO

大阪市西区 フレンチレストラン Knaben

大阪市西区 ベトナム料理 チャオサイゴン肥後橋

大阪市西区 ホルモン屋 あまみ

大阪市西区 ラーメン屋 ＰＡＮＹＡ３

大阪市西区 らーめん屋 ふく流らーめん轍

大阪市西区 ラーメン屋 吉み乃製麺所新町本店

大阪市西区 ラーメン屋 本格らーめん　唯一無二

大阪市西区 ラーメン屋 麺処 天川
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大阪市西区 らーめん店 1968古潭

大阪市西区 ラーメン店 一風堂 堀江店

大阪市西区 ライブバー PeeP-bo CLUB

大阪市西区 ライブバー Soundkitchen qupe

大阪市西区 ラウンジ ラウンジ　寿実

大阪市西区 レストラン 8Gminamihorie

大阪市西区 レストラン ABC

大阪市西区 レストラン Cafe ABSINTHE

大阪市西区 レストラン MOULIN

大阪市西区 レストラン アラルデ

大阪市西区 レストラン かごの屋大阪ドームシティ店

大阪市西区 レストラン カフェori-ori

大阪市西区 レストラン チャオ・サイゴン大阪肥後橋店

大阪市西区 レストラン パノラマドームレストランアサヒ

大阪市西区 レストラン ブッフェレストラン　ラ・ベランダ

大阪市西区 れすとらん 技食人パルク

大阪市西区 レストラン 創作串料理Dining Juicys104 

大阪市西区 レストラン 鉄板焼きお好み焼きOribe

大阪市西区 レストラン、バー、鉄板焼き、和室、宴会場 住友クラブ

大阪市西区 レストランバー 跳ね馬

大阪市西区 飲食店 PROTEIN LAB.

大阪市西区 飲食店 ます田

大阪市西区 飲食店 街かど屋北堀江店

大阪市西区 割烹 和味処 桜川

大阪市西区 割烹あお木 割烹あお木

大阪市西区 缶詰バー mr.kanso本店

大阪市西区 韓国料理専門店 紅紅肥後橋店

大阪市西区 韓国料理店 韓味一朴邸

大阪市西区 季節料理 季節料理中西

大阪市西区 喫茶 喫茶ぱる

大阪市西区 喫茶　ケーキ屋 POST

大阪市西区 喫茶、食堂 カレー屋さん

大阪市西区 喫茶店 Cafe Accogliente

大阪市西区 喫茶店 スズヤ

大阪市西区 喫茶店 喫茶コンパス

大阪市西区 牛タンしゃぶしゃぶ ケセランパサラン南堀江店

大阪市西区 居酒屋 igocoti

大阪市西区 居酒屋 Made in オリーブ

大阪市西区 居酒屋 YAKITORI NSP

大阪市西区 居酒屋 あづまや

大阪市西区 居酒屋 いつもの処　

大阪市西区 居酒屋 うまいやTENYA

大阪市西区 居酒屋 えらぶ

大阪市西区 居酒屋 おばんざい酒場山本

大阪市西区 居酒屋 おばんばい　ゆかや

大阪市西区 居酒屋 お酒とごはん　菜な実

大阪市西区 居酒屋 くっちまえ

大阪市西区 居酒屋 げんてん

大阪市西区 居酒屋 ここ助。

大阪市西区 居酒屋 こその

大阪市西区 居酒屋 ごろごろ亭

大阪市西区 居酒屋 サケトメシ

大阪市西区 居酒屋 すぎ

大阪市西区 居酒屋 すし繁

大阪市西区 居酒屋 ダイニング愛・優

大阪市西区 居酒屋 ダルバート

大阪市西区 居酒屋 ぢどり亭九条店

大阪市西区 居酒屋 ちょい呑み×CAFE幸右衛門

大阪市西区 居酒屋 てげてげ

大阪市西区 居酒屋 にゃんくるにゃいさ

大阪市西区 居酒屋 パブリックダイナーkakashi
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大阪市西区 居酒屋 はま乃や

大阪市西区 居酒屋 ふるさと

大阪市西区 居酒屋 ポン酒とお魚 ジョウ燗ヤ

大阪市西区 居酒屋 まぐろの鉄人　1号店

大阪市西区 居酒屋 まぐろの鉄人　2号店

大阪市西区 居酒屋 伊勢田

大阪市西区 居酒屋 一丁

大阪市西区 居酒屋 家庭料理ひまわり

大阪市西区 居酒屋 海鮮酒場　海だより

大阪市西区 居酒屋 丸寿肥後橋店

大阪市西区 居酒屋 宮崎郷土料理どぎゃん立売堀店

大阪市西区 居酒屋 居酒屋　ん？

大阪市西区 居酒屋 居酒屋　海鮮.やきとり　さむらい万次郎　

大阪市西区 居酒屋 居酒屋　薩摩

大阪市西区 居酒屋 居酒屋　勝

大阪市西区 居酒屋 居酒屋　仁

大阪市西区 居酒屋 居酒屋　石の花

大阪市西区 居酒屋 魚がし一丁

大阪市西区 居酒屋 魚蔵 肥後橋店

大阪市西区 居酒屋 九条　ちょい呑み缶ぽん

大阪市西区 居酒屋 串かつ ぼちぼち

大阪市西区 居酒屋 串カツ居酒屋　火菜屋

大阪市西区 居酒屋 串もん酒場　ひびき屋

大阪市西区 居酒屋 鶏とお酒の夢囲い　はれるや

大阪市西区 居酒屋 鶏料理居酒屋　勝よし

大阪市西区 居酒屋 権兵衛南堀江店

大阪市西区 居酒屋 山海倶楽部　淀屋橋

大阪市西区 居酒屋 四国酒場肥後橋店

大阪市西区 居酒屋 酒楽食遊　とも彩

大阪市西区 居酒屋 酒菜　和がく

大阪市西区 居酒屋 酒将群

大阪市西区 居酒屋 旬味満菜居酒屋　味寛

大阪市西区 居酒屋 焼きとり居酒屋 ほんでん

大阪市西区 居酒屋 焼鳥ジョニー立売堀店

大阪市西区 居酒屋 食いきり　武いち

大阪市西区 居酒屋 食間や

大阪市西区 居酒屋 心白

大阪市西区 居酒屋 新鮮処ととろ

大阪市西区 居酒屋 新町海鮮酒場うおのや

大阪市西区 居酒屋 人情酒場　阿波座店

大阪市西区 居酒屋 炊い処ぽんたん

大阪市西区 居酒屋 粋彩ＳＡＫＵ

大阪市西区 居酒屋 千浜

大阪市西区 居酒屋 大阪産料理　空　船場女将小路店

大阪市西区 居酒屋 大阪産料理　空　堀江本店

大阪市西区 居酒屋 大衆酒場マルタカ

大阪市西区 居酒屋 炭火焼鳥権兵衛　四ツ橋店

大阪市西区 居酒屋 炭焼きジョニー ウツボキッチン

大阪市西区 居酒屋 炭焼きジョニーウツボキッチン

大阪市西区 居酒屋 馳走別邸 大阪北堀江

大阪市西区 居酒屋 灯屋

大阪市西区 居酒屋 道楽庵

大阪市西区 居酒屋 呑み処　なばちゃん

大阪市西区 居酒屋 呑季

大阪市西区 居酒屋 日本酒とワインせれくと

大阪市西区 居酒屋 播鳥　肥後橋店

大阪市西区 居酒屋 浜焼太郎　西本町店

大阪市西区 居酒屋 浜乃屋

大阪市西区 居酒屋 風来坊

大阪市西区 居酒屋 粉右衛門

大阪市西区 居酒屋 北堀江いちふく　
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大阪市西区 居酒屋 堀江　串揚げ　勝新

大阪市西区 居酒屋 堀江酒場

大阪市西区 居酒屋 目利きの銀次 肥後橋駅前店

大阪市西区 居酒屋 立呑 いっぷく屋

大阪市西区 居酒屋 良や

大阪市西区 居酒屋 良亭

大阪市西区 居酒屋 輪だち

大阪市西区 居酒屋 和dinning わだち

大阪市西区 居酒屋 和音

大阪市西区 居酒屋 和洋旬菜 やりや一石

大阪市西区 居酒屋　 肴と魚と酒菜　湊

大阪市西区 蕎麦屋 シンマチヤマガソバ

大阪市西区 蕎麦屋 そば処 乃ぶよし

大阪市西区 蕎麦屋 だし屋凸凹でこぼこ

大阪市西区 蕎麦屋 新町やまがそば

大阪市西区 蕎麦専門店 蕎喜SOBAKI

大阪市西区 業務用スーパーマーケット C&Cエンド　九条店

大阪市西区 串かつ店 串かつ　帆　洲

大阪市西区 施設内飲食サービス 京セラドーム大阪　ビスタルーム

大阪市西区 施設内飲食サービス 京セラドーム大阪　ビスタルーム　6階

大阪市西区 施設内飲食サービス 京セラドーム大阪　ビスタルーム　7階

大阪市西区 施設内飲食サービス 京セラドーム大阪　ビスタルーム　8階

大阪市西区 酒屋 森脇酒店

大阪市西区 酒類販売店,立飲み マルホ酒店　九条店

大阪市西区 寿司 てっちり 伍久楽

大阪市西区 寿司屋 すしの助　肥後橋店

大阪市西区 寿司屋 南堀江　喜多郎寿し

大阪市西区 宿泊施設 CoCoNoTo #9_10 ココノト

大阪市西区 純喫茶 喫茶アカリマチ

大阪市西区 焼き鳥屋 九条トリコ

大阪市西区 焼き鳥屋 鷹仁　堀江店

大阪市西区 焼き鳥屋 炭火焼鳥　鳥ちょうちん　西本町店

大阪市西区 焼き肉店 板前焼肉一笑　靭本町本店

大阪市西区 焼鳥 吾一

大阪市西区 焼鳥屋 吉法師

大阪市西区 焼鳥屋 焼鳥吾一

大阪市西区 焼鳥屋 炭火焼鳥 喜心 新町本店

大阪市西区 焼鳥屋 炭火焼鳥あおとり

大阪市西区 焼肉 焼肉まるしま西本町店

大阪市西区 焼肉、すき焼き、しゃぶしゃぶ ARITA立売堀店

大阪市西区 焼肉屋 ヤキニク　ヒーロー

大阪市西区 焼肉屋 焼肉レストラン　登ら志

大阪市西区 焼肉屋 焼肉牛魔　四ツ橋店

大阪市西区 焼肉屋 富久重ホルモン

大阪市西区 焼肉店 高麗ガーデン南堀江店

大阪市西区 焼肉店 黒毛和牛焼肉一 九条店

大阪市西区 焼肉店 黒毛和牛焼肉一 堀江店

大阪市西区 焼肉店 焼肉 みずほ

大阪市西区 焼肉店 焼肉たつみや

大阪市西区 焼肉店 焼肉まるしま 江戸堀店

大阪市西区 焼肉店 炭火焼肉　みずほ

大阪市西区 焼肉店 板前焼肉一笑　江戸堀店

大阪市西区 焼肉店 夢叶縁

大阪市西区 職域食堂、レストラン　 クロステラス

大阪市西区 食堂 ごはん屋石田

大阪市西区 食堂 石田

大阪市西区 食堂、レストラン オリックス本町ビル　クロステラス

大阪市西区 食肉販売業 マルエイ食品

大阪市西区 食品製造 食楽の至宝

大阪市西区 水産物小売店 街のみなと　九条店

大阪市西区 生パスタ専門店 watte
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大阪市西区 製菓店 NOBLE KARAMA

大阪市西区 創作レストラン トッサ・ジ・クラッサン

大阪市西区 草鍋屋 喜多呂

大阪市西区 中華料理 餃子ダイニング　ミチュカ  

大阪市西区 中華料理店 ダオフー肥後橋店

大阪市西区 中華料理店 テンシンランラン

大阪市西区 中華料理店 中華菜館　會賓楼

大阪市西区 中華料理店 天伸

大阪市西区 中華料理店 北京料理　徐園

大阪市西区 中華料理店 堀江 ブルー

大阪市西区 中国料理レストラン 中国料理 太閤

大阪市西区 定食・食堂 大阪あわざ大食堂

大阪市西区 定食屋 うつぼ家

大阪市西区 定食屋 江戸堀 焼豚食堂

大阪市西区 鉄板焼 大衆鉄板焼テコ屋

大阪市西区 鉄板焼・お好み焼店 Ocona　World

大阪市西区 鉄板焼き屋 Teppan&grill R

大阪市西区 鉄板焼き屋 新鮮な海の幸が美味しい 鉄板焼き　素敵家

大阪市西区 天ぷら屋 一宝本店

大阪市西区 豆腐スムージー 豆腐スムージー PAPMA

大阪市西区 肉バル 江戸堀BEEF

大阪市西区 粉もん居酒屋 粉もん居酒屋　POLVERE

大阪市西区 米屋 ガッツうまい米橋本　堀江本店

大阪市西区 洋食 ATRIO CAFE

大阪市西区 洋食レストラン 北極星 堀江店

大阪市西区 洋食屋 洋食手嶋

大阪市西区 洋食店 肉彩ビストロひなた

大阪市西区 洋風居酒屋 レイズキッチン

大阪市西区 立ち飲み居酒屋 立ち呑み ふくり

大阪市西区 立ち呑み 立ち呑み　ミカタ

大阪市西区 立ち呑み屋 立ち呑み　にこにこ

大阪市西区 料亭 料亭　かぐや姫

大阪市西区 料亭 料亭　にじ

大阪市西区 和菓子、洋菓子の販売 あみだ池大黒本店

大阪市西区 和菓子製造販売 御菓子司　香月堂

大阪市西区 和食 ころころ亭　桃梦

大阪市西区 和食 しゃぶしゃぶ坂下

大阪市西区 和食 しゃぶしゃぶ西谷

大阪市西区 和食屋 北八方

大阪市西区 和食店 堀江燈花

大阪市西区 和食料理 創作料理　華蔵

大阪市西区 アイラッシュサロン LASH DOLL　イオンモール大阪ドームシティ店

大阪市西区 アウトドア用品 ロゴスショップ　イオンモール大阪ドームシティ店

大阪市西区 アパレル販売　 キャラリスト・アトリエラウンジＯＳＡＫＡ

大阪市西区 アンテナショップ 愛媛県観光物産協会大阪支部

大阪市西区 インテリアデザイン・販売 マイリッシュデザイン

大阪市西区 インテリア関連商品小売業 カーテン夢工房

大阪市西区 ウィッグ専門店 ジュリア・オージェ大阪DC

大阪市西区 エステ エステイン麗美

大阪市西区 エステサロン Bali Luxe

大阪市西区 エステサロン エステティックサロン　ミーシェ

大阪市西区 エステサロン パレス　トータルビューティーサロン

大阪市西区 エステリラクゼーションサロン サロンドロワール

大阪市西区 ガソリンスタンド 肥後橋給油所

大阪市西区 ガソリンスタンド 浪速筋給油所

大阪市西区 カラオケボックス カラオケナンバーナイン九条店

大阪市西区 カルチャースクール ルームルームとうげいきょうしつ

大阪市西区 ギャラリー GALLERY SAGE ギャラリーセージ

大阪市西区 キリスト教 教会 ライフハウス大阪

大阪市西区 コワーキングスペース ACTBE Horie

大阪市西区 スーパーマーケット イオンエクスプレス九条駅前店
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大阪市西区 スーパーマーケット イオン大阪ドームシティ店

大阪市西区 スーパーマーケット ㈱成城石井　イオンモール大阪ドームシティ店

大阪市西区 スポーツクラブ JOYFIT24南堀江

大阪市西区 スポーツクラブ ＪＯＹＦＩＴ２４靱公園

大阪市西区 スポーツクラブ カーブスナインモール九条

大阪市西区 スポーツクラブ ジョイフィット西本町

大阪市西区 スポーツクラブ ジョイフィット立売堀

大阪市西区 スポーツクラブ 土佐堀ウエルネス

大阪市西区 スポーツジム Blue Ocean Gym新町

大阪市西区 スポーツジム 誠至会

大阪市西区 その他の教養・技能教授業（料理教室） Cahoo!-家風-〈料理教室〉

大阪市西区 ダイドービバレッジサービス株式会社　なにわ営業所 ダイドービバレッジサービス株式会社　なにわ営業所

大阪市西区 ダイビングショップ ダイブスタジオ　イージー

大阪市西区 ダンススクール テーマパークダンサーズスタジオ

大阪市西区 トレーニング施設 REAL コンディショニング＆トレーニングセンター

大阪市西区 ネイルケア、フットケアサロン カルミアネイル指南塾

大阪市西区 ネイルサロン mikenail

大阪市西区 ネイルサロン Nail mine

大阪市西区 ネイルサロン nail salon Viva la Vida

大阪市西区 ネイルサロン Pomegranate Fingers

大阪市西区 ネイルサロン PureNail Petit イオンモール大阪ドームシティ店

大阪市西区 ネイルサロン UP

大阪市西区 ネイルサロン ぴしか

大阪市西区 パーソナルジム BOOTYFITNESS 北堀江店

大阪市西区 パーソナルトレーニングジム studio Kei

大阪市西区 パーソナルトレーニングジム パーソナルトレーニングスタジオNEXUS

大阪市西区 パチンコ カムカム

大阪市西区 パチンコ店 シュート　九条店

大阪市西区 パチンコ店 四海樓九条店

大阪市西区 ビジネスホテル エスペリアイン大阪本町

大阪市西区 ビジネスホテル ホテル四季靱公園

大阪市西区 ビジネスホテル 東横INN大阪心斎橋西

大阪市西区 ビリヤード場 ビリヤードＺ

大阪市西区 フィットネスジム FITBASE24 西長堀

大阪市西区 フォトスタジオ STUDIO TVB 堀江店

大阪市西区 プライベート・ジム ミリオン・フィットネス　京町堀スタジオ

大阪市西区 ペット雑貨店 ペットパラダイス　イオンモール大阪ドームシティ店

大阪市西区 ホームセンター ホームセンターコーナン西本町店

大阪市西区 ホテル hotel it. osaka shinmachi

大阪市西区 ホテル hotel it.osaka shinmachi

大阪市西区 ホテル HOTEL四季靱公園

大阪市西区 ホテル Welina HotelPremier 中之島East

大阪市西区 ホテル アパホテル〈大阪肥後橋駅前〉

大阪市西区 ホテル シティルートホテル

大阪市西区 ホテル スーパーホテル　Premier大阪・本町

大阪市西区 ホテル スーパーホテル梅田・肥後橋

大阪市西区 ホテル ダイワロイネットホテル四ツ橋

大阪市西区 ホテル ハートンホテル心斎橋長堀通

大阪市西区 ホテル ファミリーイン・フィフティーズ大阪

大阪市西区 ホテル ホテル・アンドルームス大阪本町

大阪市西区 ホテル ホテルサンライフ

大阪市西区 ホテル ホテルルートイン大阪本町

大阪市西区 ホテル リーガプレイス肥後橋

大阪市西区 ホテル 湯元「花乃井」スーパーホテル大阪天然温泉

大阪市西区 マツゲエクステ bless you

大阪市西区 まつ毛エクステ LuLu  lash

大阪市西区 まつ毛エクステサロン eyelashsalon Liliana

大阪市西区 まつ毛エクステンション専門店 Small＋

大阪市西区 モール イオンモール大阪ドームシティ

大阪市西区 ヨガスタジオ 1on1 YOGA大阪南堀江studio

大阪市西区 ヨガスタジオ The benevoland yoga
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大阪市西区 ライブハウス 5th Street

大阪市西区 ライブハウス CAFE VOXX

大阪市西区 ライブハウス livehouse Mrs.Dolphin

大阪市西区 ライブハウス 南堀江knave

大阪市西区 ライブハウス 北堀江club vijon

大阪市西区 リラクゼーション Relax&care FiveStars

大阪市西区 リラクゼーション しぜんたい

大阪市西区 リラクゼーションサロン オリーブスパ　ＰＥＮＴ ＨＯＵＳＥ堀江店

大阪市西区 リラクゼーションサロン オリーブスパ　南堀江店

大阪市西区 リラクゼーションマッサージ店 elation

大阪市西区 レンタルスペース CHANCES

大阪市西区 レンタルスペース Tree room

大阪市西区 衣料雑貨販売業 DEAREST

大阪市西区 印章店 株式会社　真章堂

大阪市西区 屋内運動施設 本町卓球センター

大阪市西区 音楽教室 大人のためのピアノ教室

大阪市西区 家具・インテリア The ONOE FURNITURE

大阪市西区 家電販売 エディオン　フォレオ大阪ドームシティ店

大阪市西区 科学技術館 一般財団法人　大阪科学技術センター

大阪市西区 学童クラブ 蓮美幼児学園京町堀ﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙ学童ｸﾗﾌﾞ

大阪市西区 銀行 イオンモール大阪ドームシティ店

大阪市西区 銀行 イオン銀行　イオンモール大阪ドームシティ店

大阪市西区 携帯ショップ auショップイオンモール大阪ドームシティ

大阪市西区 結婚式場 セントグレースヴィラ

大阪市西区 鍵屋 カギと修理のイシデン

大阪市西区 子育てサロンとカルチャーセンター Smile More

大阪市西区 子供服店 mixage イオンモール大阪ドームシティ店

大阪市西区 歯科医院 いそだ歯科クリニック

大阪市西区 事務所 Wazaki　inc.

大阪市西区 事務所 株式会社ＴＷＯＮＩ

大阪市西区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　堀江店

大阪市西区 自動車買取・販売・保険代理店 株式会社ロードカー

大阪市西区 自動車販売・整備業 日産大阪販売株式会社　本社

大阪市西区 室内ゴルフ練習場 ゴルフカフェ四ツ橋

大阪市西区 社交ダンス教室 ナガオカダンスアカデミー

大阪市西区 就業支援教育訓練施設 創造社リカレントスクール

大阪市西区 宿泊施設 Awaza House 

大阪市西区 宿泊施設 スイートハウス梅田南

大阪市西区 宿泊施設 ホテルコルディア大阪

大阪市西区 出張美容ヘアメイク着付け・ヘアメイク着付けスクール 株式会社ヴィクトワール

大阪市西区 信用金庫 大阪信用金庫　九条支店

大阪市西区 信用金庫 大阪信用金庫　西支店

大阪市西区 信用金庫 北おおさか信用金庫　九条支店

大阪市西区 診療所 うつぼ Garden Clinic

大阪市西区 図書館 大阪市立中央図書館

大阪市西区 整骨院 オージェイ整骨院

大阪市西区 整骨院 柔之道整骨院

大阪市西区 整骨院 小林整骨院 北堀江

大阪市西区 整骨院 新町１丁目の整骨院

大阪市西区 整骨院 整骨院　よし

大阪市西区 整骨院 翼ツバサ整骨院

大阪市西区 整体・マッサージ KADOMORI

大阪市西区 整体院 にの整体

大阪市西区 整体院 ビッグハートマム整体院

大阪市西区 専門学校 創造社デザイン専門学校

大阪市西区 葬儀場 メモリアルハウス花堀江

大阪市西区 増毛、かつらの製造、メンテナンス インクリーズヘアー大阪本店

大阪市西区 貸しスペース、カルチャー教室 芸術道場　綺羅星ホール

大阪市西区 貸し部屋 フェスタ京町堀

大阪市西区 中古自動車買取 ユーポス　本部

大阪市西区 通信制高校、専門学校 渡辺高等学院・渡辺大阪芸術学院
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大阪市西区 展示場、デザイン事務所、倉庫 LE Z?PHYR

大阪市西区 陶芸教室 ルームルームとうげいきょうしつ

大阪市西区 陶芸教室 陶芸教室ゆう工房大阪南堀江教室

大阪市西区 特区民泊 SJ大阪セントラル

大阪市西区 特区民泊 フォレステイ心斎橋

大阪市西区 博物館 津波・高潮ステーション

大阪市西区 美容院 jetset

大阪市西区 美容業 BCP大阪ドーム店

大阪市西区 美容室 AHNKISM

大阪市西区 美容室 ANTHAIR

大阪市西区 美容室 CACHE'

大阪市西区 美容室 CAPA.南堀江

大阪市西区 美容室 CAPA.北堀江

大阪市西区 美容室 CLOVER

大阪市西区 美容室 Gl?ck?Hair Relaxation? 九条店

大阪市西区 美容室 Hunch

大阪市西区 美容室 Laverite ラヴェリテ

大阪市西区 美容室 MASHU KITAHORIE店

大阪市西区 美容室 noi

大阪市西区 美容室 OCEAN TOKYO WEST

大阪市西区 美容室 Soleil the hair works

大阪市西区 美容室 V:olta

大阪市西区 美容室 アルティ　ア　クラフト

大阪市西区 美容室 美髪　ドゥ　パッフェ

大阪市西区 美容室・エステサロン サロン・ド・藤

大阪市西区 美容所 HOME MINAMI HORIE 305

大阪市西区 美容所 LEA RISE  レア ライズ

大阪市西区 不動産屋 オーケーハウジング株式会社

大阪市西区 不動産仲介 株式会社ガイアライフクリエイト

大阪市西区 不動産仲介業 株式会社エイトコーポレーション

大阪市西区 服屋 icbyshinto

大阪市西区 服屋 ツキムラ　肥後橋店

大阪市西区 服飾雑貨店、カフェ JELADO WEST　/　CLUTCH CAFE

大阪市西区 文化施設 大阪府立江之子島文化芸術創造センター

大阪市西区 勉強会の開催　イベント開催 きらきらschool

大阪市西区 保険会社 イオンの保険相談　イオンモール大阪ドームシティ店

大阪市西区 法人・個人向け　研修実施運営 インソース_肥後橋センタービル_セミナールーム

大阪市西区 麻雀 麻雀　ABC

大阪市西区 民泊 A&C STAY 九条

大阪市西区 民泊 A&C STAY 九条Ⅱ

大阪市西区 輸入車販売業 ボルボ・カー大阪中央

大阪市西区 有料職業紹介所 キャリアプログラム

大阪市西区 洋品店 ブティック　アヤ

大阪市西区 洋服、雑貨 HEAVEN'S BIRD

大阪市西区 理容室 Hair’s KANATANI 

大阪市西区 理容室 サコダ理容

大阪市西区 理容店 ヘアーサロン　シゲタ

大阪市西区 旅行会社 株式会社OSAKA TRAVEL

大阪市西区 旅行会社 国際開発㈱バリ王・セブ王・ベトナム王大阪支店

大阪市西区 旅行代理店 アスナロトラベルエージェンシー

大阪市西区 鍼灸院 白寿堂鍼灸院

大阪市西区 鍼灸整骨院 クレアーレはり・きゅう整骨院　九条店

大阪市西区 鍼灸整骨院 本町もりわき骨盤鍼灸整骨院

大阪市西区 Bar Bar Perro

大阪市西区 Bar FLY

大阪市西区 イタリアン Bistro pop a coco

大阪市西区 イタリアン chiocciola

大阪市西区 イタリアン Italian Bar VERDE

大阪市西区 イタリアン チーナ邸

大阪市西区 イタリアン 文世食堂

大阪市西区 イタリアンバル Ciucate
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大阪市西区 イタリアンバル SCALA

大阪市西区 イタリアンレストラン asse plus 肥後橋店

大阪市西区 イタリアンレストラン Ristorante Salire

大阪市西区 イタリア料理 IL BOSCO

大阪市西区 イタリア料理 Trattoria Pappa

大阪市西区 イタリア料理 イタリア食堂　Analogica あなろじか

大阪市西区 イタリア料理 ムカカ

大阪市西区 イタリア料理店 diritto

大阪市西区 イタリア料理店 LaGalloise

大阪市西区 イタリア料理店 ＴＡＭＡＮＥＧＩ 

大阪市西区 イタリア料理店 イル・クアドリフォーリオ

大阪市西区 イタリア料理店 オステリア　ペコラポポラ

大阪市西区 イタリア料理店 ハングリータイガー大阪

大阪市西区 イタリア料理店 ピッツェリア・ラ ポルタ

大阪市西区 イタリア料理店 料理屋新町壱丁目

大阪市西区 イタリア料理店 燻製と鉄板itarian  komugi

大阪市西区 うどん・蕎麦　呑み処 うどん・蕎麦 呑み処　き楽

大阪市西区 うどん・蕎麦　呑み処 き楽

大阪市西区 うどん屋 SANSHU?讃州?

大阪市西区 うどん屋 べん天うどん

大阪市西区 うどん居酒屋 うどん居酒屋 江戸堀

大阪市西区 うどん店 杵屋京セラドーム店

大阪市西区 オーセンティックバー Bar SAVOY Osaka

大阪市西区 オーセンティックバー Rosa+rio

大阪市西区 お好み焼き 喜亭

大阪市西区 お好み焼き屋 おこ研

大阪市西区 お好み焼き屋 お好みたまちゃんviva!

大阪市西区 お好み焼き屋 にらめっ子

大阪市西区 お好み焼き屋 狸狸亭　南堀江店

大阪市西区 お好み焼き屋 狸狸亭　北堀江店

大阪市西区 お好み焼き鉄板焼き お好み・鉄板焼き　KONOMU

大阪市西区 かつめし屋 味蕾

大阪市西区 カフェ CHARBON

大阪市西区 カフェ Le Coron

大阪市西区 カフェ MUC COFFEE ROSTERS

大阪市西区 カフェ neji

大阪市西区 カフェ TABLES Coffee Bakery&Diner

大阪市西区 カフェ WEST WOOD BAKERS

大阪市西区 カフェ スターバックスコーヒー　LUCUA9階店

大阪市西区 カフェ スターバックスコーヒーLUCUA11002階　アトリウムガーデン店

大阪市西区 カフェ スターバックスコーヒーLUCUAosaka地下2階店

大阪市西区 カフェ マスカレード北堀江

大阪市西区 カフェ 心斎橋contact

大阪市西区 カフェレストラン LION KITCHEN（ライオンキッチン）

大阪市西区 カラオケスナック SOLEIL

大阪市西区 カラオケバー Axy

大阪市西区 カラオケバー HOME

大阪市西区 カラオケパブ カラオケパブ 新町ブギウギ

大阪市西区 から揚げ屋 ＦＲＹＥＲ　ＦＬＹＥＲ

大阪市西区 カレーハウス ヨツバカリー　靭本町店

大阪市西区 カレーライス カレー堂

大阪市西区 カレー屋 得正 四ツ橋店

大阪市西区 クラフトビール＆日本酒店 クラフトビール&日本酒　僕とイヌ

大阪市西区 コーヒースタンド ヨッテココーヒー

大阪市西区 サラダ専門店 G.L.B

大阪市西区 ジャズ喫茶 コーヒーハウス　モカ

大阪市西区 しゃぶしゃぶ和食 しゃぶ吉

大阪市西区 ショットバー ＬＡ　ＳＩＲＥＮＡ

大阪市西区 すし屋 風鈴草

大阪市西区 ステーキハウス ステーキハウス　トライ　肥後橋店

大阪市西区 スナック Pilialoha
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大阪市西区 スナック スナックMON

大阪市西区 スナック マグネット

大阪市西区 スペインバル AUPA

大阪市西区 スペイン料理店 MESON SALUD

大阪市西区 スペイン料理店 ロス シティオス

大阪市西区 ダイニングバー SPORTS D ining Bar アンカー

大阪市西区 ダイニングバー 蓮華-Renge-

大阪市西区 たこ焼き屋 MOPPEN

大阪市西区 チャイニーズバル フォレストテーブル

大阪市西区 チャイニーズレストラン 熱香森

大阪市西区 つけ麺・ラーメン店 つけ麺処つぼや 肥後橋店

大阪市西区 デリカテッセン ＤＥＬＩカド

大阪市西区 ドーナツカフェ フロレスタ堀江店

大阪市西区 バー  TT ZONE

大阪市西区 バー bar HONEY

大阪市西区 バー bigcake

大阪市西区 バー Do not disturb HORIE

大阪市西区 バー Hurly Burly

大阪市西区 バー MUSE

大阪市西区 バー Osaka salon

大阪市西区 バー Remon

大阪市西区 バー Sylvian

大阪市西区 バー TT-ZONE

大阪市西区 バー Vin Sauvage

大阪市西区 バー バーチタチタ

大阪市西区 バー フラットファイブ

大阪市西区 バー 喫茶エコノマ

大阪市西区 ピザ屋 That'spizza南堀江店

大阪市西区 ビストロ Bistro sourire

大阪市西区 ファーストフード マクドナルド　京セラドーム大阪店

大阪市西区 ファストフード 松屋九条店

大阪市西区 ファストフード 松屋四ツ橋店

大阪市西区 ファストフード 松屋肥後橋店

大阪市西区 フランス料理 agnel d'or

大阪市西区 フランス料理 Restaurant Diff?rence

大阪市西区 フランス料理 マルル　エ　ウルル　2

大阪市西区 フレンチレストラン ル・コントワール・デュ・グー

大阪市西区 ベトナム料理店 Binh An Cafe ビンアンカフェ

大阪市西区 ボードゲームカフェ でんでんむし

大阪市西区 メキシコ料理 レストランラナ

大阪市西区 ラーメン コジーナ邸

大阪市西区 ラーメン屋 うまい麺には福来たる　西大橋店

大阪市西区 ラーメン屋 こだわりラーメンカフェ　壺水天

大阪市西区 ラーメン屋 ヌードルヤ ME-CHA-KU-CHA

大阪市西区 ラーメン屋 進化驀進京町堀本店

大阪市西区 ラーメン屋 鯛担麺専門店　抱きしめ鯛

大阪市西区 ラーメン屋 豚骨 北堀江SAKIMURA

大阪市西区 ラーメン屋 麺屋TAKA

大阪市西区 ラーメン店 麺屋　武士道

大阪市西区 ラーメン店 麺道而今総本家

大阪市西区 レストラン CORAL PARLOR

大阪市西区 レストラン La belle vie

大阪市西区 レストラン Mandarin

大阪市西区 レストラン エル・シエロ

大阪市西区 レストラン クラブスタジアム

大阪市西区 レストラン さくらvita

大阪市西区 レストラン スターダイナー

大阪市西区 レストラン たまごっ亭　イオンモール大阪ドームシティー店

大阪市西区 レストラン テキサスキングステーキ　イオンモール大阪ドームシティー店

大阪市西区 レストラン 低糖ダイニングブラン

大阪市西区 ワインスタンド ホリエストア
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大阪市西区 ワインバー PARTY

大阪市西区 ワインバー Wine bar build

大阪市西区 ワインバー WINE PLANET

大阪市西区 ワイン食堂 マンモスカフェ

大阪市西区 ワイン食堂 路地裏食堂Cinq

大阪市西区 飲食店 なにわの台所　いたち

大阪市西区 飲食店 びっくりドンキーフォレオ大阪ドームシティ店

大阪市西区 飲食店 開元カフェ

大阪市西区 飲食店 割烹あお木

大阪市西区 飲食店 蔵カフェ矢野善

大阪市西区 飲食店 地鶏焼肉熔岩屋　阿波座店

大阪市西区 回転寿司 もりもり寿し　イオンモール大阪ドームシティ店

大阪市西区 割烹 割烹たけだ

大阪市西区 韓国料理、焼き肉店 サランチェ江戸堀

大阪市西区 韓国料理屋 ミセス　ユン

大阪市西区 韓国料理店 花水木

大阪市西区 喫茶 yobareya

大阪市西区 喫茶店 カフェルーム・マダム

大阪市西区 喫茶店 喫茶　ブランコ

大阪市西区 喫茶店 七番館

大阪市西区 喫茶店 珈琲倶楽部おおもり

大阪市西区 居酒屋 （食）ましか

大阪市西区 居酒屋 BALGLAMS

大阪市西区 居酒屋 FREEKY

大阪市西区 居酒屋 うさぎ食堂　堀江店

大阪市西区 居酒屋 うち呑み屋

大阪市西区 居酒屋 うどん　蕎麦　呑み処　き楽

大阪市西区 居酒屋 うれしい居酒屋　酒歌(サカソング)

大阪市西区 居酒屋 おでん○

大阪市西区 居酒屋 お食事処さっちゃん

大阪市西区 居酒屋 かぐら

大阪市西区 居酒屋 キッチンOhana

大阪市西区 居酒屋 キッチンスタジアム

大阪市西区 居酒屋 サンロクゴ食堂

大阪市西区 居酒屋 スタンド新町

大阪市西区 居酒屋 スパイス食堂　サワキチ　肥後橋店

大阪市西区 居酒屋 ダイニングキッチンももじゅ

大阪市西区 居酒屋 ダイニングキッチン百寿

大阪市西区 居酒屋 ヂドリテイキョウマチボリテン

大阪市西区 居酒屋 ぢどり亭京町堀店

大阪市西区 居酒屋 とりあえず

大阪市西区 居酒屋 なごみ亭

大阪市西区 居酒屋 なみの華

大阪市西区 居酒屋 らほ屋

大阪市西区 居酒屋 わっか

大阪市西区 居酒屋 炎や

大阪市西区 居酒屋 王道居酒屋のりを西本町店

大阪市西区 居酒屋 楽楽

大阪市西区 居酒屋 韓国家庭料理　多松

大阪市西区 居酒屋 韓国料理居酒屋　桜

大阪市西区 居酒屋 給酒所　番所

大阪市西区 居酒屋 居酒屋 たぬき

大阪市西区 居酒屋 居酒屋 雅

大阪市西区 居酒屋 居酒屋 藍

大阪市西区 居酒屋 京町堀 華家

大阪市西区 居酒屋 九条一丁目

大阪市西区 居酒屋 串カツ田中　阿波座店

大阪市西区 居酒屋 串カツ田中　土佐堀店

大阪市西区 居酒屋 江戸堀肉串　串の向こう側

大阪市西区 居酒屋 菜々竃

大阪市西区 居酒屋 鯖男爵とモルヒネ女王
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大阪市西区 居酒屋 三好屋商店

大阪市西区 居酒屋 酒と肴おかだ

大阪市西区 居酒屋 酒房　とまり木

大阪市西区 居酒屋 秀吉 肥後橋店

大阪市西区 居酒屋 旬菜 まんま

大阪市西区 居酒屋 宵酒肴　みをつくし

大阪市西区 居酒屋 小料理つかさ

大阪市西区 居酒屋 焼きもんバール　新町メリハリ

大阪市西区 居酒屋 焼き鳥　壱

大阪市西区 居酒屋 食べ処　ま津もと

大阪市西区 居酒屋 食堂さんさんじ

大阪市西区 居酒屋 心八剣伝　阿波座店

大阪市西区 居酒屋 新町　源平

大阪市西区 居酒屋 新町なみなみ

大阪市西区 居酒屋 神戸餃子厨房　えんじゃ

大阪市西区 居酒屋 前田庭

大阪市西区 居酒屋 蛸焼とおでん　クレ

大阪市西区 居酒屋 蛸焼とおでん　石橋

大阪市西区 居酒屋 炭火焼 柴家

大阪市西区 居酒屋 炭火焼鳥炉暖　阿波座店

大阪市西区 居酒屋 炭火焼直島 南堀江本店

大阪市西区 居酒屋 鉄板　呑み屋　ブッチャー

大阪市西区 居酒屋 呑みどころ卯

大阪市西区 居酒屋 呑み処　喜好

大阪市西区 居酒屋 日本酒とお魚きっちん　祐星

大阪市西区 居酒屋 肥後橋南蛮亭

大阪市西区 居酒屋 遊食工房旬

大阪市西区 居酒屋 洋食アンルパ

大阪市西区 居酒屋 藍

大阪市西区 居酒屋 立ち呑み もなか

大阪市西区 居酒屋 立呑処　家味囲

大阪市西区 居酒屋 立売堀肴場どッと

大阪市西区 居酒屋 炉端焼き酒場　中々　四ツ橋店

大阪市西区 居酒屋 炉端焼き酒場　中々　肥後橋店

大阪市西区 居酒屋 和み料理もりと

大阪市西区 居酒屋 和洋旬菜さんなすび

大阪市西区 魚料理屋 魚料理 ささら

大阪市西区 魚料理店 みやじ

大阪市西区 蕎麦屋 つけ蕎麦　あらた屋

大阪市西区 蕎麦屋 蕎麦処つなぎ

大阪市西区 蕎麦屋 蕎麦切りmasa

大阪市西区 蕎麦屋 十割蕎麦　香寿庵

大阪市西区 蕎麦屋 北堀江ぱくぱく

大阪市西区 蕎麦屋居酒屋 そば処つなぎ

大阪市西区 串カツ屋 ヤナギストア

大阪市西区 串カツ専門店 串茶屋

大阪市西区 寿司 鮨処一はじめ

大阪市西区 寿司屋 すし源

大阪市西区 寿司屋 鮓   あさ吉

大阪市西区 寿司店 おきな鮓

大阪市西区 寿司店 鶴すし

大阪市西区 焼き鳥屋 出雲そば　炭火やきとり　とびた　新町店

大阪市西区 焼き鳥屋 炭火焼鳥　鶏福

大阪市西区 焼き鳥店 感動炭焼本舗　やきとりチョップ

大阪市西区 焼き肉屋 炭火焼肉とくとく

大阪市西区 焼き肉店 焼肉のあじまる

大阪市西区 焼鳥 焼き鳥せいじ

大阪市西区 焼肉屋 華苑　京町堀店

大阪市西区 焼肉屋 焼肉やこや　九条店

大阪市西区 焼肉屋 焼肉らくはち

大阪市西区 焼肉屋 炭焼和牛　七福
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大阪市西区 焼肉店 Let it Beef

大阪市西区 焼肉店 肉匠紋次郎　北堀江店

大阪市西区 食堂 ニューほり江

大阪市西区 食堂 牛煮炊きとおばんざい　ちいやん

大阪市西区 食堂 八百屋とごはん　うらや西本町店

大阪市西区 食堂 八百屋とごはん　しみず

大阪市西区 創作料理 りとりいと

大阪市西区 創作料理店 ピアット ・ジェイ

大阪市西区 中華、ラーメン がんばれホウライ

大阪市西区 中華そば屋 中華そば元靱本町店

大阪市西区 中華レストラン 餃子の王将　四ツ橋店

大阪市西区 中華料理屋 陳麻家肥後橋店

大阪市西区 中華料理屋 天伸

大阪市西区 中華料理店 大衆中華食堂　坊

大阪市西区 中華料理店 中華食堂　珉龍　阿波座店

大阪市西区 中華料理店 農家厨房　肥後橋店

大阪市西区 中国料理 中国料理　唐朝

大阪市西区 中国料理屋 中国料理　吉林菜館

大阪市西区 中国料理屋 中国料理 吉林菜館

大阪市西区 定食屋 定食もとや

大阪市西区 鉄板焼 TEPPAN Da Ciucate

大阪市西区 鉄板焼き 創作鉄板焼720

大阪市西区 豚丼和食 最上無二

大阪市西区 鍋屋 九絵家

大阪市西区 肉バル BISTRO アキラ

大阪市西区 肉バル Niku Teria カルネバッカ

大阪市西区 日本料理 日本料理 梅堂

大阪市西区 日本料理屋 和顔

大阪市西区 日本料理店 まごころ料理 鷲見

大阪市西区 日本料理店 新町　和けい

大阪市西区 日本料理店 和けい

大阪市西区 日本料理店 靱本町がく

大阪市西区 洋食 洋食Revo

大阪市西区 洋食 洋食Revo　靭公園店

大阪市西区 洋食店 バルタザール

大阪市西区 立ち飲み ソマリ

大阪市西区 立ち飲み屋 (酒)にしむら

大阪市西区 立ち飲み屋 SyuSyu

大阪市西区 立ち飲み屋 エフユー

大阪市西区 立ち飲み屋 呑み処　たけこ

大阪市西区 立呑屋 まねき屋

大阪市西区 料理屋 楽

大阪市西区 和食 まごころ料理　鷲見(すみ)

大阪市西区 和食 天ぷら海馬

大阪市西区 和食・小料理 魚菜料理　二代目　みつい

大阪市西区 和食レストラン okaki

大阪市西区 和食屋 北堀江ほおずき

大阪市西区 和食居酒屋 旬彩 kiaji

大阪市西区 和食居酒屋 旬彩工房 喜あじ

大阪市西区 和食店 むらさき

大阪市西区 和食店 漁師酒屋　歩々

大阪市西区 和食店 御料理zaiあぶら田

大阪市西区 和食店 大阪豚しゃぶの会本店

大阪市西区 和食店 味酒屋和温

大阪市西区 餃子居酒屋 八木餃子　九条本店

大阪市西区 鮨・和食 本等鮨海馬　本店

大阪市西区 鮨屋 北堀江　鮨与志

大阪市西区 Vocal Studio MUzARK Vocal Studio Plus

大阪市西区 アイラッシュ、ネイルサロン PEONYCOCO

大阪市西区 アイラッシュサロン AILY LASH

大阪市西区 アパレル SUIT SELECT KITA HORIE
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大阪市西区 アパレル ハニーズイオンモール大阪ドームシティ店

大阪市西区 エステ、脱毛サロン LeaPlumeria homme

大阪市西区 エステサロン Beauty Salon Mio

大阪市西区 エステサロン Charme

大阪市西区 エステサロン LASHIQ

大阪市西区 エステサロン rebirth

大阪市西区 エステサロン ROOM.S

大阪市西区 エステサロン ルリビオ　大阪プライベートサロン

大阪市西区 エステティック 1er Beauty

大阪市西区 エステティックサロン クリアヒーリングサロン

大阪市西区 エステ脱毛サロン LeaPlumeria

大阪市西区 お料理教室 うつぼ薫食

大阪市西区 カプセルホテル HOTEL THE ROCK

大阪市西区 スポーツクラブ Y'ZD 南堀江 GYM

大阪市西区 スポーツクラブ エニタイムフィットネス西大橋店

大阪市西区 スポーツクラブ エニタイムフィットネス肥後橋店

大阪市西区 スポーツジム プリメイラ大阪本町店

大阪市西区 たばこ小売店,喫煙具取扱店 Ploom SHOP 京セラドーム大阪

大阪市西区 ダンススタジオ、バー、小劇場 VIDA LATINA

大阪市西区 テニスコート、卓球場、会議室等 ITC靱テニスセンター

大阪市西区 トリミングサロン、ドッグカフェ wasabee

大阪市西区 ネイルサロン grace'nail factory

大阪市西区 ネイルサロン Meixing Nail

大阪市西区 ネイルサロン nailatelier jemma

大阪市西区 ネイルサロン riche北堀江店

大阪市西区 パーソナルジム cavaトレーニングスタジオ

大阪市西区 パーソナルトレーニングジム＆カフェ CRAFT.GYM&CAFE

大阪市西区 ピアノ教室 大人のためのピアノ教室

大阪市西区 ビジネスコンビニ キンコーズ 土佐堀センター店

大阪市西区 フィットネスクラブ Club　GINO

大阪市西区 フィットネスジム B2FITNESS

大阪市西区 フィットネスジム エーベース

大阪市西区 プライベートエステサロン MERIA

大阪市西区 プリントショップ アクセア　四ツ橋店

大阪市西区 プロ野球グッズショップ Bs SHOP

大阪市西区 ホームセンター スーパービバホーム大阪ドームシティ店

大阪市西区 ホットヨガスタジオ LAVAコノミヤ富田林店

大阪市西区 ホテル アパホテル<大阪肥後橋駅前>

大阪市西区 ホテル ヴィアイン心斎橋四ツ橋

大阪市西区 ホテル ヴィアイン心斎橋長堀通

大阪市西区 ホテル ホテル ユルリト

大阪市西区 まつげエクステサロン as eyelash

大阪市西区 まつげサロン 四ツ橋まつげパーマ専門店　オット

大阪市西区 メンタルトレーニング 日本脳心アカデミー

大阪市西区 ライブハウス MOTHER POPCORN

大阪市西区 ライブハウス SOCORE FACTORY

大阪市西区 リラクゼーションサロン Headsalon　あんみん

大阪市西区 リラクゼーションサロン カラダメンテナンスINORI

大阪市西区 リラクゼーションサロン ほっこり処くまさん

大阪市西区 映画館 シネ・ヌーヴォ

大阪市西区 屋内プール 大阪市立西屋内プール

大阪市西区 各種小売（その他） 株式会社テクノアイ

大阪市西区 学習塾 馬渕教室 北堀江校

大阪市西区 学習塾 馬渕個別 北堀江校 

大阪市西区 学習塾 明光義塾 西長堀教室

大阪市西区 観覧場（プロ野球開催） 京セラドーム大阪

大阪市西区 結婚式場 アーセンティア迎賓館大阪

大阪市西区 結婚式場 アーフェリーク迎賓館

大阪市西区 撮影スタジオ 能崎隆司写真事務所

大阪市西区 雑貨 スマッチャ！puls

大阪市西区 写真館 スタジオデッセホリエ
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大阪市西区 写真館 桑島写真スタジオ スタジオデッセホリエ

大阪市西区 写真業 万喜PhotoStudio

大阪市西区 手芸教室 Atelier kisaragi

大阪市西区 宿泊施設(ホテル) シティルートホテル

大阪市西区 小売 ジュエリーツツミ　アリオ鳳店

大阪市西区 小売店 AOKI　大阪九条店

大阪市西区 整骨院 本町もりわき鍼灸整骨院

大阪市西区 整体サロン Improv

大阪市西区 多目的ドーム球場 BsSQUARE

大阪市西区 貸ホール・貸室 大阪YMCA　国際文化センター

大阪市西区 大阪市立スポーツ施設 西スポーツセンター

大阪市西区 脱毛サロン Chururi新町店

大阪市西区 美容院 Barouche

大阪市西区 美容院 ＨＡＣＨＩ

大阪市西区 美容室 aard-vark

大阪市西区 美容室 amaca nail・STELLA UXBE・ASHLEY・amaca

大阪市西区 美容室 attic

大阪市西区 美容室 BLANCO北堀江

大阪市西区 美容室 Buzz

大阪市西区 美容室 Capelli Malena

大阪市西区 美容室 cinq

大阪市西区 美容室 DE/BAUCH

大阪市西区 美容室 Ｆｉｅｒ

大阪市西区 美容室 GRAFF HAIR SALON

大阪市西区 美容室 Hair studio C 's

大阪市西区 美容室 Hair＆Spa AzuR

大阪市西区 美容室 PUZZLE SALON

大阪市西区 美容室 ruua hair life

大阪市西区 不動産屋 センチュリー21　セブンホーム

大阪市西区 不動産業 ジールハウジング株式会社

大阪市西区 不動産業 王子不動産株式会社

大阪市西区 不動産業 夢の未来をかなえる　未来カナイ不動産株式会社

大阪市西区 服屋 ＡＣＥ

大阪市西区 物作り教室 accho ribbon

大阪市西区 保険相談 ほけんの窓口　イオンモール大阪ドームシティ店

大阪市西区 理髪店 CACHE CACHE

大阪市西区 理美容 hair's room WALTZ

大阪市西区 旅行会社 株式会社五大陸

大阪市西区 旅行会社 近藤トラベル　南太平洋専門店　まんぼ～タヒチ

大阪市西区 鍼灸整骨院 ぷらす鍼灸整骨院 本町駅前院

大阪市西区 鍼灸整骨院　トレーニングスタジオ agir

大阪市西成区  居酒屋 鉄板焼きピノキオ

大阪市西成区 bar barcats

大阪市西成区 BAR Casual Bar ゆず

大阪市西成区 bar eimy

大阪市西成区 BAR LIVE BAR OTO

大阪市西成区 BAR フィリピンバー優愛

大阪市西成区 Bar(バー) Music Bar Groovy

大阪市西成区 イタリアンレストラン BUON GRANDE　ARIA

大阪市西成区 インド料理店 MaMa Indian Restaurant

大阪市西成区 うどん、バー ニューワール堂

大阪市西成区 うどん屋 うどん　卯一

大阪市西成区 うどん屋 かつら亭

大阪市西成区 うどん店 うどん店さくら

大阪市西成区 うどん店 ホルモンうどんさくら

大阪市西成区 うどん店 松屋うどん店

大阪市西成区 お好み焼き屋 お好み焼きでん

大阪市西成区 お好み焼き屋 どや

大阪市西成区 お弁当販売 ランチショップ

大阪市西成区 カフェ Blue Ocean caf?玉出

大阪市西成区 カフェ カフェ マロニエ
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大阪市西成区 カフェバー LUCE

大阪市西成区 からあげ屋 CHICKEN LAB

大阪市西成区 からおけ からおけ 美

大阪市西成区 カラオケ　居酒屋 フローリア

大阪市西成区 カラオケ　居酒屋 居酒屋　NEW 　あいちゃんyuki

大阪市西成区 カラオケ　居酒屋 西成酒場　成り屋

大阪市西成区 カラオケ&バー Masaya　まさや

大阪市西成区 カラオケカフェバー 蓮

大阪市西成区 カラオケスナック カラオケスナック銀の鈴

大阪市西成区 カラオケスナック カラオケスナック船

大阪市西成区 カラオケバー 私の部屋

大阪市西成区 カラオケ喫茶 karaoke ハナゾノ

大阪市西成区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶あやこ

大阪市西成区 カラオケ喫茶 タマちゃんカラオケ

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 えいか

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 カラオケ居酒屋　さくら

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 カラオケ居酒屋　艶

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 カラオケ居酒屋　夢

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 カラオケ居酒屋ぽてん

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 カラオケ居酒屋ゆづる

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 カラオケ居酒屋春

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 ちょい呑み処しじみ

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 ももたろう

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 ラッキー

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 艶

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 居酒屋　Yuri

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 居酒屋　茜

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 居酒屋　孔雀

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 居酒屋　秋桜

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 居酒屋　夜来香

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 居酒屋らん姉妹

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 居酒屋亜紀

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 秋桜

大阪市西成区 カラオケ居酒屋 中華居酒屋美月

大阪市西成区 カラオケ居酒屋ゆづる カラオケ居酒屋ゆづる

大阪市西成区 カレー、インド、ネパール料理 Diamond Star

大阪市西成区 カレー店 薬味堂　yakumido

大阪市西成区 スナック Blue Rose

大阪市西成区 スナック ff  フォルティシモ

大阪市西成区 スナック スナック　ブラック

大阪市西成区 スナック スナック リバーサイド

大阪市西成区 スナック スナック・エ－マン

大阪市西成区 スナック スナックＬＩＮＫ

大阪市西成区 スナック スナック恋

大阪市西成区 スナック 華まつり

大阪市西成区 スナック 紅梅

大阪市西成区 そば店 南海そば新今宮店

大阪市西成区 ダーツバー A  WALK

大阪市西成区 ダーツバー DartsBar A-WALK

大阪市西成区 ダーツバー glad

大阪市西成区 ダーツバー エヌワン

大阪市西成区 ダイニングバー BAR RED CORNER!

大阪市西成区 ダイニングバー BEER KITCHEN Sun's

大阪市西成区 たこ焼き屋 あっちち本舗　本店

大阪市西成区 たこ焼き屋 オクトパス玉出店

大阪市西成区 たこ焼き屋 たこ焼き発祥の店　会津屋　本店

大阪市西成区 たこ焼き屋 鉄板焼みっちゃん

大阪市西成区 たこ焼き鉄板焼　居酒屋 蛸べえ花園町店

大阪市西成区 ドーナツ、カフェ ミスタードーナツ南海天下茶屋駅ショップ

大阪市西成区 とんかつ屋 とんかつ一番　天神ノ森支店

大阪市西成区 とんかつ屋 とんかつ一番　本店
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大阪市西成区 バー BAR Bottoms up

大阪市西成区 バー COZY

大阪市西成区 バー Hot  Chocolate

大阪市西成区 バー ISLAND MOON

大阪市西成区 バー JAZZ&BAR　No.9

大阪市西成区 バー オオサカタコス

大阪市西成区 ハンバーガーレストラン マクドナルド南津守ライフ店

大阪市西成区 ファストフード マクドナルド南津守ホームズ店

大阪市西成区 ファストフード マクドナルド南津守店

大阪市西成区 ファストフード 松屋　花園町店

大阪市西成区 ファミリーレストラン ガスト玉出店

大阪市西成区 ベーカリーカフェ ヴィ・ド・フランス天下茶屋店

大阪市西成区 ホルモン焼き 華子

大阪市西成区 もつ鍋屋 動物園前もつ鍋屋??

大阪市西成区 ラーメン屋 ヘトコンラーメン一福西成店

大阪市西成区 ラーメン屋 らーめん　コーさん

大阪市西成区 ラーメン専門店 満風麺

大阪市西成区 ラーメン店 鶏SobaToraや

大阪市西成区 レストラン Bistro&cafe アナイス

大阪市西成区 レストラン Fiorire SECCO

大阪市西成区 レストラン Genji

大阪市西成区 レストラン Pizzeria Casa

大阪市西成区 レストラン かごの屋岸里店

大阪市西成区 レストラン トラットリア リネアセッテ

大阪市西成区 レストラン びすとろぽたじぇ

大阪市西成区 レストラン 岸里店

大阪市西成区 飲食移動販売 食品デザイン

大阪市西成区 飲食業 レストラン冨士屋

大阪市西成区 飲食店 なにわ瓢正

大阪市西成区 飲食店 びっくりドンキー帝塚山店

大阪市西成区 飲食店 中田家(なかたや)

大阪市西成区 飲食店 洋食　日松亭

大阪市西成区 家庭料理 游花舎

大阪市西成区 回転寿司 くら寿司北津守店

大阪市西成区 簡易宿所、飲食店、民泊 Udatsuya（うだつ家）

大阪市西成区 喫茶 2612CAFE

大阪市西成区 喫茶 喫茶　コスモス

大阪市西成区 喫茶店 ＣＡＦＥ　Ａⅰ

大阪市西成区 居酒屋 100円キッチン和

大阪市西成区 居酒屋 Area26

大阪市西成区 居酒屋 izakaya mai chang

大阪市西成区 居酒屋 Resto bar KEI

大阪市西成区 居酒屋 Stand kitchen Emi Syokudo

大阪市西成区 居酒屋 イチノジュウニのヨン

大阪市西成区 居酒屋 いとめや

大阪市西成区 居酒屋 お食事処　なごみ

大阪市西成区 居酒屋 がぶん

大阪市西成区 居酒屋 カラオケはなぞの

大阪市西成区 居酒屋 カラオケ居酒屋　ひまわり

大阪市西成区 居酒屋 カラオケ居酒屋　楽園

大阪市西成区 居酒屋 カラオケ居酒屋　金魚

大阪市西成区 居酒屋 カラオケ居酒屋　美美

大阪市西成区 居酒屋 カラオケ居酒屋　夕凪

大阪市西成区 居酒屋 カラオケ居酒屋てぃあら

大阪市西成区 居酒屋 カラオケ居酒屋ぶさいく

大阪市西成区 居酒屋 カラオケ居酒屋ゆづる

大阪市西成区 居酒屋 カラオケ居酒屋西成屋

大阪市西成区 居酒屋 カラオケ居酒屋美嘉

大阪市西成区 居酒屋 キッチンバーVERRY

大阪市西成区 居酒屋 げんなおし

大阪市西成区 居酒屋 シャングリラ
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大阪市西成区 居酒屋 スタンド　HANAKO

大阪市西成区 居酒屋 スタンドHANAKO

大阪市西成区 居酒屋 たこ焼き&からあげ　DAISANCHI

大阪市西成区 居酒屋 たゆたゆ天下茶屋

大阪市西成区 居酒屋 なべや

大阪市西成区 居酒屋 ニューシンヤショクドウくるみ

大阪市西成区 居酒屋 フレンド

大阪市西成区 居酒屋 べあ

大阪市西成区 居酒屋 ほっこりだいにんぐたけしの部屋

大阪市西成区 居酒屋 ホルモン居酒屋　まさ

大阪市西成区 居酒屋 マルフク

大阪市西成区 居酒屋 むらさき

大阪市西成区 居酒屋 よかばい

大阪市西成区 居酒屋 よりみち　ニュー喜心

大阪市西成区 居酒屋 ラッキーガール

大阪市西成区 居酒屋 ラッキーシスターズ

大阪市西成区 居酒屋 わがまま

大阪市西成区 居酒屋 一歩

大阪市西成区 居酒屋 火の鳥

大阪市西成区 居酒屋 華燕居酒屋

大阪市西成区 居酒屋 釜晴れ

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋　Sweet

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋　かず

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋　さくらちゃん

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋 そよ風

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋　永

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋　錦

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋 香港之夜

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋　彩

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋　大好き

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋　美波

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋　美波 二

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋　宝

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋　明光

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋　和

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋１６８

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋あきちゃん

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋おぐら

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋カラオケ蛍

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋きのした

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋さくら

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋サクランボ

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋さつき

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋スタンドジョン

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋だいちゃん

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋どん

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋なおくきん

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋フレンド

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋ほどほど

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋ぽん太

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋ゆず

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋一二三

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋一八

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋彩

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋山

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋秀ちゃん

大阪市西成区 居酒屋 居酒屋予想図

大阪市西成区 居酒屋 魚◎

大阪市西成区 居酒屋 魚処　松善

大阪市西成区 居酒屋 錦

大阪市西成区 居酒屋 近所のおばはん



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市西成区 居酒屋 鍬焼き居酒屋よって2

大阪市西成区 居酒屋 四季の味　幸

大阪市西成区 居酒屋 寺嶋酒店

大阪市西成区 居酒屋 酒肴　好

大阪市西成区 居酒屋 酒処しょう

大阪市西成区 居酒屋 酒鳥楽処　一歩

大阪市西成区 居酒屋 酒房ぶんぷく

大阪市西成区 居酒屋 秀ちゃん

大阪市西成区 居酒屋 小百合居酒屋

大阪市西成区 居酒屋 小料理屋かざはな

大阪市西成区 居酒屋 笑恵処家　天下茶屋店

大阪市西成区 居酒屋 赤トンボ

大阪市西成区 居酒屋 千年の宴 玉出駅前店

大阪市西成区 居酒屋 創作居酒屋　和蔵

大阪市西成区 居酒屋 創作料理　英都

大阪市西成区 居酒屋 炭火もつ鍋すゞき

大阪市西成区 居酒屋 竹呑み屋

大阪市西成区 居酒屋 茶々

大阪市西成区 居酒屋 鳥々家

大阪市西成区 居酒屋 鶴

大阪市西成区 居酒屋 天使屋

大阪市西成区 居酒屋 唐津

大阪市西成区 居酒屋 呑み処 家

大阪市西成区 居酒屋 微笑み

大阪市西成区 居酒屋 美月

大阪市西成区 居酒屋 満マル天下茶屋店

大阪市西成区 居酒屋 味の関所　大よし

大阪市西成区 居酒屋 味菜

大阪市西成区 居酒屋 夢幻蔵

大阪市西成区 居酒屋 優華

大阪市西成区 居酒屋 優希

大阪市西成区 居酒屋 立呑み処　ナカジマ

大阪市西成区 居酒屋 立呑み足立

大阪市西成区 居酒屋 立呑処　まるはち

大阪市西成区 居酒屋 立呑処　和来屋

大阪市西成区 居酒屋、喫茶 恵

大阪市西成区 酒屋 大安酒店

大阪市西成区 寿司屋 お寿司ダイニング　ぼとむずあっぷ

大阪市西成区 寿司屋 からし志

大阪市西成区 寿司店 千成寿司

大阪市西成区 焼き鳥屋 とり膳

大阪市西成区 焼き鳥屋 鶏まつ

大阪市西成区 焼き鳥屋 焼鳥　とり膳

大阪市西成区 焼き肉店 牛萬

大阪市西成区 焼肉 花園酒場情熱ホルモン

大阪市西成区 焼肉 今宮酒場情熱ホルモン

大阪市西成区 焼肉 炭火焼肉　萩ノ茶屋鶴一本店

大阪市西成区 焼肉レストラン 萩ノ茶屋鶴一本店

大阪市西成区 焼肉屋 焼肉 くいや

大阪市西成区 焼肉屋 焼肉うのう玉出本店

大阪市西成区 焼肉屋 大城園

大阪市西成区 焼肉屋 帝塚山   焼肉　匠　

大阪市西成区 焼肉屋 天下茶屋　本店

大阪市西成区 焼肉屋 板前焼肉一斗　天下茶屋本店

大阪市西成区 焼肉屋 和牛焼肉うのう　花園店

大阪市西成区 焼肉店 千一夜

大阪市西成区 精肉屋 肉の一斗　総本店

大阪市西成区 創作料理 和洋旬菜の　みや

大阪市西成区 大衆食堂 街かどや南津守店

大阪市西成区 中華 九苑酒家　天下茶屋店

大阪市西成区 中華料理 八宝亭
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大阪市西成区 中華料理レストラン 餃子の王将　岸の里店

大阪市西成区 中華料理店 まるい

大阪市西成区 鳥料理店 本鳥久

大阪市西成区 定食屋 街かど屋　南津守店

大阪市西成区 鉄板焼き 奉きち

大阪市西成区 鉄板焼き屋　お好み焼き屋 鉄板居酒屋　笑笑

大阪市西成区 唐揚げ屋 からあげ屋さん    陽

大阪市西成区 弁当屋 とんかつ道場　玉出店

大阪市西成区 洋食屋 たから亭

大阪市西成区 洋食屋 下町洋食 とたん屋

大阪市西成区 洋食屋 角屋

大阪市西成区 洋食屋 南自由軒

大阪市西成区 立ち飲み 立呑み処　ナカジマ

大阪市西成区 立ち飲み　居酒屋 西成酒場　立ち飲み　成り屋

大阪市西成区 立ち呑み処 立ち呑み処　玄さん

大阪市西成区 料理 料理　智慧

大阪市西成区 和食カフェテリア めしや食堂　岸里店

大阪市西成区 和生菓子製造販売・喫茶 もぐらやナンバ店　　もぐらや天下茶屋店

大阪市西成区 エステサロン ルルス

大阪市西成区 おもちゃ屋、駄菓子屋　小売全般 ナカオヤ

大阪市西成区 ガソリンスタンド ＤＤセルフ玉出ＳＳ

大阪市西成区 ガソリンスタンド オニツカ商会　萩之茶屋給油所

大阪市西成区 カラオケボックス カラオケサウンドキューブ玉出店

大阪市西成区 カラオケボックス カラオケサウンドスタイル西成店

大阪市西成区 カラオケボックス ビッグエコー地下鉄玉出駅前店

大阪市西成区 キックボクシングジム ウルーウールジム

大阪市西成区 ギャラリー 上杉酒店記念館

大阪市西成区 クリーニング業 ノムラクリーニング天下茶屋店

大阪市西成区 ゲームセンター TVタウンポパイ

大阪市西成区 シェアリングスペース 快活CLUB南津守店

大阪市西成区 スポーツクラブ スポーツジムＢ＆Ｆ

大阪市西成区 スポーツクラブ ひろゴンスポーツメディカルジム

大阪市西成区 スポーツジム Blue Ocean Gym玉出帝塚山

大阪市西成区 スポーツジム ワールドプラスジム　岸里店

大阪市西成区 スポーツジム ワールドプラスジム　西成店

大阪市西成区 テニススクール ノアインドアステージ大阪天下茶屋

大阪市西成区 ドラッグストア ドラッグミック鶴見橋店

大阪市西成区 パソコン教室 RBパソコンスクール

大阪市西成区 ぱちんこ light@daiichi

大阪市西成区 ぱちんこ 大一本店

大阪市西成区 パチンコ店 キコーナ津守店

大阪市西成区 ビジネスホテル ビジネスホテル加賀

大阪市西成区 ビジネスホテル ホテルブルーメン花園北

大阪市西成区 ビジネスホテル ホテル中央セレーネ

大阪市西成区 ビジネスホテル 東横INNあべの天王寺

大阪市西成区 ペットショップ ぱぁとワン

大阪市西成区 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO南津守店

大阪市西成区 ホームセンター ホームセンターコーナン南津守店

大阪市西成区 ホテル DOYANEN HOTELS BAKURO

大阪市西成区 ホテル DOYANEN HOTELS YAMATO

大阪市西成区 ホテル FP HOTELS Grand 難波南 

大阪市西成区 ホテル FP HOTELS 難波南

大阪市西成区 ホテル HOTEL PIVOT

大阪市西成区 ホテル なんば戎ホテル

大阪市西成区 ホテル パークイン

大阪市西成区 ホテル ビジネスホテル太洋

大阪市西成区 ホテル プラザインナニワホテル

大阪市西成区 ホテル ホテル中央クラウン

大阪市西成区 ホテル ホテル中央ブリッジ

大阪市西成区 ホテル ホテル東洋

大阪市西成区 ホテル ホテル来山
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大阪市西成区 ヨガスタジオ スタジオ　チーモ

大阪市西成区 衣料品店 玉出インター店

大阪市西成区 卸売センター 韓国広場

大阪市西成区 音楽教室 らむかな工房音楽教室

大阪市西成区 家具及びホームセンター ホームズ南津守店

大阪市西成区 家電量販店 ジョーシン 南津守店

大阪市西成区 家電量販店 マツヤデンキ玉出店

大阪市西成区 介護 有限会社　ニコニコ介護センター

大阪市西成区 簡易宿所 Poshtel  Osaka 240

大阪市西成区 簡易宿所 ホテルみかど

大阪市西成区 寄席小屋 動楽亭

大阪市西成区 建設会社 株式会社WORLD GROUP

大阪市西成区 公衆浴場 旭温泉

大阪市西成区 公衆浴場 玉水温泉

大阪市西成区 公衆浴場 入船温泉

大阪市西成区 雑貨屋 little lily

大阪市西成区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　今宮店

大阪市西成区 自動車販売店 玉出店

大阪市西成区 質屋 株式会社大松

大阪市西成区 宿泊業 Reiwa Precious House Osaka

大阪市西成区 宿泊業 ホテル中央オアシス

大阪市西成区 信用金庫 大阪信用金庫　岸ノ里支店

大阪市西成区 図書館 大阪市立西成図書館

大阪市西成区 整骨院 ひまわり鍼灸整骨院

大阪市西成区 占い 占い佑

大阪市西成区 葬儀会館 玉出大阪祭典

大阪市西成区 葬儀社 シティホール天下茶屋

大阪市西成区 貸し会議室 天下茶屋レジデンスイースト

大阪市西成区 貸切観光バス、旅行代理店 トーホーバス

大阪市西成区 大阪市立スポーツ施設 西成スポーツセンター

大阪市西成区 調剤薬局 ファミリー薬局　岸里店

大阪市西成区 美容院 へアラウンジ エスパス

大阪市西成区 美容室 BEAUTY SPACE サン

大阪市西成区 不動産屋 タケヤ住建

大阪市西成区 福祉マンション シーズン美善

大阪市西成区 訪問介護 はちみつヘルパーステーション

大阪市西成区 民泊 GUEST HOUSE KISHINOSATO

大阪市西成区 木材住宅資材販売 芳崎治商店

大阪市西成区 薬局 ファミリー松薬局

大阪市西成区 理髪店 理容　上田

大阪市西成区 理髪店 理容ヤマモト

大阪市西成区 理容 ヘアーサロン青山

大阪市西成区 理容業 ヘアーサロンナカガワ

大阪市西成区 鍼灸、あんま、マッサージ もいもい鍼灸あんまマッサージ

大阪市西淀川区 Bar Bar After

大阪市西淀川区 Bar Bar Stray Sheep

大阪市西淀川区 Bar Dining Barたかはし

大阪市西淀川区 イタリアンバー ダイニングバー七

大阪市西淀川区 うどん屋 うずまき　ひめじまの巻

大阪市西淀川区 おでん屋 おうちごはんとおでんの店125

大阪市西淀川区 お好み焼き屋 お好み焼　金太郎

大阪市西淀川区 お好み焼き屋 お好み焼き　華

大阪市西淀川区 お好み焼き屋 山本屋

大阪市西淀川区 お好み焼き店 お好み焼 じんべえ

大阪市西淀川区 カフェ Ｃａｆｅ　ＡｌｏＡｌｏ

大阪市西淀川区 カラオケスナック camus

大阪市西淀川区 カラオケ喫茶 ウッド

大阪市西淀川区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶 １０２９

大阪市西淀川区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　延

大阪市西淀川区 カラオケ喫茶 カラオケ舞

大阪市西淀川区 カラオケ喫茶 グランデ彩
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大阪市西淀川区 カラオケ喫茶&スナックラウンジ カラオケ喫茶&スナックラウンジ　難波船

大阪市西淀川区 カラオケ喫茶スナック グランデ彩

大阪市西淀川区 カラオケ居酒屋 婆爺

大阪市西淀川区 ショットバー ShotBar GailyMoon

大阪市西淀川区 スナック Hystericボンバー

大阪市西淀川区 スナック ＳＮＡＣＫ　未 来

大阪市西淀川区 スナック WELFARE

大阪市西淀川区 スナック さとんひろん

大阪市西淀川区 スナック スナック　Ｇreen Point

大阪市西淀川区 スナック スナック　笑

大阪市西淀川区 スナック スナックV

大阪市西淀川区 スナック まんま

大阪市西淀川区 スナック 串カツビッリマーク

大阪市西淀川区 スナック　カラオケ喫茶 Ｄａｒｌｉｎ

大阪市西淀川区 ダーツバー Darts Bar J's

大阪市西淀川区 ダイニングバー Dining Barたかはし

大阪市西淀川区 たこ焼き・お好み焼き屋 「はま」

大阪市西淀川区 たこ焼き屋 TAKOYAKI　徳

大阪市西淀川区 バー BAR alto

大阪市西淀川区 バー カフェバーこり?の木

大阪市西淀川区 ファミリーレストラン ガスト佃店

大阪市西淀川区 ふぐ料理店 玄品大阪北新地店

大阪市西淀川区 ラーメン どうとんぼり神座　エキマルシェ新大阪店

大阪市西淀川区 ラーメン屋 ?油と貝と麺そして　人と夢

大阪市西淀川区 ライブバー ハウリンバー

大阪市西淀川区 ラウンジ 扇

大阪市西淀川区 レストラン すし半　塚本店

大阪市西淀川区 レストラン ラクエンダイニング

大阪市西淀川区 レストラン 歌島橋店

大阪市西淀川区 レストラン 鉄板ダイニングぐっち

大阪市西淀川区 飲食店 牛しゃぶ　知慕里

大阪市西淀川区 飲食店（イタリアンレストラン） レストラン　紡麦

大阪市西淀川区 回転寿司 くら寿司御幣島店

大阪市西淀川区 割烹料理店 すし正

大阪市西淀川区 喫茶店 Cafe　SABRINA

大阪市西淀川区 喫茶店 コーヒーハウス　英国屋

大阪市西淀川区 喫茶店 モーニングカフェせっちゃん

大阪市西淀川区 居酒屋 Ａｊｉｔｏ

大阪市西淀川区 居酒屋 dekujindve(ジェクインドゥヴィエ）

大阪市西淀川区 居酒屋 DINING KITCHEN SHIBUYA

大阪市西淀川区 居酒屋 kirakiraセブン

大阪市西淀川区 居酒屋 ウマカーよかばい　塚本店

大阪市西淀川区 居酒屋 おしゃべり酒場　はれのちはれ

大阪市西淀川区 居酒屋 おでん屋　てん

大阪市西淀川区 居酒屋 おはなし処　かじやん

大阪市西淀川区 居酒屋 お好み焼き居酒屋　ねこ丸

大阪市西淀川区 居酒屋 お食事処昇

大阪市西淀川区 居酒屋 きまぐれ海鮮居酒屋おやじ

大阪市西淀川区 居酒屋 じゃじゃうま

大阪市西淀川区 居酒屋 ダイニングＢａｒ・グー (居酒屋グー)

大阪市西淀川区 居酒屋 たんたん

大阪市西淀川区 居酒屋 よろず家

大阪市西淀川区 居酒屋 一富士

大阪市西淀川区 居酒屋 塩もつ鍋と餃子と一品料理のお店　がぁどした

大阪市西淀川区 居酒屋 株式会社香蓑酒販 直売所

大阪市西淀川区 居酒屋 季節料理　まこと

大阪市西淀川区 居酒屋 居酒屋　九庵

大阪市西淀川区 居酒屋 居酒屋へのかっぱ

大阪市西淀川区 居酒屋 串カツビックリマーク

大阪市西淀川区 居酒屋 手づくり料理えい八

大阪市西淀川区 居酒屋 手作り料理えい八
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大阪市西淀川区 居酒屋 創作ダイニング なごみ

大阪市西淀川区 居酒屋 町酒場ハイタニ

大阪市西淀川区 居酒屋 二本足の案山子

大阪市西淀川区 居酒屋 日本酒バルいぶき

大阪市西淀川区 居酒屋 博多もつ鍋　善し

大阪市西淀川区 居酒屋 癒しのダイニング　綺羅々

大阪市西淀川区 居酒屋 遊食や　以蔵

大阪市西淀川区 居酒屋 炙家笑音

大阪市西淀川区 居酒屋 髙崎流クリエイティブキッチン道場西中島店

大阪市西淀川区 居酒屋(立飲み屋) 立呑処 大梁屋 本店

大阪市西淀川区 居酒屋足跡 居酒屋足跡

大阪市西淀川区 蕎麦店 あたり屋

大阪市西淀川区 寿司屋 すし処　永吉

大阪市西淀川区 焼き鳥屋 焼き鳥　すみの

大阪市西淀川区 焼く鳥屋 焼く鳥 射場本

大阪市西淀川区 焼鳥屋 焼とり屋　番鳥　阪神千船店

大阪市西淀川区 焼鳥屋 炭火焼鳥　鳥久　御幣島店

大阪市西淀川区 焼鳥居酒屋 焼鳥　えびす

大阪市西淀川区 焼肉 焼肉　六角

大阪市西淀川区 焼肉屋 ホルモン焼肉　美津

大阪市西淀川区 焼肉店 塚本肉焼屋

大阪市西淀川区 食堂 ダイフク大阪

大阪市西淀川区 食堂と米穀・酒店 永尾米穀・酒店とトトサルヴァトーレ

大阪市西淀川区 生パスタ ポポラマーマ福町店

大阪市西淀川区 創作料理 creation dish 亜郎

大阪市西淀川区 惣菜食堂 ABON

大阪市西淀川区 大学食堂・売店 Cafeteria Port

大阪市西淀川区 中華料理店 塚本西口店

大阪市西淀川区 中華料理店 野里飯店

大阪市西淀川区 鉄板焼屋 鉄板焼きTOSHIBOU

大阪市西淀川区 野菜、果物等販売 新鮮市場 in 川北

大阪市西淀川区 野菜・生鮮品販売 新鮮市場 in 竹島

大阪市西淀川区 洋菓子店 ヴェール

大阪市西淀川区 洋食 キッチン中はら

大阪市西淀川区 立ち飲み屋 立ち飲み屋　あちゃ?

大阪市西淀川区 立ち飲み居酒屋 立ち飲み　Red hook

大阪市西淀川区 料理屋 健康和食あらき

大阪市西淀川区 ＤＰＥショップ パレットプラザ塚本店

大阪市西淀川区 カイロプラティック施術所 永井カイロプラティック

大阪市西淀川区 ガソリンスタンド 出来島給油所

大阪市西淀川区 カラオケボックス カラオケハウス楽園

大阪市西淀川区 スポーツクラブ BLACK☆Jr

大阪市西淀川区 ダンススタジオ dance studio Domino

大阪市西淀川区 デイサービス クオレ倶楽部

大阪市西淀川区 ネイルサロン Fledge the nailsalon

大阪市西淀川区 パソコン・プログラミング教室 パソコン市民講座　大和田教室

大阪市西淀川区 パチンコホール イル・サローネみてじま店

大阪市西淀川区 パチンコ店 ネオパティオ塚本店

大阪市西淀川区 パチンコ店 ラクエン西淀川店

大阪市西淀川区 パチンコ店 塚本SOCIO

大阪市西淀川区 ビリヤード、ダーツ場 アイボリー

大阪市西淀川区 ホームセンター ホームセンターコーナン御幣島店

大阪市西淀川区 マツエク　ネイルサロン VIRENA姫島店

大阪市西淀川区 メガネ屋 ビジョンメガネ　歌島橋店

大阪市西淀川区 ライブハウス ハウリンバー

大阪市西淀川区 リラクゼーション リラクゼーションサロンひとやすみ

大阪市西淀川区 リラクゼーションサロン MUU 西淀川野里店

大阪市西淀川区 リラクゼーションサロン 揉みほぐし神楽

大阪市西淀川区 リンパマッサージ リラクゼーションCOCORONE

大阪市西淀川区 衣料品店 西淀川歌島橋店

大阪市西淀川区 運動施設 大阪市立西淀川屋内プール
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大阪市西淀川区 家電販売 エディオンみてじま店

大阪市西淀川区 家電販売 みてじま店

大阪市西淀川区 介護福祉事業本社 株式会社クオレ

大阪市西淀川区 介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム姫島みずほ苑

大阪市西淀川区 学習塾 馬渕教室 御幣島校

大阪市西淀川区 居宅介護支援事業所 ケアプランセンタークオレ姫島

大阪市西淀川区 空手道場 国際空手道 拳聖塾

大阪市西淀川区 建設業 栄電気工事株式会社

大阪市西淀川区 呉服店 大西呉服店

大阪市西淀川区 高齢者向け施設紹介事業所 シニア住まいる相談センター

大阪市西淀川区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　歌島橋店

大阪市西淀川区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社西淀川ＢＰ工場

大阪市西淀川区 自動車販売店 有限会社ナスカオート

大阪市西淀川区 車買取販売 ユーポス2号西淀川店

大阪市西淀川区 女性の健康体操教室 Curves阪神姫島

大阪市西淀川区 信用金庫 大阪信用金庫　西淀支店

大阪市西淀川区 信用金庫 北おおさか信用金庫　歌島橋支店

大阪市西淀川区 図書館 大阪市立西淀川図書館

大阪市西淀川区 倉庫業 寺本運輸倉庫株式会社　中島営業所

大阪市西淀川区 葬祭・法要式場 シティホール御幣島

大阪市西淀川区 貸切バス ケイエム観光バス株式会社　大阪営業所

大阪市西淀川区 貸切観光バス ヤサカ観光バス株式会社

大阪市西淀川区 中古車事務所 株式会社三原興業

大阪市西淀川区 通所介護 クオレ元気?楽部

大阪市西淀川区 通所介護施設 クオレ倶楽部　まごころの家

大阪市西淀川区 認知症対応型共同生活介護（グループホーム） グループホームクオレ歌島

大阪市西淀川区 美容室 Loris hairdesign 

大阪市西淀川区 美容室 MAMA'S姫島店

大阪市西淀川区 美容室 MEGAMI 美容室

大阪市西淀川区 美容室 ＰＬＵＣＫ

大阪市西淀川区 美容室 アージュ・ヘアー

大阪市西淀川区 美容室 カットサロン　ボン

大阪市西淀川区 美容室 セサンク　ドゥ店

大阪市西淀川区 美容室 美容室ピュアグリーン

大阪市西淀川区 訪問介護 ヘルパーステーションクオレ

大阪市西淀川区 訪問介護 ヘルパーステーションクオレ歌島橋

大阪市西淀川区 薬局 クオレ薬局千船病院前店

大阪市西淀川区 薬局 パール薬局

大阪市西淀川区 薬局 パール薬局福駅前店

大阪市西淀川区 薬局 阪神薬局　千船店

大阪市西淀川区 有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム　クオレ西淀川

大阪市西淀川区 理容 理容すが

大阪市西淀川区 理容室 hair salon ASADA

大阪市西淀川区 理容室 PAPA'S 姫島店

大阪市西淀川区 理容室 理容パーク

大阪市西淀川区 鍼灸整骨院 いしはらはりきゅう整骨院

大阪市西淀川区 鍼灸接骨院 山下鍼灸接骨院

大阪市西淀川区 鍼灸接骨院 李佃鍼灸接骨院

大阪市東住吉区 BAR EPOCH

大阪市東住吉区 Bar KUU

大阪市東住吉区 イタリアン Kitchen & Bar AMENO

大阪市東住吉区 イタリアンダイニング プルケリア

大阪市東住吉区 イタリア料理店 トラットリア　ツムラヤ

大阪市東住吉区 うどん店 手打うどん　西村

大阪市東住吉区 うどん店 体に優しいうどん店　優心

大阪市東住吉区 おかゆ専門店 朝粥専門店まごの屋

大阪市東住吉区 お好み焼き お好み焼きお多幸

大阪市東住吉区 お好み焼き屋 お好み焼ハウス　トマト

大阪市東住吉区 お好み焼き屋 むろまち

大阪市東住吉区 お好み焼き屋 桜八番

大阪市東住吉区 お好み焼き屋、鉄板焼き屋、居酒屋、レストラン お好み焼き　花まる
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大阪市東住吉区 お好み焼き店 玄

大阪市東住吉区 カフェ HANDSOMEbotGARDEN

大阪市東住吉区 カフェ カフェライチ

大阪市東住吉区 カフェ カフェライチ 

大阪市東住吉区 カラオケ　スナック チロル　miu

大阪市東住吉区 カラオケスナック music place ドン・ファン

大阪市東住吉区 カラオケスナック カラオケ エリピョン

大阪市東住吉区 カラオケ喫茶 カラオケ　ダイニング　お多幸

大阪市東住吉区 カラオケ喫茶 カラオケステージ　カクレ家

大阪市東住吉区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶  光

大阪市東住吉区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　秋桜

大阪市東住吉区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶（アイ）

大阪市東住吉区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶ユーミン

大阪市東住吉区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶ゆみ

大阪市東住吉区 カラオケ喫茶　スナック チロル　リバーサイド

大阪市東住吉区 カラオケ喫茶、スナック ラウンジ　Dikon

大阪市東住吉区 スナック KANA Sound　MuMu

大阪市東住吉区 スナック Lien

大阪市東住吉区 スナック tumugu

大阪市東住吉区 スナック スナック　ライラック

大阪市東住吉区 スナック スナックマドンナ

大阪市東住吉区 スナック スナック林檎

大阪市東住吉区 スナック 美杉

大阪市東住吉区 スポーツバー SportsBar609

大阪市東住吉区 セルフうどん店 はなまるうどん東住吉湯里店

大阪市東住吉区 ダイニングバー AJIYA

大阪市東住吉区 ダイニングバー dining bar CORAL BAY

大阪市東住吉区 ダイニングレストラン ごはんとお酒と布と糸 fudan

大阪市東住吉区 ドッグカフェ ドッグカフェkameno

大阪市東住吉区 バー Barハップ

大阪市東住吉区 バー パッシー

大阪市東住吉区 バー 寄り道

大阪市東住吉区 パン、菓子屋 エルヴェ

大阪市東住吉区 ビアホール ビアハウス　and's

大阪市東住吉区 ピザデリバリー ピザハット東住吉店

大阪市東住吉区 ファミリーレストラン ザめしや　東住吉中野店

大阪市東住吉区 ファミリーレストラン ザめしや　東住吉店

大阪市東住吉区 ファミリーレストラン ロイヤルホスト南田辺店

大阪市東住吉区 ファミリーレストラン 南田辺店

大阪市東住吉区 ふぐ料理専門店 ふぐ政　田辺店

大阪市東住吉区 フランス料理店 レストラン・アルザス

大阪市東住吉区 ラーメン屋 ラーメンまこと屋 長居公園南店

大阪市東住吉区 ラーメン屋 麺処三上家

大阪市東住吉区 レストラン 和牛レストラン味丸

大阪市東住吉区 飲食店 びっくりドンキー瓜破店

大阪市東住吉区 飲食店 串ダイニング水口

大阪市東住吉区 飲食店 鶏バル水口

大阪市東住吉区 飲食店 孫悟空

大阪市東住吉区 沖縄居酒屋 泡盛と沖縄家庭料理のお店とぅるばるや

大阪市東住吉区 屋外 BBQ Good BBQ　長居店

大阪市東住吉区 菓子製造業　飲食店 じぐろや

大阪市東住吉区 回転寿司 くら寿司今川店

大阪市東住吉区 海鮮料理屋 鳥魚　おおしま

大阪市東住吉区 喫茶コーナー フォーレスト

大阪市東住吉区 喫茶店 カフェスタジアムはあとらんど

大阪市東住吉区 喫茶店 のんじ

大阪市東住吉区 喫茶店 桜cafe

大阪市東住吉区 喫茶店 週末のインコ

大阪市東住吉区 居酒屋 bamboo

大阪市東住吉区 居酒屋 あおてん

大阪市東住吉区 居酒屋 おとん家
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大阪市東住吉区 居酒屋 おまっとう　針中野店

大阪市東住吉区 居酒屋 カラオケバー　No.10

大阪市東住吉区 居酒屋 きのこ鍋　魚酒　長田也

大阪市東住吉区 居酒屋 ごんべ

大阪市東住吉区 居酒屋 サクラヒロバ

大阪市東住吉区 居酒屋 さつま

大阪市東住吉区 居酒屋 すとうぶ

大阪市東住吉区 居酒屋 とりんちゅ本店

大阪市東住吉区 居酒屋 ハッケンデン ハリナカノエキマエテン

大阪市東住吉区 居酒屋 はやっさんのワインにめがねぇんです。

大阪市東住吉区 居酒屋 バリヤス酒場針中野駅前店

大阪市東住吉区 居酒屋 ビアハウス　and's

大阪市東住吉区 居酒屋 ラナイキッチン

大阪市東住吉区 居酒屋 王道居酒屋のりを深江橋店

大阪市東住吉区 居酒屋 沖縄料理　八重山

大阪市東住吉区 居酒屋 河隅酒店

大阪市東住吉区 居酒屋 韓国・一品料理 駿

大阪市東住吉区 居酒屋 居酒屋 まるさか

大阪市東住吉区 居酒屋 居酒屋　三四郎

大阪市東住吉区 居酒屋 居酒屋かずちゃん

大阪市東住吉区 居酒屋 居酒屋ことぶき笑店

大阪市東住吉区 居酒屋 居酒屋はったり

大阪市東住吉区 居酒屋 居酒屋蒲公英

大阪市東住吉区 居酒屋 居酒家まめたん

大阪市東住吉区 居酒屋 魚輝水産　湯里店

大阪市東住吉区 居酒屋 串カツ工房海鮮酒場のんのこ

大阪市東住吉区 居酒屋 串勝　た　ぬ　き

大阪市東住吉区 居酒屋 三津屋

大阪市東住吉区 居酒屋 酒楽彩魚ざまに

大阪市東住吉区 居酒屋 焼鳥わいわい

大阪市東住吉区 居酒屋 焼鳥専門店ぺぇ

大阪市東住吉区 居酒屋 青葉城

大阪市東住吉区 居酒屋 鮮魚bar創's style

大阪市東住吉区 居酒屋 八右衛門

大阪市東住吉区 居酒屋 北田辺ほろよい酒場　いつも

大阪市東住吉区 居酒屋 立ち飲み酒場ぶす

大阪市東住吉区 居酒屋 和

大阪市東住吉区 居酒屋 和・伊　創作ダイニング「kourogi」

大阪市東住吉区 居酒屋（昼間はランチを提供） おばんざい　おかん

大阪市東住吉区 魚料理居酒屋 魚料理一丁目

大阪市東住吉区 串カツ屋 串カツ　はなおか

大阪市東住吉区 串揚げ屋 串揚げ屋さん　串ボーズ

大阪市東住吉区 酒屋 (株)中堀酒店

大阪市東住吉区 焼き鳥屋 炭火焼鳥　Zen

大阪市東住吉区 焼鳥居酒屋 焼鳥専門店ぺぇ

大阪市東住吉区 焼肉 牛王　杭全店

大阪市東住吉区 焼肉 焼肉五苑　湯里店

大阪市東住吉区 焼肉レストラン 薩摩産直　炭火焼肉うしかい　東住吉店

大阪市東住吉区 焼肉屋 焼肉ホルモン多喜万

大阪市東住吉区 焼肉屋 焼肉味旨店まかから森田屋

大阪市東住吉区 焼肉屋 対州園湯里店

大阪市東住吉区 焼肉居酒屋 呑み処 波来

大阪市東住吉区 焼肉店 焼肉　一会

大阪市東住吉区 焼肉店 仁家　針中野店

大阪市東住吉区 食堂 グリル　冨二三亭

大阪市東住吉区 水産物小売店 街のみなと　針中野店

大阪市東住吉区 精肉屋 肉の一斗　駒川店

大阪市東住吉区 中国料理 ちゃんぽんや

大阪市東住吉区 中国料理 中国料理順園

大阪市東住吉区 鉄板焼 にく　丸稔　まるとし

大阪市東住吉区 鉄板焼　居酒屋 鉄板焼　お好み焼　じぐろや
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大阪市東住吉区 日本料理店 美味求真　幸

大阪市東住吉区 洋食・カラオケ・パブリックビューイング酒場 Active

大阪市東住吉区 洋食屋 フジオ軒

大阪市東住吉区 洋食屋 味の洋食　とん助

大阪市東住吉区 立のみ おおくに屋

大阪市東住吉区 和食 割烹清水

大阪市東住吉区 和食店 和とおそばとお酒　いおり

大阪市東住吉区 饂飩屋 讃岐麺屋　あうん

大阪市東住吉区 エステサロン POLAエステティックMoana

大阪市東住吉区 カーディーラー ボルボ・カー東住吉

大阪市東住吉区 カラオケボックス カラオケマドンナ

大阪市東住吉区 カラオケボックス ビッグエコー針中野駅前店

大阪市東住吉区 クリーニング店 クリーニングSmile-MAX今川駅店

大阪市東住吉区 クリーニング店 クリーニングSmile-MAX針中野店

大阪市東住吉区 クリーニング店 クリーニングSmile-MAX中野本店

大阪市東住吉区 ゴルフショップ ゴルフパートナー東住吉湯里店

大阪市東住吉区 シェアリングスペース 快活CLUB東住吉店

大阪市東住吉区 スポーツクラブ アイランドスポーツクラブ駒川

大阪市東住吉区 スポーツクラブ エニタイムフィットネス駒川中野店

大阪市東住吉区 スポーツクラブ 若獅子会館東住吉支部

大阪市東住吉区 スポーツクラブ 長居トレーニングセンター

大阪市東住吉区 デイサービス ツクイ大阪東住吉

大阪市東住吉区 デザイン教室 子どもデザイン教室

大阪市東住吉区 バーベキュー場 深北緑地　有料BBQエリア

大阪市東住吉区 バイク店 Pro・shop川崎塾

大阪市東住吉区 パソコン教室 パソコン教室わかるとできる　桑津校

大阪市東住吉区 パチンコ パーラーもうもう

大阪市東住吉区 パチンコ・パチスロ店 イル・サローネ東住吉店

大阪市東住吉区 ビリヤード場 ビリヤードBIG　SHOT

大阪市東住吉区 フリーマーケット まるしぇ で ぽとふ

大阪市東住吉区 ヘアーサロン HASS

大阪市東住吉区 ペットショップ ペットプラザポニー

大阪市東住吉区 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオLAVA針中野店

大阪市東住吉区 メガネ屋 ビジョンメガネ　針中野店

大阪市東住吉区 リサイクルショップ ブランドギャラリー駒川店

大阪市東住吉区 リラクゼーションスペース りらくる天王寺杭全店

大阪市東住吉区 衣料品店 メンズショップヤマトヤ

大阪市東住吉区 衣料品店 ワコールショップヤマトヤ

大阪市東住吉区 医院 杉浦眼科

大阪市東住吉区 医療 ウマノ整形外科クリニック

大阪市東住吉区 家電量販店 ジョーシン はりなかの店

大阪市東住吉区 家電量販店 マツヤデンキ　針中野店

大阪市東住吉区 介護施設 デイサービスくつろぎ

大阪市東住吉区 外科クリニック 西谷医院 

大阪市東住吉区 学習塾 学研CAIスクール　駒川中野駅前本部校

大阪市東住吉区 学習塾 現役大学受験専門塾　高学館　針中野校

大阪市東住吉区 学習塾 総合個別塾スタディラボ

大阪市東住吉区 学習塾 馬渕教室 田辺校

大阪市東住吉区 眼鏡小売り メガネの矢野

大阪市東住吉区 居宅介護支援事業所 慶生会東住吉ケアプランセンター

大阪市東住吉区 靴屋 シューズショップつかもと

大阪市東住吉区 呉服店 ひこざや宮元呉服店

大阪市東住吉区 撮影スタジオ studio51 スタジオゴーイチ

大阪市東住吉区 雑貨屋 ストア94

大阪市東住吉区 歯科医院 いまい歯科

大阪市東住吉区 時計・宝石小売り 矢野時計店 本店

大阪市東住吉区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　東住吉店

大阪市東住吉区 自動車の販売及び関連するサービス Ｈｏｎｄａ Cars 大阪　東住吉店

大阪市東住吉区 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）東住吉店

大阪市東住吉区 助産院 岡田助産院

大阪市東住吉区 植物園 大阪市立長居植物園
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大阪市東住吉区 信用金庫 大阪信用金庫　田辺支店

大阪市東住吉区 図書館 大阪市立東住吉図書館

大阪市東住吉区 水泳場・スタジオ 長居プール

大阪市東住吉区 整骨院 たいよう整骨院

大阪市東住吉区 整骨院 心ココロ鍼灸整骨院

大阪市東住吉区 葬祭業 シティホール針中野

大阪市東住吉区 体育館 フィットネス21東住吉スポーツセンター

大阪市東住吉区 地域密着型通所介護サービス リ・ライブ杭全

大阪市東住吉区 調剤薬局 くわの薬局駒川

大阪市東住吉区 特区民泊 釜之宿-杭全七丁目

大阪市東住吉区 美容室 Aimer

大阪市東住吉区 美容室 Arch hair

大阪市東住吉区 美容室 CAPA.東住吉店

大阪市東住吉区 美容室 Ｃ－Ｋｏｍｙｕ

大阪市東住吉区 美容室 ＨＡＩＡ　ＳＰＡＣＥ　Ｋｅｅｐ

大阪市東住吉区 美容室 Hair&Face  A'S

大阪市東住吉区 美容室 hairroom  Cocori

大阪市東住吉区 美容室 L'avenir　Hathor あびこ店

大阪市東住吉区 美容室 sezon labo

大阪市東住吉区 美容室 クイック＋プラス1

大阪市東住吉区 美容室 トータルビューティサロン　Carna

大阪市東住吉区 美容室 ぱーま屋金太郎　

大阪市東住吉区 美容室 ヘアースタジオ　眠りの森

大阪市東住吉区 美容室 ヘアーメイクあす

大阪市東住吉区 美容室 み　ふ　く　美　容　室

大阪市東住吉区 美容室 美容室ゆかり～縁～

大阪市東住吉区 不動産 部屋サポ

大阪市東住吉区 不動産業（新築分譲マンション販売） シティハウス北田辺駅前　現地販売センター

大阪市東住吉区 不動産店 ここすむ　（株）ケイ・エヌコミュニティー

大阪市東住吉区 婦人服店 ブティックヒサシ

大阪市東住吉区 訪問介護事業者 慶生会東住吉ヘルパーステーション

大阪市東住吉区 訪問介護事業所 ツクイ大阪南田辺

大阪市東住吉区 訪問看護 慶生会訪問看護ステーション　東住吉サテライト

大阪市東住吉区 薬局 まつだ薬局

大阪市東住吉区 履物小売業 シューズショップ　つかもと

大阪市東住吉区 理容 HAIR MAKE aim

大阪市東住吉区 理容 ヘアーサロン サニー

大阪市東住吉区 理容業 コアフィールブティック　ハシダ・メン

大阪市東住吉区 理容室 HOP

大阪市東住吉区 理容室 ヘアアートスペースOBATA

大阪市東住吉区 理容室 ヘアーサロンカンド

大阪市東住吉区 理容店 サロンドモルフェ　ますい

大阪市東住吉区 旅行会社 三井トラベルサービス

大阪市東住吉区 旅行業店舗 摂陽観光　本社営業所

大阪市東住吉区 鍼灸マッサージ院 あさの鍼灸マッサージ院

大阪市東住吉区 鍼灸整骨院 辻鍼灸接骨院

大阪市東成区 bar advance

大阪市東成区 BAR Bar OTO

大阪市東成区 BAR Orion

大阪市東成区 cafe&イタリアンバル Cafe&Itarian Bar　GARBO

大阪市東成区 イタリア料理 トラットリア　ロクダイ

大阪市東成区 イタリア料理店 イタリアンサスケ

大阪市東成区 うどん・そば居酒屋 くい蔵

大阪市東成区 うどん屋 讃岐製麺　深江橋店

大阪市東成区 うどん店 極楽うどん ＴＫＵ

大阪市東成区 お好み焼き 鶴亀

大阪市東成区 お好み焼き 蜂の家

大阪市東成区 お好み焼き、たこ焼き等のテイクアウト専門店 緑橋　まるじゅう

大阪市東成区 お好み焼き屋 お好み焼き　ちんちくりん

大阪市東成区 お好み焼き屋 お好み焼き　千寿

大阪市東成区 お好み焼き屋 やぐら亭



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市東成区 お鍋や ど鍋や緑橋本店

大阪市東成区 カフェ arcobaleno

大阪市東成区 カフェ Cafe Perche

大阪市東成区 カフェ カフェ　ド　ソレイユ

大阪市東成区 カフェバー CAFE ＆ BAR    辻

大阪市東成区 カフェバー CAFE & BAR    辻

大阪市東成区 カラオケ カラオケAN

大阪市東成区 カラオケ 馬車道

大阪市東成区 カラオケスナック 楽　らっく

大阪市東成区 カラオケバー 穴場酒家おっち

大阪市東成区 カラオケ喫茶 カラオケ　恵

大阪市東成区 カラオケ喫茶 カラオケぴあの

大阪市東成区 カラオケ店 カラオケ　ファミリープラザ　深江橋店

大阪市東成区 カレーとフレンチレストラン La paix 23

大阪市東成区 クラフトビールバー・カレー屋 スタンド緑橋

大阪市東成区 コーヒー＆定食 Kitchenムラヤマ

大阪市東成区 ご飯屋 新☆樂山

大阪市東成区 サンドイッチ専門店 かえるスタンド

大阪市東成区 ショットバー スロウデイズ

大阪市東成区 ステーキ屋 YUMMY-TEKI　ヤミテキ

大阪市東成区 スナック Aloalo

大阪市東成区 スナック Fortune

大阪市東成区 スナック snack&BAR  Ange

大阪市東成区 スナック カサブランカ

大阪市東成区 スナック カラオケもこ

大阪市東成区 スナック スナック　ＣＯＣＯ

大阪市東成区 スナック スナック One

大阪市東成区 スナック スナック　まえだ

大阪市東成区 スナック スナック　和歌

大阪市東成区 スナック スナック花*花

大阪市東成区 スナック ふりーじぁ

大阪市東成区 スナック マーガレット

大阪市東成区 スナック ラ・カルル

大阪市東成区 スナック りん?凛?

大阪市東成区 スナック りん～凛～

大阪市東成区 スナック ﾙﾃﾞｨ

大阪市東成区 スナック 睡蓮

大阪市東成区 スナック 眞理

大阪市東成区 スナック スナック チャコ

大阪市東成区 スナックカラオケ スナック Chou Chou シュシュ

大阪市東成区 ダイニングバー BISTRO BAR SIRUELA

大阪市東成区 たこ焼き屋 じゃんぼたこやきたっくん

大阪市東成区 たこ焼き屋 大阪たこやき本舗ハッち

大阪市東成区 たこ焼き屋 大阪たこ焼き本舗八っち

大阪市東成区 たこ焼酒場 くれおーる 京橋南口店

大阪市東成区 ナイトクラブ ラウンジPEAK

大阪市東成区 バー BAR J'z

大阪市東成区 バー BAR NINEMILES

大阪市東成区 バー shotbar hool

大阪市東成区 バー アル、イクシール

大阪市東成区 バー うづ貴

大阪市東成区 バー おもちゃバー玩具探偵

大阪市東成区 バー サロン 靴ひも

大阪市東成区 バー マダムシャーレ

大阪市東成区 バー＆レストラン JERKMAN

大阪市東成区 ファストフード 松屋　深江橋店

大阪市東成区 ファストフード 松屋今里店

大阪市東成区 ファミリーレストラン ガスト大今里店

大阪市東成区 ファミリーレストラン じゅうじゅうカルビ深江橋店

大阪市東成区 ファミリーレストラン ロイヤルホスト森ノ宮店

大阪市東成区 ラーメン屋 ひな菊



市区町村 店舗種別 店舗名
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大阪市東成区 ラーメン屋 ラーメン人生JET 600

大阪市東成区 ラーメン店 高井田ラーメン　住吉

大阪市東成区 ラウンジ ラウンジi

大阪市東成区 レストラン グラシアス

大阪市東成区 飲食店 Henrietta

大阪市東成区 飲食店 THE DOGHOUSE INN

大阪市東成区 飲食店 うどん・そば　田村

大阪市東成区 飲食店 つるはしマグロ食堂

大阪市東成区 飲食店 冷麺館 鶴橋店

大阪市東成区 回転寿司 くら寿司今里店

大阪市東成区 関東煮屋 きくや

大阪市東成区 韓国料理 福々亭

大阪市東成区 韓国料理店 冷麺館鶴橋店

大阪市東成区 喫茶 カフェテリアノア

大阪市東成区 喫茶&ランチ kitchen ムラヤマ

大阪市東成区 喫茶、カラオケスナック 喫茶・スナック　マリン

大阪市東成区 喫茶店 Cafe de Sejin

大阪市東成区 喫茶店 クローバー

大阪市東成区 喫茶店 スマイル　カフェ

大阪市東成区 喫茶店 喫茶ラウンジうさぎ

大阪市東成区 喫茶店 珈琲館　ロックヴィラ

大阪市東成区 居魚屋 居魚屋ぎんた

大阪市東成区 居酒屋 Bistro酒場らくだ

大阪市東成区 居酒屋 KAKUREGA

大阪市東成区 居酒屋 あんばい森ノ宮電話

大阪市東成区 居酒屋 うお家猫八

大阪市東成区 居酒屋 おでん　酒酒

大阪市東成区 居酒屋 カジュアルダイニングちゃあむ

大阪市東成区 居酒屋 くいもんや　つた家

大阪市東成区 居酒屋 ジャリンコ

大阪市東成区 居酒屋 じゅんぺー屋

大阪市東成区 居酒屋 ジョルナータ

大阪市東成区 居酒屋 たべもんや長島

大阪市東成区 居酒屋 たまるバー

大阪市東成区 居酒屋 ちょいのみ　のすけ

大阪市東成区 居酒屋 とりへい

大阪市東成区 居酒屋 のすけ

大阪市東成区 居酒屋 ビストロソレイユ

大阪市東成区 居酒屋 ひっぱらん

大阪市東成区 居酒屋 ひな

大阪市東成区 居酒屋 ふぐかに処 心福

大阪市東成区 居酒屋 ぶらり亭

大阪市東成区 居酒屋 ほっこり瓢箪島

大阪市東成区 居酒屋 みつわや

大阪市東成区 居酒屋 ゆうゆう深江橋店

大阪市東成区 居酒屋 よしまん

大阪市東成区 居酒屋 るうと

大阪市東成区 居酒屋 王道居酒屋のりを緑橋店

大阪市東成区 居酒屋 茄子美

大阪市東成区 居酒屋 海鮮屋台　まいこ関目店

大阪市東成区 居酒屋 楽酒たまるば

大阪市東成区 居酒屋 楽食深江橋おこげ

大阪市東成区 居酒屋 吉鳥　関目本店

大阪市東成区 居酒屋 吉鳥　鴫野店

大阪市東成区 居酒屋 居酒や　ぶあいそう

大阪市東成区 居酒屋 居酒屋　人生劇場

大阪市東成区 居酒屋 居酒屋　大御所

大阪市東成区 居酒屋 居酒屋 津門

大阪市東成区 居酒屋 居酒屋だんらん

大阪市東成区 居酒屋 魚亭　鈴屋

大阪市東成区 居酒屋 魚庭(なにわ)
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大阪市東成区 居酒屋 串かつと手羽先　えびす

大阪市東成区 居酒屋 串ゃ　奏

大阪市東成区 居酒屋 串焼かず

大阪市東成区 居酒屋 串力

大阪市東成区 居酒屋 鶏と和とお酒　まいまい

大阪市東成区 居酒屋 光

大阪市東成区 居酒屋 今里や

大阪市東成区 居酒屋 菜みの

大阪市東成区 居酒屋 三本松

大阪市東成区 居酒屋 旨い料理旨い酒　じょうじ

大阪市東成区 居酒屋 手羽の極

大阪市東成区 居酒屋 酒 to curry アーチル

大阪市東成区 居酒屋 焼き鳥　鳥之宮

大阪市東成区 居酒屋 焼鳥のさくら

大阪市東成区 居酒屋 笑～わっは～

大阪市東成区 居酒屋 食彩炉ばた　こころ

大阪市東成区 居酒屋 食彩炉ばた こころ

大阪市東成区 居酒屋 森ノ宮酒場いおり

大阪市東成区 居酒屋 森之宮酒場いおり

大阪市東成区 居酒屋 森之宮炉端　いろいろ

大阪市東成区 居酒屋 薪焼きフレンチバル　vianderia 

大阪市東成区 居酒屋 大阪城立ち呑みの陣　０軒目

大阪市東成区 居酒屋 大衆酒場 酔楽

大阪市東成区 居酒屋 炭火やきとり　銀星

大阪市東成区 居酒屋 炭火焼鳥 かわ八

大阪市東成区 居酒屋 炭火焼鳥と蒟蒻の店 鶫屋(つぐみや)

大阪市東成区 居酒屋 池田家

大阪市東成区 居酒屋 馳走庵 玉造店

大阪市東成区 居酒屋 馳走庵 新深江店

大阪市東成区 居酒屋 中々

大阪市東成区 居酒屋 鳥いちもんめ

大阪市東成区 居酒屋 鳥貴族森ノ宮店

大阪市東成区 居酒屋 鶴橋居酒屋光

大阪市東成区 居酒屋 田中くん

大阪市東成区 居酒屋 麦蔵

大阪市東成区 居酒屋 麺と手料理　　ひらの

大阪市東成区 居酒屋 和・韓創作料理  大花

大阪市東成区 居酒屋 餃子専門店 味力亭

大阪市東成区 居酒屋 餃子専門店 味力亭 鶴橋店

大阪市東成区 串カツ屋 串カツ　おいでおいで

大阪市東成区 串カツ居酒屋 串カツ・串天Yokotake

大阪市東成区 串カツ専門店 串の方鶴橋店

大阪市東成区 串カツ専門店 八丁味処井之口串の坊

大阪市東成区 串揚げ 串の坊　鶴橋店

大阪市東成区 串揚げ料理屋 串揚げ料理みや田

大阪市東成区 手打ちそば処 手打ちそば処ふじた

大阪市東成区 寿司屋 すし秀

大阪市東成区 寿司店 味旬吾光

大阪市東成区 焼き鳥屋 八剣伝緑橋2号店

大阪市東成区 焼き鳥屋焼き鳥屋 鳥頭サブロー鶴橋本店

大阪市東成区 焼き鳥居酒屋 まるよし

大阪市東成区 焼き肉 cowroad

大阪市東成区 焼鳥 炭火焼鳥＆小皿中華　凡龍

大阪市東成区 焼鳥 博多串焼きバッテンよかとぉ鶴橋店

大阪市東成区 焼肉 焼肉五苑　玉造店

大阪市東成区 焼肉 鶴橋酒場情熱ホルモン

大阪市東成区 焼肉屋 カウロード

大阪市東成区 焼肉屋 焼肉ホルモンまうん

大阪市東成区 焼肉屋 緑食道園

大阪市東成区 焼肉店 じゅうじゅうカルビ深江橋店

大阪市東成区 焼肉店 厳選焼肉やまや
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大阪市東成区 焼肉店 焼肉 轟

大阪市東成区 焼肉店 肉匠紋次郎　森之宮店

大阪市東成区 焼肉店 本格焼肉 八勝園

大阪市東成区 食堂 ちほ

大阪市東成区 食堂・家庭料理店・居酒屋 ちきゅう岬

大阪市東成区 中華そば ラーメン店 中華そば 光洋軒

大阪市東成区 中華料理レストラン 餃子の王将 今里店

大阪市東成区 中華料理レストラン 餃子の王将 森ノ宮店

大阪市東成区 中華料理レストラン 餃子の王将 鶴橋東店

大阪市東成区 中国料理 中菜香房 あかまつ

大阪市東成区 定食屋さん 海鮮物語

大阪市東成区 鉄板焼 鉄板ダイニング　だらけ

大阪市東成区 鉄板焼&お好み焼 お好み焼き&鉄板焼　テキ亭

大阪市東成区 唐揚げ屋 唐揚げ専門店　壱唐（いちから）

大阪市東成区 唐揚げ専門店、ケータリング、デリバリー等の宅配事業 ファーストケータリング、ファーストデリバリー

大阪市東成区 豚カツ屋 ニューバーボン

大阪市東成区 鍋料理　居酒屋 ふぐ料理やまいち

大阪市東成区 洋食屋 キッチンむらうち

大阪市東成区 料理屋 ふぐ料理　やまいち

大阪市東成区 和食居酒屋 あんばい森之宮店

大阪市東成区 餃子屋 餃子専門店チャンピオン　小路店

大阪市東成区 餃子屋 餃子専門店チャンピオン　深江橋店

大阪市東成区 アルミサッシ販売 株式会社桑原商店

大阪市東成区 エステ　脱毛 零コーポレーション株式会社

大阪市東成区 エステティック 朋友堂　Riekoエステティックス

大阪市東成区 オフィス 近畿クリーンエイド販売株式会社

大阪市東成区 ガソリンスタンド セルフ大今里給油所

大阪市東成区 カラオケボックス カラオケファミリープラザ深江橋店

大阪市東成区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　鶴橋駅前店

大阪市東成区 カラオケボックス ビッグエコー蒲生四丁目駅前店

大阪市東成区 キャットホテル SweetDandelion

大阪市東成区 スキー用品販売 テレマークスキーショップSOU

大阪市東成区 スポーツクラブ Be-fit24緑橋店

大阪市東成区 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 今里

大阪市東成区 スポーツクラブ ジョイフィット新深江

大阪市東成区 スポーツクラブ ジョイフィット緑橋

大阪市東成区 スポーツ教室 大阪ノルディックウォーカーズ

大阪市東成区 スロット店 山栄会館

大阪市東成区 タバコ店 西口タバコ店

大阪市東成区 デイサービス リハビリデイサービス　パール

大阪市東成区 ネイルサロン RUNE

大阪市東成区 パチンコ＆スロット マジックバード東成

大阪市東成区 パチンコ店 B-LUCK

大阪市東成区 パチンコ店 DERDE

大阪市東成区 パチンコ店 はりまや　今里店

大阪市東成区 ビジネスホテル ホテルオークスアーリーバード大阪森ノ宮

大阪市東成区 ひとり親家庭等の自立支援施設 大阪府立母子・父子福祉センター

大阪市東成区 ビリヤード　ダーツ ビリヤード＆ダーツ　セクションエイト

大阪市東成区 フィットネスジム FITBASE24　鶴橋

大阪市東成区 フィットネスジム エニタイムフィットネス東成中本店

大阪市東成区 フェイシャルエステサロン 隠れ家サロン　KoKoRon

大阪市東成区 ホテル JAホテル新深江

大阪市東成区 ホテル JAホテル緑橋

大阪市東成区 まつ毛エクステ Pink Ganesh Eyelash

大阪市東成区 ヨガスタジオ YOGA studio MAI

大阪市東成区 リラクゼーション 全身ほぐし整処　ゆるり鶴橋店

大阪市東成区 リラクゼーションマッサージ こりとり日和

大阪市東成区 衣料品店 洋服の青山　大阪今里店

大阪市東成区 一般工事店向け電材販売店 サン電材工業株式会社

大阪市東成区 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ 今里店

大阪市東成区 家電量販店 マツヤデンキ新道店
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大阪市東成区 居宅介護支援事業所 慶生会深江北ケアプランセンター

大阪市東成区 居宅介護支援事業所 慶生会大今里ケアプランセンター

大阪市東成区 個別指導塾 自立学習RED　玉造教室

大阪市東成区 語学学校 イングリッシュスポット英会話学校　今里校

大阪市東成区 語学学校 イングリッシュスポット英会話学校　深江校

大阪市東成区 事務用品、学用品販売 文具、事務用品販売店  株式会社のだ屋

大阪市東成区 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪 東成店

大阪市東成区 自動車販売 東成仮本社

大阪市東成区 社会福祉施設 大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター

大阪市東成区 寝具　婦人服 SIRAYURI&SAYA

大阪市東成区 図書館 大阪市立東成図書館

大阪市東成区 水泳場 大阪市立東成屋内プール

大阪市東成区 整骨院 ひまわり整骨院

大阪市東成区 整骨院 深江橋駅前整骨院

大阪市東成区 整骨院 望ノゾミ整骨院

大阪市東成区 生活支援サービス　介護保険外自費サービス 慶生会ベンリー東成大今里店

大阪市東成区 設備工事・サービスメンテナンス 五洋電気㈱

大阪市東成区 組合事務所 大阪鶴橋市場商店街振興組合

大阪市東成区 葬祭業 シティホール今里

大阪市東成区 葬祭業 水熊葬祭

大阪市東成区 地域集会所 東小橋会館　東小橋老人憩いの家

大阪市東成区 地域集会所 東小橋会館・敬老憩いの家

大阪市東成区 調剤薬局 スマイル薬局

大阪市東成区 特区民泊 特区民泊　春桃小桟 (Spring Peach)

大阪市東成区 美容サロン beauty salon sorelle

大阪市東成区 美容院 レフティ

大阪市東成区 美容院　 soin de brace coffret 今里店

大阪市東成区 美容業 ＭＡＭＡ’Ｓ深江橋店

大阪市東成区 美容室 ヘアーズ　カシェリ

大阪市東成区 美容室 まりも美容室

大阪市東成区 美容室 有限会社いとう美容室

大阪市東成区 福祉用具貸与 慶生会ライフサポート東成

大阪市東成区 訪問介護事業者 慶生会大今里ヘルパーステーション

大阪市東成区 訪問看護 慶生会訪問看護ステーション　大今里サテライト

大阪市東成区 訪問鍼灸院 大今里和み鍼灸院

大阪市東成区 理容 理容　かめい

大阪市東成区 理容 理容　こ み

大阪市東成区 理容業 へあーさろん　イデグチ

大阪市東成区 理容業 ヘアーサロン　つなみ

大阪市東成区 理容室 B.B SPACE 01

大阪市東成区 理容室 PAPA'S深江橋店

大阪市東成区 理容室 RepoRea(ルポリア)

大阪市東成区 理容室 ワイズヘアー

大阪市東成区 理容所 ヘアサロン　やまかわ

大阪市東成区 鍼灸整骨院 ぷらす鍼灸整骨院 森ノ宮駅前院

大阪市東成区 鍼灸整骨院 原田鍼灸整骨院

大阪市東成区 鍼灸整骨院 鶴橋こころ整体整骨院

大阪市東淀川区 BAR BAR IRIE LIFE

大阪市東淀川区 bar shotbarアメリカ物語

大阪市東淀川区 BAR Travel&Music Bar  Tommy's

大阪市東淀川区 アイスクリーム店 サーティワンアイスクリーム　かみしんプラザ店

大阪市東淀川区 いか焼き屋 いか柳東淀川店

大阪市東淀川区 イタリアンレストラン カフェダイニング　パパリナ

大阪市東淀川区 イタリアンレストラン パパリナ

大阪市東淀川区 イタリア料理 vicolo

大阪市東淀川区 うどん・そば屋 うどんそば松屋

大阪市東淀川区 うどん屋 うどん・丼　大吉

大阪市東淀川区 うどん屋 はなまるうどんかみしんプラザ店

大阪市東淀川区 うどん屋 讃岐製麺　東淀川大桐店

大阪市東淀川区 オーセンティックバー BAR FIORE

大阪市東淀川区 オーセンティックバー BAR Zumon
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大阪市東淀川区 お好み焼き 開花亭

大阪市東淀川区 お好み焼き、鉄板焼き 風の街東三国店

大阪市東淀川区 お好み焼き・鉄板焼き 道頓堀どむす相川店

大阪市東淀川区 お好み焼き屋 お好み焼き鉄板焼穂り 

大阪市東淀川区 お好み焼き屋 コナ右衛門

大阪市東淀川区 お好み焼き屋 もんちゃま  

大阪市東淀川区 お好み焼き屋 次玄

大阪市東淀川区 お好み焼き屋 寿美恵

大阪市東淀川区 お好み焼き屋 瀧

大阪市東淀川区 お好み焼き屋 鉄板焼きお好み焼き亀

大阪市東淀川区 お好み焼屋 お好み焼 ゆき

大阪市東淀川区 お惣菜　お弁当 おかず処　幸楽

大阪市東淀川区 かに料理専門店 かにや　ゆる里

大阪市東淀川区 カフェ GB's CAFE area3

大阪市東淀川区 カフェ KOKO CAFE

大阪市東淀川区 カフェ T's Cafe

大阪市東淀川区 カフェ　喫茶店 エコマーノカフェ菅原

大阪市東淀川区 カフェバー +44　cafe

大阪市東淀川区 カフェバー Cafe & Bar SUKEYARDS

大阪市東淀川区 カラオケスナック カラオケ　愛

大阪市東淀川区 カラオケスナック カラオケスポットビクトリー

大阪市東淀川区 カラオケ喫茶 B-1

大阪市東淀川区 カラオケ喫茶 カラオケ501

大阪市東淀川区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶CAN

大阪市東淀川区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶シグナル

大阪市東淀川区 カラオケ喫茶 シグナル

大阪市東淀川区 カラオケ喫茶 スタジオ順

大阪市東淀川区 カラオケ喫茶 ローズガーデン

大阪市東淀川区 カラオケ喫茶 喫茶タバコヤ

大阪市東淀川区 カラオケ喫茶、居酒屋 カラオケまいどおおきに佐和

大阪市東淀川区 カラオケ喫茶店 カラオケ喫茶　りき

大阪市東淀川区 カラオケ居酒屋 姫ちゃん

大阪市東淀川区 カラオケ店 カラオケスポット　ビクトリー

大阪市東淀川区 カラオケ店 カラオケ竜

大阪市東淀川区 カレー屋 ライオンカレー淡路店

大阪市東淀川区 カレー屋 黄金の道

大阪市東淀川区 カレー専門店 カレー専門店パールヴァティ

大阪市東淀川区 コロッケ屋 コロッケ揚げ物の大市

大阪市東淀川区 ジャズバー ミュージックカフェメロウトーン

大阪市東淀川区 ショットバー BAR 燦水

大阪市東淀川区 すし・天ぷら店 すし天ぷら　め組

大阪市東淀川区 ステーキハンバーグ 1ポンドのステーキハンバーグタケル 上新庄店

大阪市東淀川区 スナック ｃｒｏｉｘ

大阪市東淀川区 スナック Lounge Ｓ

大阪市東淀川区 スナック MIYOMIYOⅡ

大阪市東淀川区 スナック Queen

大阪市東淀川区 スナック さぼてん

大阪市東淀川区 スナック シーソー

大阪市東淀川区 スナック スナック　　ちか

大阪市東淀川区 スナック スナックK

大阪市東淀川区 スナック スナック美花

大阪市東淀川区 スナック ノアール

大阪市東淀川区 スナック ハピネス

大阪市東淀川区 スナック 傅麗藍

大阪市東淀川区 そば・うどん屋 若菜そば　阪急上新庄店

大阪市東淀川区 ダイニングバー NYCクラゲBAR

大阪市東淀川区 ダイニングバー SAKE WORKS GAKU

大阪市東淀川区 たこやき酒場まるはち たこ焼き酒場まるはち

大阪市東淀川区 バー RICO'S BAR

大阪市東淀川区 バー 二代目とぅりゃんせ

大阪市東淀川区 バー　スナック スナック舞
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大阪市東淀川区 バーベキューケータリング 大阪バーベキュー宅配センター

大阪市東淀川区 パン屋、及びカフェ パンとカフェの店BRUNO

大阪市東淀川区 ビアパブ 上方ビール

大阪市東淀川区 ビリヤード　ダーツ　バー Billiards　＆　Darts　Bar　Break

大阪市東淀川区 ファーストフード ファーストキッチン　上新庄かみしんプラザ店

大阪市東淀川区 ファミリーレストラン ガスト江口橋店

大阪市東淀川区 ファミリーレストラン ガスト上新庄駅前店

大阪市東淀川区 ベーカリーカフェ オーサムベーカリー上新庄店

大阪市東淀川区 ラーメン 麺屋マルヨシ

大阪市東淀川区 ラーメン屋 オヤフコウ

大阪市東淀川区 ラーメン屋 みのる製麺

大阪市東淀川区 ラーメン屋 味噌麺処豆醤

大阪市東淀川区 ラーメン屋 麺バルRIKI

大阪市東淀川区 ラーメン屋 麺や 鬼徹

大阪市東淀川区 ラーメン店 麺屋２８

大阪市東淀川区 ラウンジ 色Shiki

大阪市東淀川区 レストラン GB’s CAFE AREA3

大阪市東淀川区 レストラン PAPALINA

大阪市東淀川区 レストラン T‘s Cafe

大阪市東淀川区 レストラン かごの屋東淀川店

大阪市東淀川区 レストラン レストランROYAL

大阪市東淀川区 ワインバー カドヤ果実酒商店

大阪市東淀川区 一品料理 おでん・一品料理　菊ちゃん

大阪市東淀川区 飲食店 Bang Bang

大阪市東淀川区 回転寿司 くら寿司菅原店

大阪市東淀川区 海鮮れすとらん 魚輝水産れすとらん　上新庄店

大阪市東淀川区 学内食堂 関西大学北陽中学校・高等学校　食堂

大阪市東淀川区 割烹料理 得月

大阪市東淀川区 喫茶店 cafe  LOOP

大阪市東淀川区 喫茶店 cafe Campanula

大阪市東淀川区 喫茶店 お茶の淡路もりえん

大阪市東淀川区 喫茶店 カフェ風車

大阪市東淀川区 喫茶店 きのう今日あす

大阪市東淀川区 喫茶店 てぃだのコ―ヒー屋

大阪市東淀川区 喫茶店 ていだのコーヒー屋

大阪市東淀川区 喫茶店 とある珈琲

大阪市東淀川区 喫茶店 喫茶　ウイン

大阪市東淀川区 喫茶店 喫茶トーホー

大阪市東淀川区 喫茶店 喫茶ピノキオ

大阪市東淀川区 喫茶店 京久トレビアン

大阪市東淀川区 居酒屋 GROW

大阪市東淀川区 居酒屋 Mom's cooking『Ｊ』

大阪市東淀川区 居酒屋 Ｎ白木屋 上新庄南口駅前店

大阪市東淀川区 居酒屋 Ｎ白木屋 淡路西口駅前店

大阪市東淀川区 居酒屋 アグー豚居酒屋 宴

大阪市東淀川区 居酒屋 いざかやかつべー

大阪市東淀川区 居酒屋 いづつ

大阪市東淀川区 居酒屋 いっぷくや

大阪市東淀川区 居酒屋 えこひいこ上新庄店

大阪市東淀川区 居酒屋 おのころ食堂　淡路島

大阪市東淀川区 居酒屋 おのころ食堂淡路島

大阪市東淀川区 居酒屋 キッチン　てん

大阪市東淀川区 居酒屋 きらり

大阪市東淀川区 居酒屋 キリンケラーヤマト新大阪店

大阪市東淀川区 居酒屋 さくら水産 新大阪東口店

大阪市東淀川区 居酒屋 ジャストミート

大阪市東淀川区 居酒屋 ダイニング居酒屋　グーブ

大阪市東淀川区 居酒屋 ねぎぼうず

大阪市東淀川区 居酒屋 のり友

大阪市東淀川区 居酒屋 はし元

大阪市東淀川区 居酒屋 はし幸
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大阪市東淀川区 居酒屋 ま王菅原店

大阪市東淀川区 居酒屋 むっちゃん

大阪市東淀川区 居酒屋 縁

大阪市東淀川区 居酒屋 王道居酒屋のりを淡路駅前店

大阪市東淀川区 居酒屋 屋台居酒屋 大阪 満マル 淡路店

大阪市東淀川区 居酒屋 海鮮ダイニング　元

大阪市東淀川区 居酒屋 楽食空間　さと志や

大阪市東淀川区 居酒屋 活旬　宇田川

大阪市東淀川区 居酒屋 吉田屋

大阪市東淀川区 居酒屋 居酒屋　ま

大阪市東淀川区 居酒屋 居酒屋　俊彩

大阪市東淀川区 居酒屋 居酒屋　大人のホルモン

大阪市東淀川区 居酒屋 居酒屋　柚

大阪市東淀川区 居酒屋 居酒屋、俊彩

大阪市東淀川区 居酒屋 居酒屋あかひげ

大阪市東淀川区 居酒屋 居酒屋ごっつ

大阪市東淀川区 居酒屋 居酒屋ー酔って候

大阪市東淀川区 居酒屋 居酒屋道場　上新庄店

大阪市東淀川区 居酒屋 串焼きと串揚げのお店　せん貴

大阪市東淀川区 居酒屋 鶏と串かつ とりよし

大阪市東淀川区 居酒屋 三嶋

大阪市東淀川区 居酒屋 四万十

大阪市東淀川区 居酒屋 旨味処　和

大阪市東淀川区 居酒屋 酒肴や鯔背

大阪市東淀川区 居酒屋 旬菜きらく新大阪

大阪市東淀川区 居酒屋 笑

大阪市東淀川区 居酒屋 食べ処呑み処　祥隆

大阪市東淀川区 居酒屋 食酒家まるいち

大阪市東淀川区 居酒屋 新大阪きらく8700

大阪市東淀川区 居酒屋 酔って候

大阪市東淀川区 居酒屋 創作鉄板ダイニング　大

大阪市東淀川区 居酒屋 大衆酒場　ちょーちんスピカ新大阪東口店

大阪市東淀川区 居酒屋 大衆酒場　遊膳家

大阪市東淀川区 居酒屋 谷川商店

大阪市東淀川区 居酒屋 淡路ろくもんせん

大阪市東淀川区 居酒屋 炭火焼　炉暖　新大阪東口店

大阪市東淀川区 居酒屋 炭焼キッチン　つかみ鶏

大阪市東淀川区 居酒屋 池田商店

大阪市東淀川区 居酒屋 中房家

大阪市東淀川区 居酒屋 鳥塾

大阪市東淀川区 居酒屋 南国系居酒屋Nuga

大阪市東淀川区 居酒屋 波平上新庄店

大阪市東淀川区 居酒屋 本格炉端・海鮮串焼き　八八

大阪市東淀川区 居酒屋 味工房しばまん

大阪市東淀川区 居酒屋 味処　口八丁

大阪市東淀川区 居酒屋 夢咲

大阪市東淀川区 居酒屋 野菜ダイニング　松

大阪市東淀川区 居酒屋 洋食　SHIGERU

大阪市東淀川区 居酒屋 立ち呑み処　おいでませ

大阪市東淀川区 居酒屋 炉ばた浪花料理 つむら

大阪市東淀川区 居酒屋 和み居酒屋　おばんざい

大阪市東淀川区 居酒屋 寳の谷

大阪市東淀川区 居酒屋 簪　kanzashi

大阪市東淀川区 居酒屋　 居酒屋　かわぞえ

大阪市東淀川区 居酒屋、焼き鳥屋 鳥貴族　上新庄店

大阪市東淀川区 居酒屋、焼き鳥屋 鳥貴族　淡路店

大阪市東淀川区 蕎麦屋 そば処　たか兵衛

大阪市東淀川区 蕎麦屋 天割烹そば　はるな

大阪市東淀川区 串カツ屋 串かざり

大阪市東淀川区 串かつ居酒屋 串かつ居酒屋はじけ家　上新庄本店

大阪市東淀川区 焼き鳥屋 はるころ
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大阪市東淀川区 焼き鳥屋 やきとり　えど吉

大阪市東淀川区 焼き鳥屋 焼き鳥かかし　上新庄

大阪市東淀川区 焼き肉店 萬樹苑

大阪市東淀川区 焼鳥屋 やきとり一番下新庄店

大阪市東淀川区 焼鳥屋 焼鶏喜多

大阪市東淀川区 焼鳥屋 炭火焼鳥かどや

大阪市東淀川区 焼鳥居酒屋 焼鳥大番

大阪市東淀川区 焼肉 王道　上新庄店

大阪市東淀川区 焼肉 焼肉五苑　上新庄店

大阪市東淀川区 焼肉 焼肉五苑　淡路店

大阪市東淀川区 焼肉 肉や

大阪市東淀川区 焼肉屋 健康豚焼肉　豚元

大阪市東淀川区 焼肉屋 黒毛和牛焼肉　龍

大阪市東淀川区 焼肉屋 焼肉　とらじ

大阪市東淀川区 焼肉屋 焼肉 元気屋

大阪市東淀川区 焼肉屋 焼肉　清昌館　上新庄店

大阪市東淀川区 焼肉屋 福味

大阪市東淀川区 焼肉屋 榮華亭　上新庄店

大阪市東淀川区 焼肉店 まかない屋

大阪市東淀川区 焼肉店 焼肉チファジャ　上新庄店

大阪市東淀川区 焼肉店 焼肉煙

大阪市東淀川区 食堂 トマト食堂BALANCE

大阪市東淀川区 食堂 下町スタイル　麺・丼・定

大阪市東淀川区 食堂 食堂大学

大阪市東淀川区 食堂 新大阪海鮮食堂おーうえすと

大阪市東淀川区 水産物小売店 街のみなと　淡路店

大阪市東淀川区 専門料理店 かにや ゆる里

大阪市東淀川区 惣菜、弁当 おかず処　幸楽

大阪市東淀川区 大阪王将 大阪王将　アメリカ村店

大阪市東淀川区 大阪王将 大阪王将　江口橋店

大阪市東淀川区 大阪王将 大阪王将　江坂店

大阪市東淀川区 大阪王将 大阪王将　千日前店

大阪市東淀川区 大阪王将 大阪王将　大日ベアーズSC店

大阪市東淀川区 大阪王将 大阪王将　天理嘉幡店

大阪市東淀川区 大阪王将 大阪王将　和泉納花店

大阪市東淀川区 中華食堂 大阪王将

大阪市東淀川区 中華料理屋 中華料理　珉珉　相川見積もり

大阪市東淀川区 中華料理店 トウ屋

大阪市東淀川区 中華料理店 とんとん

大阪市東淀川区 中華料理店 共栄飯店

大阪市東淀川区 中華料理店 生餃子製作所　万福

大阪市東淀川区 中華料理店 珉珉　相川店

大阪市東淀川区 中華料理店 珉珉上新庄駅前店

大阪市東淀川区 鉄板焼き屋 鉄板gin'z

大阪市東淀川区 猫カフェ 森のねこ舎

大阪市東淀川区 洋菓子販売、喫茶店 ヴェルディフィーユ

大阪市東淀川区 立ち飲み 川崎酒店

大阪市東淀川区 立ち飲み屋 竹村酒店

大阪市東淀川区 立ち飲み屋 立ち飲み処 LAND

大阪市東淀川区 立飲み 淀倶楽部

大阪市東淀川区 和菓子製造販売 株式会社　菓匠　あさだ　　上新庄店

大阪市東淀川区 和菓子製造販売 株式会社　菓匠　あさだ　淡路店

大阪市東淀川区 和菓子製造販売 豊里本店

大阪市東淀川区 和食レストラン ザめしや上新庄店

大阪市東淀川区 和食居酒屋 味幸房みなみ　阪急上新庄店

大阪市東淀川区 和風スナック ぎんなん

大阪市東淀川区 Lesson会場 日本ペーパーアート協会

大阪市東淀川区 アパレル ハニーズ上新庄店

大阪市東淀川区 アパレル 上新庄店

大阪市東淀川区 エステサロン cura

大阪市東淀川区 エステサロン heureux heure
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大阪市東淀川区 エステティック ソワンエステティックサロン　マグノリア

大阪市東淀川区 ガソリンスタンド 豊里西SS

大阪市東淀川区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　上新庄駅前店

大阪市東淀川区 カラオケボックス ビッグエコー上新庄駅前店

大阪市東淀川区 カラオケボックス ビッグエコー淡路駅前店

大阪市東淀川区 ゲストハウス Excursion Shin-Osaka

大阪市東淀川区 ジュエリー 時計店 ジュエリー咲花・さっか

大阪市東淀川区 スポーツクラブ カーブス上新庄駅

大阪市東淀川区 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 上新庄

大阪市東淀川区 スポーツクラブ 大阪市立東淀川屋内プール

大阪市東淀川区 スポーツジム ジョイフィット上新庄

大阪市東淀川区 スポーツジム ジョイフィット東淡路

大阪市東淀川区 スポーツセンター 大阪市立東淀川スポーツセンター

大阪市東淀川区 タクシー 株式会社　国際興業大阪

大阪市東淀川区 タクシー 国際興業大阪

大阪市東淀川区 デイサービス ふくらはぎ健康法　タオ下新庄

大阪市東淀川区 デイサービス ふくらはぎ健康法　タオ上新庄

大阪市東淀川区 デイサービス ふくらはぎ健康法　タオ相川

大阪市東淀川区 テニススクール、レンタルテニスコート くにじまスポーツ

大阪市東淀川区 テニススクール、レンタルテニスコート くにじまテニスコート

大阪市東淀川区 ドラッグストア 白十字薬店

大阪市東淀川区 ネイル　まつ毛エクステ Rich rose

大阪市東淀川区 ネイルサロン Nail＆Beautysalon CLEAR

大阪市東淀川区 ネットカフェ コミックバスター上新庄店

大阪市東淀川区 パーソナルコンディショニングジム 76011

大阪市東淀川区 パチンコ店 キコーナ西淡路店

大阪市東淀川区 パチンコ店 ボナンザ

大阪市東淀川区 パチンコ店 上新庄一番

大阪市東淀川区 ビジネスホテル ヴィアイン新大阪

大阪市東淀川区 ビジネスホテル 大阪コロナホテル

大阪市東淀川区 ビジネスホテル 東横INN新大阪駅東口

大阪市東淀川区 ペットサロン トリミングルームT-INO 

大阪市東淀川区 ボウリング場、カラオケ、ゲームセンター、ビリヤード、ダーツ、バッティングセンターラウンドワン東淀川店

大阪市東淀川区 ホームセンター コーナンPRO東淀川菅原店

大阪市東淀川区 ホテル アパホテル〈新大阪駅前〉

大阪市東淀川区 ホテル スーパーホテル新大阪東口

大阪市東淀川区 ホテル ホテル新大阪

大阪市東淀川区 ライブハウス LIVEHOUSE39

大阪市東淀川区 ランドセルショールーム シブヤランドセル

大阪市東淀川区 リサイクル キングラム阪急淡路駅店

大阪市東淀川区 リラクゼーションサロン バリニーズサロンRima

大阪市東淀川区 衣服販売店 Green Parks topic かみしんプラザ店

大阪市東淀川区 英会話スクール NYC英会話スクール

大阪市東淀川区 化粧品店 POLA　リブ・あんじゅ店

大阪市東淀川区 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ 上新庄店

大阪市東淀川区 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ 淡路店

大阪市東淀川区 家電量販店 マツヤデンキ　淡路店

大阪市東淀川区 家電量販店 マツヤデンキ豊新店

大阪市東淀川区 家電量販店 東淡路店

大阪市東淀川区 会議室  柴島センター

大阪市東淀川区 学習塾 関西個別指導学院 上新庄教室

大阪市東淀川区 学習塾 京進スクール・ワン　上新庄教室

大阪市東淀川区 学習塾 明光義塾　上新庄教室

大阪市東淀川区 学習塾 明光義塾　豊里教室

大阪市東淀川区 簡易宿所 ゲストハウス木雲

大阪市東淀川区 靴販売店 アスビーファムかみしんプラザ店

大阪市東淀川区 携帯電話販売 selectSIMかみしんプラザ店

大阪市東淀川区 建設会社本社 株式会社　繁栄工業

大阪市東淀川区 公衆浴場 三宝湯

大阪市東淀川区 公衆浴場 天然温泉満月

大阪市東淀川区 雑貨店 Gプラザ　上新庄店
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大阪市東淀川区 雑貨店 Hamori zakka shop

大阪市東淀川区 市政相談議員事務所 大阪市会議員杉山みきと事務所

大阪市東淀川区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　東淀川店

大阪市東淀川区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　豊里店

大阪市東淀川区 室内ゴルフ練習場 アズゴルフ

大阪市東淀川区 社会福祉施設 大桐地域在宅サービスステーション

大阪市東淀川区 社交ダンス教室 淡路ダンス教室

大阪市東淀川区 手芸店 手芸の丸十　上新庄店

大阪市東淀川区 宿泊施設 新大阪ユースホステル

大阪市東淀川区 信用金庫 大阪信用金庫　上新庄支店

大阪市東淀川区 信用金庫 北おおさか信用金庫　小松支店

大阪市東淀川区 信用金庫 北おおさか信用金庫　淡路支店

大阪市東淀川区 信用金庫 北おおさか信用金庫　豊里大橋支店

大阪市東淀川区 紳士服専門店 東淀川店

大阪市東淀川区 図書館 大阪市立東淀川図書館

大阪市東淀川区 整骨院 みらい整骨院

大阪市東淀川区 整骨院 和らぎ治療室なごみ

大阪市東淀川区 整体院 整体院 旬

大阪市東淀川区 銭湯 銀水湯

大阪市東淀川区 葬儀会館 吹田大阪祭典

大阪市東淀川区 貸し会議室 CIVI研修センター新大阪東

大阪市東淀川区 貸室 大阪市立青少年センター

大阪市東淀川区 貸切観光バス 国際興業観光バス

大阪市東淀川区 特区民泊 庭之宿-西淡路三丁目

大阪市東淀川区 売店 ショップROYAL

大阪市東淀川区 博物館 大阪市水道局水道記念館

大阪市東淀川区 美容 スタジオ　ワン

大阪市東淀川区 美容エステ よもぎ屋Aroma top

大阪市東淀川区 美容サロン 脱毛サロン HIKARA for men

大阪市東淀川区 美容院 ReX VALEO

大阪市東淀川区 美容業 garland

大阪市東淀川区 美容室 #sup.by tomee【シュプバイトゥーミー】

大阪市東淀川区 美容室 CREED 上新庄店

大阪市東淀川区 美容室 Fill hair

大阪市東淀川区 美容室 hair make Attract

大阪市東淀川区 美容室 Kanon 上新庄

大阪市東淀川区 美容室 LB -Lotos Blume-

大阪市東淀川区 美容室 MAMA'S淡路店

大阪市東淀川区 美容室 MODE K's 淡路店

大阪市東淀川区 美容室 trico上新庄店

大阪市東淀川区 美容室 YARD

大阪市東淀川区 美容室 フジ美容室

大阪市東淀川区 美容室 ブレス上新庄店

大阪市東淀川区 美容室 ヘアーサロン　絹髪人

大阪市東淀川区 美容室 ヘアーズ フィット

大阪市東淀川区 美容室 髪の病院BEAUMON

大阪市東淀川区 美容室 美容室モナミ

大阪市東淀川区 不動産業 株式会社ハウスメッセージ

大阪市東淀川区 服屋 ママフル上新庄店

大阪市東淀川区 福祉施設 ゆうとぴ庵大阪・淡路

大阪市東淀川区 麻雀店 麻雀クラブ順

大阪市東淀川区 有料老人ホーム 介護付有料老人ホームクオレ東淀川

大阪市東淀川区 理髪店 HairFatory r-cubic

大阪市東淀川区 理髪店 ヘアーサロンニュ―ハワイ

大阪市東淀川区 理髪店 髪音色Barber

大阪市東淀川区 理容 Hair Zone Gotoh

大阪市東淀川区 理容業 BIG・VIP

大阪市東淀川区 理容業 Cut housu Needs

大阪市東淀川区 理容業 ヘアーサロン はしもと

大阪市東淀川区 理容業 ヘアーブティック　タキガワ

大阪市東淀川区 理容業 美QUEEN
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大阪市東淀川区 理容室 Cutclub Turf

大阪市東淀川区 理容室 delight

大阪市東淀川区 理容室 Jack

大阪市東淀川区 理容室 PAPA'S淡路店

大阪市東淀川区 理容店 hair make FOREST

大阪市東淀川区 理容店 ヘアーサロンもりぐち

大阪市東淀川区 理容店 髪工房Ken's

大阪市東淀川区 旅行業 株式会社北港ツーリスト

大阪市東淀川区 鍼灸・按摩マッサージ治療院 鈴木治療センター

大阪市東淀川区 鍼灸院 あすなろ鍼灸院

大阪市東淀川区 鍼灸整骨院 Amulet

大阪市東淀川区 鍼灸整骨院 ぷらす鍼灸整骨院 上新庄院

大阪市東淀川区 鍼灸整骨院 上新庄もりわき鍼灸整骨院

大阪市平野区 Bar Bar　Happiness

大阪市平野区 BAR Bar kotobuki sports

大阪市平野区 Bar dining  bar zeal

大阪市平野区 Bar MASARU.dot  

大阪市平野区 BAR やなわらばぁ～

大阪市平野区 BAR 前田BAR

大阪市平野区 Bar 大人の遊びBar SEVEN THREE

大阪市平野区 chocolate chocolate

大阪市平野区 dining bar Dining Bar Bonds

大阪市平野区 イタリアンレストラン コッコ　デ　ウッチーナ

大阪市平野区 うどん屋 うどん工房　元

大阪市平野区 うどん店　 うどん飩棒

大阪市平野区 お好み焼き　鉄板焼 やんちゃ

大阪市平野区 お好み焼き屋 お好み焼き にらめっこ

大阪市平野区 お好み焼き店 お好み焼きハウス　らんまん

大阪市平野区 カフェ cafe　ALICE

大阪市平野区 カフェ カフェ　アバカス

大阪市平野区 カフェ カフェ　ボスタードルン

大阪市平野区 カフェレストラン Loco Cafe DRIVE-IN

大阪市平野区 カラオケ WEST

大阪市平野区 カラオケ カラオケレインボー平野加美店

大阪市平野区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　喜連瓜破駅前店

大阪市平野区 カラオケ  喫茶 和

大阪市平野区 カラオケbar カラオケbarじゅんじゅん

大阪市平野区 カラオケ喫茶 カラオケ　きまま。

大阪市平野区 カラオケ喫茶 カラオケスタジオ　つきのかおり

大阪市平野区 カラオケ喫茶 カラオケルーム　ろまんす

大阪市平野区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶のんのん

大阪市平野区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶らん

大阪市平野区 カラオケ喫茶 きまま。

大阪市平野区 カラオケ喫茶 スリーセブン

大阪市平野区 カラオケ喫茶 河洲

大阪市平野区 カラオケ喫茶 喫茶みどり

大阪市平野区 カラオケ喫茶 喫茶館

大阪市平野区 カラオケ店 カラオケライブ平野出戸店

大阪市平野区 カロオケ喫茶 カラオケ喫茶かつら

大阪市平野区 キャバクラ CLUB DIA

大阪市平野区 キャバクラ CLUB LEO

大阪市平野区 クレープ店 ディッパーダンイオン長吉FC

大阪市平野区 ケーキ 喫茶 Cake & Cafe あめりかん

大阪市平野区 ご飯屋 おうちごはんそらまめ

大阪市平野区 スナック A2

大阪市平野区 スナック Briller　ブリエ

大阪市平野区 スナック Chocolate

大阪市平野区 スナック grace

大阪市平野区 スナック Iounge A

大阪市平野区 スナック Juliet

大阪市平野区 スナック M?78
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大阪市平野区 スナック Peek a Boo

大阪市平野区 スナック SNACK ATLUS

大阪市平野区 スナック snack MARRAN 

大阪市平野区 スナック ＴＲＹ

大阪市平野区 スナック カラオケスタジオ スナックボン

大阪市平野区 スナック すなっく　R

大阪市平野区 スナック スナック　シュシュ

大阪市平野区 スナック スナック　遊輪　YURIN

大阪市平野区 スナック スナック絆

大阪市平野区 スナック ソアラ

大阪市平野区 スナック　 スナック　シュシュ

大阪市平野区 スナック スナック ちなみ

大阪市平野区 ダーツバー ResortDining 利白

大阪市平野区 ダイニングキッチン MOMO`s Kitchen

大阪市平野区 ダイニングバー BAR ASH

大阪市平野区 ダイニングバー NOMIMADDIN

大阪市平野区 たこ焼き、お好み焼き、鉄板焼き ふうせんまる

大阪市平野区 たこ焼き屋 たこ焼き屋やすべぇ

大阪市平野区 たこ焼き屋 たこ焼き居酒屋山ちゃん

大阪市平野区 タコ焼き屋 もみじや

大阪市平野区 たこ焼き屋 やすべぇ

大阪市平野区 たこ焼き屋 風味堂

大阪市平野区 つけ麺レストラン AZ麺

大阪市平野区 ナイトバー スナックひだまり

大阪市平野区 ナイトバー ひだまり

大阪市平野区 バー CROSS

大阪市平野区 バー ShotBar ISLAY

大阪市平野区 バー ベジバル Beauty Ron Ron

大阪市平野区 バー レギャン

大阪市平野区 バー 春樹

大阪市平野区 バー 大人の遊びBarSEVENTHREE

大阪市平野区 バースナック AQUARIUS

大阪市平野区 ファミリーレストラン ガスト長吉長原店

大阪市平野区 ファミリーレストラン ガスト平野加美店

大阪市平野区 ファミリーレストラン しゃぶ葉平野駅北店

大阪市平野区 ファミリーレストラン ロイヤルホスト平野店

大阪市平野区 フグ屋 てっちり   とくさ

大阪市平野区 フグ料理屋 てっちり   とくさ

大阪市平野区 ふぐ料理専門店 隠れてっちり処　一粋

大阪市平野区 ラーメン屋 ラーメンまこと屋 平野馬場店

大阪市平野区 ラーメン店 どうとんぼり神座　平野店

大阪市平野区 ラーメン店 ラーメン横綱　平野店

大阪市平野区 ラウンジ HAPPY

大阪市平野区 ラウンジ ウエストリバー

大阪市平野区 ラウンジ ラウンジ　ピリカ

大阪市平野区 ラウンジ ラウンジONEWay

大阪市平野区 レストラン かごの屋長吉長原店

大阪市平野区 レストラン かごの屋平野区役所西店

大阪市平野区 レストラン がんこ平野郷屋敷

大阪市平野区 レストラン 四六時中　平野店

大阪市平野区 レストラン 洋食オ・ガッサーラ

大阪市平野区 レストラン 和侖

大阪市平野区 飲食店 Waphiyapi

大阪市平野区 飲食店 かつや　平野馬場店

大阪市平野区 飲食店 伊勢

大阪市平野区 飲食店 喫茶　ルリオ

大阪市平野区 飲食店 太閤　イオン長吉店

大阪市平野区 飲食店 炭火焼鳥Ｄｉｎｉｎｇ門長原店

大阪市平野区 回転寿司 くら寿司長吉出戸店

大阪市平野区 海鮮れすとらん 魚輝水産れすとらん　長原店

大阪市平野区 喫茶 喫茶ヒデ
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大阪市平野区 喫茶　中華レストラン たちばなや

大阪市平野区 喫茶店 Caf?Jigsaw

大阪市平野区 喫茶店 Chapter2

大阪市平野区 喫茶店 コメダ珈琲店　イオン長吉店

大阪市平野区 喫茶店 だるま珈琲

大阪市平野区 喫茶店 喫茶 ルリオ

大阪市平野区 喫茶店 喫茶 八丁目

大阪市平野区 喫茶店 喫茶あい

大阪市平野区 喫茶店 喫茶やぶ

大阪市平野区 喫茶店 喫茶八丁目

大阪市平野区 喫茶店、コーヒー豆等販売 島野珈琲株式会社・B4Cafe

大阪市平野区 居酒屋 AZ.ism

大阪市平野区 居酒屋 AZ.mania

大阪市平野区 居酒屋 AZ5ing

大阪市平野区 居酒屋 azudaining

大阪市平野区 居酒屋 Azuma屋

大阪市平野区 居酒屋 あさから亭

大阪市平野区 居酒屋 えんまん

大阪市平野区 居酒屋 くし好

大阪市平野区 居酒屋 ザッ丼　　勝山

大阪市平野区 居酒屋 ダイニング　ひぐち

大阪市平野区 居酒屋 たまりば

大阪市平野区 居酒屋 のみ処　食べ処　えん

大阪市平野区 居酒屋 ひでぼん加美本店

大阪市平野区 居酒屋 ひろきや

大阪市平野区 居酒屋 ひろたや

大阪市平野区 居酒屋 ほっこり酒場　じゅろ

大阪市平野区 居酒屋 ほろ酔い  J

大阪市平野区 居酒屋 ぽんぽこポン

大阪市平野区 居酒屋 まごころダイニング金魚

大阪市平野区 居酒屋 みずな

大阪市平野区 居酒屋 やきとりhanzo

大阪市平野区 居酒屋 やきとり亭

大阪市平野区 居酒屋 やまちゃん

大阪市平野区 居酒屋 一味

大阪市平野区 居酒屋 王道居酒屋のりを平野店

大阪市平野区 居酒屋 沖縄料理　でいご

大阪市平野区 居酒屋 屋台居酒屋 大阪 満マル 平野店

大阪市平野区 居酒屋 我流居酒屋  M's style

大阪市平野区 居酒屋 喜与志

大阪市平野区 居酒屋 亀千人

大阪市平野区 居酒屋 亀千人　

大阪市平野区 居酒屋 吉鳥平野駅前店

大阪市平野区 居酒屋 居酒屋　あんず

大阪市平野区 居酒屋 居酒屋　こあじ

大阪市平野区 居酒屋 居酒屋　なにわっ子

大阪市平野区 居酒屋 居酒屋　真紅

大阪市平野区 居酒屋 居酒屋 蔵

大阪市平野区 居酒屋 居酒屋　裕ちゃん

大阪市平野区 居酒屋 居酒屋　絆

大阪市平野区 居酒屋 居酒屋Doya

大阪市平野区 居酒屋 居酒屋mal/fem.629

大阪市平野区 居酒屋 居酒屋NOBO

大阪市平野区 居酒屋 居酒屋こまり

大阪市平野区 居酒屋 居酒屋てるてるぼ～ず

大阪市平野区 居酒屋 居酒屋どんぐり

大阪市平野区 居酒屋 居酒屋ふくちゃん

大阪市平野区 居酒屋 居酒屋真紅

大阪市平野区 居酒屋 居酒屋天晴れ

大阪市平野区 居酒屋 魚輝水産　JR平野駅前店

大阪市平野区 居酒屋 魚輝水産　喜連店
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大阪市平野区 居酒屋 串かつ ゑびす

大阪市平野区 居酒屋 串のや

大阪市平野区 居酒屋 鶏別邸　　坐松本

大阪市平野区 居酒屋 四季彩 にし川

大阪市平野区 居酒屋 酒菜工房 しんくま

大阪市平野区 居酒屋 酒肴屋

大阪市平野区 居酒屋 匠海　本店

大阪市平野区 居酒屋 焼きとり・もつ鍋　石谷

大阪市平野区 居酒屋 焼き鳥　吉鳥

大阪市平野区 居酒屋 焼き鳥　志

大阪市平野区 居酒屋 焼き鳥　千鳥

大阪市平野区 居酒屋 食の縁 蒼乃

大阪市平野区 居酒屋 酔処　志

大阪市平野区 居酒屋 雪月花

大阪市平野区 居酒屋 千鳥

大阪市平野区 居酒屋 創作料理　よし家

大阪市平野区 居酒屋 大人の隠れ家Betty

大阪市平野区 居酒屋 淡路屋別館

大阪市平野区 居酒屋 炭焼き旬菜　福の神

大阪市平野区 居酒屋 摘旬　くま厨

大阪市平野区 居酒屋 鉄板バル　炎

大阪市平野区 居酒屋 鉄板串焼き いろは

大阪市平野区 居酒屋 天晴れ

大阪市平野区 居酒屋 土間土間喜連瓜破店

大阪市平野区 居酒屋 呑み処　食べ処　えん

大阪市平野区 居酒屋 美千

大阪市平野区 居酒屋 和楽

大阪市平野区 居酒屋、酒類たばこ販売 桐本酒店

大阪市平野区 串カツ 串カツごん吉

大阪市平野区 串カツ 串カツ名代

大阪市平野区 串かつ居酒屋 串かつ　くぐり戸

大阪市平野区 串料理店 ＫＵＳＨＩ　ＨＯＵＳＥ　くらしき亭

大阪市平野区 仕出し料理 日本料理れんげ

大阪市平野区 酒店内の立ち飲み居酒屋 マルホ酒店

大阪市平野区 寿司、和食 桃乃彩

大阪市平野区 寿司・創作料理店 寿司・創作料理　こい希

大阪市平野区 寿司屋 さんざい

大阪市平野区 小料理屋 小味処 石ばし

大阪市平野区 焼き鳥屋 しし丸

大阪市平野区 焼き鳥屋 本格やきとり　楽笑

大阪市平野区 焼き鳥店 彩鶏亭

大阪市平野区 焼き肉 街の肉屋の焼肉店・ばんどう亭　長吉長原店

大阪市平野区 焼き肉店 ばんどう亭

大阪市平野区 焼鳥屋 銀蔵

大阪市平野区 焼肉 旭苑

大阪市平野区 焼肉 炭火焼肉　鶴兆　長吉本店

大阪市平野区 焼肉･韓国料理 富月園

大阪市平野区 焼肉屋 焼肉ハウスあすか

大阪市平野区 焼肉屋 平野焼肉　うし田

大阪市平野区 焼肉店 ダイニングがんがん

大阪市平野区 焼肉店 焼肉　広盛園

大阪市平野区 焼肉店 焼肉三茶

大阪市平野区 焼肉店 炭火焼肉　鶴兆　平野西脇店

大阪市平野区 焼肉店 肉匠斎野

大阪市平野区 食堂 ごはんや笑福

大阪市平野区 食堂 平野宮町みんな食堂

大阪市平野区 深夜酒類等提供飲食店 MOON CHILD

大阪市平野区 大衆食堂 南海食堂

大阪市平野区 中華料理 大阪王

大阪市平野区 中華料理 中国料理蘭蘭

大阪市平野区 中華料理レストラン 餃子の王将　平野駅前店
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大阪市平野区 中華料理店 中華料理　天泉

大阪市平野区 鳥料理専門店 銀座ごんろく

大阪市平野区 定食屋 ON DAYS...

大阪市平野区 鉄板焼き　お好み焼き店 鉄板処　お好み焼き　つか本。

大阪市平野区 豚テキ店 なにわ豚テキ

大阪市平野区 日本料理店 和風料理　ひろ乃

大阪市平野区 明石焼き たこ八

大阪市平野区 洋菓子店 Egoistica

大阪市平野区 洋菓子店 パティスリーガレット

大阪市平野区 洋食屋 グリルヤマサキ

大阪市平野区 料理屋 英　はなぶさ

大阪市平野区 和食 ころころ亭　平野別宅

大阪市平野区 和洋菓子店 御菓子司　桂屋

大阪市平野区 珈琲豆焙煎店 珈琲豆専門店やぶ珈琲

大阪市平野区 アパレル ハニーズキレウリワリ店

大阪市平野区 インドアゴルフスクール ＵＧＭゴルフスクール平野

大阪市平野区 エステサロン アップル・マリー

大阪市平野区 エステティックサロン ＮＡＴＵＲＥ

大阪市平野区 エステティックサロン POLA喜連瓜破店

大阪市平野区 ガソリンスタンド セルフ喜連給油所

大阪市平野区 カラオケボックス ビッグエコー地下鉄平野駅前店

大阪市平野区 カラオケボックス ビッグエコー平野長吉店

大阪市平野区 クリーニング クリーニングヒット長吉長原西店

大阪市平野区 クリーニング クリーニングヒット平野西店

大阪市平野区 クリーニング店 クリーニングSmile-MAX出戸店

大阪市平野区 クリーニング店 クリーニングSmile-MAX新加美店

大阪市平野区 クリーニング店 クリーニングSmile-MAX長原西店

大阪市平野区 クリーニング店 クリーニングSmile-MAX平野区役所前店

大阪市平野区 こども英語教室 講談社リトル

大阪市平野区 サービス業 有限会社ビジュアルアーツ

大阪市平野区 シェアリングスペース 快活CLUB平野店

大阪市平野区 スーパーマーケット イオンエクスプレス平野駅前店

大阪市平野区 スーパーマーケット イオン喜連瓜破駅前店

大阪市平野区 スーパーマーケット イオン長吉店

大阪市平野区 スポーツクラブ JOYFIT24加美東

大阪市平野区 スポーツクラブ エニタイムフィットネス平野加美北店

大阪市平野区 スポーツクラブ エニタイムフィットネス平野南店

大阪市平野区 スポーツクラブ カーブスイオン長吉

大阪市平野区 スポーツクラブ カーブス平野加美西

大阪市平野区 スポーツクラブ ジョイフィット加美東

大阪市平野区 スポーツクラブ スポーツクラブNAS平野

大阪市平野区 スポーツクラブ セントラルウェルネスクラブ24平野

大阪市平野区 スポーツクラブ ニッコースポーツ

大阪市平野区 スポーツクラブ 喜連瓜破スポーツクラブ Vivo

大阪市平野区 スポーツクラブ、エステサロン、マッサージ店 アイルイオン長吉店

大阪市平野区 スポーツジム ワールドプラスジム喜連瓜破店

大阪市平野区 スポーツ用品店 ゴルフ５ 長吉長原店

大阪市平野区 ダイドービバレッジサービス株式会社　大阪中央営業所 ダイドービバレッジサービス株式会社　大阪中央営業所

大阪市平野区 ダンススクール DANCE School Real-ize

大阪市平野区 ダンススタジオ（スクール） dance studio A-stage

大阪市平野区 ネイルサロン Free Brillant

大阪市平野区 ネイルサロン gratify+rest

大阪市平野区 ネイルサロン Ra nail ?cure?

大阪市平野区 ネイルサロン Salon du BRnce

大阪市平野区 パソコン教室 パソコン教室かるん♪　イオン長吉教室

大阪市平野区 パソコン教室 パソコン教室かるん♪　イズミヤ平野教室

大阪市平野区 ぱちんこ DAIICHI平野店

大阪市平野区 パチンコホール イルサローネ平野

大阪市平野区 パチンコ屋 キコーナ喜連瓜破店

大阪市平野区 パチンコ店 ＢＵＮ・ＥＩ

大阪市平野区 ぱちんこ店 DAIICHI はんぱち家
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大阪市平野区 パチンコ店 イルサローネ平野店

大阪市平野区 パチンコ店 キコーナ喜連瓜破インター店

大阪市平野区 パチンコ店 シティプラザ

大阪市平野区 パチンコ店 タイヨー平野店

大阪市平野区 パチンコ店 だるま屋

大阪市平野区 ぱちんこ店 ニュー天一会館

大阪市平野区 パチンコ店 パチンコ丸昌

大阪市平野区 パチンコ店 プレミオ　

大阪市平野区 フィットネスクラブ エニタイムフィットネス長吉長原店

大阪市平野区 ヘルパーステーション 株式会社エルフヘルパーステーション平野

大阪市平野区 ホームセンター コーナンPRO平野店

大阪市平野区 ホームセンター ホームセンターコーナン長吉長原店

大阪市平野区 ホームセンター ホームセンターコーナン平野瓜破店

大阪市平野区 ホームセンター ホームセンターコーナン平野加美北店

大阪市平野区 ホットヨガスタジオ スタジオ ヨガピス 平野

大阪市平野区 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオLAVA喜連瓜破店

大阪市平野区 リラクゼーションサロン 【女性専用サロン】タイ式-漢方アロマ-マタニティ Sabai Dee

大阪市平野区 衣料品店 大阪平野店

大阪市平野区 遺品整理業 株式会社ジャパン未来サポート

大阪市平野区 家電量販店 ジョーシン 平野うりわり店

大阪市平野区 家電量販店 ジョーシン 平野加美店

大阪市平野区 家電量販店 長吉イオン店

大阪市平野区 画塾 アトリエ廣美塾

大阪市平野区 介護タクシー 合同会社宮本

大阪市平野区 学習塾 KUMON瓜破東教室

大阪市平野区 学習塾 ナビ個別指導学院　平野校

大阪市平野区 学習塾 個別指導学院ヒーローズ喜連瓜破校

大阪市平野区 学習塾 進学塾HAS明倫館

大阪市平野区 学習塾 馬渕教室 平野校

大阪市平野区 学習塾 馬渕個別 平野校

大阪市平野区 学習塾 明光義塾 加美教室

大阪市平野区 学生服販売 学生服　タツミヤ

大阪市平野区 株式会社美容室しまだ S-TAGE

大阪市平野区 金融機関 JA大阪市

大阪市平野区 靴小売り ABC-MART イオン長吉店

大阪市平野区 携帯ショップ auショップ喜連

大阪市平野区 携帯ショップ auショップ長吉

大阪市平野区 建設業、リフォーム専門店 株式会社白木住建

大阪市平野区 公衆浴場 瓜破温泉

大阪市平野区 酸素カプセル専門サロン ひらのフルール

大阪市平野区 歯科医院 わたなべ歯科クリニック

大阪市平野区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　ＵＣＡＲＳ平野

大阪市平野区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　平野店

大阪市平野区 車屋 Honda Cars大阪　平野西脇店

大阪市平野区 塾 学研キッズ加美北教室

大阪市平野区 出張理容美容 株式会社あみ

大阪市平野区 小売店 AOKI　喜連瓜破駅前店

大阪市平野区 食品卸 株式会社C&S

大阪市平野区 信用金庫 大阪信用金庫　加美支店

大阪市平野区 信用金庫 大阪信用金庫　平野支店

大阪市平野区 人材派遣業 株式会社セブンキューブ

大阪市平野区 図書館 大阪市立平野図書館

大阪市平野区 水泳場 大阪水泳学校

大阪市平野区 整骨・鍼灸 河下整骨鍼灸院

大阪市平野区 整骨院 ひかる整骨院

大阪市平野区 整骨院 極キワミ整骨院

大阪市平野区 生花店 フラワーリベルテ

大阪市平野区 銭湯 末広温泉

大阪市平野区 総合工芸施設 大阪市立クラフトパーク

大阪市平野区 葬儀会館 ファミリーメモリアル平野

大阪市平野区 葬儀会館 ファミリー葬　平野



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市平野区 葬儀会館 瓜破大阪祭典

大阪市平野区 葬儀会館 平野大阪祭典ファミリーホール

大阪市平野区 葬儀場 ファミリー葬 平野店

大阪市平野区 葬祭業 シティホール加美

大阪市平野区 葬祭業 シティホール平野

大阪市平野区 貸ホール・会議室 大阪市立男女共同参画センター南部館

大阪市平野区 大阪市立スポーツ施設 平野スポーツセンター

大阪市平野区 地域密着型通所介護(予防含む) ひかる機能訓練センター

大阪市平野区 通所介護 運動デイサービス　沙羅

大阪市平野区 塗料販売店 株式会社大関　大阪店

大阪市平野区 動物霊園 平野動物霊園

大阪市平野区 美顔エステ COCO

大阪市平野区 美容院 hair create ORION

大阪市平野区 美容院 ヘアーサロン gliss

大阪市平野区 美容業 アン・コロヘアー

大阪市平野区 美容室 amu yours salon

大阪市平野区 美容室 ＡＴＴＲＡＣＴ

大阪市平野区 美容室 CAPA.平野店

大阪市平野区 美容室 DOCHE HAIR

大阪市平野区 美容室 HAIR'S selfish

大阪市平野区 美容室 lien(リアン)

大阪市平野区 美容室 MARCH　reply平野店

大阪市平野区 美容室 riverno

大阪市平野区 美容室 ＲIVEＲＮＯ

大阪市平野区 美容室 river-no

大阪市平野区 美容室 SkyPeace 

大阪市平野区 美容室 S－TAGE

大阪市平野区 美容室 カットハウス　Ease

大阪市平野区 美容室 ジュン美容室

大阪市平野区 美容室 ソワンドゥブレス瓜破店

大阪市平野区 美容室 ブルークリップジュン

大阪市平野区 服や ラメール

大阪市平野区 服屋 ライトオン

大阪市平野区 墓石販売 さとのぬくもり瓜破ショールーム

大阪市平野区 法事・法要会館 瓜破ファミリーホール

大阪市平野区 遊戯場 ウノスプランニング

大阪市平野区 理・美容室 GROW

大阪市平野区 理容業 ヘアーサロンなかむら

大阪市平野区 理容室 理髪館　平野店

大阪市平野区 理容店 C R I B     hair

大阪市平野区 理容店 CUT　HOUSE  FINE

大阪市平野区 理容店 CUT　HOUSE　　遊

大阪市平野区 理容店 Hair　　 Natural

大阪市平野区 理容店 Hair +face  A-plus

大阪市平野区 理容店 hair salon　　 や ま し た

大阪市平野区 理容店 Hair Space    CUTKOYA

大阪市平野区 理容店 Hair Station 　ご　ん

大阪市平野区 理容店 HAIR WORKS 　　KODERA   

大阪市平野区 理容店 HAZE（ヘイズ）of hair

大阪市平野区 理容店 maste  piece

大阪市平野区 理容店 S - h a i r

大阪市平野区 理容店 S A L T O

大阪市平野区 理容店 S　A　N　O

大阪市平野区 理容店 simple 　　simon

大阪市平野区 理容店 THE TRADITONAL BARBER EGAO

大阪市平野区 理容店 おしゃれサロン　　ヤ マ ダ

大阪市平野区 理容店 おしゃれサロン・ヤ マ モ ト

大阪市平野区 理容店 カ　イ　　理 容

大阪市平野区 理容店 カットサロン　　ヒ　ロ　シ

大阪市平野区 理容店 カットサロン・ファイブ

大阪市平野区 理容店 カットスタジオ　　モリオカ
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大阪市平野区 理容店 スタイリングサロン　すなお

大阪市平野区 理容店 ニューヘアー　 タ マ モ リ

大阪市平野区 理容店 バー バー　 キ タ オ カ

大阪市平野区 理容店 ビューティー・メンズサロン　ナイス

大阪市平野区 理容店 ファクトリー ナウヘアー

大阪市平野区 理容店 ファミリーサロン　IZUMI

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロン　   フ ジ タ

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロン　  タ マ モ リ

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロン　　 バ ン ビ

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロン 　K E N Z O

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロン　　ウ メ ノ

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロン　　エリート

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロン　　オ ガ ワ

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロン　　タ　ニ

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロン　　ナカムラ

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロン　　ニ ッ タ

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロン　　フ ジ イ

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロン　　ヤ マ サ キ

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロン　　ヤマモト

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロン　　石　橋

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロン　　名　和

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロン　なかむら

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロン・ファミリー

大阪市平野区 理容店 ヘアーサロンニュー大谷

大阪市平野区 理容店 河　内　　　理　容

大阪市平野区 理容店 市　野　　理　容

大阪市平野区 理容店 男　爵　　平野店

大阪市平野区 理容店 髪 の と も だ ち

大阪市平野区 理容店 理　容　    エ イ ト

大阪市平野区 理容店 理　容　    シ バ タ

大阪市平野区 理容店 理　容　    シ ラ キ

大阪市平野区 理容店 理　容   　ア キ ヤ マ

大阪市平野区 理容店 理　容　  イ ワ モ ト

大阪市平野区 理容店 理　容　　　エ ー ス

大阪市平野区 理容店 理　容　　　オ　バ　タ

大阪市平野区 理容店 理　容　  タ ケ ナ カ

大阪市平野区 理容店 理　容　　　ど　い

大阪市平野区 理容店 理　容　　　ハ リ ス

大阪市平野区 理容店 理　容　　 ミ ヤ ザ キ

大阪市平野区 理容店 理　容　 　ル ビ ー

大阪市平野区 理容店 理　容　　 田　川

大阪市平野区 理容店 理　容　　　道

大阪市平野区 理容店 理　容　　き た お か

大阪市平野区 理容店 理　容　　シ モ カ ワ

大阪市平野区 理容店 理　容　　ナ カ ニ シ

大阪市平野区 理容店 理　容　　道

大阪市平野区 理容店 理容　黒瀬

大阪市平野区 旅行代理店 株式会社おもしろ旅行社

大阪市平野区 霊園 大阪市設　加美・平野霊園管理事務所

大阪市平野区 老人デイサービス デイサービスなずな

大阪市平野区 鍼灸整骨院 せき鍼灸院長

大阪市平野区 鍼灸接骨院 すまいる鍼灸接骨院　うりわり院

大阪市平野区 鍼灸接骨院 すまいる鍼灸接骨院　ながよし院

大阪市福島区 BAR BAR　?坐吽

大阪市福島区 bar Monroe 

大阪市福島区 BAR TOYBOX

大阪市福島区 bar 将棋bar　ルゥク

大阪市福島区 guuk guiilog

大阪市福島区 I居酒屋 福島酒場

大阪市福島区 アニマルカフェ fuleca animal cafe

大阪市福島区 イタリアン Tsubakiya
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大阪市福島区 イタリアン マンマ・パルマ　福島店

大阪市福島区 イタリアン ラッテリアポルチーニ

大阪市福島区 イタリアン・ビストロ料理店 ビストリア魚タリアン

大阪市福島区 イタリアンレストラン il luogo di TAKEUCHI

大阪市福島区 イタリアンレストラン JUTURNA

大阪市福島区 イタリアンレストラン サーレアンドペペ

大阪市福島区 イタリアンレストラン 生ハムとイタメシ.86ストア

大阪市福島区 イタリア料理 イタリア料理・ケーキ

大阪市福島区 イタリア料理 ダル　ブリガンテ

大阪市福島区 イタリア料理 たんとたんと

大阪市福島区 イタリア料理・ケーキ イタリアンバールミーオ

大阪市福島区 イタリア料理・ケーキ ケーキとイタリア料理ミーオ

大阪市福島区 イタリア料理レストラン TENEREZZA

大阪市福島区 イタリア料理店 La Calletta

大阪市福島区 イタリア料理店 イタリア大衆食堂　堂島グラッチェ　福島店

大阪市福島区 イタリア料理店 ラ・クチネッラ・ディ・ヤマモト

大阪市福島区 イタリア料理店 魚タリアンyo

大阪市福島区 うどん店 うどん讃く

大阪市福島区 うどん店 小麦や

大阪市福島区 オーセンティック　バー E-BAR

大阪市福島区 オーセンティック・バー BAR The Hit Factory

大阪市福島区 おでん屋 花くじら 歩店

大阪市福島区 おでん屋 花くじら 本店

大阪市福島区 おでん屋 花くじら本店

大阪市福島区 おばんざい まじっくぽいんと

大阪市福島区 お好み焼き 下町鉄板　川上

大阪市福島区 お好み焼き 鉄板厨房広島焼き　お多福

大阪市福島区 お好み焼き 米粉お好み焼き　志やり

大阪市福島区 お好み焼き　鉄板焼 お好み酒家 ん "un"

大阪市福島区 お好み焼き、鉄板焼 もみじ亭

大阪市福島区 お好み焼き屋 お好み焼き 千代

大阪市福島区 お好み焼き屋 お好み焼き屋 かく庄

大阪市福島区 お好み焼き屋 鉄板厨房広島焼きお多福

大阪市福島区 お好み焼き屋 風月　野田店

大阪市福島区 お好み焼き店 お好み焼きよしい

大阪市福島区 お弁当販売店 キッチンオリジン　JR野田駅前店

大阪市福島区 かき氷、ワインバー 酒と氷 やまみちさき

大阪市福島区 かき氷屋 かき氷専門店＆スイーツえびす

大阪市福島区 カフェ MONDIAL KAFFEE328 GOLD RUSH

大阪市福島区 カフェ PAUSE COFFEE

大阪市福島区 カフェ Waioli　ワイオリ

大阪市福島区 カフェ かき氷専門店＆スイーツえびす

大阪市福島区 カフェ カフェ&スペース マルシン

大阪市福島区 カフェ ワイオリ

大阪市福島区 カフェ＆バー カフェ＆バー　HIGH OFF

大阪市福島区 カフェレストラン なし

大阪市福島区 カフェレストラン 森のサーカス cafe & family restaurant

大阪市福島区 カラオケ コート・ダジュール阪神福島駅前店

大阪市福島区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　JR福島店

大阪市福島区 カラオケ、ピアノバー music bar MUSICA

大阪市福島区 カラオケBAR PRIME S

大阪市福島区 カラオケスナック TOMO

大阪市福島区 カラオケスナック カラオケラウンジあやぐ

大阪市福島区 カラオケスナック スナックTomo

大阪市福島区 カラオケスナック スナック樹里

大阪市福島区 カラオケスナック プリティウーマン

大阪市福島区 カラオケスナック ベルシャレード

大阪市福島区 カラオケダーツ　ぽっちゃ BAR ぽっちゃ

大阪市福島区 カラオケダーツバー カラオケダーツバー　ぽっちゃ

大阪市福島区 カラオケバー Bar paulele

大阪市福島区 カラオケバー room maru703
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大阪市福島区 カラオケバー うらら

大阪市福島区 カラオケパブ リッチ3番館

大阪市福島区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　ららら

大阪市福島区 カラオケ居酒屋 うたのや

大阪市福島区 カレー ダンニャワード福島店

大阪市福島区 ケーキ屋 Sugar

大阪市福島区 コーヒー専門店 バーンホーフ　福島本店

大阪市福島区 ごはんや ごはんや　ちゃら

大阪市福島区 しゃぶしゃぶ屋 しゃぶしゃぶ温野菜　福島駅前店

大阪市福島区 しゃぶしゃぶ屋 しゃぶ亭　西梅田店

大阪市福島区 しゃぶしゃぶ店 しゃぶ扇　野田阪神店

大阪市福島区 ショットバー ＢＡＲ　ＭＡＲＵ

大阪市福島区 ステーキ LOVE　＆　29　福島店

大阪市福島区 ステーキハンバーグ 1ポンドのステーキハンバーグタケル 福島店 

大阪市福島区 ステーキレストラン Akami modern chop house

大阪市福島区 ステーキ屋 ステーキキッチンKENYA

大阪市福島区 スナック 1carat

大阪市福島区 スナック empty

大阪市福島区 スナック Liberty

大阪市福島区 スナック Ｌｏｕｎｇｅ　Ａｎｇｅ．

大阪市福島区 スナック MARIA

大阪市福島区 スナック Night　Space　Q

大阪市福島区 スナック Oggi…

大阪市福島区 スナック PEACE

大阪市福島区 スナック sakuya

大阪市福島区 スナック Sharuru

大阪市福島区 スナック VOGUE

大阪市福島区 スナック With

大阪市福島区 スナック カビテ

大阪市福島区 スナック カプリス

大阪市福島区 スナック ぎんがだむ

大阪市福島区 スナック コルドバ

大阪市福島区 スナック スナック　シャン

大阪市福島区 スナック スナック 憩

大阪市福島区 スナック スナック　咲

大阪市福島区 スナック スナック　風゜(ぷう)

大阪市福島区 スナック スナックさくら

大阪市福島区 スナック スナックよしこ

大阪市福島区 スナック スナック華

大阪市福島区 スナック スナック路

大阪市福島区 スナック スナック毬

大阪市福島区 スナック てん★てん

大阪市福島区 スナック ニュー一富士

大阪市福島区 スナック ファンタジー・ローラン

大阪市福島区 スナック マダム・アンジュド・ボヌール

大阪市福島区 スナック ラウンジ　ピアディ

大阪市福島区 スナック ラベンダー

大阪市福島区 スナック 樹里

大阪市福島区 スナック 旬歌

大阪市福島区 スナック 凛　RIN

大阪市福島区 スナック スナック   BOW

大阪市福島区 スナックバー cana

大阪市福島区 スナックバー JUJU苑

大阪市福島区 スパイスカレー＆バー Bar  Smile

大阪市福島区 スペインバル BAR ca ALE

大阪市福島区 スペイン料理店 ３ＢＥＢＥＳ

大阪市福島区 スペイン料理店 ＢＡＮＤＡ

大阪市福島区 スペイン料理店 河馬と馬鹿。

大阪市福島区 スポーツバー BASEBALL BAR Gee

大阪市福島区 そば屋 土山人　大阪店

大阪市福島区 ダーツバー DARTSSHOP&CAFE HIGHOFF
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大阪市福島区 ダーツバー Stylish Bar わんすもあー

大阪市福島区 ダイニングバー CAFE&dining Milo

大阪市福島区 ダイニングバー Night Market

大阪市福島区 ダイニングバー ダイニングバーNobu

大阪市福島区 タイ料理 NeoThai

大阪市福島区 タイ料理屋 タイ式酒場 アロイチンチン

大阪市福島区 たこやき居酒屋 多幸屋

大阪市福島区 たこ焼き屋 千客万来まねきだこ　イオンスタイル海老江店

大阪市福島区 たこ焼き屋 福島本店

大阪市福島区 たこ焼き屋 野田阪神

大阪市福島区 たこ焼き屋 野田阪神2号店

大阪市福島区 ちゃんこ鍋 ちゃんこ　たつみ

大阪市福島区 ちゃんこ鍋専門店 ちゃんこ ごっつ庵

大阪市福島区 てっちり 福島あじ平

大阪市福島区 ナイトクラブ ハングアウト

大阪市福島区 バー Amusement Bar K-style

大阪市福島区 バー AN

大阪市福島区 バー Banana Dandy

大阪市福島区 バー bar ?guila

大阪市福島区 バー BAR B and B

大阪市福島区 バー Bar hakushe

大阪市福島区 バー Cafe&Bar TREE BAR

大阪市福島区 バー Gold21

大阪市福島区 バー Lair

大阪市福島区 バー Moo

大阪市福島区 バー OTONOS

大阪市福島区 バー OVER DOSE

大阪市福島区 バー ＲＥＩＭＳ

大阪市福島区 バー The bar hana

大阪市福島区 バー The Blackstock

大阪市福島区 バー バーエル

大阪市福島区 バー ペニーローファーズ

大阪市福島区 バー 駄菓子BARCASA

大阪市福島区 バー 利き酒bar花音

大阪市福島区 バー（スナック） スナック　ポー

大阪市福島区 バル サルメリアポルチーニ

大阪市福島区 バル タンサンバル ポゴ

大阪市福島区 バル ビストロJIN

大阪市福島区 バル 炭火とワイン京橋店

大阪市福島区 バル 炭火とワイン福島店

大阪市福島区 パン屋 じゃぱん

大阪市福島区 パン屋 天然酵母パン　shu

大阪市福島区 ピザデリバリー ピザハット海老江店

大阪市福島区 ビストロ　フランス料理 Ｍｅａｔ　Ｄｅｌｉ　Ｎｉｃｋｌａｕｓ’

大阪市福島区 ビストロ　フランス料理 ビストロ　かたおか

大阪市福島区 ファーストフード 焼肉ライク大阪福島駅前店

大阪市福島区 ファストフード 松屋　大阪野田店

大阪市福島区 ファミリーレストラン ガスト野田阪神店

大阪市福島区 ファミリーレストラン ステーキガスト大阪鷺洲店

大阪市福島区 ふぐ料理 福乃城

大阪市福島区 フランス料理店 LIEN

大阪市福島区 フランス料理店、ワインバー LIEN

大阪市福島区 フレンチ Nuage  Japon

大阪市福島区 フレンチレストラン repos  by  MAKIBI

大阪市福島区 フレンチレストラン フレンチレストランEvoluer

大阪市福島区 ホットサンドイッチ、焼菓子 Mirow

大阪市福島区 ミュージックBAR マリリンモンロー

大阪市福島区 もつ焼き屋 もつ焼のんき大阪福島店

大阪市福島区 もつ鍋屋 もつ鍋チャンピオン

大阪市福島区 やきとり やきとり家　すみれ 福島店

大阪市福島区 ラーメン屋 ラーメンジャクソンズ
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大阪市福島区 ラーメン屋 ラーメンまこと屋福島店

大阪市福島区 ラーメン屋 ラーメン人生JET

大阪市福島区 ラーメン屋 横濱家系ラーメン　金山家福島店

大阪市福島区 ラーメン専門店 天下一品　福島店

大阪市福島区 ラーメン店 やまとラーメン香雲堂 野田阪神店

大阪市福島区 ラーメン店 太陽のトマト麺　福島駅前支店

大阪市福島区 ラーメン店 福島　壱麺

大阪市福島区 ラーメン店 別邸　三く

大阪市福島区 ラーメン店 麺香房三く

大阪市福島区 ライブバー ＭＡＳＱ

大阪市福島区 ライブハウス LIVE SQUARE 2nd LINE 

大阪市福島区 ライブハウス　バー MASQ

大阪市福島区 ラウンジ ENCHANTE

大阪市福島区 ラウンジ Ｍimi

大阪市福島区 ラウンジ ラウンジ　里恵

大阪市福島区 ラウンジ ラウンジゴールデン玉川

大阪市福島区 レストラ コントデュヴァン

大阪市福島区 レストラン OOLUTO

大阪市福島区 レストラン PLUS e CLOSS

大阪市福島区 レストラン ｲﾙ・ｱﾙﾊﾞｰﾀ福島店

大阪市福島区 レストラン コントデュヴァン 

大阪市福島区 レストラン サーモンバル パーシャ

大阪市福島区 レストラン スパイニーオイスターバー

大阪市福島区 レストラン パプリカ

大阪市福島区 レストラン フランス料理ワイズ

大阪市福島区 レストラン べジ吉

大阪市福島区 レストラン 蕎麦酒房ふくまる

大阪市福島区 レストラン 極み出汁カレー天

大阪市福島区 レストラン 食堂tavolino

大阪市福島区 レストラン 西洋料理コンフェイト

大阪市福島区 レストラン 燻製　イナダ商店

大阪市福島区 レストラン、お菓子屋 レストランエパティスリーｊｓ

大阪市福島区 レストランバー Ange

大阪市福島区 レストランバー バリバール

大阪市福島区 ワインバー Tyrni

大阪市福島区 ワインバー イルドサンク

大阪市福島区 ワイン立ち飲み屋 アニバーサリー

大阪市福島区 飲食店 H-action

大阪市福島区 飲食店 STAND TIGER TIGER　

大阪市福島区 飲食店 アーネック

大阪市福島区 飲食店 キッチン宝島

大阪市福島区 飲食店 コント・デュ・ヴァン 

大阪市福島区 飲食店 スナックＲei

大阪市福島区 飲食店 つけ麺みさわ　本店

大阪市福島区 飲食店 焼匠うし丸新福島店

大阪市福島区 飲食店 笑合幸

大阪市福島区 飲食店 天串と海鮮の店 はれ天

大阪市福島区 沖縄そば屋 沖濱そば

大阪市福島区 回転寿司 回転寿司ととぎんイオンスタイル海老江店

大阪市福島区 割烹居酒屋 福島　鈴庵

大阪市福島区 蒲鉾屋 和田八

大阪市福島区 韓国料理店 韓国食堂入ル

大阪市福島区 喫茶 Slow Cafe

大阪市福島区 喫茶店 berry berry

大阪市福島区 喫茶店 ＣＡＦＥ香福

大阪市福島区 喫茶店 カフェ ダイニング マリナ

大阪市福島区 喫茶店 喫茶ジャコー

大阪市福島区 居酒屋 Ba~r  anb-

大阪市福島区 居酒屋 CASA grande

大阪市福島区 居酒屋 dasiyaふぁ?る

大阪市福島区 居酒屋 Fish&Meat HANDS
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大阪市福島区 居酒屋 H-action

大阪市福島区 居酒屋 La Pizzarnya Meru tekkiri osso

大阪市福島区 居酒屋 NORESORE　福島店

大阪市福島区 居酒屋 SABAR

大阪市福島区 居酒屋 SaKuRa

大阪市福島区 居酒屋 TOKIN（と金）

大阪市福島区 居酒屋 あんばらんす

大阪市福島区 居酒屋 うらきんぎょ

大阪市福島区 居酒屋 おばんざいと炭火焼き　亀太郎

大阪市福島区 居酒屋 お気楽酒場しろまる25

大阪市福島区 居酒屋 お酒とさかな　かけはし

大阪市福島区 居酒屋 お食事処　のんき

大阪市福島区 居酒屋 お食事処酒処  うえ河

大阪市福島区 居酒屋 かみつき屋チャンピオン

大阪市福島区 居酒屋 きわみ

大阪市福島区 居酒屋 コロッケがおもしろいイタリアン　ミックステイスト

大阪市福島区 居酒屋 さかなや  やご

大阪市福島区 居酒屋 さくら肉と旬のよかもん　ＫＵＲＡＭＡ

大阪市福島区 居酒屋 ジェネラルレストラントレド

大阪市福島区 居酒屋 しもぶち

大阪市福島区 居酒屋 しゃかりき432゛新福島店

大阪市福島区 居酒屋 しゃかりきばーる　ほしぼし

大阪市福島区 居酒屋 すじ平

大阪市福島区 居酒屋 スタンド エイジ

大阪市福島区 居酒屋 すみやき　ヒノコ

大阪市福島区 居酒屋 せんべろ　ゆうじ

大阪市福島区 居酒屋 せんべろ酒場だいなまいと福島店

大阪市福島区 居酒屋 チヂミ

大阪市福島区 居酒屋 とっつぁん　福島店

大阪市福島区 居酒屋 とまり木432゛

大阪市福島区 居酒屋 とり焼　はち福

大阪市福島区 居酒屋 どれもこれも　福島

大阪市福島区 居酒屋 にほんいち福島店

大阪市福島区 居酒屋 バールアンベー

大阪市福島区 居酒屋 ハチマル蒲鉾福島店

大阪市福島区 居酒屋 バルザル福島店

大阪市福島区 居酒屋 ビアーズ

大阪市福島区 居酒屋 びーどろ亭

大阪市福島区 居酒屋 フジヤマドラゴン福島店

大阪市福島区 居酒屋 ほっこりばーる　ほしぼし

大阪市福島区 居酒屋 ぽんしゅや三徳六味 福島店

大阪市福島区 居酒屋 マルガリータ野田店

大阪市福島区 居酒屋 もりを

大阪市福島区 居酒屋 やきとり正や福島店

大阪市福島区 居酒屋 やきとん屋　きわみ

大阪市福島区 居酒屋 る主水　福島店

大阪市福島区 居酒屋 わら焼鉄板焼　いやさか

大阪市福島区 居酒屋 黄味鶏

大阪市福島区 居酒屋 沖縄料理　呑処まいど

大阪市福島区 居酒屋 屋台居酒屋大阪満マルＪＲ野田店

大阪市福島区 居酒屋 家庭料理　ひよ子

大阪市福島区 居酒屋 海鮮居酒屋　新鮮丸

大阪市福島区 居酒屋 海鮮居酒屋やぎちゃん

大阪市福島区 居酒屋 海物焼　新島水産　福島店

大阪市福島区 居酒屋 学舎

大阪市福島区 居酒屋 楽

大阪市福島区 居酒屋 柑子家(こうじや)

大阪市福島区 居酒屋 肝どん2福島店

大阪市福島区 居酒屋 気楽酒場　おっきゃがり

大阪市福島区 居酒屋 輝寿家

大阪市福島区 居酒屋 牛タンと野菜巻き串　おくお　福島店
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大阪市福島区 居酒屋 牛タンべこ串

大阪市福島区 居酒屋 居酒屋　ヒンナ　野田店

大阪市福島区 居酒屋 居酒屋　旬花

大阪市福島区 居酒屋 居酒屋 赤とんぼ

大阪市福島区 居酒屋 居酒屋ENO

大阪市福島区 居酒屋 居酒屋べんてんさん

大阪市福島区 居酒屋 魚のすすめ

大阪市福島区 居酒屋 魚屋　十忠八九

大阪市福島区 居酒屋 串イッカ福島本店

大阪市福島区 居酒屋 串カツダイニング　はれる

大阪市福島区 居酒屋 串カツ田中　福島店

大阪市福島区 居酒屋 串焼き旬菜　ゆき根

大阪市福島区 居酒屋 串焼き旬菜ゆき根

大阪市福島区 居酒屋 鶏海山の幸おかだ

大阪市福島区 居酒屋 鶏料理pao

大阪市福島区 居酒屋 穴子家NORESORE福島店

大阪市福島区 居酒屋 江戸善

大阪市福島区 居酒屋 菜米炭

大阪市福島区 居酒屋 肴酒や　忠

大阪市福島区 居酒屋 三代目　うめきち

大阪市福島区 居酒屋 四季おりおり

大阪市福島区 居酒屋 志な乃亭野田阪神店

大阪市福島区 居酒屋 車家ジョニー福島店

大阪市福島区 居酒屋 酒と肴と旨いもん?笑緒一?

大阪市福島区 居酒屋 酒場 RUTSUBO 福島店

大阪市福島区 居酒屋 旬花

大阪市福島区 居酒屋 旬菜創味　あがっぽ

大阪市福島区 居酒屋 旬和席うおまん西梅田本店

大阪市福島区 居酒屋 焼きとり居酒家りときや　福島店

大阪市福島区 居酒屋 焼き鳥旬野菜　ながしろ

大阪市福島区 居酒屋 焼き鳥旬野菜ながしろ

大阪市福島区 居酒屋 新世界もつ鍋屋 福島店

大阪市福島区 居酒屋 森ん蔵

大阪市福島区 居酒屋 生姜旨汁薄皮餃子 おり乃鶴

大阪市福島区 居酒屋 生姜料理　福島　ぬくり

大阪市福島区 居酒屋 赤おに家　福島店

大阪市福島区 居酒屋 赤ちょうちん靜

大阪市福島区 居酒屋 赤垣屋　野田阪神店

大阪市福島区 居酒屋 舌うけ家ニクベエ

大阪市福島区 居酒屋 創作きっちん義庵

大阪市福島区 居酒屋 多呼おどり

大阪市福島区 居酒屋 多幸屋3組

大阪市福島区 居酒屋 台湾煮込み鶏蛋

大阪市福島区 居酒屋 大丸屋

大阪市福島区 居酒屋 大黒　福島２号店

大阪市福島区 居酒屋 大阪モノラル

大阪市福島区 居酒屋 大阪福島本店キラワレ餃子

大阪市福島区 居酒屋 蛸伝年

大阪市福島区 居酒屋 炭や肴や はん蔵

大阪市福島区 居酒屋 炭火串焼酒家　多幸吉

大阪市福島区 居酒屋 炭火野菜巻と魚串　ときわ福島

大阪市福島区 居酒屋 炭焼巧房　源

大阪市福島区 居酒屋 炭味旬菜　収穫

大阪市福島区 居酒屋 炭烙　すみやま

大阪市福島区 居酒屋 地下の店

大阪市福島区 居酒屋 地鶏料理　とり藤

大阪市福島区 居酒屋 茶園町　かたえ

大阪市福島区 居酒屋 茶園町 かたえ

大阪市福島区 居酒屋 中村屋

大阪市福島区 居酒屋 朝な夕な

大阪市福島区 居酒屋 町屋酒場りとも
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大阪市福島区 居酒屋 鳥しきひろせ

大阪市福島区 居酒屋 鳥屋台　囃屋

大阪市福島区 居酒屋 鉄板dining新井

大阪市福島区 居酒屋 呑処まいど

大阪市福島区 居酒屋 肉とワインPERO福島店

大阪市福島区 居酒屋 日本酒・おでん ト18食堂

大阪市福島区 居酒屋 博多中洲　ぢどり屋　野田阪神店

大阪市福島区 居酒屋 八万

大阪市福島区 居酒屋 晩酌食堂Hanaco＋

大阪市福島区 居酒屋 福島　すじ平

大阪市福島区 居酒屋 福島　桜屋

大阪市福島区 居酒屋 福島スイッチ

大阪市福島区 居酒屋 福島金魚

大阪市福島区 居酒屋 福島酒場 おお?

大阪市福島区 居酒屋 福島大衆すき焼きすき六

大阪市福島区 居酒屋 福島店

大阪市福島区 居酒屋 穂の華

大阪市福島区 居酒屋 満海

大阪市福島区 居酒屋 味処　ます吉

大阪市福島区 居酒屋 野菜肉巻き串ぐるり　

大阪市福島区 居酒屋 立呑み　仁

大阪市福島区 居酒屋 立呑処ヒノエ

大阪市福島区 居酒屋 隆膳　

大阪市福島区 居酒屋 龍馬亭

大阪市福島区 居酒屋 六つ車

大阪市福島区 居酒屋 和TSUKASA

大阪市福島区 居酒屋 和魂

大阪市福島区 居酒屋 和酒吟蔵

大阪市福島区 居酒屋 和食ふくみ

大阪市福島区 居酒屋 和風やすらぎカルモ

大阪市福島区 居酒屋　 味とく家

大阪市福島区 京風お好み焼き　頂 京風お好み焼き　頂

大阪市福島区 蕎麦屋 SOBAR SLOWLIFE

大阪市福島区 蕎麦屋 蕎麦 まき埜

大阪市福島区 蕎麦屋 蕎麦鴨酒みかど

大阪市福島区 蕎麦屋 鷺洲やまがそば

大阪市福島区 串カツ店 秋久

大阪市福島区 串揚げ屋 Xsix串

大阪市福島区 軽飲食店 シリンジェ

大阪市福島区 鮭・サーモン料理専門店 鮭バル SalmonBear

大阪市福島区 社交飲食店 パラダイス

大阪市福島区 寿司 魚河岸たちばな　大阪中央卸売市場

大阪市福島区 寿司 鮨　永　吉

大阪市福島区 寿司　居酒屋 すし処　香味岡

大阪市福島区 寿司屋 Rikyu

大阪市福島区 寿司屋 Sushi場 げん家 福島本店

大阪市福島区 寿司屋 SUSHI場げん家福ろうじ店

大阪市福島区 寿司屋 すし数

大阪市福島区 寿司屋 すし青木

大阪市福島区 寿司屋 肴と鮨ほしつき

大阪市福島区 寿司屋 寿司処 海屋

大阪市福島区 寿司屋 鮨　さえき

大阪市福島区 寿司居酒屋 富士山　福島店

大阪市福島区 寿司店 すし屋　蓮太郎

大阪市福島区 寿司店 福島　ねた市

大阪市福島区 寿司店 鮨　まつやま

大阪市福島区 寿司店 鮨ふみ

大阪市福島区 小料理屋 季節のおばんざい　えにし

大阪市福島区 焼き鳥 六源福島

大阪市福島区 焼き鳥屋 とり焼　一本松

大阪市福島区 焼き鳥屋 やきとり武
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大阪市福島区 焼き鳥屋 炭火　串焼きや　れんと

大阪市福島区 焼き鳥屋 炭火焼鳥　政

大阪市福島区 焼き鳥屋 炭火焼鳥とり央

大阪市福島区 焼き鳥屋 鉄カブト

大阪市福島区 焼き鳥居酒屋 二番どり

大阪市福島区 焼き鳥店 まさや福島店

大阪市福島区 焼き肉店 ホルモン 福°福°

大阪市福島区 焼鳥屋 あやむ屋

大阪市福島区 焼鳥屋 鳥まる　新福島店

大阪市福島区 焼鳥屋 鳥まる　聖天通店

大阪市福島区 焼肉 安兵衛　福島

大阪市福島区 焼肉 焼肉　我流　福島店

大阪市福島区 焼肉 焼肉ソムリエ??萬樹亭

大阪市福島区 焼肉 焼肉千成

大阪市福島区 焼肉 福島酒場情熱ホルモン

大阪市福島区 焼肉 和羊・和牛　牛田羊

大阪市福島区 焼肉屋 あぶりや福島駅前店

大阪市福島区 焼肉屋 エイトミート

大阪市福島区 焼肉屋 けとばし屋チャンピオン福島本店

大阪市福島区 焼肉屋 すみび焼肉Da-Wa

大阪市福島区 焼肉屋 なか田別邸

大阪市福島区 焼肉屋 街の肉バル　Buff　福島店

大阪市福島区 焼肉屋 牛ホルモン串　吉村

大阪市福島区 焼肉屋 三代目 脇彦商店 本店

大阪市福島区 焼肉屋 焼肉 いっしゃん

大阪市福島区 焼肉屋 焼肉 丑乃匠

大阪市福島区 焼肉屋 焼肉ホルモン山田

大阪市福島区 焼肉屋 炭火焼肉ここから屋

大阪市福島区 焼肉屋 炭火焼肉海老洲

大阪市福島区 焼肉屋 和牛焼肉 布上本店

大阪市福島区 焼肉屋 和牛焼肉うのう福島店

大阪市福島区 焼肉店 Ｍの焼肉　福島本店

大阪市福島区 焼肉店 YAKINIKU A5 徳　福島店

大阪市福島区 焼肉店 しちりん焼肉　若葉屋

大阪市福島区 焼肉店 やきにく宵緒

大阪市福島区 焼肉店 牛語

大阪市福島区 焼肉店 黒毛和牛焼肉一 野田阪神店

大阪市福島区 焼肉店 焼肉　肉どうし　福島店

大阪市福島区 焼肉店 焼肉いずみ

大阪市福島区 焼肉店 焼肉七つ星　福島店

大阪市福島区 焼肉店 鶴心

大阪市福島区 焼肉店 豚美福島店

大阪市福島区 焼肉店 板前焼肉一笑　福島店

大阪市福島区 焼肉店 百野焼肉

大阪市福島区 焼肉店 味希

大阪市福島区 焼肉店 野田 肉焼屋

大阪市福島区 焼肉店 立食焼肉一穂　福島店

大阪市福島区 焼肉店 和牛焼肉 布上2nd.

大阪市福島区 焼肉店 榮華亭　野田阪神店

大阪市福島区 創作レストラン 創作レストラン3tre

大阪市福島区 創作和食 やすらぎカルモ

大阪市福島区 創作和食 臥薪　大阪本店

大阪市福島区 草鍋えんや 草鍋えんや野田店

大阪市福島区 台湾料理、中華料理 dapaidang105福島店

大阪市福島区 宅配及びお持ち帰りピザ ドミノピザ・福島玉川店

大阪市福島区 炭火地鶏　あやむ屋 あやむ屋

大阪市福島区 中華屋 中華飯店  圄武

大阪市福島区 中華料理 奏煖

大阪市福島区 中華料理 中華料理　天津

大阪市福島区 中華料理レストラン 餃子の王将 福島店

大阪市福島区 中華料理店 JR野田駅店
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大阪市福島区 中華料理店 とらの穴

大阪市福島区 中華料理店 メゾン・チャイナ・ウメモト

大阪市福島区 中華料理店 魚China　Yo

大阪市福島区 中華料理店 野田阪神店

大阪市福島区 中華料理店 路地裏チャイニーズ有馬

大阪市福島区 中国料理 中国料理 みわ亭

大阪市福島区 中国料理店 LEE

大阪市福島区 定食屋 街かど屋　福島店

大阪市福島区 鉄板焼 THE VILLAGE OSAKA

大阪市福島区 鉄板焼き DAIDOKORO

大阪市福島区 鉄板焼き Teppan Grill Grillia

大阪市福島区 鉄板焼き 千陽　福島店

大阪市福島区 鉄板焼き屋 うどっちの店　想い

大阪市福島区 鉄板焼き屋 鉄板焼とワイン COCOLO 本店

大阪市福島区 鉄板焼き屋 鉄板焼とワイン&日本酒 COCOLO 新福島店

大阪市福島区 鉄板焼き屋 鉄板食堂はち

大阪市福島区 鉄板焼屋 鉄板DINING O

大阪市福島区 天ぷら屋 天ぷら　大坂屋　草哲

大阪市福島区 天ぷら店 天ぷら　うらかみ

大阪市福島区 肉バル 肉食BAR　ガブリミート　福島店

大阪市福島区 日本食レストラン 炭火手焼き鰻　堀忠　本店

大阪市福島区 日本料理 料亭この木

大阪市福島区 日本料理店 こなつ

大阪市福島区 日本料理店 しゅん須佐見

大阪市福島区 日本料理店 玄品　福島

大阪市福島区 日本料理店 肉和食　月火水木金土日

大阪市福島区 日本料理店 日本料理　竹之内

大阪市福島区 備長炭焼鶏・焼野菜専門店 かしわや闘鶏

大阪市福島区 米穀小売業 松浦米穀店

大阪市福島区 弁当屋、喫茶店 ㈱玉一総本店

大阪市福島区 無国籍バル 無国籍バルBonita

大阪市福島区 洋食 お箸バルJULIAN

大阪市福島区 洋食バル Campfire

大阪市福島区 洋食屋 ワインと洋食屋Haru

大阪市福島区 立ち飲み 立寄処　桜子

大阪市福島区 立ち飲み居酒屋 まはろ

大阪市福島区 立ち飲み居酒屋 路地裏アバンギャルド

大阪市福島区 立呑屋 ハンクラ 2822

大阪市福島区 料理屋 和ごころ　なか道

大阪市福島区 料理店 parlor184（パーラーイワシ）

大阪市福島区 和食 家族亭　野田阪神店

大阪市福島区 和食 木古里

大阪市福島区 和食のお店 酒嗜 ふる川

大阪市福島区 和食店 くらむぽん　お酒とそのおともだち

大阪市福島区 和食店 はつえダイニング

大阪市福島区 和食店 福島もう利

大阪市福島区 和食料理店 手料理　右近

大阪市福島区 燻製バル バルTRIUMPH

大阪市福島区 餃子屋 マルジー餃子

大阪市福島区 餃子屋 隠れ家創作餃子クーカイ 

大阪市福島区 餃子屋 泡ギョーザファンホリック

大阪市福島区 鮨屋 鮨　永吉

大阪市福島区 鮨屋 鮨　聖琳

大阪市福島区 鮨屋 鮨さえき

大阪市福島区 鮨屋 鮨処 敏

大阪市福島区 ?屋 まぜ麺　マホロバ

大阪市福島区 アパレル ハニーズウイステ野田店

大阪市福島区 アロマリラクゼーションサロン ボディッシュ福島店

大阪市福島区 エステサロン atelier Ruban

大阪市福島区 エステティックサロン アーカーシャ

大阪市福島区 オートディテーリング BRIGHTENING



市区町村 店舗種別 店舗名
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大阪市福島区 ガソリンスタンド 亀甲町給油所

大阪市福島区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　京橋１号店

大阪市福島区 カラオケボックス ビッグエコー福島駅前店

大阪市福島区 カラオケボックス ビッグエコー野田阪神駅前店

大阪市福島区 カラオケボックス まねきねこ大阪福島店

大阪市福島区 こども教室 講談社こども教室

大阪市福島区 スーパーマーケット イオンスタイル海老江

大阪市福島区 スーパーマーケット イオン野田阪神店

大阪市福島区 スポーツクラブ ゴールドジム大阪中之島

大阪市福島区 スポーツクラブ パシオスポーツクラブ福島

大阪市福島区 スポーツジム CrossFit Fukushima

大阪市福島区 スポーツジム ジョイフィットJR野田駅前

大阪市福島区 スポーツジム ジョイフィット西梅田

大阪市福島区 スポーツジム ジョイフィット野田阪神

大阪市福島区 タバコ店 近田たばこ店

大阪市福島区 デザイン事務所 KREIS DESIGN JAPAN

大阪市福島区 トータルビューティサロン MAISON DE STELLA

大阪市福島区 ネイルサロン VINOVA

大阪市福島区 パーソナルトレーニングジム T-studio

大阪市福島区 パチンコ店 キコーナ海老江店

大阪市福島区 パチンコ店・スロット店 miku：P+S

大阪市福島区 ハワイアン DUKES 

大阪市福島区 ビジネスホテル HOTEL　MATSUGAE　OSAKA

大阪市福島区 ビジネスホテル 東横INN　大阪JR野田駅前

大阪市福島区 ホームセンター ホームセンターコーナン福島大開店

大阪市福島区 ホテル ダイワロイヤルホテル D-CITY 大阪新梅田

大阪市福島区 ホテル ホテル阪神アネックス大阪

大阪市福島区 ホテル ホテル阪神大阪

大阪市福島区 ボルダリングジム ボルダリングジムAUBE

大阪市福島区 まつげエクステサロン Belle　福島店

大阪市福島区 マツゲエクステサロン eyelash salon milimili

大阪市福島区 ライブハウス THIRD STONE 福島店

大阪市福島区 リラクゼーションサロン こころとからだのトータルケアサロン　シーズ

大阪市福島区 リラクゼーションサロン ボディケア まほらま

大阪市福島区 リラクゼーションスペース りらくるJR野田店

大阪市福島区 リラクゼーションスペース りらくる福島店

大阪市福島区 レンタルスタジオ レンタルスタジオ　トリンフォ

大阪市福島区 レンタルスペース KOUKAスタジオ

大阪市福島区 屋外ゴルフ練習場　ゴルフスクール ENONEゴルフスクール

大阪市福島区 屋内プール・トレーニングジム 大阪市立旭屋内プール

大阪市福島区 化粧品小売 クロロフイル 福島美顔教室

大阪市福島区 学習塾 京進スクール・ワン　阪神野田教室

大阪市福島区 学習塾 京進小中部 野田校

大阪市福島区 学習塾 馬渕教室 野田阪神校

大阪市福島区 学習塾 馬渕個別 野田阪神校

大阪市福島区 簡易宿泊施設 Osaka Guesthouse HIVE

大阪市福島区 簡易宿泊所 ゲストハウス由苑

大阪市福島区 劇場 ＡＢＣホール

大阪市福島区 健診施設（人間ドック等健康診断実施施設） 福島健康管理センター

大阪市福島区 公衆浴場 龍 美 温 泉

大阪市福島区 産業分類区分【大分類 O：教育学習支援業】 ／【小分類 77L：常温ヨガを主にインパクトの低いスポーツ・健康教授業 (ホットヨガおよびフィットネスクラブを除く)】NY  YogaFit  Academy

大阪市福島区 事務所 三吉の家

大阪市福島区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　福島店

大阪市福島区 自動車販売店 ホンダカーズ梅田西野田阪神店

大阪市福島区 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）福島店

大阪市福島区 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）本社

大阪市福島区 室内ゴルフ練習場 大阪ベイゴルフクラブ

大阪市福島区 写真館 ストーリーテラー　ホテル阪神大阪写真室

大阪市福島区 集会場 舞岡

大阪市福島区 女性の健康体操教室 Curves野田玉川

大阪市福島区 女性の健康体操教室 Curves野田阪神
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大阪市福島区 商店街 ”占い商店街?”　福島聖天通商店街振興組合

大阪市福島区 信用金庫 大阪信用金庫　上福島支店

大阪市福島区 信用金庫 北おおさか信用金庫　此花支店

大阪市福島区 信用金庫 北おおさか信用金庫　野田支店

大阪市福島区 紳士服専門店 BESPOKE TAILOR　草野洋服店

大阪市福島区 図書館 大阪市立福島図書館

大阪市福島区 整骨院 ふくしま駅前整骨院

大阪市福島区 整骨院 小林整骨院 福島

大阪市福島区 整体・カイロプラクティック院 整体・カイロプラクティック院　ALIVIO

大阪市福島区 整体業 福ちゃんの家

大阪市福島区 葬祭・法要式場 ロイヤルシティホール野田

大阪市福島区 貸会議室及び貸ホール 大阪市立福島区民センター

大阪市福島区 大阪市立スポーツ施設 下福島プール

大阪市福島区 大阪市立スポーツ施設 福島スポーツセンター

大阪市福島区 美容室 chou-chouＨＡＩＲ

大阪市福島区 美容室 cowl　hairsaion

大阪市福島区 美容室 hair do nana

大阪市福島区 美容室 hair make Brand new ~lomie~ 野田阪神店

大阪市福島区 美容室 ieca by emt

大阪市福島区 美容室 Laule'a 新福島

大阪市福島区 美容室 MOUSA 

大阪市福島区 美容室 Re:birth

大阪市福島区 美容室 RUTA

大阪市福島区 美容室 ＳＩＫＩ

大阪市福島区 美容室 Tie

大阪市福島区 美容室 アン・ティーム    intime

大阪市福島区 美容室 サロン.ド.ビジン

大阪市福島区 服屋 (株)FUJIMI

大阪市福島区 服屋 S.MOMO

大阪市福島区 保険代理店 ほけんの窓口　野田阪神店

大阪市福島区 麻雀クラブ クラブコンドル

大阪市福島区 民泊 kikotei

大阪市福島区 民泊 roundabout osaka

大阪市福島区 薬局 聖天薬局

大阪市福島区 遊技場 PURI・PURI600

大阪市福島区 遊技場 PURI・PURI本店

大阪市福島区 洋服のリフォーム 洋服のリフォームマジックミシン

大阪市福島区 洋服のリフォーム 洋服のリフォームマジックミシン野田阪神店

大阪市福島区 理容室 ＪＵＰＩＴＥＲ

大阪市福島区 理容室 pililani chop shop

大阪市福島区 理容店 CUT－YA　タイガー

大阪市港区 うどん屋 手打ち一筋うどんきんぼし

大阪市港区 オーセンティックバー BAR AROMA

大阪市港区 お好み焼 ぼてぢゅう　天保山店

大阪市港区 お好み焼き 鶴橋風月　弁天町店

大阪市港区 お好み焼き屋 まるにまる

大阪市港区 お好み焼き屋 鶴橋風月天保山店

大阪市港区 カフェ Cafe Ivy（カフェ　アイビー）

大阪市港区 カフェ cafe　R.O.F 

大阪市港区 カフェ カフェ灯台

大阪市港区 カフェ＆バー オードリー

大阪市港区 カフェレストラン Cafe&Brasserie O10

大阪市港区 カラオケ はづき

大阪市港区 カラオケスナック スナック　なじみ

大阪市港区 カラオケスナック 穂のか

大阪市港区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶DO-DO

大阪市港区 カラオケ喫茶 ほっTOすれBar

大阪市港区 カラオケ喫茶 歌おう屋 藤

大阪市港区 カラオケ喫茶 喫茶カラオケR

大阪市港区 ショットバー Bar.Urizun

大阪市港区 スイーツ POPCORN PAPA 天保山店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市港区 スナック 3turkey

大阪市港区 スナック aile / エール

大阪市港区 スナック BACHHUS

大阪市港区 スナック C l e a r

大阪市港区 スナック clear

大阪市港区 スナック Collection

大阪市港区 スナック COSME

大阪市港区 スナック Daian

大阪市港区 スナック III Turkey

大阪市港区 スナック LE GRAND BLEU

大阪市港区 スナック LION

大阪市港区 スナック Rose(ローズ)

大阪市港区 スナック SAM

大阪市港区 スナック げんき

大阪市港区 スナック じゅん

大阪市港区 スナック すきやねんTONKO

大阪市港区 スナック スナック 夜汽車

大阪市港区 スナック スナックのぶ

大阪市港区 スナック スナックモンロー

大阪市港区 スナック スナック暖々

大阪市港区 スナック フエラ

大阪市港区 スナック リモージュ

大阪市港区 スナック 彩

大阪市港区 スナック 殿様　かえる

大阪市港区 たこ焼き&居酒屋 たこ焼きdiningギルド

大阪市港区 たこ焼き屋 たこ焼き　ハッチ

大阪市港区 たこ焼き屋 たこ焼き発祥の店　会津屋　天保山店

大阪市港区 たこ焼き屋＆居酒屋 たこ焼きdiningギルド

大阪市港区 バル 日本ワインと産直酒場 Ｆｉｏｒｅ ｋｕｃｉｎａ

大阪市港区 ハンバーガーレストラン マクドナルド　ＭＥＧＡドン・キホーテ弁天町店

大阪市港区 ハンバーガーレストラン マクドナルドJR弁天町店

大阪市港区 ピザ屋 みなとピッツァ工房

大阪市港区 ファーストフード ＫＦＣ天保山店

大阪市港区 ファストフード ｳｪﾝﾃﾞｨｰｽﾞ･ﾌｧｰｽﾄｷｯﾁﾝ　天保山ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｰｽ店

大阪市港区 ファミリーレストラン ガスト港弁天町店

大阪市港区 ファミリーレストラン すし半　市岡店

大阪市港区 ファミリーレストラン ロイヤルホスト朝潮橋店

大阪市港区 ファミリーレストラン 市岡店

大阪市港区 フードコート マイルストーン

大阪市港区 らーめん専門店 丹頂　本店

大阪市港区 ラーメン店 九州ラーメン 博多っ娘

大阪市港区 レストラン Vegetarian Dishes GREENS／グリーンズ

大阪市港区 レストラン がんこ天保山店

大阪市港区 レストラン レストランセードル

大阪市港区 飲食店 ふぐ克

大阪市港区 回転寿司 回転寿司新竹　ベイタワー店

大阪市港区 回転寿司寿司 すし処新竹

大阪市港区 韓国料理屋 オンニー

大阪市港区 喫茶.軽食 B.B 喫茶 お食事 B.B

大阪市港区 喫茶店 喫茶かもめ

大阪市港区 喫茶店 喫茶すぎんこ

大阪市港区 喫茶店 喫茶ビクトリー

大阪市港区 居酒屋 AKASHIYA

大阪市港区 居酒屋 Hanabi

大阪市港区 居酒屋 いざかや　七人の盗賊

大阪市港区 居酒屋 いまい家

大阪市港区 居酒屋 ごはんや まるさわ

大阪市港区 居酒屋 サムギョプサルと鍋の店　y.s.s.

大阪市港区 居酒屋 サンギョッブサルと鍋　y.s.s.

大阪市港区 居酒屋 ダイニングキッチン　はな

大阪市港区 居酒屋 ダイニングキッチン　盗賊の隠れ家
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大阪市港区 居酒屋 たるばぁ

大阪市港区 居酒屋 たんぽぽ弁天町店

大阪市港区 居酒屋 とさや

大阪市港区 居酒屋 なかよし家

大阪市港区 居酒屋 はな saka

大阪市港区 居酒屋 ひらた

大阪市港区 居酒屋 ふる里

大阪市港区 居酒屋 やきとり大吉  南市岡店

大阪市港区 居酒屋 ゆうなぎ庵　栞

大阪市港区 居酒屋 王道居酒屋のりを弁天町駅前店

大阪市港区 居酒屋 楽食酒　伊勢屋

大阪市港区 居酒屋 楽膳きわき

大阪市港区 居酒屋 丸得酒場とくとく弁天町波除店

大阪市港区 居酒屋 給仕　當田

大阪市港区 居酒屋 居酒屋 竜馬

大阪市港区 居酒屋 居酒屋さぁー

大阪市港区 居酒屋 居酒屋とさや

大阪市港区 居酒屋 居酒屋なかもと

大阪市港区 居酒屋 居酒屋菜花野

大阪市港区 居酒屋 居酒屋福屋

大阪市港区 居酒屋 居心伝　天保山店

大阪市港区 居酒屋 串カツ居酒屋  まんま。

大阪市港区 居酒屋 菜花野

大阪市港区 居酒屋 酒処はじめ

大阪市港区 居酒屋 寿楽

大阪市港区 居酒屋 旬彩　心陣

大阪市港区 居酒屋 純飲み屋　たるばぁ

大阪市港区 居酒屋 松栄丸

大阪市港区 居酒屋 食べてっ亭　やすだ屋

大阪市港区 居酒屋 炭火焼 め組

大阪市港区 居酒屋 炭火焼 櫻坊

大阪市港区 居酒屋 天神丸

大阪市港区 居酒屋 呑み処・食べ処 わ

大阪市港区 居酒屋 波平弁天町店

大阪市港区 居酒屋 八剣伝　弁天町店

大阪市港区 居酒屋 美味彩菜 たんぽぽ大阪港店

大阪市港区 居酒屋 遊食工房旬

大阪市港区 軽食 厚生食堂

大阪市港区 酒販店 中元商店

大阪市港区 寿司屋 すし活

大阪市港区 寿司屋 創作寿司ひかり

大阪市港区 焼き鳥屋 かみがき

大阪市港区 焼き鳥屋 博多とり皮日吉

大阪市港区 焼鳥屋 炭火焼鳥　うめし

大阪市港区 焼鳥屋 遊人

大阪市港区 焼肉 ま

大阪市港区 焼肉店 やしま

大阪市港区 焼肉店 黒毛和牛焼肉一 市岡店

大阪市港区 焼肉店 三先 肉焼屋

大阪市港区 焼肉店 焼肉レストラン ソウル

大阪市港区 焼肉店 炭やん

大阪市港区 焼肉料理店 民芸肉料理 はや 天保山店

大阪市港区 食事処 芳家

大阪市港区 食事処 芳家 -HOUKA-

大阪市港区 食堂 だるまや食堂

大阪市港区 親子カフェ マール弁天町

大阪市港区 駄菓子屋 まさやん

大阪市港区 中華料理 長﨑飯店

大阪市港区 中華料理レストラン 餃子の王将　弁天町市岡店

大阪市港区 鉄板焼き くわ焼　串紀代

大阪市港区 鉄板焼き 鉄板 ます屋
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大阪市港区 鉄板焼き　焼肉 もり家　　焼肉酒場玄家

大阪市港区 鉄板焼き・お好み焼き 鉄板焼き・お好み焼き          まるにまる

大阪市港区 鍋専門店 ちりとり鍋　田中本店

大阪市港区 揚げ物屋 いこい処　ほーた

大阪市港区 洋食レストラン 北極星 天保山店

大阪市港区 洋食屋 自由軒天保山店

大阪市港区 洋食屋 洋食のビーハイブ

大阪市港区 洋食店 オーションビュー

大阪市港区 洋食店 ハaハaハa HayashiRice & JewelryCrafts

大阪市港区 立ち飲み 立呑み　木村屋

大阪市港区 立ち飲み屋 難波八十島

大阪市港区 和食　とんかつ　鉄板焼 オールディーズ・シアター

大阪市港区 和食店 たこ郎

大阪市港区 和食店 天保山 和食 帆

大阪市港区 和食料理 木曽谷

大阪市港区 アイラッシュ サロン Coco.eyelash

大阪市港区 アパレル ハニーズ天保山店

大阪市港区 エステ メナードフェイシャルサロン　磯路店

大阪市港区 エステサロン ＷＡＶＥ

大阪市港区 ガソリンスタンド 市岡給油所

大阪市港区 キャンドル教室 メルシエルブ

大阪市港区 ゲストハウス Guest House Rice　築港

大阪市港区 ゴルフ用品販売 ヤトゴルフ　杉村ゴルフセンター店

大阪市港区 スポーツジム エニタイムフィットネス弁天町店

大阪市港区 スポーツセンター 大阪市立　港スポーツセンター

大阪市港区 セキュリティショップ 有限会社リング

大阪市港区 ドラッグストアー ナニワドラッグ

大阪市港区 パチンコ店 キコーナ市岡店

大阪市港区 フォトスタジオ 神栄ジャパン

大阪市港区 フォトスタジオ 神栄商会

大阪市港区 ホームセンター ホームセンターコーナン弁天町店

大阪市港区 ホテル アートホテル大阪ベイタワー

大阪市港区 衣料品店 大阪弁天町店

大阪市港区 運動施設 Action Park Osaka

大阪市港区 英会話レッスン教室 スマイルキッズ英会話

大阪市港区 温浴施設 空庭温泉 OSAKA BAY TOWER

大阪市港区 家電販売店 エディオン　イリフネ電器

大阪市港区 家電量販店 ジョーシン 市岡店

大阪市港区 家電量販店 港店

大阪市港区 家電量販店 市岡店

大阪市港区 学習塾 京進スクール・ワン　市岡教室

大阪市港区 憩いの家 池島いこいの家

大阪市港区 公衆浴場 寿湯

大阪市港区 公衆浴場 天然温泉テルメ龍宮

大阪市港区 公衆浴場業 稲荷温泉

大阪市港区 雑貨店 ねこ雑貨 and more! パティオーク

大阪市港区 識字日本語交流教室 八幡屋おやこ識字日本語交流教室「かるがも」

大阪市港区 社会福祉施設（デイサービス・ホームヘルプセンター・居宅介護支援）築港地域在宅サービスステーション

大阪市港区 集会所 三先憩いの家

大阪市港区 集会所 老人憩いの家　築港会館

大阪市港区 女性の健康体操教室 Curves磯路桜通り

大阪市港区 信用金庫 大阪信用金庫　港支店

大阪市港区 図書館 大阪市立港図書館

大阪市港区 整骨院 おきな鍼灸整骨院

大阪市港区 整骨院 港ミナト整骨院

大阪市港区 整体・リラクゼーション 爽快本舗

大阪市港区 葬儀会館 港大阪祭典

大阪市港区 体育館 大阪市中央体育館

大阪市港区 地域交流会館 磯路会館　老人憩の家

大阪市港区 日用品雑貨 株式会社プレステージ関西

大阪市港区 美容室 Ambitious
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大阪市港区 美容室 COLORS i-side

大阪市港区 美容室 cozy room

大阪市港区 美容室 ヘアースタジオ・カラー

大阪市港区 美容室 ヘアーメイク　アクチュアル

大阪市港区 不動産業 寺井商事株式会社

大阪市港区 文具店 STEP　海遊館店

大阪市港区 文具店 文具のコンパス　海遊館店

大阪市港区 薬局 ウキジマ薬局

大阪市港区 理髪店 ＭＲ,Ryo 

大阪市港区 旅客船 キャプテンライン

大阪市港区 旅行代理店 プライムツアー弁天町店

大阪市港区 老人憩の家 老人憩の家築港会館

大阪市都島区 Bar Bar　Macaron

大阪市都島区 BAR BARラフテル

大阪市都島区 Bar ゾンビバーリボルバー

大阪市都島区 BAR つるピカハゲ丸君

大阪市都島区 Ｄａｒｔｓ　ＢＡＲ Ｄａｒｔｓ　Ｈｏｕｓｅ　Ｒｅｖｅ

大阪市都島区 イタリアン Pizzeria da Pepino

大阪市都島区 イタリアン アンティカトラットリア　クロノ

大阪市都島区 イタリアン ギルガメ食堂

大阪市都島区 イタリアン シェフズキッチン　Polnareff

大阪市都島区 イタリアン 魚イタリアン＆オイスター　Rovin

大阪市都島区 イタリアンバル Pizza Salvatore Cuomo＆Bar　京橋

大阪市都島区 イタリアンバル SALVATORE CUOMO&BAR 京橋

大阪市都島区 イタリアンレストラン Biranju

大阪市都島区 イタリアンレストラン Brodo

大阪市都島区 イタリアンレストラン GARB DRESSING

大阪市都島区 イタリアンレストラン ミッドナイトメゾンエムビー

大阪市都島区 うどん、ラーメン ゑびすうどん

大阪市都島区 うどん店 京橋うどん

大阪市都島区 オーセンティックバー BAR  WISTERIA

大阪市都島区 オーセンティックバー Bar Preferir

大阪市都島区 オーセンティックバー BAR SMOKE ISLAY

大阪市都島区 オーセンティックバー Bar レーゾンデートル

大阪市都島区 オムライス専門店 ポムの樹京阪モール京橋店

大阪市都島区 お好み・鉄板焼き お好み・鉄板焼き　京橋KONOMU

大阪市都島区 お好み焼 千房　京橋京阪モール支店

大阪市都島区 お好み焼　鉄板焼き KOTE

大阪市都島区 お好み焼、鉄板焼 JOY風月　京橋飛騨店

大阪市都島区 お好み焼、鉄板焼 風の街　京橋店

大阪市都島区 お好み焼き 満月

大阪市都島区 お好み焼き・鉄板焼き 京ちゃばな　京橋京阪モール店

大阪市都島区 お好み焼き屋 お好み焼き　晃ちゃん

大阪市都島区 お好み焼き屋 ニュー姉妹

大阪市都島区 お好み焼き店 お好み焼き晃ちゃん

大阪市都島区 お好み焼鉄板焼 お好み焼鉄板焼　笛

大阪市都島区 お好み鉄板焼き お好み鉄板焼き  とんぼ

大阪市都島区 お食事処 一品料理まるに

大阪市都島区 カフェ an39

大阪市都島区 カフェ BROWN CAFE/BAR

大阪市都島区 カフェ Cafe 陽香

大阪市都島区 カフェ Joji　Barber　AND　coffee

大阪市都島区 カフェ tables cook & jonathan's bookstore

大阪市都島区 カフェ カフェ かぽ

大阪市都島区 カフェ スタジオ クート カフェ

大阪市都島区 カフェ ディレタント  カフェ＆セレクト

大阪市都島区 カフェ ラウンジ レディマーマレード

大阪市都島区 カフェ＆バー ６０１Cafe...and　Bar

大阪市都島区 カフェ＆バー GIRAFFE

大阪市都島区 カフェ＆バー ヴァンガード

大阪市都島区 カフェ＆レストラン AGGRE　cafe the terrace
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大阪市都島区 カフェ、バー ふるーる

大阪市都島区 カフェandバー 601Cafe...and Bar

大阪市都島区 カフェバー 花甜茶房

大阪市都島区 カフェベーカリー サンエトワール京橋店

大阪市都島区 カフェレストラン テラス

大阪市都島区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　京橋本店

大阪市都島区 カラオケBAR BAR 杉の子

大阪市都島区 カラオケスナック Buddy

大阪市都島区 カラオケスナック karaoke & pole dance show Rising

大阪市都島区 カラオケスナック グロッシー

大阪市都島区 カラオケスナック スタンドリーフ

大阪市都島区 カラオケスナック スナック　マイドリーム

大阪市都島区 カラオケバー PEONY

大阪市都島区 カラオケバー カラオケ&BAR かなで

大阪市都島区 カラオケ喫茶 カラオケスタジオ西遊記

大阪市都島区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶うたあそび

大阪市都島区 カラオケ喫茶 コスモス

大阪市都島区 カラオケ喫茶 喫茶カラオケハイジ

大阪市都島区 カラオケ店 Ｃａｒｔｏｏｎ

大阪市都島区 カラオケ店 Ｗｉｔ

大阪市都島区 カレー　バー HISAKARRY

大阪市都島区 カレーライス屋 カレーライスの印度屋　京橋店

大阪市都島区 カレー屋 P&G

大阪市都島区 キャバクラ ＣＬＵＢ　ＥＶＥ　MOTION KYOBASHI

大阪市都島区 キャバクラ ＣＬＵＢ　ＳＡＫＵＲＡ

大阪市都島区 キャバクラ EVE MOTION KYOBASHI

大阪市都島区 キャバクラ EVE　MOTION　KYOBASHI

大阪市都島区 キャバクラ NEWハワイ

大阪市都島区 キャバクラ ブルースカイ・ブルー

大阪市都島区 クレープ屋 STAND NINE

大阪市都島区 さつまいも菓子製造及び販売 らぽっぽファーム京阪京橋駅店

大阪市都島区 しゃぶしゃぶ店 極肉 しゃぶ一

大阪市都島区 ジューススタンド ジューサーバー京橋店

大阪市都島区 ショットバー BAR NORTH 

大阪市都島区 ショットバー ゾンビバーリボルバー

大阪市都島区 すし まぐろ一徹　京橋店

大阪市都島区 すし屋 きらく

大阪市都島区 ステーキ LOVE　＆　29　京橋店

大阪市都島区 ステーキハウス ステーキハウス 近江

大阪市都島区 ステーキ店 やっぱりステーキ 京橋駅前店

大阪市都島区 スナック Buddy

大阪市都島区 スナック ellesse

大阪市都島区 スナック GET

大阪市都島区 スナック Lounge Pure

大阪市都島区 スナック member's VOICE

大阪市都島区 スナック Monチッち

大阪市都島区 スナック New Himeyuri

大阪市都島区 スナック PAPARACHIA

大阪市都島区 スナック Ｐoppin' Ｔime

大阪市都島区 スナック SecretBase

大阪市都島区 スナック SNACK / BAR otona

大阪市都島区 スナック Stare

大阪市都島区 スナック Tiara

大阪市都島区 スナック アルテミス

大阪市都島区 スナック キャピタル

大阪市都島区 スナック さつまや

大阪市都島区 スナック スナック　　えん

大阪市都島区 スナック スナック　Eterna

大阪市都島区 スナック スナック　KEI

大阪市都島区 スナック スナック　ｎｅｗ　ハイハイ

大阪市都島区 スナック すなっく　えむ
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大阪市都島区 スナック スナック　えん

大阪市都島区 スナック スナック　オール?イン

大阪市都島区 スナック スナック　ラパン

大阪市都島区 スナック スナック　ラブ

大阪市都島区 スナック スナックcheri

大阪市都島区 スナック すなっくあまん

大阪市都島区 スナック スナック杏

大阪市都島区 スナック スナック教子

大阪市都島区 スナック スナック仁美

大阪市都島区 スナック スナック魔女

大阪市都島区 スナック テスト

大阪市都島区 スナック ピュア

大阪市都島区 スナック またきてや

大阪市都島区 スナック ムーンリバー

大阪市都島区 スナック ももの家（もものや）

大阪市都島区 スナック リリー

大阪市都島区 スナック る・ぶるじょん

大阪市都島区 スナック 街の灯

大阪市都島区 スナック 絆

大阪市都島区 スナック、カラオケバー ひでちゃんと

大阪市都島区 スパゲッティ屋 洋麺屋五右衛門京橋店

大阪市都島区 スペイン料理 リンコンカタルーニャ

大阪市都島区 そば屋 そじ坊　京阪モール店

大阪市都島区 ダーツバー 忘我京橋店

大阪市都島区 ダイニングバー BAR HEAVENSKITCHEN

大阪市都島区 ダイニングバー grupetto

大阪市都島区 ダイニングバー おばんざいbar蓮

大阪市都島区 ダイニングバー 瓢

大阪市都島区 たこ焼き屋 さすけ

大阪市都島区 たこ焼き屋 レインボー

大阪市都島区 たこ焼き屋 道頓堀くくるハナタコ京橋店

大阪市都島区 たこ焼き居酒屋 つぼ蛸

大阪市都島区 たこ焼屋 たこ焼けんちゃん

大阪市都島区 たこ焼店 くれおーる 新京橋店

大阪市都島区 タピオカ、軽食店 BOBO TEA 台湾美食

大阪市都島区 つけ麺屋 鶏魚介 ほそ道

大阪市都島区 テイクアウト専門店(イートインあり） 中村商店都島店

大阪市都島区 てっちり屋 ふぐ御料理處　でん

大阪市都島区 ドーナツショップ クリスピー・クリーム・ドーナツ　京橋京阪モール店

大阪市都島区 ドッグカフェ dog cafe Brilliant club

大阪市都島区 ドリンク専門店 THE DRINK BOX.  KiKi京橋店

大阪市都島区 とんかつ屋 博多とんかつ　あんず食堂

大阪市都島区 とんかつ専門店 とんかつ三谷

大阪市都島区 とんかつ店 とんかつKYK　京阪京橋店

大阪市都島区 ナイトクラブ club Dearest

大阪市都島区 ナイトクラブ HANABI

大阪市都島区 ナイトクラブ Mi来chan 

大阪市都島区 ナイトクラブ ROYAL PARTY

大阪市都島区 ナイトクラブ ヴィヴィ京橋

大阪市都島区 ナイトクラブ ヴォレ京橋

大阪市都島区 ナイトクラブ キングダム

大阪市都島区 ナイトクラブ フォーカス

大阪市都島区 ナイトクラブ フォーカス　パートⅡ

大阪市都島区 ナイトクラブ 恋人

大阪市都島区 バー AN

大阪市都島区 バー Baby coco

大阪市都島区 バー Banana Dandy

大阪市都島区 バー BAR  WISTERIA

大阪市都島区 バー BAR A ZNABLE

大阪市都島区 バー Bar CHELSEA

大阪市都島区 バー Bar ChemmyKiller
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大阪市都島区 バー BAR MUDDYWATER

大阪市都島区 バー Bar OLIVE

大阪市都島区 バー BAR琥珀

大阪市都島区 バー HybriD

大阪市都島区 バー Joyeux Noel

大阪市都島区 バー Love&Peach

大阪市都島区 バー Shotbar-DEN-

大阪市都島区 バー バー・ザ・モナーク

大阪市都島区 バー 全力少女

大阪市都島区 パブ パブ トトロ2

大阪市都島区 ハンバーグレストラン NINE

大阪市都島区 ビアーバル ビアカド。

大阪市都島区 ビアパブ クラフトビアスポット　ハトホル

大阪市都島区 ピザデリバリー ピザハット都島店

大阪市都島区 ピザ屋 ピッツァフォルトゥーナ

大阪市都島区 ピッツェリア エーピッツァ　大阪京橋店

大阪市都島区 ピッツェリア エーピッツァ 大阪京橋店

大阪市都島区 ファストフード ケンタッキー・フライド・チキン 京橋店

大阪市都島区 ファストフード 松屋　R都島毛馬店

大阪市都島区 ファストフード 松屋　京橋南店

大阪市都島区 ファストフード 松屋　京阪京橋店

大阪市都島区 ファストフード 麺家 京橋外回り

大阪市都島区 ファストフード 麺家 京橋東西線

大阪市都島区 ファミリーレストラン ガスト都島本通店

大阪市都島区 ファミリーレストラン ガスト毛馬店

大阪市都島区 ファミリーレストラン ロイヤルホスト都島店

大阪市都島区 フランス料理 フランス料理まるしげ

大阪市都島区 フランス料理店 Bistrot glouton

大阪市都島区 フランス料理店 ビストロ ド リマージュ

大阪市都島区 ベーカリー BROWN BAKERY

大阪市都島区 ボードゲームバー ボードゲームバー ボーダレス

大阪市都島区 ホテル宴会場 ホテル京阪京橋グランデ　宴会場

大阪市都島区 ホテル内レストラン ホテル 京阪京橋 グランデ レストラン ロレーヌ

大阪市都島区 もつ鍋屋 牛もつどて鍋 まつい亭

大阪市都島区 もんじゃ焼き屋 もんじゃ×BAR HybriD

大阪市都島区 ラーメン屋 ほそ道

大阪市都島区 ラーメン屋 らーめん　世界一

大阪市都島区 ラーメン屋 らーめん　日出屋

大阪市都島区 ラーメン屋 ラーメン人生JET

大阪市都島区 ラーメン屋 丸源ラーメン都島店

大阪市都島区 ラーメン屋 京橋真道

大阪市都島区 ラーメン屋 九州らーめん亀王　京橋店

大阪市都島区 ラーメン屋 昇龍軒

大阪市都島区 ラーメン屋 新福菜館　ki ki京橋店

大阪市都島区 ラーメン屋 中華そば　丸岡商店　京橋本店

大阪市都島区 ラーメン屋さん オコメノカミサマ

大阪市都島区 らーめん店 古潭　京橋店

大阪市都島区 ラーメン店 煮干しらーめん玉五郎京橋店

大阪市都島区 ライブバー HEAVENSKITCHEN BOOST

大阪市都島区 ラウンジ Barlounge　NARUMI

大阪市都島区 ラウンジ Mix Lounge 清本

大阪市都島区 ラウンジ スターライト

大阪市都島区 ラウンジ ラウンジ　五月

大阪市都島区 ラウンジ ラウンジマリア

大阪市都島区 ラウンジ 康美

大阪市都島区 ラウンジ 色　Shiki

大阪市都島区 ラム肉専門店 正ラム屋

大阪市都島区 レストラン イタリア酒場京橋ORA

大阪市都島区 レストラン いっしょにごはん会

大阪市都島区 レストラン オーガニック料理とお酒の店　旬彩ダイニング　manna 

大阪市都島区 レストラン かごの屋京橋東野田店
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大阪市都島区 レストラン かごの屋都島店

大阪市都島区 レストラン がんこコムズ京橋店

大阪市都島区 レストラン ダ　アリーチェ

大阪市都島区 レストラン リュクセレ

大阪市都島区 レストラン レストラン ブラン

大阪市都島区 レストラン 食堂カフェpotto都島店

大阪市都島区 レストラン 心斎橋ミツヤ　京阪モール店

大阪市都島区 レストランバー 旬彩ダイニング　マナ

大阪市都島区 ローストビーフ丼屋 Good Enough Diner

大阪市都島区 ワインバーレストラン Wine Bar base

大阪市都島区 ワインバル ニク×ワイン ギャルド

大阪市都島区 ワイン居酒屋 wine dining bouchon 京橋

大阪市都島区 飲み屋 かくれ家

大阪市都島区 飲食業 take-1

大阪市都島区 飲食店 La mammina ラ・マンミーナ

大阪市都島区 飲食店 Sweet　Bar　Chocolat

大阪市都島区 飲食店 VENUS

大阪市都島区 飲食店 たか鳥 京橋店

大阪市都島区 飲食店 とんかつとん太本店

大阪市都島区 飲食店 四六時中京橋店

大阪市都島区 屋形船 屋形船　大喜丸

大阪市都島区 回転寿司 廻鮮鮨ととぎん都島店

大阪市都島区 回転寿司 大起水産回転寿司　京橋店

大阪市都島区 海鮮レストラン 天下の台所　大起水産　京橋店

大阪市都島区 割烹料理 新和食  きくい

大阪市都島区 割烹料理店 片町弥ひろ　やぶさんくにさん

大阪市都島区 活とらふぐ料理専門店 活ふぐ料理専門店　ふぐ屋とら乃介

大阪市都島区 韓国料理屋 明月　京橋店

大阪市都島区 韓国料理店 韓国バルハラペコ

大阪市都島区 喫茶 real home living cafe 凪

大阪市都島区 喫茶 凪

大阪市都島区 喫茶店 cafe karen

大阪市都島区 喫茶店 ＳＡＩＫＡＩ

大阪市都島区 喫茶店 カフェ＆ランチ　ちんとんしゃん

大阪市都島区 喫茶店 ブリエヴェール

大阪市都島区 喫茶店 一番チェリッシュ

大阪市都島区 喫茶店 蜜家珈琲店　京橋店

大阪市都島区 喫茶店 薔薇窓

大阪市都島区 居酒屋 CHIKI CHIKI

大阪市都島区 居酒屋 diningbar couzen

大阪市都島区 居酒屋 FINGER FIVE

大阪市都島区 居酒屋 HUB京阪京橋店

大阪市都島区 居酒屋 Jimmy Nine

大阪市都島区 居酒屋 Osaka Osake Dining 鶫?つぐみ?

大阪市都島区 居酒屋 RAITO

大阪市都島区 居酒屋 Sskurra酒場

大阪市都島区 居酒屋 TORICO MEAT 京橋店

大阪市都島区 居酒屋 うおすけ　京橋店

大阪市都島区 居酒屋 うなぎ串料理 う頂天

大阪市都島区 居酒屋 うまいもん いわたや

大阪市都島区 居酒屋 うまいもん　いわたや

大阪市都島区 居酒屋 うまい酒と肴　山乃家

大阪市都島区 居酒屋 うまか　京橋店

大阪市都島区 居酒屋 えこひいき京橋店

大阪市都島区 居酒屋 おでん居酒屋パドッ区

大阪市都島区 居酒屋 お魚と鉄板焼き 燈ーあかりー

大阪市都島区 居酒屋 かぐら

大阪市都島区 居酒屋 カジュアル肉懐石 粋な ~suina~

大阪市都島区 居酒屋 キッチン725

大阪市都島区 居酒屋 くずし肉割烹　とろにく

大阪市都島区 居酒屋 クラフトビールとさつま極鶏　KOKUMEI
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大阪市都島区 居酒屋 グリルとおでん　kante.PJT

大阪市都島区 居酒屋 こがんこ京橋店

大阪市都島区 居酒屋 こてこて　都島店

大阪市都島区 居酒屋 さかなや　京阪京橋店

大阪市都島区 居酒屋 さかなや　本店

大阪市都島区 居酒屋 しあわせ料理　萬てん

大阪市都島区 居酒屋 ジョニーのからあげ 都島店

大阪市都島区 居酒屋 スタンドバーじょうじ

大阪市都島区 居酒屋 せせり焼鳥　TAKEZO

大阪市都島区 居酒屋 たこ焼き居酒屋　美輝

大阪市都島区 居酒屋 たまり

大阪市都島区 居酒屋 ちっちり 京橋店

大阪市都島区 居酒屋 てんぷら酒場　純

大阪市都島区 居酒屋 とっつぁん　京橋店

大阪市都島区 居酒屋 とりひめ　京橋店

大阪市都島区 居酒屋 トリワインPIKOSHHHU京橋店

大阪市都島区 居酒屋 とり揚げと日本酒　つかふき屋

大阪市都島区 居酒屋 なかの家京橋店

大阪市都島区 居酒屋 なな菜

大阪市都島区 居酒屋 のみすけ　京橋店

大阪市都島区 居酒屋 はーばーど

大阪市都島区 居酒屋 ビガール 京橋店

大阪市都島区 居酒屋 フード＆スタンドバー＃3

大阪市都島区 居酒屋 ふぐ一郎　京橋店

大阪市都島区 居酒屋 ふらいぱん

大阪市都島区 居酒屋 フラミンゴ

大阪市都島区 居酒屋 ふるさと

大阪市都島区 居酒屋 まるふじ

大阪市都島区 居酒屋 まんぷく屋　ぎんなん

大阪市都島区 居酒屋 もつ焼き もつ煮込み 松井

大阪市都島区 居酒屋 やきとり家すみれ京橋店

大阪市都島区 居酒屋 わらじの樹

大阪市都島区 居酒屋 わら焼き部 京橋店

大阪市都島区 居酒屋 飲み処  食べ処  ほっと

大阪市都島区 居酒屋 飲み処　食べ処　ほっと

大阪市都島区 居酒屋 飲み放題専門 セルフマン

大阪市都島区 居酒屋 隠れ家個室 げんき

大阪市都島区 居酒屋 沖縄・奄美料理　ハイビスカス

大阪市都島区 居酒屋 屋台居酒屋 大阪 満マル 京橋コムズガーデン店

大阪市都島区 居酒屋 海鮮酒場うっぱん

大阪市都島区 居酒屋 海鮮処ともよし京橋店

大阪市都島区 居酒屋 紀の国屋くっす?

大阪市都島区 居酒屋 宮崎県日向市塚田農場京橋店

大阪市都島区 居酒屋 居楽屋　あん

大阪市都島区 居酒屋 居酒屋　醇　

大阪市都島区 居酒屋 居酒屋 大黒 京橋

大阪市都島区 居酒屋 居酒屋　東

大阪市都島区 居酒屋 居酒屋　友恵

大阪市都島区 居酒屋 居酒屋AJITO

大阪市都島区 居酒屋 居酒屋あい

大阪市都島区 居酒屋 居酒屋あじあん

大阪市都島区 居酒屋 居酒屋えびす

大阪市都島区 居酒屋 居酒屋かっちゃん

大阪市都島区 居酒屋 居酒屋きたろう

大阪市都島区 居酒屋 居酒屋ふぅ

大阪市都島区 居酒屋 居酒屋安さん

大阪市都島区 居酒屋 魚八商店　京橋店

大阪市都島区 居酒屋 京ほのか京橋店　さんぱち家京橋店

大阪市都島区 居酒屋 京橋ちくも

大阪市都島区 居酒屋 京橋個室居酒屋　宴丸　京橋駅前店

大阪市都島区 居酒屋 京橋個室居酒屋 彩花?iroha? 京橋駅前店
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大阪市都島区 居酒屋 京橋二刀流

大阪市都島区 居酒屋 京橋炉端焼ロバ

大阪市都島区 居酒屋 金魚すさび

大阪市都島区 居酒屋 銀座ドラム缶京橋店

大阪市都島区 居酒屋 喰う道 都島店

大阪市都島区 居酒屋 串かつキャメルクラッチ京橋らくだや

大阪市都島区 居酒屋 串もんや 笛

大阪市都島区 居酒屋 串酒場チチカブ

大阪市都島区 居酒屋 串処一龍

大阪市都島区 居酒屋 串焼きホルモンみかん

大阪市都島区 居酒屋 鶏っく京橋

大阪市都島区 居酒屋 鶏と鰻四万十家

大阪市都島区 居酒屋 御馳走よし春

大阪市都島区 居酒屋 阪神タイガースを応援する店　桃虎

大阪市都島区 居酒屋 薩摩ごかもん 京橋本店

大阪市都島区 居酒屋 薩摩乃蔵本店

大阪市都島区 居酒屋 三代目鳥舞台

大阪市都島区 居酒屋 三百円このみ

大阪市都島区 居酒屋 三百円このみ支店

大阪市都島区 居酒屋 志なのすけ京橋店

大阪市都島区 居酒屋 旨いもんやつかさ

大阪市都島区 居酒屋 旨旬酒場　純

大阪市都島区 居酒屋 七津屋京橋店

大阪市都島区 居酒屋 車家ジョニー 京橋店

大阪市都島区 居酒屋 酒の大丸

大阪市都島区 居酒屋 酒処　上杉屋

大阪市都島区 居酒屋 酒笑肴笑 いち味

大阪市都島区 居酒屋 酒場　むげん

大阪市都島区 居酒屋 酒房まつい

大阪市都島区 居酒屋 旬ごはんほのぼの

大阪市都島区 居酒屋 旬彩酒処ひろ

大阪市都島区 居酒屋 旬彩鮮魚漁り火

大阪市都島区 居酒屋 旬菜ぼちぼち

大阪市都島区 居酒屋 旬菜酒房　くにこし

大阪市都島区 居酒屋 匠　とり金

大阪市都島区 居酒屋 小よし

大阪市都島区 居酒屋 焼味尽本舗 京橋本店

大阪市都島区 居酒屋 食事飲処　菜

大阪市都島区 居酒屋 赤から京橋駅前　ゆずの庭京橋　神蔵屋京橋

大阪市都島区 居酒屋 赤から京橋店チキチキチキン

大阪市都島区 居酒屋 赤のれん　京橋店

大阪市都島区 居酒屋 赤垣屋　京橋店

大阪市都島区 居酒屋 惣菜居酒屋　河ちゃん

大阪市都島区 居酒屋 大衆牛串うねり

大阪市都島区 居酒屋 大衆酒場京屋本店

大阪市都島区 居酒屋 第四　喰う道　京橋店

大阪市都島区 居酒屋 第二道場

大阪市都島区 居酒屋 炭や吟蔵京橋本店

大阪市都島区 居酒屋 炭火焼き牛タン＆やきとり KITETSU

大阪市都島区 居酒屋 炭火焼みや澤京橋本店

大阪市都島区 居酒屋 炭火焼みや澤東野田店

大阪市都島区 居酒屋 炭火焼鳥とり銀京橋店

大阪市都島区 居酒屋 炭焼地鶏楽や

大阪市都島区 居酒屋 長一　桜ノ宮店

大阪市都島区 居酒屋 長一　片町店

大阪市都島区 居酒屋 鳥正

大阪市都島区 居酒屋 溺れる肴

大阪市都島区 居酒屋 鉄丸　kishyan

大阪市都島区 居酒屋 鉄板居酒屋　OHANA

大阪市都島区 居酒屋 鉄板居酒屋OHANA

大阪市都島区 居酒屋 鉄板焼居酒屋 め組
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大阪市都島区 居酒屋 田中屋

大阪市都島区 居酒屋 土間土間京橋店

大阪市都島区 居酒屋 桃　虎

大阪市都島区 居酒屋 呑み処　ひさと

大阪市都島区 居酒屋 呑み処驫（ひょう）

大阪市都島区 居酒屋 南おたり

大阪市都島区 居酒屋 二升五合	

大阪市都島区 居酒屋 日本酒とお食事　はちどり

大阪市都島区 居酒屋 播鳥　京橋店

大阪市都島区 居酒屋 馬肉料理　りょう馬

大阪市都島区 居酒屋 馬肉料理りょう馬

大阪市都島区 居酒屋 博多もつ鍋やまや 京阪京橋店

大阪市都島区 居酒屋 美ら島真心

大阪市都島区 居酒屋 平八亭　京橋別館

大阪市都島区 居酒屋 北の家族　京橋コムズガーデン店

大阪市都島区 居酒屋 満ぞく屋　本店

大阪市都島区 居酒屋 毛利や　串よし　京橋店

大阪市都島区 居酒屋 目利きの銀次 京橋北口駅前店

大阪市都島区 居酒屋 揚鶏屋伊予

大阪市都島区 居酒屋 立ち呑み　橙

大阪市都島区 居酒屋 立ち呑み天ぷら魚漁

大阪市都島区 居酒屋 立呑みきむらや

大阪市都島区 居酒屋 和・Shoku きりり

大阪市都島区 居酒屋 和ごみ家　ぶん吉

大阪市都島区 居酒屋 和風バール『鳥羽屋』

大阪市都島区 居酒屋 炙ぜがわ

大阪市都島区 居酒屋 舫MOYAI

大阪市都島区 居酒屋 鄙の味三年

大阪市都島区 居酒屋・バー えびちゃん家

大阪市都島区 居酒屋・割烹 世界一　旬菜

大阪市都島区 居酒屋者 ゆずの小町 京橋店

大阪市都島区 蕎麦屋 蕎麦とラー油で幸なった。

大阪市都島区 串カツ 勝大　京橋店

大阪市都島区 串かつ屋 サクサク亭　京橋本店

大阪市都島区 串カツ屋 串カツ　赤と黒

大阪市都島区 串カツ屋 串の坊　京橋店

大阪市都島区 串かつ屋 新世界　串かつ　おこま

大阪市都島区 串カツ店 鳥の巣　京橋店

大阪市都島区 結婚式場　宴会場 THE GARDEN ORIENTAL OSAKA

大阪市都島区 個室居酒屋 京橋個室居酒屋 彩花 京橋駅前店

大阪市都島区 社交飲食 Jan★Jan

大阪市都島区 社交飲食店 ABC倶楽部

大阪市都島区 社交飲食店 Powerful　BOMBER（パワフル　ボンバー）

大阪市都島区 寿司・居酒屋 栄鮓・庄屋はん　京橋店

大阪市都島区 寿司屋 うを市

大阪市都島区 寿司屋 寿司処　翔海

大阪市都島区 寿司屋 寿司処あさひ奈

大阪市都島区 小料理屋 小料理　藤

大阪市都島区 焼き鳥屋 鶏ざ

大阪市都島区 焼き鳥屋 炭火焼き鳥まー坊

大阪市都島区 焼き鳥屋 炭火焼鳥なかんむり

大阪市都島区 焼き鳥屋 鳥休

大阪市都島区 焼き鳥居酒屋 ダイヨン　クウドウ　キョウバシテン

大阪市都島区 焼き鳥店 とり徹　京橋店

大阪市都島区 焼き肉 だるま屋本舗

大阪市都島区 焼鳥 七輪焼鳥一鳥　都島店

大阪市都島区 焼鳥 真骨鳥　京橋店

大阪市都島区 焼鳥屋 トリヤ　ココロイヤル

大阪市都島区 焼鳥屋 やきとり正や　京橋店

大阪市都島区 焼鳥屋 焼鳥　京粋

大阪市都島区 焼鳥屋 焼鳥凡僧都島店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市都島区 焼鳥屋 炭火焼鳥　とりだん京橋店

大阪市都島区 焼鳥店 炭焼き牛タン&やきとり　kitetsu

大阪市都島区 焼肉 ホルモン徳いち

大阪市都島区 焼肉 京橋酒場情熱ホルモン

大阪市都島区 焼肉 昭和大衆ホルモン　京橋店

大阪市都島区 焼肉 昭和大衆ホルモン　京橋北店

大阪市都島区 焼肉レストラン 焼肉レストラン　松井

大阪市都島区 焼肉レストラン 焼肉レストラン松井

大阪市都島区 焼肉レストラン 大同門 京橋店

大阪市都島区 焼肉レストラン 有限会社薩摩の久保

大阪市都島区 焼肉屋 BEEF STYLE　あか里

大阪市都島区 焼肉屋 お気軽焼肉 正

大阪市都島区 焼肉屋 京橋ハラミ屋

大阪市都島区 焼肉屋 焼肉　正

大阪市都島区 焼肉屋 焼肉 富士

大阪市都島区 焼肉屋 焼肉さん八

大阪市都島区 焼肉屋 焼肉ふうふう亭京橋店

大阪市都島区 焼肉屋 焼肉一歩

大阪市都島区 焼肉屋 焼肉家 げんちゃん

大阪市都島区 焼肉屋 焼肉牛王

大阪市都島区 焼肉屋 都島　但馬屋

大阪市都島区 焼肉屋 肉匠　六感

大阪市都島区 焼肉屋 板前焼肉一斗　京橋店

大阪市都島区 焼肉屋 味楽亭

大阪市都島区 焼肉屋 明月館　京橋店

大阪市都島区 焼肉屋 和牛焼肉うのう都島本通店

大阪市都島区 焼肉店 COW HOUSE

大阪市都島区 焼肉店 カルピハウス青山

大阪市都島区 焼肉店 個人事業主

大阪市都島区 焼肉店 焼肉 龍良

大阪市都島区 焼肉店 焼肉の福福京橋店

大阪市都島区 焼肉店 焼肉ホルモンやまびこ畜産

大阪市都島区 焼肉店 焼肉ホルモン龍の巣　京橋店

大阪市都島区 焼肉店 炭火焼肉じゅじゅ庵　京橋店

大阪市都島区 焼肉店 飛騨・七輪

大阪市都島区 焼肉店 味一

大阪市都島区 食堂 どーばー

大阪市都島区 食肉販売業 株式会社ジョウショー

大阪市都島区 接待を伴う飲食業 京橋スキャンダル

大阪市都島区 創作和食 創作和食WATANABE

大阪市都島区 駄菓子屋 SANJI

大阪市都島区 大衆酒場 徳田酒店

大阪市都島区 中華料理屋 大阪王将

大阪市都島区 中華料理店 JR京橋駅店

大阪市都島区 中華料理店 大王

大阪市都島区 中華料理店 大阪王将都島店

大阪市都島区 中華料理店 中国菜飯　味らい

大阪市都島区 中華料理店 龍

大阪市都島区 定食屋 豚ステーキ ブタのやーつ

大阪市都島区 鉄板焼き あみじま

大阪市都島区 鉄板焼き 鉄板dining もら

大阪市都島区 鉄板焼き 鉄板焼き　大作家

大阪市都島区 鉄板焼き屋 鉄板焼　かわち

大阪市都島区 鉄板焼き屋、もんじゃ焼き屋 鉄板食堂tekkote（てっこて） 

大阪市都島区 鉄板焼き店 御座gonza

大阪市都島区 日本料理店 東大美

大阪市都島区 日本料理店 淀川邸

大阪市都島区 日本料理店 和diningひで

大阪市都島区 弁当屋、居酒屋 弁当屋

大阪市都島区 麺屋 京橋鴨いち

大阪市都島区 洋菓子販売店 Patisserie C'est Bon　/　パティスリー セボン



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市都島区 洋酒喫茶(スナック) 洋酒喫茶ニューリド

大阪市都島区 立ち飲み居酒屋 へそ京橋店

大阪市都島区 立ち飲み居酒屋 京橋酒場

大阪市都島区 立ち飲み処 立ち飲み処　なかお

大阪市都島区 立ち呑み居酒屋 立ち呑み処 て?げ?家

大阪市都島区 料理屋 旬鮮　一準

大阪市都島区 和食 家族亭　京橋店

大阪市都島区 和食 すし すし中

大阪市都島区 和食レストラン 梅の花　京橋店

大阪市都島区 和食居酒屋 和 Dining たちばな

大阪市都島区 和食店 炭火割烹いなせ

大阪市都島区 アイラッシュサロン eyelashsalon  MONICA

大阪市都島区 アニメショップ アニメイト京橋

大阪市都島区 アパレル ハニーズ都島ベルファ店

大阪市都島区 アロマリラクゼーションサロン ボディッシュ京橋店

大阪市都島区 インドア ゴルフスクール ゴルフクリニック Ｓｔｕｄｉｏ１８

大阪市都島区 エステサロン AYUS　Esthe　＆　Yoga　salon

大阪市都島区 エステサロン La vie en Rose Homme 京橋店

大阪市都島区 エステサロン LUCIA

大阪市都島区 エステサロン POLA THE BEAUTY 都島駅前店

大阪市都島区 エステサロン salon de jurian

大阪市都島区 エステサロン welcome

大阪市都島区 エステサロン YUJ　ayurveda beauty salon

大阪市都島区 エステサロン JURIS by monica

大阪市都島区 エステティックサロン ECOULERBEAUTE

大阪市都島区 エステティックサロン エステティックサロンТiAmo

大阪市都島区 エステティックサロン レゾン京橋店

大阪市都島区 エステティックサロン 京橋プラス店

大阪市都島区 ガソリンスタンド 東野田給油所

大阪市都島区 カラオケボックス カラオケシャトー

大阪市都島区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　京橋３号店

大阪市都島区 カラオケボックス ビッグエコーJR京橋駅前店

大阪市都島区 カラオケボックス ビッグエコー京橋京阪モール前店

大阪市都島区 ゲームセンター game point シャトーEX

大阪市都島区 ゴルフスクール 京橋駅前ゴルフスクール

大阪市都島区 ゴルフスクール 都島駅前ゴルフスクール

大阪市都島区 コンタクトレンズ・メガネ専門店 ハートアップ京橋

大阪市都島区 コンタクトレンズ専門店 ハートアップ５ミニ京橋駅前店

大阪市都島区 サウナ サウナグランシャトー

大阪市都島区 ジュエリーショップ BLOOM 京阪百貨店モール 京橋

大阪市都島区 スポーツクラブ Be-fit24京橋店

大阪市都島区 スポーツクラブ カーブス都島南通

大阪市都島区 スポーツクラブ カーブス都島北通

大阪市都島区 スポーツクラブ グンゼスポーツ桜宮

大阪市都島区 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 京橋

大阪市都島区 スポーツクラブ ジョイフィット都島

大阪市都島区 スポーツクラブ ジョイフィット都島本通

大阪市都島区 スポーツクラブ セントラルウエルネスクラブ都島店

大阪市都島区 スポーツクラブ ティップネス 京橋

大阪市都島区 スポーツクラブ、パーソナルトレーニングジム 株式会社ASOBILITY　SAKURA Gym

大阪市都島区 スロット専門店 ＢＡＮＢＡＮ＋１　ゴールド

大阪市都島区 スロット専門店 ＢＡＮＢＡＮ＋１　プラチナ

大阪市都島区 その他 太閤園

大阪市都島区 テニススクール テニススクールノア大阪都島校

大阪市都島区 ネイルサロン Flower nails

大阪市都島区 ネイルサロン LIBELLE

大阪市都島区 ネイルサロン nailsalon ＭＯＮＩＣＡ

大阪市都島区 ネイルサロン ナイスネイル京橋店

大阪市都島区 ネイルサロン ネイルサロンMien

大阪市都島区 ネイルサロン L?rio by monica

大阪市都島区 ネイルサロン nailsalonMONICA
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感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市都島区 ネットカフェ メディアカフェポパイ京橋店

大阪市都島区 パーソナルトレーニング B.R.Gパーソナルトレーニングスタジオ

大阪市都島区 パソコンスクール パソコン市民講座京橋教室

大阪市都島区 ぱちんこ店 アミューズイチゴ

大阪市都島区 パチンコ店 グランシャトー

大阪市都島区 パチンコ店 シャトー会館

大阪市都島区 ビジネスホテル ホテルユーナス

大阪市都島区 ビジネスホテル 桜の庭ホテル

大阪市都島区 フィットネスクラブ すらっとkeep

大阪市都島区 フィットネスジム FITBASE24 都島毛馬

大阪市都島区 フィットネスジム エニタイムフィットネス都島毛馬店

大阪市都島区 プライベートサロン ビューティーサロンemire

大阪市都島区 フラ教室 ケアロハ・プメハナ　フラスタジオ

大阪市都島区 ボーカル教室 USボーカル教室　京橋駅前校

大阪市都島区 ホームセンター ホームセンターコーナン都島店

大阪市都島区 ホームセンター ホームセンターコーナン片町店

大阪市都島区 ボクシングフィットネスジム UpStartボクシングフィットネスジム

大阪市都島区 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオLAVA　京橋店

大阪市都島区 ホテル CROSS HOTEL OSAKA

大阪市都島区 ホテル ホテルディアプレス

大阪市都島区 ホテル ホテル京阪 京橋 グランデ

大阪市都島区 ホテル 大阪リバーサイドホテル

大阪市都島区 ホテル業 ルームイン舞

大阪市都島区 マージャン店 麻雀クラブ リズム

大阪市都島区 まつげエクステサロン Belle　京橋店

大阪市都島区 マッサージ はばセラピー

大阪市都島区 まつ毛エクステサロン EVEREYES京橋

大阪市都島区 メガネ屋 ビジョンメガネ　都島店

大阪市都島区 メンズ脱毛・フェイシャル専門店 メンズ脱毛・フェイシャル専門店 joieange 京橋店

大阪市都島区 リフォーム　建設業 株式会社SDプランニング

大阪市都島区 リラクゼーション なにわ

大阪市都島区 リラクゼーション ラフィネ　京阪モール店（京橋）

大阪市都島区 リラクゼーションサロン RireVie～リールヴィー～

大阪市都島区 リラクゼーションサロン リラクゼーションサロン　Raqooni

大阪市都島区 リラクゼーションスペース りらくる京橋店

大阪市都島区 衣料品店 大阪都島店

大阪市都島区 家電量販店 エディオン　ベルファ都島店

大阪市都島区 家電量販店 マツヤデンキ都島店

大阪市都島区 介護施設 サービス付き高齢者住宅くつろぎ

大阪市都島区 学習塾 epion 都島校

大阪市都島区 学習塾 関西個別指導学院 京橋教室

大阪市都島区 学習塾 東進衛星予備校　京橋駅前校

大阪市都島区 学習塾 馬渕教室 京橋校

大阪市都島区 学習塾 馬渕教室 京橋本部校

大阪市都島区 学習塾 馬渕教室 都島校

大阪市都島区 学習塾 馬渕個別 京橋校

大阪市都島区 学習塾 馬渕個別 都島校

大阪市都島区 学習塾 明光義塾　京橋教室

大阪市都島区 空手道場 極真会館都島友渕道場

大阪市都島区 携帯修理業 スマホRisE

大阪市都島区 公衆浴場 ゆーでるらんど都

大阪市都島区 公衆浴場 日光温泉

大阪市都島区 子供服屋 マーキーズアリオ鳳店

大阪市都島区 市民プール 都島屋内プール

大阪市都島区 歯科医院 ましろデンタルクリニック

大阪市都島区 時計・宝石小売業 きょうばし時計宝石修理研究所

大阪市都島区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　Ｕ　ＣＡＲＳ天満

大阪市都島区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　ルノー大阪城店

大阪市都島区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　都島本通店

大阪市都島区 自動車の販売及び関連するサービス HondaCars大阪　都島店

大阪市都島区 自動車教習所 大阪都島自動車学校
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大阪市都島区 自動車販売ディーラー 日産大阪販売株式会社　都島店

大阪市都島区 宿泊業 東横INN大阪桜ノ宮駅西口

大阪市都島区 宿泊施設 The Wonder At Stay

大阪市都島区 宿泊施設 大阪シティホテル京橋

大阪市都島区 小売店 AOKI　都島店

大阪市都島区 信用金庫 大阪信用金庫　都島支店

大阪市都島区 図書館 大阪市立都島図書館

大阪市都島区 性風俗店 奥さま日記

大阪市都島区 整骨院 きょうばし北整骨院

大阪市都島区 整骨院 小林整骨院　京橋

大阪市都島区 整体院 都島肩こり腰痛センター

大阪市都島区 貸し教室 オフィスhint link　まきもっサロン

大阪市都島区 大阪市立スポーツ施設 都島スポーツセンター

大阪市都島区 脱毛サロン Chururi京橋店

大阪市都島区 調剤薬局 しろくま薬局都島店

大阪市都島区 特区民泊 薪之宿-善源寺一丁目

大阪市都島区 美容院 leaLEA　hair&relaxation

大阪市都島区 美容院 Pina毛馬店

大阪市都島区 美容院 トータルビューティサロン Carna

大阪市都島区 美容業 FERIA京橋

大阪市都島区 美容業 Roll京橋

大阪市都島区 美容業 ROMEO京橋

大阪市都島区 美容室 Hair Salon Erica

大阪市都島区 美容室 IVY joure

大阪市都島区 美容室 IVY villa

大阪市都島区 美容室 IVYunopulir

大阪市都島区 美容室 JiJi

大阪市都島区 美容室 Joji Barber AND coffee

大阪市都島区 美容室 mellow+

大阪市都島区 美容室 ＰＥＲＭＹＡ　Ｄｉｏ

大阪市都島区 美容室 roubu.

大阪市都島区 美容室 Rubik's 京橋×ミルボンAujua 認定サロン

大阪市都島区 美容室 shes京橋店

大阪市都島区 美容室 S-TAGE

大阪市都島区 美容室 STeLLa

大阪市都島区 美容室 trico都島店

大阪市都島区 美容室 WILLOW

大阪市都島区 美容室 アトリエ くーぷれい

大阪市都島区 美容室 ｶｯﾄﾊｳｽ ビリーノーン.

大阪市都島区 美容室 トータルビューティサロンCarna

大阪市都島区 美容室 ビューティサロン　シスター

大阪市都島区 美容室 ヘアカラーカフェ都島店

大阪市都島区 美容室 みえ美容室

大阪市都島区 美容室 美容室サロン・ド・エツコ

大阪市都島区 美容室 有限会社ビュ－ティサロン・テル

大阪市都島区 美容所 Hair salon Luna Crescent

大阪市都島区 不動産業 ダイエー住宅株式会社

大阪市都島区 風俗 スウィング

大阪市都島区 風俗 ミラクル

大阪市都島区 風俗 遊空間　goo

大阪市都島区 服屋 Marusho 京橋店

大阪市都島区 服屋 ママフル都島店

大阪市都島区 文房具 文具コンパス都島店

大阪市都島区 保険代理店 ほけんの窓口　京橋店

大阪市都島区 保険来店型ショップ ほけん百花　京橋コムズガーデン店

大阪市都島区 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションめばえ

大阪市都島区 民泊及びホテル旅館 TAKETO STAY OSAKAJO

大阪市都島区 薬膳教室、料理教室 Jackie’s Table

大阪市都島区 理・美容室 カツト＆シャンプー五味

大阪市都島区 理髪店 ヘアーサロン　ローズ

大阪市都島区 理容 カットハウスツボウチ
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大阪市都島区 理容業 ヘアーサロントミー

大阪市都島区 鍼灸院 みどりの鍼灸治療院

大阪市都島区 鍼灸整骨院 ぷらす鍼灸整骨院 桜ノ宮院

大阪市都島区 鍼灸整骨院 ぷらす鍼灸整骨院 中通院

大阪市都島区 鍼灸整骨院 ぷらす鍼灸整骨院 都島せぶん院

大阪市都島区 鍼灸整骨院 ぷらす鍼灸整骨院 都島本院

大阪市都島区 鍼灸整骨院 玄武堂田中鍼灸整骨院

大阪市都島区 鍼灸接骨院 大町鍼灸接骨院

大阪市淀川区 B2ステーキハンバーグB2ステーキハンバーグ店 1ポンドのステーキハンバーグ タケル 東三国店

大阪市淀川区 BAR ALIEN LAB

大阪市淀川区 BAR Assemble華

大阪市淀川区 BAR B.west

大阪市淀川区 BAR BAR 8982

大阪市淀川区 ＢＡＲ ＢＡＲ　ＣＯＳＩ　ＣＯＳＩ

大阪市淀川区 BAR BAR Grand Chariot

大阪市淀川区 BAR BAR IRIE

大阪市淀川区 BAR BAR monk

大阪市淀川区 Bar Bar雑葉

大阪市淀川区 bar cafe-bar  cross

大阪市淀川区 BAR Chot Bar Lilith

大阪市淀川区 BAR Hisui

大阪市淀川区 BAR Hookar's

大阪市淀川区 BAR Tarako ら

大阪市淀川区 BAR T's bar

大阪市淀川区 BAR ビーハウス

大阪市淀川区 BAR 十三トリス

大阪市淀川区 snack Mai

大阪市淀川区 アミューズメントバー ポイントドッグス

大阪市淀川区 イカ焼屋 昔ながらのイカ焼　天六屋

大阪市淀川区 イタリアン 肉バル×イタリアン虹

大阪市淀川区 イタリアンバル A35東三国バル

大阪市淀川区 イタリアンバル ビストロJIN

大阪市淀川区 イタリアンバル 塚本バル

大阪市淀川区 イタリア料理 バールイルソーレ

大阪市淀川区 イタリア料理店 バルイルソーレ

大阪市淀川区 イタリア料理店 風地空知

大阪市淀川区 インターネットカフェ Bb-Cafe 新大阪店

大阪市淀川区 インド料理 キレスナ

大阪市淀川区 ウイスキーバー Bar 婆娑羅（バサラ）

大阪市淀川区 うどん　お蕎麦 くつろぎ庵　本館

大阪市淀川区 うどん・そば屋 めん処衣笠

大阪市淀川区 うどんそば店 浪花そば　エキマルシェ新大阪店

大阪市淀川区 うどん屋 うどん工房　天空

大阪市淀川区 うどん屋 おいらのうどん しまちゃん

大阪市淀川区 うどん屋 きしうどん

大阪市淀川区 うどん屋 本町製?所　天　地下鉄新大阪店

大阪市淀川区 うどん屋 本町製?所　天の上

大阪市淀川区 うどん店 うどんばか平成製麺所

大阪市淀川区 オーセンティックバー TAKE ONE（テイクワン）

大阪市淀川区 オーセンティックバー バーキース

大阪市淀川区 おばんざいダイニング おばんざいダイニング ひなた

大阪市淀川区 おばんざいダイニング ひなた

大阪市淀川区 おばんざいバー おばんざいBarともトコ。

大阪市淀川区 オムライス 卵と私　新大阪店

大阪市淀川区 オムライス専門店 オムライス北極星　エキマルシェ新大阪店

大阪市淀川区 お好み焼、焼そば、鉄板焼の専門店 ぼてぢゅう 新大阪店

大阪市淀川区 お好み焼き ぼんくら家　西中島店

大阪市淀川区 お好み焼き めっせ熊　新大阪店

大阪市淀川区 お好み焼き メッセ熊子

大阪市淀川区 お好み焼き　鉄板焼 焼道楽丸八

大阪市淀川区 お好み焼き、てっぱん焼き屋 お好み焼き　旬菜　みやざき
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大阪市淀川区 お好み焼き、鉄板焼き 満月西中島店

大阪市淀川区 お好み焼き、鉄板焼き屋 鉄板焼のお店１０２９

大阪市淀川区 お好み焼き・鉄板焼き お好み・鉄板焼よしもとJR加島店

大阪市淀川区 お好み焼きレストラン なにわのお好み焼き　じろー

大阪市淀川区 お好み焼き屋 アラレ

大阪市淀川区 お好み焼き屋 お好みてっぱんつるちゃん

大阪市淀川区 お好み焼き屋 お好み焼き　あき

大阪市淀川区 お好み焼き屋 お好み焼き　いづつ

大阪市淀川区 お好み焼き屋 お好み焼き　さかえ

大阪市淀川区 お好み焼き屋 お好み焼き　鉄板焼　ますだ

大阪市淀川区 お好み焼き屋 お好み焼き関東煮　大DAI

大阪市淀川区 お好み焼き屋 ぼてぢゅう新大阪駅店

大阪市淀川区 お好み焼き屋 下町鉄板　三国

大阪市淀川区 お好み焼き屋 京ちゃばな　新大阪駅店

大阪市淀川区 お好み焼き屋 不思木のくに

大阪市淀川区 お好み焼き店 グリルフレンズ

大阪市淀川区 お好み焼屋 ねぎ焼　和

大阪市淀川区 お好み焼店 ねぎ焼やまもと　十三本店

大阪市淀川区 お好み焼店 まんぷく亭　西中島店

大阪市淀川区 お寿司屋 さかなやのmaru寿司　新大阪店

大阪市淀川区 お土産販売・喫茶 辻利アルデ新大阪店

大阪市淀川区 ガールズバー ベルフール

大阪市淀川区 ガールズバー ミニ シャルール

大阪市淀川区 かに料理 かに道楽　十三店

大阪市淀川区 カフェ B'Cafe

大阪市淀川区 カフェ Caf?＆Bar DEUR

大阪市淀川区 カフェ Cafe＆Dining　糀　レム新大阪店

大阪市淀川区 カフェ cafeORENNJI 1970.

大阪市淀川区 カフェ Drip-X-Caf?

大阪市淀川区 カフェ Hot Rod Religion/ﾎｯﾄ ﾛｯﾄﾞﾚﾘｼﾞｮﾝ

大阪市淀川区 カフェ Jugar

大阪市淀川区 カフェ Kimino: cafe.

大阪市淀川区 カフェ YUTTE

大阪市淀川区 カフェ アルデ

大阪市淀川区 カフェ エスタシオンカフェ タイム

大阪市淀川区 カフェ カフェ　HIRO

大阪市淀川区 カフェ スターバックスコーヒー JR新大阪アルデ店

大阪市淀川区 カフェ ドトールコーヒーアルデ新大阪店

大阪市淀川区 カフェ 珈琲屋きむら

大阪市淀川区 カフェ＆バー Biarritz

大阪市淀川区 カフェ＆バー JAKARA CAFE

大阪市淀川区 カフェ＆バー Mary'S

大阪市淀川区 カフェアンドバー Rim cafe&bar 

大阪市淀川区 カフェダイニング Pico Ruasso

大阪市淀川区 カフェダイニング ケーキ＆カフェダイニング　ボナボン

大阪市淀川区 カフェバー Bar SUNRISE

大阪市淀川区 カフェバー LUSH

大阪市淀川区 カフェバー Seavie Darts Cafe

大阪市淀川区 カフェレストラン CAFETARO

大阪市淀川区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　十三駅東口店

大阪市淀川区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　西中島店

大阪市淀川区 カラオケ ちびりん

大阪市淀川区 カラオケ・スナック スナック　R

大阪市淀川区 カラオケBAR Okaaaaanali

大阪市淀川区 カラオケBAR ROUTE512

大阪市淀川区 カラオケスナック メンバーズクラブ　ルージュ

大阪市淀川区 カラオケスナック ルーツ

大阪市淀川区 カラオケスナック 胡蝶蘭

大阪市淀川区 カラオケバー bar DOPE

大阪市淀川区 カラオケバー Bar Lounge F

大阪市淀川区 カラオケバー KARAOKE BAR SHANTI
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大阪市淀川区 カラオケバー Neechin

大阪市淀川区 カラオケバー ふぁみー

大阪市淀川区 カラオケバー karaoke Bar  Gut's

大阪市淀川区 カラオケパブ グッドラブ　GL

大阪市淀川区 カラオケ喫茶 カラオケLARK

大阪市淀川区 カラオケ喫茶 カラオケライブbarKOTO

大阪市淀川区 カラオケ喫茶 みくに珈琲園

大阪市淀川区 カラオケ喫茶 ラーク

大阪市淀川区 カラオケ喫茶、スナック カラオケスナック　麗子

大阪市淀川区 カラオケ喫茶店 FAT MOTHER

大阪市淀川区 カラオケ居酒屋 カラオケ居酒屋 さくら

大阪市淀川区 カラオケ居酒屋 カラオケ居酒屋 麻由

大阪市淀川区 カラオケ居酒屋 カラオケ居酒屋こすも

大阪市淀川区 カラオケ居酒屋 居酒屋　あぶり

大阪市淀川区 カラオケ店 JOYSOUND東三国店

大阪市淀川区 カラオケ店シルク カラオケ店シルク

大阪市淀川区 カレー＆居酒屋 集～TSU?ＯⅠ～

大阪市淀川区 カレーショップ ライオンカレー十三店

大阪市淀川区 カレーライス屋 カレーライスの印度屋　十三店

大阪市淀川区 カレー屋 アマゾネスブッチャー 

大阪市淀川区 カレー屋 モジャカレー新大阪本店

大阪市淀川区 カレー屋と居酒屋 集~カレー＆呑み処~

大阪市淀川区 カレー店 かつ＆カリー新大阪店

大阪市淀川区 キャバクラ CLUB Boss

大阪市淀川区 キャバクラ Club　CL

大阪市淀川区 キャバクラ Club Fourteen14

大阪市淀川区 キャバクラ CLUB scandal

大阪市淀川区 キャバクラ Club Siesta

大阪市淀川区 キャバクラ Safari

大阪市淀川区 キャバクラ 大統領

大阪市淀川区 キャバクラ Club CL

大阪市淀川区 コミュニティカフェ おから亭～ocara..tey～

大阪市淀川区 しゃぶしゃぶ・すき焼き屋 しゃぶ壺れ

大阪市淀川区 ジューススタンド ジューサーバー新幹線新大阪店

大阪市淀川区 ショーパブ ボストンクラブ

大阪市淀川区 ショットバー BAR  STING

大阪市淀川区 ショットバー ＲＥＢＯＲＮ

大阪市淀川区 ショットバー STING

大阪市淀川区 スイーツ店 HACHIMITSU SWEETS en-nui

大阪市淀川区 すし 立ち寿司　杉尾　西中島店

大阪市淀川区 すし・和食 回転江戸前すしとれとれ屋 三国店

大阪市淀川区 すし店 ととすし

大阪市淀川区 すし店 海鮮ととまる

大阪市淀川区 すし店 十三すし屋台

大阪市淀川区 ステーキ LOVE　＆　29　西中島店

大阪市淀川区 ステーキハウス ステーキハウス常盤

大阪市淀川区 ステーキハンバーグ店 1ポンドのステーキハンバーグ タケル 西中島店

大阪市淀川区 スナック 38（ミヤ）

大阪市淀川区 スナック ALISON

大阪市淀川区 スナック Balocco

大阪市淀川区 スナック COYOTE

大阪市淀川区 スナック ＤＯＮＫＵ

大阪市淀川区 スナック Dupont

大阪市淀川区 スナック HIRO

大阪市淀川区 スナック Iris

大阪市淀川区 スナック Joy

大阪市淀川区 スナック kisaiya

大阪市淀川区 スナック LAGOON東三国

大阪市淀川区 スナック LIEN

大阪市淀川区 スナック Lumiere

大阪市淀川区 スナック Night Space 絆
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大阪市淀川区 スナック pure heart

大阪市淀川区 スナック RememBar PANDORA

大阪市淀川区 スナック snack  KAORI

大阪市淀川区 スナック ｓｎａｃｋ　Ｃｏｍｏｄｏ

大阪市淀川区 スナック SNACK DONKU 2

大阪市淀川区 スナック Snack Mashran

大阪市淀川区 スナック Snack Milly

大阪市淀川区 スナック SNACK SHIMA

大阪市淀川区 スナック Snack 華蓮

大阪市淀川区 スナック SNACK23

大阪市淀川区 スナック Te Amo

大阪市淀川区 スナック VIRGO

大阪市淀川区 スナック WELFARE

大阪市淀川区 スナック あいちゃん

大阪市淀川区 スナック アラジン

大阪市淀川区 スナック イリス

大阪市淀川区 スナック エキセントリック・マム

大阪市淀川区 スナック カラオケステージ カモン

大阪市淀川区 スナック コバルト

大阪市淀川区 スナック サフィニア

大阪市淀川区 スナック サラン

大阪市淀川区 スナック サロン・ド・ショコラ

大阪市淀川区 スナック シャルール

大阪市淀川区 スナック じゅん

大阪市淀川区 スナック ジョワ

大阪市淀川区 スナック スイートメモリー

大阪市淀川区 スナック スナック　　アコ

大阪市淀川区 スナック スナック　ｃａｒｌ

大阪市淀川区 スナック すなっく　あいちゃん

大阪市淀川区 スナック スナック　ジョワ

大阪市淀川区 スナック スナック　らぶ

大阪市淀川区 スナック スナック　リコ

大阪市淀川区 スナック スナック リコ

大阪市淀川区 スナック スナック　華蓮

大阪市淀川区 スナック すなっく 扇

大阪市淀川区 スナック スナック 美咲

大阪市淀川区 スナック スナック　路

大阪市淀川区 スナック スナック　櫻

大阪市淀川区 スナック スナックHalu

大阪市淀川区 スナック スナックかずよ

大阪市淀川区 スナック スナックすみれ

大阪市淀川区 スナック スナックなおみ

大阪市淀川区 スナック スナックのんちゃん

大阪市淀川区 スナック スナックバーDiamond

大阪市淀川区 スナック スナックピジョン

大阪市淀川区 スナック スナックまゆみ

大阪市淀川区 スナック スナックめい

大阪市淀川区 スナック スナック栄子

大阪市淀川区 スナック スナック淀

大阪市淀川区 スナック セラ・アマン

大阪市淀川区 スナック タイチヤイヨー

大阪市淀川区 スナック チボリ　

大阪市淀川区 スナック ひこうき

大阪市淀川区 スナック ブラボー

大阪市淀川区 スナック ベラドンナ

大阪市淀川区 スナック ぼたん

大阪市淀川区 スナック 昨年

大阪市淀川区 スナック 忍

大阪市淀川区 スナック 万里音

大阪市淀川区 スナック 櫻

大阪市淀川区 スナック 絆
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大阪市淀川区 スナック　バー スナック　NEW LEGACY

大阪市淀川区 スナック　バー スナック　ダブルボギー

大阪市淀川区 スナックバー VIRGO スナックバー

大阪市淀川区 スナックバー スナックバー　ダイヤモンド

大阪市淀川区 スナックバー スナックバーダイヤモンド

大阪市淀川区 スナックバー フィリピンバー　マンゴー

大阪市淀川区 スペインバル BELLOTA ＋

大阪市淀川区 スペインバル Tiburon

大阪市淀川区 そば・うどん屋 若菜そば　阪急十三店

大阪市淀川区 そば屋 そじ坊　新大阪ニッセイビル店

大阪市淀川区 そば屋 そば処　松風

大阪市淀川区 ダーツバー 忘我十三店

大阪市淀川区 ダイニングバー Ａssemble華

大阪市淀川区 ダイニングバー dining bar 黒ひげ

大阪市淀川区 ダイニングバー Kitchen&Bar EnaDo

大阪市淀川区 ダイニングバー アサンブレ華

大阪市淀川区 タイレストラン レストランTSURE

大阪市淀川区 タイ料理 Two Chefs

大阪市淀川区 タイ料理店 タイ料理　セップイーサン

大阪市淀川区 たこ焼、居酒屋 大阪のれんめぐり

大阪市淀川区 たこ焼き屋 Takoyaki 凜

大阪市淀川区 たこ焼き屋 タコたこ

大阪市淀川区 たこ焼き屋 大屋

大阪市淀川区 たこ焼き店 くくるハナタコ　エキマルシェ新大阪店

大阪市淀川区 たこ焼き店 たこ家道頓堀くくるJR新大阪店

大阪市淀川区 たこ焼屋 くくるハナタコエキマルシェ新大阪店

大阪市淀川区 たこ焼屋 たこ焼割烹たこ昌　新大阪駅店

大阪市淀川区 たこ焼屋 たこ焼道楽わなか　新大阪店

大阪市淀川区 チーズ料理専門店 Cheese Dining ItaRu

大阪市淀川区 ツーショットキャバクラ Balimodern13

大阪市淀川区 テイクアウト専門店(イートインあり) 中村商店新大阪店

大阪市淀川区 ドーナツ製造販売店 ミスタードーナツ東三国店

大阪市淀川区 とんかつ屋 いなば和幸　新大阪店

大阪市淀川区 ナイトクラブ JAN

大阪市淀川区 ナイトクラブ lounge D&M

大阪市淀川区 ナイトクラブ Lounge Fairy

大阪市淀川区 ナイトクラブ ギャリー十三

大阪市淀川区 ナイトクラブ シークレットガーデン西中島

大阪市淀川区 ナイトクラブ バンチオブローゼス西中島

大阪市淀川区 ナイトクラブ 桜花

大阪市淀川区 ねぎ焼・お好み焼店 ねぎ焼やまもと　新大阪店

大阪市淀川区 バー ATTIC BAR

大阪市淀川区 バー Bar ONE

大阪市淀川区 バー ＢＡＲ　ＴＲＥＡＳＵＲＥ

大阪市淀川区 バー Bar.Come

大阪市淀川区 バー BAR月

大阪市淀川区 バー Bar雑葉

大阪市淀川区 バー Cafe&Bar Kings Cross

大阪市淀川区 バー holy's ROCK SHOT

大阪市淀川区 バー NUMBER ONE

大阪市淀川区 バー Public Bar STINGER

大阪市淀川区 バー SALARY'S BAR

大阪市淀川区 バー THE PUB

大阪市淀川区 バー アニメバー　スーパートモコ

大阪市淀川区 バー アンサンブルカフェ トライアド

大阪市淀川区 バー カラオケバー　SPADE

大阪市淀川区 バー クローバー

大阪市淀川区 バー ショットバーハレッパ

大阪市淀川区 バー ちょっとbar龍次

大阪市淀川区 バー ナインハーフ

大阪市淀川区 バー バーザッパ
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大阪市淀川区 バー バーフェイク

大阪市淀川区 バー バー高倉

大阪市淀川区 バー バー雑葉

大阪市淀川区 バー ぽっちゃりBARtoN?

大阪市淀川区 バー マニラタンバヤンバー

大阪市淀川区 バー ユーズバー

大阪市淀川区 バー レストランバーnajica

大阪市淀川区 バー ロージュ

大阪市淀川区 バー 奄美

大阪市淀川区 バーベキュー場 SORASITA

大阪市淀川区 バーラウンジ BarLounge　WaKa

大阪市淀川区 パスタ 洋麺屋五右衛門　新大阪店

大阪市淀川区 パブ　スナック Philippine Pub ANGEL

大阪市淀川区 ビアダイニング ケラケラケイヴ

大阪市淀川区 ファーストフード 新大阪駅店

大阪市淀川区 ファーストフード店 モスバーガー十三店

大阪市淀川区 ファストフード 麺家 新大阪上り

大阪市淀川区 ファミリーレストラン カウボーイ家族　三国駅前店

大阪市淀川区 ファミリーレストラン ガスト阪急三国駅店

大阪市淀川区 ファミリーレストラン ガスト三国店

大阪市淀川区 ファミリーレストラン ガスト十三店

大阪市淀川区 ファミリーレストラン ガスト西中島店

大阪市淀川区 ファミリーレストラン ロイヤルホスト三国店

大阪市淀川区 フード＆バー Food＆bar    M,s

大阪市淀川区 フードバー ニライカナイ

大阪市淀川区 フードバー 酒肴の家　ニライカナイ

大阪市淀川区 ふぐ、かに料理専門店 かに福

大阪市淀川区 フランス料理 ku :de  kiyo

大阪市淀川区 フランス料理店 オルタンシアビストロ

大阪市淀川区 ホテル宴会場 新大阪ワシントンホテルプラザ　宴会場

大阪市淀川区 ホテル内レストラン ステーキ＆ハンバーグ　リバージュ

大阪市淀川区 ホルモン屋 ホルモン　おかめ十三店

大阪市淀川区 ミュージックスナック ミュージックスナック　ピコピコノルド

大阪市淀川区 ミュージックバー 理科BAR

大阪市淀川区 もつ鍋 もつ鍋　いで

大阪市淀川区 ラーメン らーめん亀王

大阪市淀川区 ラーメン らーめん熊五郎　新大阪店

大阪市淀川区 ラーメン 宮っ子ラーメン　阪急十三店

大阪市淀川区 ラーメン屋 うまい麺には福来たる　西中島店

大阪市淀川区 ラーメン屋 オールドセレクション　西中島店

大阪市淀川区 ラーメン屋 ちゃんぽん亭総本家 西中島店

大阪市淀川区 ラーメン屋 にんにくラーメン幸ちゃん 東三国店

大阪市淀川区 ラーメン屋 にんにくラーメン幸ちゃん 本店

大阪市淀川区 ラーメン屋 らぁめんじんIHARA店

大阪市淀川区 ラーメン屋 らーめんやまふじ

大阪市淀川区 ラーメン屋 皇蘭　アルデ新大阪店

大阪市淀川区 ラーメン屋 新なにわ大食堂　麺ゃマルショウ地下鉄新大阪店

大阪市淀川区 ラーメン屋 大杉製麺

大阪市淀川区 ラーメン屋 麺や　よかにせ

大阪市淀川区 ラーメン屋 麺匠　はなみち

大阪市淀川区 ラーメン屋 麺匠はなみち十三店

大阪市淀川区 ラーメン屋 来来亭十三店

大阪市淀川区 ラーメン店 どうとんぼり神座　エキマルシェ新大阪店

大阪市淀川区 ラーメン店 らぁ麺　喜希

大阪市淀川区 ラーメン店 酒と麺?ときどき中華?

大阪市淀川区 ラーメン店 創作らーめん style林

大阪市淀川区 ラーメン店 麺屋夢限

大阪市淀川区 ラーメン店 龍旗信ＬＥＯ

大阪市淀川区 ラウンジ CLUB  Very Very

大阪市淀川区 ラウンジ lounge Aim

大阪市淀川区 ラウンジ Lounge　Rosy
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大阪市淀川区 ラウンジ Ｌｏｕｎｇｅ　Ｔｓｕｋｉ

大阪市淀川区 ラウンジ LUXE

大阪市淀川区 ラウンジ Melody

大阪市淀川区 ラウンジ ヴィサージュ

大阪市淀川区 ラウンジ げんてん

大阪市淀川区 ラウンジ モワ・ラパン

大阪市淀川区 ラウンジ ラウンジ　ZOO

大阪市淀川区 ラウンジ ラウンジ　パシュ

大阪市淀川区 ラウンジ ラウンジ　みき代Ⅱ

大阪市淀川区 ラウンジ ラウンジ　梓

大阪市淀川区 ラウンジ ラウンジ　絆

大阪市淀川区 ラウンジ ラウンジジョーズ

大阪市淀川区 ラウンジ ラウンジ花

大阪市淀川区 ラウンジ ラウンジ友

大阪市淀川区 レストラン INDIA CURRY CLUB

大阪市淀川区 レストラン ｲﾀﾘｱﾝ＆ﾊﾞｰﾙ　ｱﾙﾊﾞｰﾀ新大阪

大阪市淀川区 レストラン かごの屋三国本町店

大阪市淀川区 レストラン ガストハウス４４

大阪市淀川区 レストラン がんこ十三本店

大阪市淀川区 レストラン がんこ新大阪店

大阪市淀川区 レストラン カント・マリノ

大阪市淀川区 レストラン グリルキャピタル東洋亭新大阪店

大阪市淀川区 レストラン レストラン　カトレア

大阪市淀川区 レストラン レストラン　シーズン

大阪市淀川区 レストラン レストラン　シャドー

大阪市淀川区 レストランバル BW　STATION地下鉄新大阪店

大阪市淀川区 ワインバー ワインの店　doudou

大阪市淀川区 ワイン酒場 Ajito  ワイン酒場

大阪市淀川区 飲食店 LOUNGE CREW

大阪市淀川区 飲食店 SUSHI場ぁ?げん家　十三店

大阪市淀川区 飲食店 だし茶漬け えん　エキマルシェ新大阪店

大阪市淀川区 飲食店 びっくりドンキー加島店

大阪市淀川区 飲食店 ローマ軒アルデ新大阪店

大阪市淀川区 飲食店 ロマン亭OUNCE　新大阪店

大阪市淀川区 飲食店 焼肉  松お

大阪市淀川区 飲食店 妙高亭

大阪市淀川区 飲食店 明洞純豆腐新大阪店

大阪市淀川区 回転寿司 回転寿司がんこエキマルシェ新大阪店

大阪市淀川区 海鮮居酒屋 とも吉西中島店

大阪市淀川区 海鮮料理屋 くるま亭みのしょう

大阪市淀川区 活とらふぐ料理専門店 ふぐと鯨　しお福

大阪市淀川区 韓国居酒屋 韓国居酒屋 豚の貯金箱

大阪市淀川区 韓国焼肉店 焼肉　韓国料理　瑞英

大阪市淀川区 喫茶 エリーゼ

大阪市淀川区 喫茶、テイクアウトお弁当 Cafe　301

大阪市淀川区 喫茶店 カフェ・ド・パリ

大阪市淀川区 喫茶店 コーヒーハウス　マリーン

大阪市淀川区 喫茶店 サーカスサーカス

大阪市淀川区 喫茶店 タマーズ

大阪市淀川区 喫茶店 ドリップ　エックス　カフェ　エキマルシェ新大阪店

大阪市淀川区 喫茶店 モーニングカフェせっちゃん

大阪市淀川区 喫茶店 喫茶LARK

大阪市淀川区 喫茶店 喫茶あんぽんたん

大阪市淀川区 喫茶店 喫茶カッスルクーム

大阪市淀川区 喫茶店 喫茶ワンアップ

大阪市淀川区 喫茶店 三裕の館

大阪市淀川区 喫茶店 新大阪ワシントンホテルプラザ・カフェドパリ

大阪市淀川区 喫茶店 麻布珈琲店

大阪市淀川区 宮崎郷土料理屋 かつ家

大阪市淀川区 牛カツ屋 京都勝牛アルデ新大阪店

大阪市淀川区 居酒屋 birdiehouse
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大阪市淀川区 居酒屋 COTTON CLUB

大阪市淀川区 居酒屋 DANRAN 酒家 そら

大阪市淀川区 居酒屋 dining咲倉

大阪市淀川区 居酒屋 kmuri-ya

大阪市淀川区 居酒屋 La Tepparnya

大阪市淀川区 居酒屋 Obaaaaanali

大阪市淀川区 居酒屋 ＰＵＰＵＩa

大阪市淀川区 居酒屋 SUSHI場ぁ?げん家

大阪市淀川区 居酒屋 あーちゃん

大阪市淀川区 居酒屋 あくび

大阪市淀川区 居酒屋 あぷちゃ2号

大阪市淀川区 居酒屋 ヴィア　ビア　オオサカ　エキマルシェ新大阪店

大阪市淀川区 居酒屋 うずまき十三総本山

大阪市淀川区 居酒屋 ウマカーよかばい　十三店

大阪市淀川区 居酒屋 おいしいお酒の和菜ビストロ旬亭

大阪市淀川区 居酒屋 おかげ家

大阪市淀川区 居酒屋 おばんざい   まお

大阪市淀川区 居酒屋 おもてなし

大阪市淀川区 居酒屋 お菜屋わだ家　新大阪店

大阪市淀川区 居酒屋 お酒とご飯  なかむら家

大阪市淀川区 居酒屋 お食事処　菜のは

大阪市淀川区 居酒屋 かさ家　十三店

大阪市淀川区 居酒屋 かっぽうぎ新大阪店

大阪市淀川区 居酒屋 カリフォルニアカフェ

大阪市淀川区 居酒屋 ぎんすけ三国店

大阪市淀川区 居酒屋 くつろぎ庵　別館

大阪市淀川区 居酒屋 グリルモトカラ

大阪市淀川区 居酒屋 くる実

大阪市淀川区 居酒屋 けむりば

大阪市淀川区 居酒屋 こがんこ十三東店

大阪市淀川区 居酒屋 コットンクラブ

大阪市淀川区 居酒屋 コナモンキッチンHANAYOSHI

大阪市淀川区 居酒屋 コリアンバルソウルファクトリー

大阪市淀川区 居酒屋 じゅじゅ酒場

大阪市淀川区 居酒屋 ダイニングキッチンMito

大阪市淀川区 居酒屋 だし処　やまだ家

大阪市淀川区 居酒屋 たんぽぽ十三店

大阪市淀川区 居酒屋 たんぽぽ塚本店

大阪市淀川区 居酒屋 ちあき

大阪市淀川区 居酒屋 ちゃっぴー亭

大阪市淀川区 居酒屋 とみおか

大阪市淀川区 居酒屋 とも吉　十三店

大阪市淀川区 居酒屋 とり料理やなぎ

大阪市淀川区 居酒屋 どん栗

大阪市淀川区 居酒屋 にほんいち西中島店

大阪市淀川区 居酒屋 のみくい笑店あいぼう

大阪市淀川区 居酒屋 はぐるま

大阪市淀川区 居酒屋 はるちゃん

大阪市淀川区 居酒屋 バルボア 十三本町店

大阪市淀川区 居酒屋 バルボア 西中島店

大阪市淀川区 居酒屋 ブーケ

大阪市淀川区 居酒屋 ぶん

大阪市淀川区 居酒屋 ベジタブルダイニング遊食屋 創彩

大阪市淀川区 居酒屋 ほろ酔い

大阪市淀川区 居酒屋 まねきねこ

大阪市淀川区 居酒屋 メー・トンロー

大阪市淀川区 居酒屋 やきとりの扇屋　西中島南方駅前店

大阪市淀川区 居酒屋 やきとり大将

大阪市淀川区 居酒屋 ゆり

大阪市淀川区 居酒屋 ゆるりと会心の一撃

大阪市淀川区 居酒屋 よし善
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大阪市淀川区 居酒屋 らく

大阪市淀川区 居酒屋 ラッキー酒場

大阪市淀川区 居酒屋 わらわら 十三東口駅前店

大阪市淀川区 居酒屋 阿波座チキン

大阪市淀川区 居酒屋 逢酒場　ちろり　エキマルシェ新大阪店

大阪市淀川区 居酒屋 磯丸水産　十三西口駅前店

大阪市淀川区 居酒屋 磯料理なかよし

大阪市淀川区 居酒屋 一心　ｗｅｓｔ

大阪市淀川区 居酒屋 一番どり　ニッセイ新大阪店

大阪市淀川区 居酒屋 一番どりニッセイ新大阪ビル店

大阪市淀川区 居酒屋 一房屋

大阪市淀川区 居酒屋 壱岐

大阪市淀川区 居酒屋 泳ぎイカ　もつ鍋　九州うまか新大阪店

大阪市淀川区 居酒屋 沖縄料理　のんき家亭

大阪市淀川区 居酒屋 沖縄料理　八

大阪市淀川区 居酒屋 加悦

大阪市淀川区 居酒屋 加島肉ビル

大阪市淀川区 居酒屋 家庭料理  源家

大阪市淀川区 居酒屋 家庭料理居酒家 さらさ

大阪市淀川区 居酒屋 海ぼうず

大阪市淀川区 居酒屋 海心

大阪市淀川区 居酒屋 海鮮居酒屋 海心

大阪市淀川区 居酒屋 海鮮居酒屋春夏秋冬 新高店

大阪市淀川区 居酒屋 海鮮酒場　ひょうたん

大阪市淀川区 居酒屋 海鮮料理 おぶ亭

大阪市淀川区 居酒屋 楽?GAKU?

大阪市淀川区 居酒屋 楽食楽飲　ゆきや

大阪市淀川区 居酒屋 楽食楽飲ゆきや

大阪市淀川区 居酒屋 割烹バル 互談や　新大阪店

大阪市淀川区 居酒屋 株式会社遊人

大阪市淀川区 居酒屋 甘太郎新大阪ソーラ21店

大阪市淀川区 居酒屋 丸一屋

大阪市淀川区 居酒屋 喜多呂

大阪市淀川区 居酒屋 寄り道

大阪市淀川区 居酒屋 貴楽

大阪市淀川区 居酒屋 牛串と和牛ステーキ　原価肉酒場ゑびす

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋　※米屋

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋　※米屋　

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋　はな花

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋　ま

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋　愛加里

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋　角兵衛

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋　魚人新大阪店

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋　魚人西中島店

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋　三

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋　朱

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋　福ちゃん

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋うさぎ

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋ちぃちゃん

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋はな花

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋大漁

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋大人のホルモン　十三店

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋茶太

大阪市淀川区 居酒屋 居酒屋風

大阪市淀川区 居酒屋 居心 ishin

大阪市淀川区 居酒屋 魚屋スタンドふじ

大阪市淀川区 居酒屋 魚居酒屋あぷちゃ

大阪市淀川区 居酒屋 魚居酒屋あぷちゃ　本店

大阪市淀川区 居酒屋 銀だこ大衆酒場阪急十三駅店

大阪市淀川区 居酒屋 九州うまか 新大阪店

大阪市淀川区 居酒屋 九州熱中屋十三LIVE
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大阪市淀川区 居酒屋 九州熱中屋新大阪LIVE

大阪市淀川区 居酒屋 九州熱中屋西中島LIVE

大阪市淀川区 居酒屋 串カツ居酒屋まぁーむ

大阪市淀川区 居酒屋 串カツ居酒屋小太郎

大阪市淀川区 居酒屋 串カツ酒場　えん満　十三店

大阪市淀川区 居酒屋 串カツ田中　西中島南方店

大阪市淀川区 居酒屋 串しゃぶ えみし

大阪市淀川区 居酒屋 串焼　たなかや

大阪市淀川区 居酒屋 串焼き 拓

大阪市淀川区 居酒屋 鶏魚酒場　炭治郎

大阪市淀川区 居酒屋 高崎流クリエイティブキッチン道場　十三店

大阪市淀川区 居酒屋 旨もん

大阪市淀川区 居酒屋 酒楽空間　はなび

大阪市淀川区 居酒屋 酒楽処　一歩

大阪市淀川区 居酒屋 酒楽亭

大阪市淀川区 居酒屋 酒肴家　いち助

大阪市淀川区 居酒屋 酒蔵 男はつらい　新大阪駅前店

大阪市淀川区 居酒屋 十三屋大光

大阪市淀川区 居酒屋 十三餃子酒場　満太郎

大阪市淀川区 居酒屋 出来たて豆腐の居酒屋　ぐりぐり

大阪市淀川区 居酒屋 旬彩つむぎ

大阪市淀川区 居酒屋 旬肴季菜 心から

大阪市淀川区 居酒屋 旬鮮　銀

大阪市淀川区 居酒屋 旬創菜　じんや

大阪市淀川区 居酒屋 旬創菜 じんや

大阪市淀川区 居酒屋 小鍋や 拓

大阪市淀川区 居酒屋 小料理   多津

大阪市淀川区 居酒屋 小料理なぎさ

大阪市淀川区 居酒屋 庄や　新大阪駅店

大阪市淀川区 居酒屋 焼き鳥　えんのば

大阪市淀川区 居酒屋 焼き鳥仁

大阪市淀川区 居酒屋 焼鳥×ＢＥＥＲ　ＳＴＡＮＤ　“ＭＥＣＣＡ”

大阪市淀川区 居酒屋 常夜亭 徳

大阪市淀川区 居酒屋 食楽膳千利

大阪市淀川区 居酒屋 新菜しもん

大阪市淀川区 居酒屋 神無月

大阪市淀川区 居酒屋 酔蓮

大阪市淀川区 居酒屋 晴れる家

大阪市淀川区 居酒屋 赤白 アルデ新大阪店

大阪市淀川区 居酒屋 創作アジアン酒場SSS

大阪市淀川区 居酒屋 蔵人

大阪市淀川区 居酒屋 大衆酒場ヒロタヤ2号

大阪市淀川区 居酒屋 大衆酒場ゑびす

大阪市淀川区 居酒屋 炭火焼ぼちぼちいこか

大阪市淀川区 居酒屋 炭焼きジョニー　ジョニーのからあげ　西中島店

大阪市淀川区 居酒屋 地どり・お魚  小鉄

大阪市淀川区 居酒屋 中島酒店

大阪市淀川区 居酒屋 鳥串屋ななしの

大阪市淀川区 居酒屋 鉄板居酒屋　鉄正

大阪市淀川区 居酒屋 肉酒場犇屋　西中島店

大阪市淀川区 居酒屋 熱血かんたろう

大阪市淀川区 居酒屋 芭蕉布

大阪市淀川区 居酒屋 博多もつ鍋　善し

大阪市淀川区 居酒屋 博多もつ鍋いっぱち　新大阪店

大阪市淀川区 居酒屋 八剣伝　加島駅前店

大阪市淀川区 居酒屋 繁盛酒場　良しとも

大阪市淀川区 居酒屋 備長扇屋　三国駅前店

大阪市淀川区 居酒屋 美味しいお酒の和彩ビストロ旬亭

大阪市淀川区 居酒屋 媛故郷味の旅

大阪市淀川区 居酒屋 富五郎

大阪市淀川区 居酒屋 風の香り里の味　ゆるり
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大阪市淀川区 居酒屋 風林火山

大阪市淀川区 居酒屋 豊後高田どり酒場 西中島南方駅前店

大阪市淀川区 居酒屋 北海道知床漁場　新大阪店

大阪市淀川区 居酒屋 目利きの銀次 新大阪北口駅前店

大阪市淀川区 居酒屋 目利きの銀次 西中島南方駅前店

大阪市淀川区 居酒屋 愉快酒場加島店

大阪市淀川区 居酒屋 遊食 宴

大阪市淀川区 居酒屋 遊食　喜多村

大阪市淀川区 居酒屋 遊食屋創彩

大阪市淀川区 居酒屋 立ち呑み　おかめ

大阪市淀川区 居酒屋 立ち呑み鉄板　かくうち

大阪市淀川区 居酒屋 立呑み うおずみ

大阪市淀川区 居酒屋 立呑処　はなてん

大阪市淀川区 居酒屋 梁山泊

大阪市淀川区 居酒屋 炉ばた焼 十三船番所

大阪市淀川区 居酒屋 炉端処　一心

大阪市淀川区 居酒屋 炉端焼　逢坂の蔵

大阪市淀川区 居酒屋 炉端焼　西中島の蔵

大阪市淀川区 居酒屋 和dining春夏冬・スパイスカレー旬香唐

大阪市淀川区 居酒屋 和風バル　XIPE

大阪市淀川区 居酒屋 洒楽亭

大阪市淀川区 居酒屋 濱焼北海道魚萬 塚本東口駅前店

大阪市淀川区 居酒屋 贔屓屋新大阪ソーラ21店

大阪市淀川区 居酒屋 餃子居酒屋 なまらぴりか

大阪市淀川区 居酒屋（立ち飲み屋） スタンディングバー酒甲

大阪市淀川区 居酒屋、バー boofoowoo

大阪市淀川区 蕎麦屋 そばよし　西中島店

大阪市淀川区 蕎麦屋 手打ち蕎麦 むらおか

大阪市淀川区 蕎麦屋 甚九郎

大阪市淀川区 蕎麦屋、居酒屋 大衆そば酒場しのぶ庵　

大阪市淀川区 串カツ 串カツ酒場

大阪市淀川区 串カツ 勝大　西中島

大阪市淀川区 串カツ屋 角栄

大阪市淀川区 串カツ屋 串かつ　もつ鍋　串のきっしゃん

大阪市淀川区 串かつ屋 串かつだるま　アルデ新大阪店

大阪市淀川区 串かつ屋 串かつだるま　新大阪駅なか店

大阪市淀川区 串カツ屋 串カツ屋　おかめ

大阪市淀川区 串カツ居酒屋・焼肉屋 大衆酒場　串カツ・焼肉ぐっさん

大阪市淀川区 串かつ酒場 串かつ酒場　えん満　十三店

大阪市淀川区 串かつ店 ソフト串かつ   富かつ

大阪市淀川区 串カツ店 松葉　エキマルシェ新大阪店

大阪市淀川区 串揚げ屋 串揚げかず屋

大阪市淀川区 讃岐うどん屋 讃岐うどん　白庵

大阪市淀川区 四川料理 芙蓉麻婆麺　十三店

大阪市淀川区 社交飲食業 CLUB　EVEMOTION　NISHINAKAJIMA

大阪市淀川区 寿し屋 ひょうたん寿し　新大阪店

大阪市淀川区 寿司 すしの助　西中島店

大阪市淀川区 寿司、日本料理店 錦寿し

大阪市淀川区 寿司、和食店 漁り舟

大阪市淀川区 寿司屋 Sushi場ぁ?げん家　西中島店

大阪市淀川区 寿司屋 SUSHI場げん家十三店

大阪市淀川区 寿司屋 すし久

大阪市淀川区 寿司屋 すし留

大阪市淀川区 寿司屋 やぐら寿し

大阪市淀川区 寿司屋 海鮮　ととまる

大阪市淀川区 寿司屋 太郎坊寿し

大阪市淀川区 寿司店 海鮮回転寿司　がんこ　エキマルシェ新大阪店

大阪市淀川区 寿司店 十三寿司

大阪市淀川区 熟女クラブ 美酒乱

大阪市淀川区 焼き鳥 地鶏焼　にわ鶏

大阪市淀川区 焼き鳥屋 とりや、圓
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大阪市淀川区 焼き鳥屋 焼き鳥かかし　三国本町

大阪市淀川区 焼き鳥屋 炭火焼鳥　蔵々

大阪市淀川区 焼き鳥屋 本陣

大阪市淀川区 焼き鳥店 鳥みつ

大阪市淀川区 焼き肉店 焼き肉屋   山精

大阪市淀川区 焼そば居酒屋 新大阪焼そばセンター

大阪市淀川区 焼鳥 七輪焼鳥一鳥　西中島店

大阪市淀川区 焼鳥、居酒屋 ちんどん西中島

大阪市淀川区 焼鳥屋 おんどり庵　十三店

大阪市淀川区 焼鳥屋 ご縁

大阪市淀川区 焼鳥屋 たちばな　新大阪店

大阪市淀川区 焼鳥屋 焼鳥アスカ

大阪市淀川区 焼鳥屋 焼鳥炭心

大阪市淀川区 焼鳥屋 炭火串焼 鳥料理 ともじろう

大阪市淀川区 焼鳥屋 炭火焼鶏まくら

大阪市淀川区 焼鳥屋 炭火焼鳥　鳥久　加島本店

大阪市淀川区 焼肉 ホルモン本舗　南方店

大阪市淀川区 焼肉 加島酒場情熱ホルモン

大阪市淀川区 焼肉 牛虎　西中島店

大阪市淀川区 焼肉 牛傳　ニッセイ新大阪ビル店

大阪市淀川区 焼肉 小川商店　西中島店

大阪市淀川区 焼肉 昭和大衆ホルモン　十三店

大阪市淀川区 焼肉レストラン 焼肉レストラン　貴美苑

大阪市淀川区 焼肉屋 街の肉バル　Buff　西中島店

大阪市淀川区 焼肉屋 牛傳ニッセイ新大阪ビル店

大阪市淀川区 焼肉屋 京もつ鍋ホルモン朱々　東三国店

大阪市淀川区 焼肉屋 焼肉　武蔵

大阪市淀川区 焼肉屋 焼肉　朋苑

大阪市淀川区 焼肉屋 焼肉どうらく十三店

大阪市淀川区 焼肉屋 焼肉にしだ

大阪市淀川区 焼肉屋 焼肉屋牛蔵

大阪市淀川区 焼肉屋 焼肉松本別邸

大阪市淀川区 焼肉屋 南大門

大阪市淀川区 焼肉屋 南大門東三国

大阪市淀川区 焼肉屋 北新地てっぺん

大阪市淀川区 焼肉屋 勇麻衣屋　十三店

大阪市淀川区 焼肉韓国料理屋 焼肉韓国料理こちゅ

大阪市淀川区 焼肉店 じゅじゅ庵西中島

大阪市淀川区 焼肉店 じゅじゅ庵東三国

大阪市淀川区 焼肉店 やきにく百番

大阪市淀川区 焼肉店 焼肉じゅんちゃん

大阪市淀川区 焼肉店 焼肉山咲亭

大阪市淀川区 焼肉店 焼肉順ちゃん

大阪市淀川区 焼肉店 焼肉大衆酒場 真 肉焼屋

大阪市淀川区 焼肉店 大阪焼肉　松屋　新大阪店

大阪市淀川区 焼肉店 炭火焼肉じゅじゅ庵　十三店

大阪市淀川区 焼肉店 肉匠紋次郎　東三国店

大阪市淀川区 焼肉店 肉處　きっしゃん　総本店

大阪市淀川区 焼肉店 板前焼肉一笑　西中島店

大阪市淀川区 上海料理 真水無香上海料理

大阪市淀川区 蒸しご飯食堂 酔ってや

大阪市淀川区 食堂 お食事処かつら

大阪市淀川区 食堂 ソウルの塔

大阪市淀川区 食堂 やまびこ食堂

大阪市淀川区 食堂 韓国料理　ヘウンデ

大阪市淀川区 食堂 東三国海鮮食堂おーうえすと

大阪市淀川区 食堂 妙高亭

大阪市淀川区 西洋料理店 Bistroよし川

大阪市淀川区 接待を伴う飲食店 ラウンジ井上

大阪市淀川区 創作居酒屋 酒菜家 ペッシェ ロッソ

大阪市淀川区 創作居酒屋 創作居酒屋つかさ
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大阪市淀川区 創作串かつ専門店 串升

大阪市淀川区 創作串揚げ、欧風料理 プティ・キュイジーヌ

大阪市淀川区 創作料理レストラン 創作料理-大陸まんま・新大阪店

大阪市淀川区 中華レストラン チャイナテーブル

大阪市淀川区 中華料理 ５５１蓬莱アルデ新大阪店

大阪市淀川区 中華料理 ベルビュー慶招樓

大阪市淀川区 中華料理 レストラン　アダスタム

大阪市淀川区 中華料理 小麦ランド慶招樓

大阪市淀川区 中華料理 真水無香

大阪市淀川区 中華料理 中華料理　味雅軒

大阪市淀川区 中華料理 中華料理若水

大阪市淀川区 中華料理 龍

大阪市淀川区 中華料理 龍(ロン)

大阪市淀川区 中華料理 龍鳳　十三店

大阪市淀川区 中華料理屋 酒と麺～ときどき中華～

大阪市淀川区 中華料理屋 大阪王将新大阪店

大阪市淀川区 中華料理屋 中華屋　かぎもと

大阪市淀川区 中華料理店 王風

大阪市淀川区 中華料理店 新京

大阪市淀川区 中華料理店 西中島南方店

大阪市淀川区 長崎・中国料理 ㈱中央軒　新大阪店

大阪市淀川区 定食屋 ＢＩＲＤ　ＬＡＮＤ３

大阪市淀川区 定食屋、しゃぶしゃぶ屋 ＬＵＮＣＨ＆しゃぶしゃぶＳＵＭＩＫＡ新大阪本店

大阪市淀川区 鉄板焼 鉄板焼　かえる

大阪市淀川区 鉄板焼き屋 鉄板焼きささがわ

大阪市淀川区 天ぷら 天ぷら一品　杉尾　西中島店

大阪市淀川区 肉バル あわりゅー

大阪市淀川区 日本料理 ご馳走じきはら

大阪市淀川区 日本料理 純和食　喜仙

大阪市淀川区 日本料理・しゃぶしゃぶ 銀座

大阪市淀川区 日本料理店 玄品　新大阪

大阪市淀川区 馬肉料理専門店 けとばし屋チャンピオン 東三国店

大阪市淀川区 弁当屋 ジョニーのからあげ西中島BASE店

大阪市淀川区 麺類　日本料理店 美々卯　新大阪店

大阪市淀川区 洋食屋 北極星 エキマルシェ新大阪店

大阪市淀川区 洋風居酒屋 レストランMIYAKO

大阪市淀川区 立ち飲み スタンド煮ガ味

大阪市淀川区 立呑屋 都

大阪市淀川区 料理屋 季節料理　薗

大阪市淀川区 和食・居酒屋 四季自然喰処たちばな　新大阪本店

大阪市淀川区 和食店 和くら

大阪市淀川区 和食店（馬肉専門店） 馬肉専門店　虎桜

大阪市淀川区 和食堂 和食堂　花綴

大阪市淀川区 和食料理店 四季旬菜むら田

大阪市淀川区 燻製店 燻バール　でく

大阪市淀川区 珈琲・パスタ・洋食　カフェバー 炭火焙煎珈琲と生パスタ　La.Plata  

大阪市淀川区 餃子専門店 点天バル　エキマルシェ新大阪店

大阪市淀川区 アルサロ ふうりゅう

大阪市淀川区 インターネットカフェ メディアカフェポパイ十三店

大阪市淀川区 インターネットカフェ メディアカフェポパイ新大阪店

大阪市淀川区 インドアゴルフ GOLFULL LAND

大阪市淀川区 インドアゴルフスクール」 ＵＧＭゴルフスクール新大阪

大阪市淀川区 エステサロン トータルビューティーサロンfemme

大阪市淀川区 エステサロン ポーラザビューティー大阪十三店

大阪市淀川区 エステサロン 予防美容サロン　Monajicos～モナジコス～

大阪市淀川区 エステティックサロン ヴィサージュ

大阪市淀川区 ガソリンスタンド 新大阪本社給油所

大阪市淀川区 カプセルホテル capsule hotel J･garden 新大阪

大阪市淀川区 カラオケボックス カラオケ　ZERO4西中島店

大阪市淀川区 カラオケボックス コンシェルジュ新大阪店

大阪市淀川区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　阪急三国店
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大阪市淀川区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　十三本町店

大阪市淀川区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　塚本駅前店

大阪市淀川区 カラオケボックス ビッグエコー十三東口店

大阪市淀川区 キックボクシングジム CONTINUE

大阪市淀川区 キッズプログラミング教室 キッズプログラミング教室さくらぼ

大阪市淀川区 クリーニング クリーニングShopエース

大阪市淀川区 ゴルフスクール 西中島駅前ゴルフスクール

大阪市淀川区 コワーキングスペース（レンタルオフィス・レンタルスペース）JUSO Coworking

大阪市淀川区 シェアリングスペース 快活CLUB阪急三国駅前店

大阪市淀川区 スポーツクラブ ゴールドジム十三inプラザオーサカ

大阪市淀川区 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 新大阪

大阪市淀川区 スポーツクラブ セントラルフィットネスクラブ新大阪駅前店

大阪市淀川区 スポーツクラブ 大阪市立 淀川屋内プール

大阪市淀川区 スポーツジム カーブス新高R１７６

大阪市淀川区 スポーツジム ジョイフィット阪急三国駅前

大阪市淀川区 スポーツジム ジョイフィット新大阪

大阪市淀川区 スポーツジム ジョイフィット新大阪センイシティ前

大阪市淀川区 スポーツジム ジョイフィット西中島南方

大阪市淀川区 スポーツジム ジョイフィット東三国

大阪市淀川区 スポーツセンター 大阪市立淀川スポーツセンター

大阪市淀川区 スポーツ用品店 スポーツデポ 新大阪店

大阪市淀川区 ダイエットスタジオ ダイエットスタジオＲＥ∞ＤＯ（リ・ドゥー）

大阪市淀川区 テニスクラブ コ・ス・パ　神崎川

大阪市淀川区 ドラッグストア ドラッグミック三国店

大阪市淀川区 ネイル ビューティーネイル

大阪市淀川区 ネイルサロン ?clat

大阪市淀川区 ネイルサロン nail design & school Cuore

大阪市淀川区 ネイルサロン Sali Nail

大阪市淀川区 ネイルサロン トミーワイキャンドル&ネイル

大阪市淀川区 ネイルサロン、ネイルスクール Nail Salon&School  Yu-ko.スタイル&Nail Atelier Noble

大阪市淀川区 パーソナルトレーニングジム フォーエバーゴルフライフ

大阪市淀川区 パソコン・スマートフォン教室 ＸＬＣ大阪本校

大阪市淀川区 ぱちんこ パールサーティーン

大阪市淀川区 パチンコ屋 キコーナ十三店

大阪市淀川区 パチンコ店 イーグルアールワン十三駅東口店

大阪市淀川区 ぱちんこ店 ガイア東三国店

大阪市淀川区 パチンコ店 キコーナ阪急三国店

大阪市淀川区 パチンコ店 パーラーパティオ塚本店

大阪市淀川区 パチンコ店 ブラックバード

大阪市淀川区 パチンコ店 マジックスクエア

大阪市淀川区 パチンコ店 マジックバード

大阪市淀川区 パチンコ店 マジックバード３

大阪市淀川区 パチンコ店 マルハン　加島店

大阪市淀川区 パチンコ店 メトログラッチェ十三店

大阪市淀川区 パチンコ店 加島店

大阪市淀川区 パチンコ店 阪急神崎川店

大阪市淀川区 ぱちんこ店等 パラッツォ大阪三国店

大阪市淀川区 ビジネスホテル アスティルホテル十三プレシャス

大阪市淀川区 ビジネスホテル ヴィアイン新大阪正面口

大阪市淀川区 ビジネスホテル 東横INN　新大阪中央口本館

大阪市淀川区 ビジネスホテル 東横INN大阪阪急十三駅西口Ⅱ

大阪市淀川区 ビジネスホテル 東横イン　大阪阪急十三駅西口Ⅰ

大阪市淀川区 ビジネスホテル 東横イン新大阪東三国駅前

大阪市淀川区 ﾋﾞｼﾞﾈｽホテル及び施設内飲食 アワーズ　イン　三国

大阪市淀川区 フィットネスクラブ コ・ス・パ　塚本

大阪市淀川区 フォトスタジオ スタジオルール

大阪市淀川区 フォトスタジオ フォトスタジオ　ピエノ

大阪市淀川区 ブランド品の買取り・販売 キングラム　東三国店

大阪市淀川区 ペットサロン Dog Salon  WAN

大阪市淀川区 ホームセンター ホームセンターコーナン新大阪ｾﾝｲｼﾃｨｰ店

大阪市淀川区 ホームセンター ホームセンターコーナン東三国店
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大阪市淀川区 ホームセンター ホームセンターコーナン東淀川菅原店

大阪市淀川区 ボクシングジム アマチュアボクシングセンタークレイ

大阪市淀川区 ボクシングジム さくらボクシングジム

大阪市淀川区 ホットヨガスタジオ LAVA 十三店

大阪市淀川区 ホテル Minn十三

大阪市淀川区 ホテル R&Bホテル新大阪北口

大阪市淀川区 ホテル からくさホテルグランデ新大阪タワー

大阪市淀川区 ホテル コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション

大阪市淀川区 ホテル ニューオーサカホテル

大阪市淀川区 ホテル ホテル　メルパルク大阪

大阪市淀川区 ホテル ホテル・アンドルームス新大阪

大阪市淀川区 ホテル ホテルオークス新大阪

大阪市淀川区 ホテル ホテルクライトン新大阪

大阪市淀川区 ホテル ホテルコンソルト

大阪市淀川区 ホテル ホテルプラザオーサカ

大阪市淀川区 ホテル ホテルマイステイズ新大阪CC

大阪市淀川区 ホテル ホテルマイステイズ新大阪コンファレンスセンター

大阪市淀川区 ホテル レム新大阪

大阪市淀川区 ホテル 新大阪サニーストンホテル

大阪市淀川区 ホテル 新大阪ワシントンホテルプラザ

大阪市淀川区 ホテル 大阪ガーデンパレス

大阪市淀川区 ホテル業 ヴィアイン新大阪ウエスト

大阪市淀川区 ホテル内写真スタジオ ストーリーテラー　大阪ガーデンパレス

大阪市淀川区 マツエク　ネイルサロン VIRENA 西中島店

大阪市淀川区 マツエク　ネイルサロン VRENA十三店

大阪市淀川区 マッサージ店 なごみ

大阪市淀川区 まつ毛エクステンション Salon EVER

大阪市淀川区 メガネ屋 ビジョンメガネ　十三店

大阪市淀川区 ヨガスタジオ honeybeeyoga（ハニービーヨガ）

大阪市淀川区 ライブハウス 246 LIVEHOUSE GABU

大阪市淀川区 リサイクルショップ リサイクルショップ　ありがとう

大阪市淀川区 リラクゼーション ほぐしや

大阪市淀川区 リラクゼーション ほぐしや　西中島

大阪市淀川区 リラクゼーション ラフィネ　アルデ新大阪店

大阪市淀川区 リラクゼーション ラフィネ　ヴュール阪急三国店

大阪市淀川区 リラクゼーション 天然温泉ひなたの湯　爽楽

大阪市淀川区 リラクゼーションサロン Relax十三東口店

大阪市淀川区 リラクゼーションサロン リラクゼーションサロン　手もみ家

大阪市淀川区 リラクゼーションサロン 京の癒処　ゆめみし十三店

大阪市淀川区 リラクゼーションスペース りらくる十三西口店

大阪市淀川区 リラクゼーションマッサージ リラクゼーションマッサージ　もーみん西中島店

大阪市淀川区 衣料品店 淀川三国店

大阪市淀川区 印刷サービスの提供 アクセア新大阪駅前店

大阪市淀川区 英会話スクール アカデミー英会話

大阪市淀川区 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ　十三店

大阪市淀川区 家電販売店 マツヤデンキ十三店

大阪市淀川区 家電量販店 ジョーシン 新大阪店

大阪市淀川区 介護施設 クオレ淀川在宅センター

大阪市淀川区 介護資格スクール 介護のキャンパス 新大阪校

大阪市淀川区 会議施設 大阪市立西中島センター

大阪市淀川区 学習塾 あすはな先生

大阪市淀川区 学習塾 進学ゼミナールマイ

大阪市淀川区 学習塾 東進衛星予備校　十三新北野校

大阪市淀川区 学習塾 馬渕教室 十三校

大阪市淀川区 学習塾 馬渕教室 新大阪校

大阪市淀川区 学習塾 明光義塾　東三国教室

大阪市淀川区 簡易宿所 Gasthaus44 Higashimikuni

大阪市淀川区 眼鏡店 めがねのワタエ

大阪市淀川区 共同利用施設 大阪市立東三国センター

大阪市淀川区 教室 大阪速読　大阪国語

大阪市淀川区 空手道場 空手道誠空会大阪道場



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

大阪市淀川区 健康診断業 那須クリニック

大阪市淀川区 健診施設（人間ドック等健康診断実施施設） 淀川健康管理センター

大阪市淀川区 研修会場 社会福祉法人キリスト教ミード社会舘

大阪市淀川区 個人事業主 くるま亭みのしょう

大阪市淀川区 公衆浴場 ゆーらく

大阪市淀川区 歯科医院 かずデンタルクリニック

大阪市淀川区 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪 淀川店　

大阪市淀川区 社会福祉会館 新東三国社会福祉会館

大阪市淀川区 住宅建築、リフォーム業 PanasonicリフォームClub（株）あかりホーム　新大阪北店

大阪市淀川区 宿泊業 大阪とまとゲストハウス

大阪市淀川区 宿泊施設 アスティルホテル新大阪

大阪市淀川区 宿泊施設 アパホテル〈新大阪駅南〉

大阪市淀川区 宿泊施設 ホテルＷＢＦ新大阪スカイタワー

大阪市淀川区 小売店 株式会社キャトルプラン

大阪市淀川区 紹介サービス業 株式会社リザライ　大阪店

大阪市淀川区 信用金庫 大阪信用金庫　新大阪支店

大阪市淀川区 信用金庫 北おおさか信用金庫　三国支店

大阪市淀川区 信用金庫 北おおさか信用金庫　三津屋支店

大阪市淀川区 信用金庫 北おおさか信用金庫　十三営業部

大阪市淀川区 信用金庫 北おおさか信用金庫　十三営業部塚本出張所

大阪市淀川区 信用金庫 北おおさか信用金庫　十三東支店

大阪市淀川区 信用金庫 北おおさか信用金庫　新大阪駅前支店

大阪市淀川区 信用金庫 北おおさか信用金庫　東淀川支店

大阪市淀川区 図書館 大阪市立淀川図書館

大阪市淀川区 性風俗営業 ブカチョハイパー

大阪市淀川区 性風俗営業 女教師の秘密

大阪市淀川区 整骨院 健志整骨院　十三

大阪市淀川区 整骨院 健志整骨院　西中島

大阪市淀川区 整骨院 東淀川みやび整骨院

大阪市淀川区 整体院 きたじま整体院

大阪市淀川区 整体院 スマート脱毛・整体　悠然堂

大阪市淀川区 精密鈑金部品製造工場 株式会社ライト

大阪市淀川区 設計事務所 ピュアソウル

大阪市淀川区 総合儀式場 メイプルホール淀川

大阪市淀川区 葬儀会館 北大阪祭典

大阪市淀川区 葬祭・法要式場 セレモニーホール十三

大阪市淀川区 貸し会議室 CIVI研修センター新大阪(北)

大阪市淀川区 貸音楽スタジオ スタジオ246 JUSO

大阪市淀川区 貸会議室 アットビジネスセンターPREMIUM新大阪

大阪市淀川区 地域集会施設 西三国センター

大阪市淀川区 地域集会施設 西三国社会福祉会館

大阪市淀川区 地域集会所 東三国社会福祉会館

大阪市淀川区 調剤薬局 アピス薬局塚本店

大阪市淀川区 賃貸マンション ミコノス６２５

大阪市淀川区 特区民泊 炉之宿-三津屋北一丁目

大阪市淀川区 美容室  LEE東三国

大阪市淀川区 美容室 CUTHOUSE WIN

大阪市淀川区 美容室 ＧＯＯＤＮＥＳＳ　ｈａｉｒ　ＧＡＲＡＧＥ

大阪市淀川区 美容室 Hair Augustiner

大阪市淀川区 美容室 Labimani

大阪市淀川区 美容室 MAMA'S　十三店

大阪市淀川区 美容室 MODE K's Eclat

大阪市淀川区 美容室 MODE K's 塚本店

大阪市淀川区 美容室 Mua ムーア

大阪市淀川区 美容室 SOL'A HAIRMAKE

大阪市淀川区 美容室 アトリエ百音

大阪市淀川区 美容室 プリマヴェーラ

大阪市淀川区 美容室 ヘアー&エステ  Atelier  MIYAKO

大阪市淀川区 美容室 ヘアー&エステ　Atelier MIYAKO

大阪市淀川区 美容室 ヘアーサロンonlyone

大阪市淀川区 美容室 ヘアルーム花曜日
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大阪市淀川区 美容室 美容in caro

大阪市淀川区 美容室 美容ｉｎ　ｃａｒｏ

大阪市淀川区 美容室 美容室 ORANGE 西中島本店

大阪市淀川区 美容室 美容室Ｙｏｓｈｉｋａｗａ

大阪市淀川区 美容室 美容室美物語

大阪市淀川区 美容室、まつげエクステ ビューティーアイラッシュ

大阪市淀川区 不動産 寿商事　株式会社

大阪市淀川区 不動産業 株式会社野口エステート

大阪市淀川区 米ぬか酵素風呂 米ぬか酵素風呂悠ゆう

大阪市淀川区 補聴器販売店 淀屋

大阪市淀川区 訪問介護 ヘルパーステーションクオレ淀川

大阪市淀川区 北おおさか信用金庫のシンクタンク 株式会社大阪彩都総合研究所

大阪市淀川区 民泊 A&C STAY 十三Ⅰ

大阪市淀川区 民泊 A&C STAY 十三Ⅱ

大阪市淀川区 民泊 A&C STAY 十三Ⅲ

大阪市淀川区 民泊業 @RLiS_house新大阪北

大阪市淀川区 無料案内所 インフォメン　西中島店

大阪市淀川区 薬局 きららみらい薬局　十三店

大阪市淀川区 幼児・こども教室 講談社すこやか教室

大阪市淀川区 幼児教室 大阪モンテッソーリ  こどものいえ

大阪市淀川区 理髪店 理容浜田

大阪市淀川区 理容プラージュ西中島店 理容プラージュ西中島店

大阪市淀川区 理容業 Hair Art Pleasure Style

大阪市淀川区 理容室 men's only salon W.A

大阪市淀川区 理容室 PAPA'S十三店

大阪市淀川区 理容室 サンライズ

大阪市淀川区 理容室 ヘァーズ  セピア

大阪市淀川区 理容室、エステサロン ビューティーフェイス

大阪市淀川区 理容店 ヘアーサロン ハート

大阪市淀川区 鍼灸整骨院 じゅうそう鍼灸整骨院

大阪市淀川区 鍼灸整骨院 東洋医学治療センター

堺市堺区 bar Bar It

堺市堺区 BAR BAR POLIS

堺市堺区 BAR Bar PROST

堺市堺区 BAR Bar桃色の月

堺市堺区 Bar Falke

堺市堺区 BAR LINK

堺市堺区 BAR REPLAY

堺市堺区 BAR Standing  BAR 夢

堺市堺区 Bar Tama’s Bar

堺市堺区 BAR営業 mijinco

堺市堺区 cafe MRcafe

堺市堺区 dining bar dining barHAUNT

堺市堺区 イタリアン イタリアン酒場Bitte

堺市堺区 イタリアン テアトロ　ポンテベッキオ

堺市堺区 イタリアン トラットリアTibi

堺市堺区 イタリアンBAR BARピッコロDUE

堺市堺区 イタリアンレストラン Trattoria LSC

堺市堺区 イタリア料理 ジャラン　ジャラン

堺市堺区 イタリア料理店 ビストロ ボアボアボア

堺市堺区 うどん、居酒屋 みくに庵

堺市堺区 うどんそば 自家製　杵屋堺東高島屋アップル

堺市堺区 うどん屋 手打ちうどん　香川

堺市堺区 オーセンティック バー LADYBuG

堺市堺区 オーセンティックバー BAR　中原

堺市堺区 オムライス専門店 プラットプラット

堺市堺区 お好み焼 お好み焼　とも

堺市堺区 お好み焼 鉄板焼 千房堺高島屋支店

堺市堺区 お好み焼き けん蔵

堺市堺区 お好み焼き じゅらく

堺市堺区 お好み焼き ます福
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堺市堺区 お好み焼き屋 お好み焼き　うしたま

堺市堺区 お好み焼き屋 お好み焼き ふくや

堺市堺区 お好み焼き屋 七福堂 堺店

堺市堺区 お好み焼き屋 悠由

堺市堺区 お好み焼き店 わらい食堂 イオンモール堺鉄砲町店

堺市堺区 お弁当屋 しんげつ　笑食楽座

堺市堺区 ガールズバー Eternal

堺市堺区 かすうどん ＫＡＳＵＹＡ堺翁橋

堺市堺区 かに料理 かに道楽　堺店

堺市堺区 カフェ home cafe LinoLino

堺市堺区 カフェ Kingdom

堺市堺区 カフェ MARK

堺市堺区 カフェ multi zunzun

堺市堺区 カフェ Rosier

堺市堺区 カフェ SOCIAL GOOD CAFE

堺市堺区 カフェ カフェ　ケセラセラ

堺市堺区 カフェ カフェumami

堺市堺区 カフェ サンマルクカフェ南海堺東店

堺市堺区 カフェ ミルクホールホシノ　堺高島屋店

堺市堺区 カフェ 桜珈琲　三国ヶ丘店

堺市堺区 カフェ 三丁カフェ

堺市堺区 カフェ 千

堺市堺区 カフェ 茶寮つぼ市製茶本舗　堺本館

堺市堺区 カフェandレストラン アレグリア

堺市堺区 カフェレストラン（ドーナツ） フロレスタキッチンコドモ

堺市堺区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　堺東2号店

堺市堺区 カラオケ＆スナック カラオケ＆スナックマリー

堺市堺区 カラオケスナック Gussan

堺市堺区 カラオケスナック エルモーザ　カラオケ

堺市堺区 カラオケスナック カラオケＢｅ

堺市堺区 カラオケスナック カラオケBe

堺市堺区 カラオケスナック スナックパープル

堺市堺区 カラオケスナック 華舞

堺市堺区 カラオケスナック 夢～ん

堺市堺区 カラオケパブ ジャピーナ

堺市堺区 カラオケレストバー ドゥテルテ　カラオケレストバー

堺市堺区 カラオケ喫茶 Ｋａｒｉｏｍｏｎ

堺市堺区 カラオケ喫茶 カフェ＆カラオケ　Sakura

堺市堺区 カラオケ喫茶 カラオケ　えん

堺市堺区 カラオケ喫茶 カラオケ　オアシス

堺市堺区 カラオケ喫茶 からおけ とんこ

堺市堺区 カラオケ喫茶 カラオケステージ  ゆず

堺市堺区 カラオケ喫茶 カラオケらん

堺市堺区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　リズム

堺市堺区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　一条

堺市堺区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　歌芳

堺市堺区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　八車

堺市堺区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶JUN

堺市堺区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶一条

堺市堺区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶舞

堺市堺区 カラオケ喫茶 シンデレラストーリー

堺市堺区 カラオケ喫茶 ピアノン

堺市堺区 カラオケ喫茶 八車

堺市堺区 カラオケ喫茶店 カラオケ　園

堺市堺区 カラオケ喫茶店 カラオケ喫茶店&居酒屋 秋桜

堺市堺区 カラオケ店 カラオケダイニングベル

堺市堺区 キッチンバー（居酒屋） キッチンバー　ゆず

堺市堺区 キャバレー JARDIN

堺市堺区 キャバレー M-pht

堺市堺区 クレープ店 ディッパーダンイオンモール堺鉄砲町

堺市堺区 しゃぶしゃぶ しゃぶ扇　堺高島屋店
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堺市堺区 しゃぶしゃぶ店 ミニしゃぶ和

堺市堺区 ショットバー Ｓhot Ｂar Ｄｏ

堺市堺区 ショットバー まねき猫

堺市堺区 すし屋 豪快立ち寿司　堺店

堺市堺区 スタンディング　バー en

堺市堺区 スナック ＡＲＩＪＩ

堺市堺区 スナック CanCan

堺市堺区 スナック chopin

堺市堺区 スナック Dear

堺市堺区 スナック DOPPO

堺市堺区 スナック gaga

堺市堺区 スナック JUN

堺市堺区 スナック kirara

堺市堺区 スナック MAR

堺市堺区 スナック MUGEN-01

堺市堺区 スナック NoReturn

堺市堺区 スナック OpaL

堺市堺区 スナック papas

堺市堺区 スナック PRINCESS

堺市堺区 スナック R2

堺市堺区 スナック sail

堺市堺区 スナック ＳＮＡＣＫ　ＡＩＫＯ

堺市堺区 スナック SyURI

堺市堺区 スナック wrinkle

堺市堺区 スナック Ｙ２

堺市堺区 スナック アイズ

堺市堺区 スナック アリス

堺市堺区 スナック エンゼル堺

堺市堺区 スナック オーパスOne

堺市堺区 スナック カラオケスナック愛里

堺市堺区 スナック カラオケ歌芳

堺市堺区 スナック きづき

堺市堺区 スナック すずらん

堺市堺区 スナック スナック  Rumi

堺市堺区 スナック スナック　K

堺市堺区 スナック スナック　Rumi

堺市堺区 スナック すなっく　こころ

堺市堺区 スナック スナック　愛i

堺市堺区 スナック スナック 小梅

堺市堺区 スナック スナック 峯

堺市堺区 スナック スナック777

堺市堺区 スナック スナックbean

堺市堺区 スナック スナックM.Ｋ

堺市堺区 スナック スナックしのぶ

堺市堺区 スナック スナックふれんず

堺市堺区 スナック スナックむ-らん

堺市堺区 スナック スナックよこはま

堺市堺区 スナック スナック基男

堺市堺区 スナック スナック京香

堺市堺区 スナック スナック糸

堺市堺区 スナック スナック順

堺市堺区 スナック スナック千友

堺市堺区 スナック スナック裕

堺市堺区 スナック スナック与志美

堺市堺区 スナック スワンレディー

堺市堺区 スナック ソネット

堺市堺区 スナック ダーリン

堺市堺区 スナック トレビアン

堺市堺区 スナック ぶらんぶらん

堺市堺区 スナック メンバーズ ゆう

堺市堺区 スナック メンバーズL
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堺市堺区 スナック ﾒﾝﾊﾞ-ｽﾞ　江梨

堺市堺区 スナック る～ぷ

堺市堺区 スナック 友遊

堺市堺区 スナック 輪舞

堺市堺区 スナック Snack Copan

堺市堺区 スナック tsubaki

堺市堺区 スナック　ラウンジ オブジェ

堺市堺区 スナックバー -LINK-

堺市堺区 スナック喫茶 スナック恵子

堺市堺区 ソフトクリーム、クレープ、ドリンク類 Jenny's Ice Crepe SHOP

堺市堺区 ダーツバー Anothe SKY

堺市堺区 ダイニングカフェ SAKAINOMA 　cafe＆dining 熊

堺市堺区 ダイニングキッチン Danke

堺市堺区 ダイニングキッチン ダイニングキッチンドルト

堺市堺区 ダイニングバー Blue Scene

堺市堺区 ダイニングバー Fake（フェイク）

堺市堺区 ダイニングバー Gl?ck

堺市堺区 ダインニングカフェ SAKAINOMA　熊

堺市堺区 たこ焼き屋 みやもとや

堺市堺区 たばこ・お菓子等小売業 ファミリープラザ きたぐち

堺市堺区 てっちり専門店 七ふく神　堺東店

堺市堺区 とんかつ店 とんかつKYK　堺高島屋店

堺市堺区 ナイトクラブ Bar Dearest you2

堺市堺区 ナイトクラブ Blue Scene

堺市堺区 ナイトクラブ Casual Mink

堺市堺区 ナイトクラブ FEBRUARY

堺市堺区 ナイトクラブ JAM lounge

堺市堺区 ナイトクラブ LABALABAR

堺市堺区 ナイトクラブ lounge 遊

堺市堺区 ナイトクラブ Lounge　遊

堺市堺区 ナイトクラブ member's ONE

堺市堺区 ナイトクラブ クラブ貴美

堺市堺区 ナイトクラブ ジュコウ

堺市堺区 ナイトクラブ ポニーテール堺東

堺市堺区 ナイトクラブ ラウンジDearest you

堺市堺区 ナイトクラブ ラウンジゆらり

堺市堺区 ナイトクラブ ラウンジ美穂

堺市堺区 バー 195

堺市堺区 バー BAR  BLUE

堺市堺区 バー bar  UP-ROAR

堺市堺区 バー Bar boo

堺市堺区 バー Bar Fukuzato

堺市堺区 バー Bar Ohana

堺市堺区 バー Bar　Polis

堺市堺区 バー Bar sally

堺市堺区 バー Cloud

堺市堺区 バー F&M

堺市堺区 バー Gillie’s　BAR

堺市堺区 バー KE

堺市堺区 バー Lounge Cloud

堺市堺区 バー M-1

堺市堺区 バー Music Bar R2c2

堺市堺区 バー ONE

堺市堺区 バー PEACE FREE

堺市堺区 バー SANCHEZ

堺市堺区 バー SARARA

堺市堺区 バー StandingBAR夢

堺市堺区 バー STAR★GATE

堺市堺区 バー アルファ

堺市堺区 バー サムズアップ

堺市堺区 バー スランジバール



市区町村 店舗種別 店舗名
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堺市堺区 バー バーフレーズ

堺市堺区 バー ファジャ

堺市堺区 バー メイドさんがいるBAR　MOE-BAR

堺市堺区 バー 遊び庭 ASHIBINA

堺市堺区 パスタ 洋麺屋五右衛門　堺高島屋店

堺市堺区 パン屋 銀座　に志かわ　堺東店

堺市堺区 ビアガーデン アゴーラ・ビアガーデン

堺市堺区 ピザデリバリー ピザハットフェニックス通り堺宿院店

堺市堺区 ビュッフェ 豆の花　イオンモール堺鉄砲町店

堺市堺区 ファーストフード マクドナルド堺一条店

堺市堺区 ファーストフード モスバーガーＪＲ堺市駅

堺市堺区 ファミリーレストラン ガスト堺緑ヶ丘中町店

堺市堺区 ファミリーレストラン から好し堺鉄砲町店

堺市堺区 ファミリーレストラン グラッチェガーデンズ堺緑ヶ丘南店

堺市堺区 ファミリーレストラン デニーズ錦綾町店

堺市堺区 ファミリーレストラン デニーズ堺宿院店

堺市堺区 ファミリーレストラン めしや食堂　堺出島店

堺市堺区 フィリピンパブ ドリーム

堺市堺区 ふぐ屋 泳ぎとらふぐ料理　ふぐ清

堺市堺区 ベーカリー リトルマーメイド南海三国ヶ丘駅店

堺市堺区 ベーカリーカフェレストラン 堺高島屋　夢厨房　堺タカシマヤ店

堺市堺区 ホルモン焼き屋 廚

堺市堺区 ホルモン焼肉店 ホルモンカモメ出島店

堺市堺区 ホルモン焼肉店 ホルモンカモメ南島店

堺市堺区 マクドナルド マクドナルド堺東店

堺市堺区 マクドナルド マクドナルド南海堺駅店

堺市堺区 メンバーズバー メンバーズバーハナダ

堺市堺区 もつ鍋屋 もつ鍋　正右衛門

堺市堺区 ラーメン屋 ちゃんぽん亭総本家 イオンモール堺鉄砲町店

堺市堺区 ラーメン屋 ラーメン横綱プラットプラット店

堺市堺区 ラーメン屋 堺三宝町店

堺市堺区 ラーメン屋 町田商店　堺三宝町店

堺市堺区 ラーメン店 しおじん堺東店

堺市堺区 らーめん店 らーめん　はなてん堺東店

堺市堺区 ラーメン店 らーめん砦　

堺市堺区 ラーメン店 ラーメン店

堺市堺区 らーめん店 古潭　堺東店

堺市堺区 ラーメン店 麺や聰

堺市堺区 ラーメン店 麺屋うさぎ　宿院

堺市堺区 ラウンジ ANGIE

堺市堺区 ラウンジ AYAKA

堺市堺区 ラウンジ Bee

堺市堺区 ラウンジ Bl?te

堺市堺区 ラウンジ DREAM

堺市堺区 ラウンジ Lounge   yuu

堺市堺区 ラウンジ Lounge ANGIE

堺市堺区 ラウンジ Ｌｏｕｎｇｅ　Ｂｅｅ

堺市堺区 ラウンジ Lounge Ray-レイ-

堺市堺区 ラウンジ Ｌｏｕｎｇｅ　Ｓoleil

堺市堺区 ラウンジ Lounge ZERO

堺市堺区 ラウンジ lounge　ソレイユ

堺市堺区 ラウンジ Member's SALON'DE  真弓

堺市堺区 ラウンジ PLEASE

堺市堺区 ラウンジ salonR

堺市堺区 ラウンジ クラウディア

堺市堺区 ラウンジ ニュー薔薇

堺市堺区 ラウンジ メンバーズ 水希

堺市堺区 ラウンジ メンバーズサロンド真弓

堺市堺区 ラウンジ メンバーズラウンジカルチャー

堺市堺区 ラウンジ ラウンジRen

堺市堺区 ラウンジ ラウンジS
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堺市堺区 ラウンジ ラウンジヴレイブ

堺市堺区 ラウンジ ラウンジ亜季

堺市堺区 ラウンジ ラウンジ桃

堺市堺区 ラウンジ ラウンジ藤

堺市堺区 ラウンジ 杏lounge

堺市堺区 ラウンジ 恵利加

堺市堺区 ラウンジ 寿香

堺市堺区 ラウンジ 凪

堺市堺区 ランチ kobuta no makanai

堺市堺区 レストラン テキサスキングステーキ　イオンモール境鉄砲町店

堺市堺区 レストラン ブラッスリー　セレスト

堺市堺区 レストラン ポポピアーチェ

堺市堺区 レストラン 菜食和合茶倉（ちゃくら）

堺市堺区 レストラン 鮪市場　イオンモール境鉄砲町店

堺市堺区 ワインバー 食楽キッチン リトロボ

堺市堺区 飲食業 スナック　ｋ

堺市堺区 飲食店 Bistroバルtsuji

堺市堺区 飲食店 Bogey

堺市堺区 飲食店 Night space 祭

堺市堺区 飲食店 Night space 桜.ZEN

堺市堺区 飲食店 スナック　トマト

堺市堺区 飲食店 ふぐ清

堺市堺区 飲食店 みかど

堺市堺区 飲食店 ラウンジ　美穂

堺市堺区 飲食店 ル・グランシャリオ

堺市堺区 飲食店 伊万里

堺市堺区 飲食店 粋　iki

堺市堺区 飲食店 中華料理　東

堺市堺区 音楽スタジオ Rehearsal Studio Noi

堺市堺区 回転寿司 くら寿司石津店

堺市堺区 廻転寿司店 柿千・なにわの廻転寿司堺本店

堺市堺区 懐石料理 梅の花　さかい利晶の杜店

堺市堺区 海鮮居酒屋 海鮮居酒屋　膳のすたいる

堺市堺区 割烹 割烹かつらぎ

堺市堺区 割烹料理 美酒佳肴　新月

堺市堺区 韓国料理店 コリアンキッチン　秀彬　スビン　堺東店

堺市堺区 喫茶 喫茶　伊勢

堺市堺区 喫茶店 Co.FUNカフェ

堺市堺区 喫茶店 カフェドジオカット

堺市堺区 喫茶店 フォルテ倶楽部珈琲

堺市堺区 喫茶店 喫茶 7

堺市堺区 喫茶店 喫茶　赤いばら

堺市堺区 喫茶店 喫茶7

堺市堺区 喫茶店 堺高須店

堺市堺区 喫茶店 都麗美

堺市堺区 宮崎牛等販売 堺みやざき館KONNE

堺市堺区 牛タン・干物・定食 たんとと和くら　イオンモール堺鉄砲町店

堺市堺区 牛タンしゃぶしゃぶ ケセランパサラン

堺市堺区 居酒屋 7Gods(セブンゴッド）

堺市堺区 居酒屋 IZAKA家　みっちゃん

堺市堺区 居酒屋 IZAKA家みっちゃん

堺市堺区 居酒屋 No.5

堺市堺区 居酒屋 Ｎ白木屋 三国ケ丘北口駅前店

堺市堺区 居酒屋 Ｎ白木屋 南海堺駅前店

堺市堺区 居酒屋 SHISHIMARU

堺市堺区 居酒屋 ｓｔａｎｄ　ｍ

堺市堺区 居酒屋 YOSHI

堺市堺区 居酒屋 あいうえお

堺市堺区 居酒屋 あぐー豚せいろ蒸し　かりぃ-

堺市堺区 居酒屋 えこひいき　三国ヶ丘店

堺市堺区 居酒屋 きっちん　GooGoo
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堺市堺区 居酒屋 くつろぎ茶房一（はじめ）

堺市堺区 居酒屋 ごっちゃん

堺市堺区 居酒屋 ごんべ衛

堺市堺区 居酒屋 サケノトリコ

堺市堺区 居酒屋 だいどころ料理さち

堺市堺区 居酒屋 チャングム

堺市堺区 居酒屋 とっつぁんのおかぁちゃん　堺東店

堺市堺区 居酒屋 トリヨシ商店 堺東駅前店

堺市堺区 居酒屋 どんがめ　堺東店

堺市堺区 居酒屋 にんにん堺東駅前本店

堺市堺区 居酒屋 のんき

堺市堺区 居酒屋 はじめ堺東店

堺市堺区 居酒屋 バル・彩

堺市堺区 居酒屋 バルデエスパーニャマルガリータ堺東

堺市堺区 居酒屋 マインマイン

堺市堺区 居酒屋 みくり

堺市堺区 居酒屋 みやざき地頭鶏専門店　門出

堺市堺区 居酒屋 むらやま

堺市堺区 居酒屋 やきとり居酒屋優しげ

堺市堺区 居酒屋 ゆずの小町 堺東店

堺市堺区 居酒屋 囲炉裏乃逸品

堺市堺区 居酒屋 磯丸水産　堺東駅前店

堺市堺区 居酒屋 沖縄料理あだん

堺市堺区 居酒屋 海の家　犬吉

堺市堺区 居酒屋 活魚料理天笑

堺市堺区 居酒屋 季節料理 たけちゃん

堺市堺区 居酒屋 季節料理　飛天

堺市堺区 居酒屋 鬼もつ

堺市堺区 居酒屋 牛ちゃん 堺東店

堺市堺区 居酒屋 居酒屋　義経

堺市堺区 居酒屋 居酒屋　八風亭

堺市堺区 居酒屋 居酒屋SAKURA

堺市堺区 居酒屋 居酒屋おやじ

堺市堺区 居酒屋 居酒屋ダイニングSABO

堺市堺区 居酒屋 居酒屋まるえ

堺市堺区 居酒屋 居酒屋土間土間堺東駅前店

堺市堺区 居酒屋 魚がし鮨

堺市堺区 居酒屋 魚民 南海堺西口駅前店

堺市堺区 居酒屋 京

堺市堺区 居酒屋 串かつ永吉

堺市堺区 居酒屋 串かつ魂

堺市堺区 居酒屋 串焼きと炉端のお店　なべ家

堺市堺区 居酒屋 鶏家 六角鶏　堺東本店

堺市堺区 居酒屋 江戸前鮨と鷄　和暖?わのん?

堺市堺区 居酒屋 香名

堺市堺区 居酒屋 座・庄八

堺市堺区 居酒屋 堺よろず串　友栄

堺市堺区 居酒屋 肴labo.

堺市堺区 居酒屋 肴酒屋 おとと倶楽部

堺市堺区 居酒屋 志なのすけ堺東店

堺市堺区 居酒屋 酒菜やまと

堺市堺区 居酒屋 旬彩 心陣

堺市堺区 居酒屋 旬菜鮮嘉　心粋

堺市堺区 居酒屋 笑

堺市堺区 居酒屋 神楽

堺市堺区 居酒屋 西口酒店

堺市堺区 居酒屋 千べろ家　ザビエル  

堺市堺区 居酒屋 創作料理　泉み

堺市堺区 居酒屋 炭火焼き鳥居酒屋勝羅

堺市堺区 居酒屋 炭火焼鳥dining  UP-ROAR

堺市堺区 居酒屋 鍛冶二丁　堺東店
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堺市堺区 居酒屋 馳走家　きむら

堺市堺区 居酒屋 鳥貴族　三国ヶ丘

堺市堺区 居酒屋 鳥処しん

堺市堺区 居酒屋 直子の母

堺市堺区 居酒屋 土間土間堺東駅前店

堺市堺区 居酒屋 呑み所　花鳥風月

堺市堺区 居酒屋 南海そば三国ヶ丘店＆驛中酒場スタンドミクニ

堺市堺区 居酒屋 日本酒肆やよや

堺市堺区 居酒屋 梅木さんちの台所

堺市堺区 居酒屋 八剣伝　　堺駅前店

堺市堺区 居酒屋 八剣伝 三国ヶ丘店

堺市堺区 居酒屋 八剣伝三宝町店

堺市堺区 居酒屋 晩ごはん　北野

堺市堺区 居酒屋 美食空間　　今摩志ん

堺市堺区 居酒屋 風天

堺市堺区 居酒屋 風鈴

堺市堺区 居酒屋 北の家族アパホテル堺駅前店

堺市堺区 居酒屋 満マル 堺東駅前店

堺市堺区 居酒屋 味工房　ちか

堺市堺区 居酒屋 味処もりもと

堺市堺区 居酒屋 味処酒処あいちゃん

堺市堺区 居酒屋 味通り

堺市堺区 居酒屋 民芸藤よし堺駅前店

堺市堺区 居酒屋 遊食旬菜　きのした

堺市堺区 居酒屋 立ち呑み　庄八

堺市堺区 居酒屋 立ち呑みおおたに

堺市堺区 居酒屋 立ち呑み屋zoo

堺市堺区 居酒屋 料理酒家　伴昇

堺市堺区 居酒屋 梁山泊

堺市堺区 居酒屋 炉端さんちゃん

堺市堺区 居酒屋 炉端焼き　天凛

堺市堺区 居酒屋 和彩食　来都

堺市堺区 居酒屋 炙SHISHIMARU

堺市堺区 居酒屋 驛中酒場スタンドヒガシ

堺市堺区 居酒屋（やきとり店） やきとり大吉　堺東店

堺市堺区 居酒屋、バル 大阪産ビストロバル　アンソレイユルシエル

堺市堺区 居酒屋、中華レストラン すじ煮込みと魚の大衆炉端　頂屋

堺市堺区 居酒屋バー デキシーチキン

堺市堺区 蕎麦屋 手打蕎麦hiro

堺市堺区 串カツ屋 串カツ　八恵勝

堺市堺区 串カツ店 串カツ新世界

堺市堺区 串カツ料理屋 串料理　竹笛

堺市堺区 串揚げ、一品料理 串亭

堺市堺区 仕出し料理 わだ商店

堺市堺区 手打ちうどん 手打ちうどん　竹生

堺市堺区 手打ちそば　とんかつ　和食　ランチ　天ぷら　寿司　居酒屋　 手打そば　とんかつ　湖中　堺店

堺市堺区 寿司 トンボ鮓

堺市堺区 寿司 和歌波鮨

堺市堺区 寿司屋 まつ元

堺市堺区 寿司店 ほてい鮨　堺東店

堺市堺区 寿司店 寿司割烹　牧山

堺市堺区 寿司店 上本町ほてい鮨　堺東店

堺市堺区 寿司店 富寿司

堺市堺区 寿司店 鮨匠津田

堺市堺区 小売 山月工房　堺高島屋店

堺市堺区 小料理屋 小料理　なかむら

堺市堺区 焼きとん屋 焼きとん屋くうとん堺店

堺市堺区 焼き鳥屋 自鶏焼とりきち

堺市堺区 焼き鳥屋 鳥俊

堺市堺区 焼き鳥居酒屋 たろやんの家

堺市堺区 焼鳥 焼鳥　藍
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堺市堺区 焼鳥屋 備長炭焼鳥　和鶏屋　堺東本店

堺市堺区 焼肉 KAL

堺市堺区 焼肉レストラン 共楽園

堺市堺区 焼肉屋 黒毛和牛　いち輪

堺市堺区 焼肉屋 焼き肉のこばやし

堺市堺区 焼肉屋 焼き肉樹苑

堺市堺区 焼肉屋 焼肉 大

堺市堺区 焼肉屋 焼肉　枡田屋

堺市堺区 焼肉屋 焼肉しょう

堺市堺区 焼肉屋 焼肉ハウス　よしだ

堺市堺区 焼肉屋 焼肉ホルモンブンゴ　堺東店

堺市堺区 焼肉屋 焼肉ホルモン酒場　がやが屋

堺市堺区 焼肉屋 焼肉屋つねちゃん

堺市堺区 焼肉屋 焼肉亭樽一

堺市堺区 焼肉屋 炭火焼肉武蔵

堺市堺区 焼肉屋 地鶏・鶏焼肉　寛

堺市堺区 焼肉屋 肉処　幸月

堺市堺区 焼肉店 はや総本店

堺市堺区 焼肉店 焼肉でん　堺店

堺市堺区 焼肉店 焼肉ホルモン ブンゴ 堺東店

堺市堺区 焼肉店 焼肉家すみび

堺市堺区 焼肉店 炭火焼肉　肉政

堺市堺区 食堂 「kuni」41

堺市堺区 食堂 お食事処　花茶碗

堺市堺区 食堂 ごった食堂

堺市堺区 食堂 寄ってっ亭

堺市堺区 食料品店・飲食可 高見酒店

堺市堺区 水産物小売店 街のみなと　堺東店

堺市堺区 水産物小売店 街のみなと　三国ヶ丘店

堺市堺区 精肉店 ミート＆デリカショップやまさん阪本

堺市堺区 精肉店 ミートスタジアムやまさん

堺市堺区 精肉店 やまさん阪本　一条店

堺市堺区 多目的レストラン デリシャスダイニングサカイ

堺市堺区 鯛焼き屋 花あずき

堺市堺区 台湾料理店 石鍋料理　健

堺市堺区 中華料理 ミスター天津飯

堺市堺区 中華料理 堺 楓林閣

堺市堺区 中華料理レストラン 餃子の王将　堺東店

堺市堺区 中華料理レストラン 餃子の王将　三国ヶ丘駅前店

堺市堺区 中華料理店 広東酒家結

堺市堺区 定食屋 かたなや

堺市堺区 鉄板焼 もだん亭

堺市堺区 鉄板焼き　お好み焼き 鉄板焼き　創作お好み焼き　コミット

堺市堺区 鉄板焼きお好み焼き 鉄板焼きお好み焼きコミット

堺市堺区 鉄板焼ステーキ専門レストラン 南海グリル 堺駅店

堺市堺区 鉄板焼ステーキ専門レストラン 南海グリル 中店

堺市堺区 鉄板焼ステーキ専門レストラン 南海グリル 東店

堺市堺区 天ぷら屋 天ぷら　てん助

堺市堺区 湯葉と豆冨料理屋 湯葉と豆冨と旬料理　矢野

堺市堺区 日本食（麺類） 美々卯　堺店

堺市堺区 日本食レストラン 炭火手焼き鰻　堀忠　堺高島屋店

堺市堺区 日本料理 まごころ料理　嘉一

堺市堺区 日本料理 勝太呂

堺市堺区 日本料理 日本料理　もち月一味庵

堺市堺区 日本料理 日本料理　咲蔵

堺市堺区 日本料理 日本料理 備徳

堺市堺区 日本料理 日本料理たけむら

堺市堺区 日本料理店 魚忠

堺市堺区 日本料理店 玄品　堺天神

堺市堺区 馬肉専門店 けとばしやチャンピオン堺東店

堺市堺区 弁当屋 がっつり本舗　堺店
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堺市堺区 弁当販売 なな菜　堺東駅前店

堺市堺区 野菜菜食料理 菜食和合茶倉（ちゃくら）

堺市堺区 立ち飲み屋 立ち飲み 歓

堺市堺区 立ち飲み店 立呑み とんぼ

堺市堺区 炉端焼き 炉端焼き おふくろ

堺市堺区 和菓子店 天神餅

堺市堺区 和食 おひつごはん 海の穂まれ 堺鉄砲町

堺市堺区 和食 ふぐ屋松

堺市堺区 和食 家族亭　堺東店

堺市堺区 和食・宴会 天兆閣別館

堺市堺区 和食・宴会 無盡亭

堺市堺区 和食めん処 和食めん処サガミ堺山本店

堺市堺区 和食店 なご海

堺市堺区 和食料理店 大地の恵　堺東店

堺市堺区 鮨、季節料理 たかくら

堺市堺区 鮨屋 鮨座　醤の

堺市堺区 アートギャラリー AJUKAJU

堺市堺区 アウトドアショップ アウトドアカントリー錦ロイヤル

堺市堺区 アパレル ハニーズイオンモール堺鉄砲町店

堺市堺区 アパレル ハニーズ堺プラットプラット店

堺市堺区 インターネットカフェ メディアカフェポパイ堺東店

堺市堺区 エステ POLA堺東店

堺市堺区 エステサロン Dreamer

堺市堺区 エステサロン フルールアルファ

堺市堺区 エステサロン 眠りのサロン立夏

堺市堺区 エステティックサロン オールハンドエステ　PHYSIS?ピュシス?

堺市堺区 エステティックサロン マリーエクラン

堺市堺区 オフィース 堺泉北埠頭株式会社

堺市堺区 かイロプラクティック ・整体 Smile　カイロプラクティック・整体

堺市堺区 カメラ販売 カメラのキタムラ　堺/プラットプラット店

堺市堺区 カラオケ カラオケ Goo

堺市堺区 カラオケスタジオ カラオケスタジオSJ

堺市堺区 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　堺東店

堺市堺区 クリーニング業 ノムラクリーニング　堺東駅前

堺市堺区 クリーニング業 三国ヶ丘駅前２号店

堺市堺区 クルーザー販売及びマリーナ施設運営 株式会社クリエイション

堺市堺区 ゲームセンター SOYU Game Field 堺鉄砲町店

堺市堺区 ゲームセンター ゲームプラザ　パール

堺市堺区 コワーキングスペース コワーキングスペースLR

堺市堺区 コンビニエンスストア ローソン堺出島浜通店

堺市堺区 スーパーマーケット イオンスタイル堺鉄砲町

堺市堺区 スーパーマーケット 株式会社：成城石井

堺市堺区 スーパーマーケット 三国ヶ丘店

堺市堺区 スーパー銭湯 堺浜楽天温泉　祥福

堺市堺区 スポーツクラブ ＦＩＴ３６５南海堺東

堺市堺区 スポーツクラブ カーブスベルマージュ堺

堺市堺区 スポーツクラブ ディアマンテボクシングジム  

堺市堺区 スポーツクラブ のどかスポーツ

堺市堺区 スポーツクラブ ライドジム

堺市堺区 ダーツ&シミュレーションゴルフBar GashiCoun

堺市堺区 ダンススタジオ ダンスBOXタムタム三国ケ丘

堺市堺区 トレーニングサロン Holistichealth Training Salon

堺市堺区 ネイル、アイラッシュサロン nail＆eyelash  ALOALO 

堺市堺区 ネイルサロン ナイスネイル堺三国ヶ丘店

堺市堺区 パーソナルトレーニングジム 24/7Workout　堺東店

堺市堺区 ハイヤー Plum Car Service

堺市堺区 パソコン・プログラミング教室 パソコン市民講座　南海堺東駅(堺タカシマヤ上)教室

堺市堺区 パソコンサポートショップ パソコンサポート　アナザーネット

堺市堺区 パソコン教室 ハロー！パソコン教室イオンモール堺鉄砲町校

堺市堺区 パソコン教室 ワンステップパソコン教室

堺市堺区 パチンコ グランキコーナ堺店
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堺市堺区 パチンコ店 ＯＫ牧場　堺店

堺市堺区 パチンコ店 OK牧場堺店

堺市堺区 パチンコ店 エムズ本店＆プレミアムライト店

堺市堺区 パチンコ店 はりまや　三国ヶ丘店

堺市堺区 パチンコ店 マルハン堺遠里小野店

堺市堺区 パチンコ店 モンロー

堺市堺区 バレエ教室 もずバレエサークル

堺市堺区 ビジネスホテル くれたけイン南海堺駅前

堺市堺区 ビジネスホテル ホテルサンプラザ堺本館

堺市堺区 ビジネスホテル 東横INN 堺東駅

堺市堺区 フィットネスクラブ コ・ス・パ　さかい

堺市堺区 ボウリング場、カラオケ、ゲームセンター、遊技場 ラウンドワン堺駅前店

堺市堺区 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO堺三宝店

堺市堺区 ホームセンター ホームセンターコーナンベルマージュ堺店

堺市堺区 ホームセンター ホームセンターコーナン堺高須店

堺市堺区 ホームセンター ホームセンターコーナン堺店

堺市堺区 ボクシングジム MRボクシングジム

堺市堺区 ボクシングジム ミツキボクシングジム

堺市堺区 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオLAVA　堺東アネックス店

堺市堺区 ホテル City Ｈotel SEIUNSO 西館

堺市堺区 ホテル City Hotel SEIUNSO 東館

堺市堺区 ホテル City Hotel SEIUNSO 本館

堺市堺区 ホテル SAKAINOMA residence熊

堺市堺区 ホテル アパホテル〈堺駅前〉

堺市堺区 ホテル ザ・ベース・堺東・アパートメントホテル

堺市堺区 ホテル スーパーホテル　堺マリティマ

堺市堺区 ホテル ダイワロイネットホテル堺東

堺市堺区 ホテル ホテル リバティプラザ

堺市堺区 ホテル ホテル・アゴーラ リージェンシー大阪堺

堺市堺区 ホテル ホテルサンプラザ堺ANNEX

堺市堺区 ホテル 大阪ベイプラザホテル

堺市堺区 マージャン 麗風

堺市堺区 まつ毛エクステ ラ・ジェム

堺市堺区 まつ毛エクステンション Becky　Lash　堺東店

堺市堺区 マンションギャラリー サンメゾン 堺 浅香駅前　現地販売センター

堺市堺区 ヨガ教室、リラクゼーションサロン Pleasant Hive

堺市堺区 ライブスペース Free space algorithm

堺市堺区 ライブハウス Live Bar FANDANGO

堺市堺区 ライブハウス LIVE HOUSE 堺Tick-Tuck

堺市堺区 ライブハウス 堺東Goith

堺市堺区 リハビリデイサービス リハビリデイサービスクローバー本店

堺市堺区 リフォームショールーム スールコーポレーション

堺市堺区 リラクゼーション いやし処　もみ庵

堺市堺区 リラクゼーション 和み庵　堺PLATPLAT店

堺市堺区 リラクゼーションサロン あたまほぐし専門店　あたまプラス

堺市堺区 リラクゼーションサロン ほぐし屋ＫＩＤ

堺市堺区 リラクゼーションスペース りらくる堺海山町店

堺市堺区 リラクゼーションスペース						 りらくる堺浅香山店

堺市堺区 リラクゼーション施設 ここもみ　堺市役所前店

堺市堺区 レンタカー ニコニコレンタカー　南海堺駅前店

堺市堺区 医療器ショールーム 白寿堺ショールーム

堺市堺区 印刷工場 株式会社高速オフセット

堺市堺区 営業倉庫 阪 南 倉 庫 株 式 会 社

堺市堺区 営業倉庫 本社

堺市堺区 屋外スポーツ施設 堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター

堺市堺区 音楽教室 LaFlat Music School

堺市堺区 家具販売店 湯川家具　堺本店

堺市堺区 家庭用品 堺刀司

堺市堺区 家電量販店 エディオン　堺石津店

堺市堺区 家電量販店 エディオン堺店

堺市堺区 介護タクシー 介護タクシー　優　雅
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堺市堺区 介護タクシー 介護タクシーみくに

堺市堺区 介護資格スクール 介護のキャンパス 堺校

堺市堺区 学習教室 スタッド緑ヶ丘中町教室

堺市堺区 学習塾 現役大学受験専門塾　高学館　堺東校

堺市堺区 学習塾 個別指導専門塾　未来アカデミー

堺市堺区 学習塾 東進衛星予備校　堺南花田口校

堺市堺区 学習塾 馬渕教室 堺東校

堺市堺区 学習塾 馬渕教室 三国丘本部校

堺市堺区 学習塾 馬渕教室 大小路校

堺市堺区 学習塾 馬渕個別 堺東校

堺市堺区 眼鏡・補聴器 メガネの三城　堺東本店

堺市堺区 靴屋 ABC-MART堺プラットプラット店

堺市堺区 携帯修理業 スマホRisE堺東駅前店

堺市堺区 芸術文化ホール 堺市民芸術文化ホール・フェニーチェ堺

堺市堺区 建築鉄骨製造業 （株）ヤマショウ

堺市堺区 個人タクシー 個人タクシー

堺市堺区 古物商 おたからや　ベルマージュ堺店

堺市堺区 堺伝統産業会館 堺伝統産業会館

堺市堺区 自転車販売、修理店 アートサイクル堺一条通店

堺市堺区 自動車 マッハ車検 堺鉄砲町店

堺市堺区 自動車 車流通革命 堺鉄砲町店

堺市堺区 自動車 新車市場 堺鉄砲町店

堺市堺区 自動車ディ－ラー 日産大阪販売株式会社UCARS堺店

堺市堺区 自動車整備業 藤浪自動車

堺市堺区 自動車販売・修理 ルノー堺

堺市堺区 式場紹介 ワールドウェディング

堺市堺区 室内ゴルフ練習場 X-GOLF倶楽部　堺市駅前

堺市堺区 重要文化財 堺市立町家歴史館山口家住宅

堺市堺区 宿泊施設 J-GREEN堺 ドリームキャンプ

堺市堺区 宿泊施設 J-GREEN堺ドリームキャンプ

堺市堺区 小売業者 株式会社　アッシュ

堺市堺区 小売店 AOKI　堺一条店

堺市堺区 信用金庫 大阪信用金庫　堺市駅前支店

堺市堺区 信用金庫 大阪信用金庫　堺東支店

堺市堺区 信用金庫 大阪信用金庫　三国ヶ丘支店

堺市堺区 信用金庫 大阪信用金庫　七道支店

堺市堺区 信用金庫 大阪信用金庫　宿院支店

堺市堺区 信用金庫 大阪信用金庫　東湊支店

堺市堺区 針灸院 鍼灸健美処　白珠庵

堺市堺区 整骨院 ほっと整体整骨院

堺市堺区 整骨院 安福整骨院

堺市堺区 葬儀会館 シティホール　堺

堺市堺区 葬儀事前相談窓口 ベルマージュさかいお葬式の相談窓口

堺市堺区 体育館など 堺市立大浜体育館

堺市堺区 体操クラブ みずふね体操クラブ堺校

堺市堺区 貸衣裳 ヒロ ウエディングコスチューム

堺市堺区 短期型ディサービス ?未来?機能訓練ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ　ヴィンテージクラブ

堺市堺区 着付け教室 着付け教室いちごの花

堺市堺区 中古車販売 ジャガー・ランドローバー堺アプルーブドセンター

堺市堺区 電気工事会社 株式会社ホーム・アート

堺市堺区 登録有形文化財 堺市立町家歴史館清学院

堺市堺区 日産ディーラー 堺店

堺市堺区 日産ディラー 日産大阪販売株式会社堺店

堺市堺区 博物館 堺市博物館

堺市堺区 八百屋 ビワコ屋

堺市堺区 美術館及び貸ギャラリー 堺 アルフォンス･ミュシャ館／堺市立文化館

堺市堺区 美容 Total Beautiful Salon Re☆Ju?レージュ?

堺市堺区 美容業 boss Eyes堺市駅店

堺市堺区 美容業 MAMA'S　JR堺店

堺市堺区 美容業 Nino

堺市堺区 美容業 stair by boss
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堺市堺区 美容室 assure hair

堺市堺区 美容室 Greed

堺市堺区 美容室 Hair　Leaf

堺市堺区 美容室 Hair&Make　Sylvan

堺市堺区 美容室 HAIRS

堺市堺区 美容室 HAIR'S GATE　イオンモール堺鉄砲町店

堺市堺区 美容室 K-CREW

堺市堺区 美容室 kichi

堺市堺区 美容室 MomoTotalbeauty

堺市堺区 美容室 nicola hair

堺市堺区 美容室 ZelCova

堺市堺区 美容室 ビューティサロンひまわり

堺市堺区 美容室 ヘアーサロン  ホイホイ

堺市堺区 美容室 ヘアスタジオ  ソム

堺市堺区 美容室 ヘッドサロン リズム

堺市堺区 美容室 美容室ALPHA  本店

堺市堺区 美容室 #NAME?

堺市堺区 百貨店 ㈱髙島屋　堺店

堺市堺区 不動産 南海不動販売

堺市堺区 不動産業 大和建物株式会社

堺市堺区 不動産業 賃貸住宅サービス　堺店

堺市堺区 婦人服店 ミネルバ

堺市堺区 福祉輸送車両 介護タクシーしんわ倶楽部

堺市堺区 福祉用具販売・喫茶 ゼロワンネーブルハウス

堺市堺区 保険総合代理店 株式会社Life Design

堺市堺区 保険代理店 ほけんの窓口　堺東店

堺市堺区 保険代理店 堺プラットプラット店

堺市堺区 保険代理店 堺東店

堺市堺区 宝飾店 ミルフローラ　イオンモール堺鉄砲町店

堺市堺区 防水リホーム店 OSKコーポレーション

堺市堺区 本屋 向文堂書店

堺市堺区 麻雀店 麻雀専科

堺市堺区 薬局 ニシキ薬局

堺市堺区 遊技場 Asahiスーパーライト館

堺市堺区 理容業 cut club YOU

堺市堺区 理容業 HAIR SALON すみもと

堺市堺区 理容業 ヘアーサロン　カサタニ

堺市堺区 理容室 08G

堺市堺区 理容室 PAPA'S JR堺店

堺市堺区 理容店 カットハウス　岸田

堺市堺区 理容店 理容ターナー

堺市堺区 旅行斡旋 平和旅行社

堺市堺区 礼拝施設 宗教法人やすらぎ山菩提苑

堺市堺区 鍼灸院 すぱーくる鍼灸院

堺市堺区 鍼灸院 とも鍼灸院

堺市堺区 鍼灸院 井上鍼灸治療院

堺市堺区 鍼灸院整骨院 たかべ鍼灸院　大阪オステオパシーセンター

堺市堺区 鍼灸整骨院 からだサロンSUNNY

堺市堺区 鍼灸整骨院 南　鍼灸整骨院

堺市堺区 鍼灸接骨院 やまもと鍼灸接骨院　さかいし院

堺市西区 cafe & bar cafe & bar 24

堺市西区 Cafe ＆ Bar SEA

堺市西区 アイスクリーム 乳製品販売  カフェ みんなの食堂in鳳

堺市西区 イタリアンバール cafe dining beaubleu

堺市西区 うどん屋 のらや鳳本店

堺市西区 うどん屋 まる泉

堺市西区 オーセンティックバー Ｂａｒ Ｌｉｇｈｔｈｏｕｓｅ

堺市西区 お菓子屋 きまぐれや

堺市西区 お好み焼き 洋食焼き悦ちゃん

堺市西区 お好み焼き屋 お好み焼き　直 - スグ-

堺市西区 お好み焼き店 錦わらい 堺鳳店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

堺市西区 カフェ Grappolo Blu

堺市西区 カフェ 桜珈琲　鳳本店

堺市西区 カフェバー カフェ&バー　ロキタ

堺市西区 からあげ屋 たなか家

堺市西区 からあげ店 たからや

堺市西区 カラオケ あいうえお

堺市西区 カラオケ カラオケFREE

堺市西区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　JR鳳駅前店

堺市西区 カラオケバー BAR.9

堺市西区 カラオケパブ 馬や

堺市西区 カラオケ喫茶 カラオケ　URA

堺市西区 カラオケ喫茶 カラオケアイリス

堺市西区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶 仁

堺市西区 カラオケ居酒屋 こぶた

堺市西区 カレーライス カレー堂　鳳店

堺市西区 すし店 すし豊

堺市西区 スナック  スナック ベルハウス

堺市西区 スナック SNACK  Lily

堺市西区 スナック エンジェル

堺市西区 スナック オリーブ

堺市西区 スナック スナック　プリーズ

堺市西区 スナック スナック　ベルハウス

堺市西区 スナック スナック ミュウ

堺市西区 スナック スナック　樹樹

堺市西区 スナック 艶

堺市西区 たこ焼き屋 甲賀流　アリオ鳳店

堺市西区 ドーナツ製造・販売店 ミスタードーナツイトーヨーカ堂津久野店

堺市西区 バー BAR SLOW

堺市西区 バー HaruHaru BAR

堺市西区 バイキングレストラン パンパレット　アリオ鳳店

堺市西区 バイキングレストラン 旬彩創作バイキング　露菴堺おおとり店

堺市西区 パスタ店 鎌倉パスタ　アリオ鳳店

堺市西区 パチンコ・パチスロ店 ノウル

堺市西区 バル VINTAGE

堺市西区 パン屋（イートインスペース併設） ヌーベルマリーアリオ鳳店

堺市西区 ピザデリバリー ピザハット鳳店

堺市西区 ファーストフード モスバーガーおおとりウイングス店

堺市西区 ファストフード 松屋　浜寺店

堺市西区 ファストフード 麺家 鳳

堺市西区 ファミリーレストラン ガスト堺菱木店

堺市西区 ファミリーレストラン しゃぶ葉堺上野芝店

堺市西区 ファミリーレストラン ステーキガスト堺浜寺店

堺市西区 ファミリーレストラン パンパレット　鳳店

堺市西区 ファミリーレストラン ロイヤルホスト堺石津川店

堺市西区 ふぐ屋 ふぐ真

堺市西区 ふぐ料理専門店 ふぐかず

堺市西区 ベーカリーカフェレストラン 夢厨房アリオ鳳店

堺市西区 もつ鍋、餃子、居酒屋、食堂 もつ鍋・餃子　永楽

堺市西区 らーめん 河内らーめん喜神

堺市西区 ラーメン屋 ラーメンまこと屋 堺石津店

堺市西区 ラーメン屋 麺屋 DAIKOKU

堺市西区 らーめん屋 麺屋DAIKOKU

堺市西区 らーめん屋 麺匠大阪ラーメン　しおじん鳳本店

堺市西区 ラーメン店 どうとんぼり神座　アリオ鳳店

堺市西区 ラーメン店 ラーメン横綱　鳳店

堺市西区 ラーメン店 ラーメン大勝

堺市西区 ライブカフェ ZAZA

堺市西区 レストラン かごの屋堺もず店

堺市西区 レストラン ㈱グリーンライフ　ベルアンサンブル

堺市西区 レストラン 昔洋食みつけ亭　アリオ鳳店

堺市西区 レストラン 石焼炒飯店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

堺市西区 レストラン 遊華のキッチン

堺市西区 一品料理 一品料理ひまわり

堺市西区 飲食店 びっくりドンキー上野芝店

堺市西区 飲食店 びっくりドンキー浜寺石津店

堺市西区 飲食店 ビンテージ

堺市西区 飲食店 中華料理　宝来

堺市西区 菓子・ケーキ販売 菓子工房　桜

堺市西区 海鮮居酒屋 活け！活け！魚?魚?

堺市西区 韓国料理 キムチ工房　土欄土欄

堺市西区 喫茶店 喫茶ミヤ

堺市西区 喫茶店 珈琲院　松本

堺市西区 居酒屋 07ゼロナナ

堺市西区 居酒屋 Dining　MANA

堺市西区 居酒屋 Ｎ白木屋 鳳東口駅前店

堺市西区 居酒屋 いたさん

堺市西区 居酒屋 カラオケ　ひまわり

堺市西区 居酒屋 ダイニングおくの

堺市西区 居酒屋 とりまこ

堺市西区 居酒屋 ハッケン酒場　浜寺元町店

堺市西区 居酒屋 ハピドン

堺市西区 居酒屋 プライベ－トキッチン　おかえり

堺市西区 居酒屋 ほっこり牧場

堺市西区 居酒屋 家庭料理　居酒屋　宗奈

堺市西区 居酒屋 居酒屋　酒彩　波の花

堺市西区 居酒屋 居酒屋　松坂

堺市西区 居酒屋 居酒屋ひかり

堺市西区 居酒屋 居酒家RESTAURANT  ＯＫＡＩＲＩＮa菜

堺市西区 居酒屋 魚々匠

堺市西区 居酒屋 魚民 鳳東口駅前店

堺市西区 居酒屋 響や　浜寺店

堺市西区 居酒屋 串カツはっぴ

堺市西区 居酒屋 串カツ新世界

堺市西区 居酒屋 串や勝

堺市西区 居酒屋 個室居酒屋　くつろぎ家

堺市西区 居酒屋 紅梅

堺市西区 居酒屋 酒処　たっちゃん

堺市西区 居酒屋 酒場みほちゃん！

堺市西区 居酒屋 旬菜炉端うるとらや

堺市西区 居酒屋 初ちゃん

堺市西区 居酒屋 酔虎伝　石津川店

堺市西区 居酒屋 惣菜バルyou

堺市西区 居酒屋 大蔵

堺市西区 居酒屋 炭火焼鳥　瑞

堺市西区 居酒屋 炭火焼鳥福郎

堺市西区 居酒屋 中華酒家　宝来

堺市西区 居酒屋 鳥貴族　鳳店

堺市西区 居酒屋 津久見

堺市西区 居酒屋 肉と魚とスープのバル　ハピドン

堺市西区 居酒屋 馬刺屋　ホルホース

堺市西区 居酒屋 弁慶 鳳店

堺市西区 居酒屋 目利きの銀次 鳳東口駅前店

堺市西区 居酒屋 遊食厨房  力

堺市西区 居酒屋 遊食厨房 力

堺市西区 居酒屋 立ち呑み焼肉　サクラ屋

堺市西区 居酒屋 和祭厨房　がちゃぴん

堺市西区 居酒屋 和風ダイニング華

堺市西区 居酒屋 炙り屋　北海道

堺市西区 串かつ料理 布袋

堺市西区 串焼き鉄板焼 串焼き鉄板焼じぱんぐ

堺市西区 個人事業主 割烹　一(いち)

堺市西区 社印食堂 三菱マテリアル堺工場



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

堺市西区 寿司屋 仕出し/寿司　勝丸寿司

堺市西区 寿司屋 函館市場アリオ鳳店

堺市西区 寿司店 寿し太郎

堺市西区 小料理屋 一品料理 和

堺市西区 焼き鳥屋 とりしん

堺市西区 焼き鳥屋 笑煙

堺市西区 焼き鳥店 焼き鳥 泉州部屋

堺市西区 焼き鳥店 鳥司

堺市西区 焼き鳥店 鳥匠

堺市西区 焼肉 焼肉いってつ菱木店

堺市西区 焼肉 焼肉八苑　鳳店

堺市西区 焼肉レストラン 炭火焼肉のて　鳳店

堺市西区 焼肉屋 焼肉キンロ屋

堺市西区 焼肉屋 焼肉しまづ

堺市西区 焼肉店 高麗ガーデン浜寺店

堺市西区 焼肉店 焼肉　あいうえお

堺市西区 食堂 錦えびすっち

堺市西区 専門料理店 ちゃんこ若

堺市西区 専門料理店 串活料理にしむら

堺市西区 惣菜、弁当 ミサ

堺市西区 中華料理レストラン 餃子の王将　堺浜寺店

堺市西区 中国料理 食楽　鳳

堺市西区 定食屋 はしやアリオ鳳

堺市西区 鉄板焼屋 鉄板焼JIN

堺市西区 日本料理店 山海料理仁志乃

堺市西区 日本料理店 日本料理　大金楼

堺市西区 米穀 田中米穀

堺市西区 洋菓子販売 銀座コージーコーナー　アリオ鳳店

堺市西区 立ち飲み屋 ひよこ。

堺市西区 丼 ローストビーフ神戸

堺市西区 ENEOSサービスステーション 日新商事(株)　鳳北ＳＳ

堺市西区 アパレル アリオ鳳

堺市西区 アパレル ハニーズおおとりウイングス店

堺市西区 エステサロン private salon LASEULE

堺市西区 エステサロン アロマ・小顔サロンSUMIRE

堺市西区 カラオケスタジオ カラオケスタジオ花音

堺市西区 カラオケボックス カラオケレインボー浜寺石津店

堺市西区 カラオケボックス ビッグエコー鳳26店

堺市西区 グループホーム グループホーム クオレ堺鳳

堺市西区 こども教室 講談社こども教室

堺市西区 ゴルフスクール 第一ゴルフ　堺店

堺市西区 コンタトレンズ・付属品の販売 アイシティアリオ鳳

堺市西区 コンビニエンスストア ローソン浜寺石津西四丁店

堺市西区 シェアリングスペース 快活CLUB堺鳳店

堺市西区 シェアリングスペース 快活CLUB浜寺石津店

堺市西区 ショールーム LIXIL堺水まわりショールーム

堺市西区 スーパー銭湯 楽天風呂　祥福の湯

堺市西区 スポーツクラブ NJKF拳聖会

堺市西区 スポーツクラブ おおとりウイングススポーツクラブ

堺市西区 スポーツクラブ カーブス イオンタウン諏訪の森

堺市西区 スポーツクラブ スポーツジム　ネオフィット

堺市西区 スポーツジム ワールドプラスジム　鳳店

堺市西区 スポーツ用品店 ゴルフ５ 堺上野芝店

堺市西区 セルフエステサロン whiteclubTHREE

堺市西区 その他 浜寺公園

堺市西区 ダイドービバレッジサービス株式会社　堺営業所 ダイドービバレッジサービス株式会社　堺営業所

堺市西区 デイサービス　（地域密着型通所介護） オレンジデイサービス

堺市西区 テニススクール、ゴルフスクール ル・パラディ,テニス＆ゴルフ鳳

堺市西区 ドラッグストア マザーピア 津久野店

堺市西区 ネイルサロン ナイスネイル堺鳳おおとりウイングス店

堺市西区 パソコン教室 チャンスパソコン教室



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

堺市西区 パチンコ店 K'ZONE鳳

堺市西区 パチンコ店 SUPER COSMO ACTY

堺市西区 パチンコ店 SUPER COSMO CITY

堺市西区 パチンコ店 SUPER　COSMO　上野芝店

堺市西区 パチンコ店 ヴェルデ

堺市西区 パチンコ店 パッシモ21

堺市西区 パチンコ店 パンドラおおとり店

堺市西区 パチンコ店 マルハン堺店

堺市西区 パチンコ店 ラクエンPLUS

堺市西区 フィットネスクラブ コ・ス・パ 鳳

堺市西区 ヘアサロン ＺＯＲＧ／ＨＡＩＲ

堺市西区 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO浜寺元町店

堺市西区 ホームセンター ホームセンターコーナン第二阪和鳳店

堺市西区 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオ　LAVAアリオ鳳店

堺市西区 ホテル ホテル　アンジュエトワール

堺市西区 まつげエクステ bless you

堺市西区 まつ毛エクステ、エステティックサロン サロン　ド　グランデール

堺市西区 リラクゼーションスペース りらくる鳳店

堺市西区 レディースシェービング・エステ専門店 ビューティーフェイス アリオ鳳店

堺市西区 医療 堀内歯科医院

堺市西区 営業倉庫 阪南倉庫㈱　東部営業所

堺市西区 英語学習塾 HOPE ENGLISH SCHOOL

堺市西区 家電量販店 エディオン　堺インター店

堺市西区 家電量販店 ジョーシン 鳳店

堺市西区 家電量販店 堺インター店

堺市西区 花店　法事 やまかわ墓地管理株式会社

堺市西区 介護事業所 クオレ堺鳳総合在宅センター

堺市西区 学習塾 JIRITSU LABO　咲kids教室

堺市西区 学習塾 スタッド浜寺サンタウン教室

堺市西区 学習塾 スタッド堀上緑町教室

堺市西区 学習塾 個花アカデミー

堺市西区 学習塾 公文　菱木教室

堺市西区 学習塾 馬渕教室 上野芝校

堺市西区 学習塾 馬渕教室 鳳校

堺市西区 学習塾 馬渕個別 鳳校

堺市西区 鞄屋 フィットハウス　アリオ鳳

堺市西区 観光バス 株式会社えびす交通

堺市西区 眼鏡屋 OPTIQUE PARIS MIKI イトーヨーカドー津久野店

堺市西区 眼鏡店 Aigan　アリオ鳳店

堺市西区 教会 浜寺聖書教会

堺市西区 靴修理、合鍵作成、時計電池交換、印鑑販売 靴工房アリオ鳳店

堺市西区 散髪屋 ヘアーサロン　まつもと

堺市西区 子供服 JENNIアリオ鳳店

堺市西区 歯科 がん歯科

堺市西区 歯科診療所 のぐち歯科クリニック

堺市西区 時計屋 アリオ鳳・THE　CLOCK　HOUSE　

堺市西区 自転車屋 サイクルショップ金太郎

堺市西区 自動車ディーラー クルーゼ堺

堺市西区 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　クルーゼ堺

堺市西区 自動車の販売及び関連するサービス Honda　Cars大阪　堺西店

堺市西区 自動車販売 Honda cars大阪　U-select鳳

堺市西区 自動車販売店 Volkswagen堺おおとり

堺市西区 自動車販売店 Volkswagen堺おおとり認定中古車センター

堺市西区 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）堺店

堺市西区 自動車販売店 大阪ダイハツ販売㈱U-CAR鳳

堺市西区 車買取業者 ユーポス堺浜寺店

堺市西区 酒屋 リカーショップ　サカエ

堺市西区 住設機器ショールーム ＴＯＴＯ（株）堺ショールーム

堺市西区 小売 DHCアリオ鳳直営店

堺市西区 小売店 AOKI　イトーヨーカドー津久野店

堺市西区 小売店 ORIHICA　アリオ鳳店
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堺市西区 信用金庫 大阪信用金庫　石津支店

堺市西区 信用金庫 大阪信用金庫　鳳支店

堺市西区 整骨院 鳳もみじ整骨院

堺市西区 接骨・鍼灸院 てぃだ整体整骨院

堺市西区 葬儀会館 シティホール　津久野

堺市西区 葬儀会館 シティホール　鳳

堺市西区 葬儀場 おおとりメモリアルホール

堺市西区 体育館 堺市家原大池体育館

堺市西区 中古車展示場 クルーゼ堺＋Ｕ

堺市西区 中古車販売店 中モズ自販

堺市西区 通所介護デイサービス クオレ倶楽部堺鳳

堺市西区 電器器具販売 マツヤデンキおおとりダイエー店

堺市西区 美容院 CUT HOUSE OHANA

堺市西区 美容院 ヘアーデザインニコ

堺市西区 美容院 完全個室美容院 eden of secret BonVoyage

堺市西区 美容室 ApaKabar鳳

堺市西区 美容室 bossEyes津久野店

堺市西区 美容室 EXCEED

堺市西区 美容室 Natural Hair Salon Laulea

堺市西区 美容室 ビューティーサロン　ミユキ

堺市西区 美容室 ビューティ美まつ

堺市西区 美容室 ヘア　カラーカフェ津久野店

堺市西区 美容室 みゆき美容室

堺市西区 美容室 モードサロン K・I part3

堺市西区 美容室 山村美容室

堺市西区 美容室 美容プラージュ津久野店

堺市西区 美容室 美容室AKI

堺市西区 美容室 美容室アップル

堺市西区 美容室 美容室イレブンカット　鳳店

堺市西区 美容室しまだ S-TAGE

堺市西区 武術道場 禄正武館

堺市西区 服屋 アリオ鳳・HIDEAWAYS

堺市西区 服屋 アリオ鳳店　オーシャンパシフィック

堺市西区 文化施設 堺市立西文化会館（ウェスティ）

堺市西区 米穀店 坂下米穀店

堺市西区 保険代理店 ほけんの窓口　鳳店

堺市西区 保険代理店 保険クリニック　アリオ鳳店

堺市西区 保険代理店 保険ライン　津久野店

堺市西区 訪問介護事業所 オレンジヘルパーステーション

堺市西区 理髪店 Cut space feel for men

堺市西区 理容業 ヘアーサロンギャング

堺市西区 理容室 ヘアーサロンヨシオカ

堺市西区 理容店 ヘアーサロンウィッシュ

堺市西区 旅行業 関西旅行

堺市西区 鍼灸院・整骨院 黒岩鍼灸整骨院

堺市西区 鍼灸整骨院 イセムラ鍼灸整骨院

堺市西区 鍼灸整骨院 鍼灸整骨院グリーンレスト草部院

堺市西区 鍼灸接骨院 やまもと鍼灸接骨院　おおとり院

堺市中区 ＢＡＲ ＢＡＲ　Ｂ.Ｋ

堺市中区 BAR BAR　Docile

堺市中区 BAR BAR KING

堺市中区 BAR BAR MASYEOLA

堺市中区 Bar Bar N

堺市中区 BRA Boy's SNACK ＳＨＯ

堺市中区 lounge 芯

堺市中区 Pu b  L o u n g e Ｐｕｂ  Ｌｏｕｎｇｅ     MEW

堺市中区 イタリアンレストラン 和心イタリアンHitotsu

堺市中区 イタリア料理店 millanta

堺市中区 うどん 土佐屋　深井店

堺市中区 うどん、そば かすうどん一◯八

堺市中区 うどん屋 うどん工房 市の屋
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堺市中区 うどん屋 鹿児島うどん

堺市中区 うどん店 ぜにや

堺市中区 オーセンティックバー Bar key

堺市中区 お好み焼 鉄板焼、お好み焼　豊

堺市中区 お好み焼き店 錦わらい 堺福田店

堺市中区 ガーデンカフェ ”Le Bois” ルボワ（小さい森）

堺市中区 かき氷 かき氷おおはら

堺市中区 カフェ Cafe  un Reve

堺市中区 カフェ スパイス＆カフェ　ユニティーフェイス

堺市中区 カフェ　喫茶 ドトールコーヒーショップ　ベルランド総合病院店

堺市中区 カフェ＆バル GREEN KETTLE

堺市中区 カフェレストランバー スポーツカフェメッツ

堺市中区 カラオケ TO-MA

堺市中区 カラオケ カラオケworld 

堺市中区 カラオケ カラオケスタジオ花傘

堺市中区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　深井駅前店

堺市中区 カラオケ ペニンシュラ

堺市中区 カラオケスタジオ カラオケスタジオ　ゆうみ

堺市中区 カラオケスタジオ カラオケスタジオ秋月

堺市中区 カラオケスナック Ｍ．Ｍ

堺市中区 カラオケスナック うる声やつら

堺市中区 カラオケスナック カラオケ ハート

堺市中区 カラオケスナック カラオケスナックちばちゃん

堺市中区 カラオケスナック びぜん

堺市中区 カラオケスナック ファミリースナック由加里

堺市中区 カラオケスナック 酒彩A's（ｱｽﾞ）

堺市中区 カラオケ喫茶 カラオケスタジオ　キティ

堺市中区 カラオケ喫茶 カラオケスタジオしぐれ

堺市中区 スナック  スナック  心愛

堺市中区 スナック G-jya

堺市中区 スナック member's  mo-s

堺市中区 スナック PAPILLON

堺市中区 スナック SHELL'S SELECT

堺市中区 スナック snack    Blue Moon

堺市中区 スナック SNACK Diva

堺市中区 スナック SNACK INSPIRE

堺市中区 スナック Snack Mirise

堺市中区 スナック With

堺市中区 スナック スナック  心愛

堺市中区 スナック スナック　SHELL

堺市中区 スナック スナック マドンナ

堺市中区 スナック つぼみ

堺市中区 スナック ど?ぴんく

堺市中区 スナック ルミエール

堺市中区 スナック 心愛

堺市中区 スナック 和風スナック夕月

堺市中区 スナック Pub lounge MEW

堺市中区 スナック　 スナック　桜月

堺市中区 ソフトクリーム店 ミルクレット深井店

堺市中区 ソフトクリーム店 ミルクレット土塔南店

堺市中区 ダーツバー Darts BAR Ayers Rock

堺市中区 ダイニングバー Bar Lounge 4U

堺市中区 たこ焼き屋 あほや深井店

堺市中区 たこ焼き屋 たこ焼きえぼし

堺市中区 たこ焼き屋 笑　wahaha

堺市中区 たこ焼き居酒屋 888屋

堺市中区 ナイトクラブ lounge  GAGA

堺市中区 ナイトクラブ Lounge ACT

堺市中区 ナイトクラブ ラウンジ　ジュエリー

堺市中区 ナイトバー ＄10 テンダラーズ

堺市中区 バー AMBI
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堺市中区 バー Bar GOLD

堺市中区 バー BAR RISE

堺市中区 バー Bar Unity Faith

堺市中区 バー BAR村上

堺市中区 バー BOOM

堺市中区 バー Filament

堺市中区 バー INDEEP

堺市中区 バー muse

堺市中区 バー THOUSAND

堺市中区 バー T-REX

堺市中区 ハンバーガーショップ ドムドムハンバーガー　深井店

堺市中区 ピザデリバリー ピザハット堺大野芝店

堺市中区 ファストフード 松屋　堺東銀座街店

堺市中区 ファミリーレストラン ガスト東百舌鳥店

堺市中区 ファミリーレストラン ザめしや堺小阪店

堺市中区 フランス料理店 レストラン ドゥースドゥース

堺市中区 ベーカリーカフェ パンドエッセ

堺市中区 やきとり ぢどり亭

堺市中区 やきとり屋 やきとりの名門　秋吉深井店

堺市中区 やき鶏屋 やき鶏　のぶ

堺市中区 ラーメン屋 ラーメンまこと屋 堺新家町店

堺市中区 らーめん屋 らーめん五麺八舎

堺市中区 ラーメン屋 丸源ラーメン堺福田店

堺市中区 ラーメン屋 希望軒堺泉北2号八田店

堺市中区 らーめん店 THE石原ラ軍団

堺市中区 ラーメン店 天翔

堺市中区 ライブバー 虹夢弦

堺市中区 ラウンジ club 48

堺市中区 ラウンジ CLUB efu 

堺市中区 ラウンジ club forty eight

堺市中区 ラウンジ Ｃyaan

堺市中区 ラウンジ lounge Lien

堺市中区 ラウンジ lounge LOUIS

堺市中区 ラウンジ Lounge Miare

堺市中区 ラウンジ クラブハーバー

堺市中区 ラウンジ ラウンジ　Miare

堺市中区 ラウンジ ラウンジbe wing

堺市中区 ラウンジ ラウンジMia

堺市中区 ラウンジ ラウンジMia.s

堺市中区 ラウンジ ラウンジフォーラム

堺市中区 ラウンジ ラウンジ瑞夏

堺市中区 ラウンジ 魔女

堺市中区 レストラン RISTORANTE CLUB VIAGE　SAKAI

堺市中区 レストラン パパ・ヘミングウェイ

堺市中区 飲食店 marucoffee

堺市中区 飲食店 ナチュラルガーデン

堺市中区 飲食店 小料理さとみ

堺市中区 回転寿司 くら寿司平井店

堺市中区 割烹　日本料理　 御食事処なんでも屋幸太郎

堺市中区 喫茶店 Grand まざぁ

堺市中区 喫茶店 かふぇ家

堺市中区 喫茶店 一茶幸福　いろどり茶寮

堺市中区 喫茶店 喫茶ルナ

堺市中区 喫茶店 幸せのパンケーキ　堺店

堺市中区 喫茶店 老舗喫茶桂木

堺市中区 居酒屋 8940 屋久島

堺市中区 居酒屋 かいとら

堺市中区 居酒屋 かしわ焼肉　あぶっ太郎

堺市中区 居酒屋 シェフの隠れ家

堺市中区 居酒屋 じなんぼう

堺市中区 居酒屋 せんべろのんたん
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堺市中区 居酒屋 たちのみBar O2

堺市中区 居酒屋 だんらん

堺市中区 居酒屋 とりかわ権兵衛　堺インター店

堺市中区 居酒屋 なだ彦

堺市中区 居酒屋 家族空間 太鼓

堺市中区 居酒屋 海ごこち

堺市中区 居酒屋 海鮮屋台　のもや

堺市中区 居酒屋 喜志多

堺市中区 居酒屋 居酒屋　いらっしゃい

堺市中区 居酒屋 居酒屋　鷹

堺市中区 居酒屋 居酒屋 味 園

堺市中区 居酒屋 居酒屋いらっしゃい

堺市中区 居酒屋 居酒屋ちゃんこ、若浪

堺市中区 居酒屋 魚民 深井駅前店

堺市中区 居酒屋 響あい深井店

堺市中区 居酒屋 喰酒屋　ぼく

堺市中区 居酒屋 肴屋　和

堺市中区 居酒屋 旬菜遊膳たけ蔵

堺市中区 居酒屋 食事処・居酒屋「わっちゃん」

堺市中区 居酒屋 創作居酒屋　でん

堺市中区 居酒屋 創作無国籍食彩居酒屋　空

堺市中区 居酒屋 壮虹

堺市中区 居酒屋 炭火焼鳥ダイニング晴レル屋

堺市中区 居酒屋 炭焼dining nen

堺市中区 居酒屋 地鶏居酒屋　日向

堺市中区 居酒屋 鳥貴族　中百舌鳥店

堺市中区 居酒屋 鳥貴族深井店

堺市中区 居酒屋 鉄板焼鳥　たまご

堺市中区 居酒屋 酉美庵

堺市中区 居酒屋 豚野郎

堺市中区 居酒屋 呑み処　食べ処　照ちゃん

堺市中区 居酒屋 肉バル Clan

堺市中区 居酒屋 八剣食堂　福田店

堺市中区 居酒屋 平成元年

堺市中区 居酒屋 立呑処　大当り

堺市中区 居酒屋 和ダイニング　なの華

堺市中区 居酒屋 和牛串焼　まる

堺市中区 居酒屋 和風酒家  なお家

堺市中区 居酒屋 洒楽たんと

堺市中区 居酒屋 一品料理 呑み処 より道

堺市中区 蕎麦屋 蕎麦+酒=雲母

堺市中区 持ち帰り弁当 ほっかほっか亭堺水池店

堺市中区 酒販店 なかの酒本店

堺市中区 寿司、居酒屋 きらく

堺市中区 寿司屋 シーグレイス

堺市中区 寿司屋 ぶんぶく寿司

堺市中区 寿司屋 割烹　旭寿司

堺市中区 寿司屋 割烹ぶんぶく

堺市中区 焼き鳥屋 やきとり大吉　百舌鳥東店

堺市中区 焼肉 深井酒場情熱ホルモン

堺市中区 焼肉レストラン 炭火焼肉のて　深井店

堺市中区 焼肉屋 和牛ダイニング城

堺市中区 焼肉店 高麗ガーデン福田本店

堺市中区 焼肉店 焼肉レストランやまさん阪本

堺市中区 焼肉店 焼肉冷麺つくし

堺市中区 精肉店 肉のさかえ　土師店

堺市中区 接待を伴う飲食店 ラウンジ沙羅樹

堺市中区 駄菓子バー crazyroom不良WARU

堺市中区 中華料理 酒食満菜　悠

堺市中区 中華料理 酒食満菜悠

堺市中区 中華料理 珉珉　深井店
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感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

堺市中区 中華料理レストラン 餃子の王将　深井店

堺市中区 中華料理レストラン 餃子の王将　八田寺店

堺市中区 中華料理レストラン 餃子の王将　福田店

堺市中区 中華料理店 中華料理　遊菜単

堺市中区 漬物店 みずなす工房

堺市中区 定食とお弁当販売のお店 さくら作業所

堺市中区 鉄板焼き屋 鉄板焼き　とんた

堺市中区 鍋、しゃぶしゃぶ屋 しゃぶしゃぶみなみ

堺市中区 肉バル 肉バル JAWS

堺市中区 日本料理　・　寿司 日本料理　よしの

堺市中区 配達飲食サービス業 ダイフク給食センター

堺市中区 洋菓子店 フランシーズ

堺市中区 立ち飲み屋 一唐

堺市中区 料理屋 旬豊作　米家　kome-ya

堺市中区 和食 得得　大野芝店

堺市中区 和食店 すし半　深井店

堺市中区 和食店 民家ふぇ　みやび

堺市中区 鮨店 福美鮨

堺市中区 エステサロン TOTAL BEAUTY SALON HARUKI

堺市中区 エステサロン トータルチェンジエステ le bourgeon

堺市中区 エステティックサロン Private Esthetics 和起

堺市中区 オートバイ販売 Harley-Davidson 南大阪

堺市中区 オフィス事務所 株式会社ダイフク

堺市中区 ガソリンスタンド Dr.Driveセルフ阪和堺インターSS

堺市中区 カラオケボックス カラオケCLUB DAM　スマイル深井店

堺市中区 ゴルフ用品販売 泉北店

堺市中区 サービスステーション Dr.Driveセルフ深井駅前

堺市中区 スケートボードパーク 原池公園スケートボードパーク

堺市中区 スポーツクラブ エニタイムフィットネス深井駅前店

堺市中区 スポーツクラブ カーブスイズミヤ泉北

堺市中区 スポーツクラブ カーブス堺深井

堺市中区 スポーツクラブ スポーツクラブアクトスWILL_G　イズミヤ泉北店

堺市中区 スポーツクラブ ベストフィットネスクラブ　プラスワン　黒佐整骨院

堺市中区 スポーツクラブ 健康スタジオサーナ

堺市中区 スポーツクラブ 七宝会館

堺市中区 ダンススタジオ スタジオヴァリエ

堺市中区 ドラッグストア マザーピア 深井店

堺市中区 ネイルサロン Be Max

堺市中区 ネイルサロン　マツエクサロン greige

堺市中区 パチンコ店 K'ZONE

堺市中区 パチンコ店 ガイアネクスト深井店

堺市中区 パチンコ店 ネオパティオ大阪堺店

堺市中区 フィットネスクラブ コ・ス・パ　深井

堺市中区 ブランド品の買取り・販売 キングラム　深井店

堺市中区 プリントシヨップ アドパック株式会社

堺市中区 ペット美容室/ペットショップ ペットサロンおかたに

堺市中区 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO大野芝店

堺市中区 ホームセンター ホームセンターコーナン大野芝店

堺市中区 メガネ店 メガネの三城・泉北深井店

堺市中区 リラクゼーションスペース りらくる深井店

堺市中区 リラクゼーション店 タイ古式リラクゼーションGoroGoro

堺市中区 運動施設 原池公園スケートボードパーク

堺市中区 運動施設 陶器スポーツ広場

堺市中区 音楽スタジオ 堺深井駅前店

堺市中区 化粧品販売、エステ wamiles salon Ren

堺市中区 介護老人保健施設 介護老人保健施設だいせん

堺市中区 結婚式場 サンパレス

堺市中区 結婚相談所 結婚相談所?大阪レジェンデ

堺市中区 指定管理 堺市陶器スポーツ広場

堺市中区 自転車販売、整備 サイクルプロショップリコ深井店

堺市中区 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪　深井店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

堺市中区 自動車販売及び修理 泉自動車株式会社

堺市中区 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）登美丘店

堺市中区 車屋 CK Company有限会社

堺市中区 住宅建設 株式会社吉村一建設

堺市中区 住宅総合展示場 ヤマト住建株式会社　堺泉北店

堺市中区 住宅展示場 株式会社ゆめすみか　福田展示場

堺市中区 住宅展示場 堺ゲストプラザ

堺市中区 住宅販売 株式会社?村一建設

堺市中区 小売店 AOKI　堺泉北店

堺市中区 信用金庫 大阪信用金庫　深井支店

堺市中区 紳士服　婦人服　セレクトショップ ＲＡＳＰＩＮＩ　（ラスピーニ）

堺市中区 整骨院 大野はりきゅう整骨院

堺市中区 整骨院 田中整骨院

堺市中区 整体鍼灸院 HaRick美容鍼灸整体

堺市中区 生花店 マルシン生花店

堺市中区 葬儀屋 堺大阪祭典

堺市中区 葬儀式場　 家族葬専用ホールメモリアル堺

堺市中区 体育館 原池公園体育館

堺市中区 貸し教室 ヴァリエ貸し教室

堺市中区 美容室 ALPHA　深井店

堺市中区 美容室 choki×2 deep

堺市中区 美容室 cuore

堺市中区 美容室 D'scrown

堺市中区 美容室 Glitter+

堺市中区 美容室 ignition

堺市中区 美容室 LeCiel Blanche

堺市中区 美容室 maharo

堺市中区 美容室 Salon de 31

堺市中区 美容室 あいビューティーサロン

堺市中区 美容室 アイラッシュ　サロン　レミ

堺市中区 美容室 セ・ラ美容室

堺市中区 美容室 美容 たけはら

堺市中区 美容室 美容室イレブンカット　コープ大野芝店

堺市中区 美容室 美容室クスニスコム

堺市中区 不動産業 堺店

堺市中区 武道教室 大道塾堺支部

堺市中区 物流施設 株式会社物研

堺市中区 木材販売 関　材木店

堺市中区 野球場 くら寿司スタジアム堺（原池公園野球場）

堺市中区 薬局 岡　薬局

堺市中区 理容 カットサロン　おかもと

堺市中区 理容室 HAIR`s connect Revie

堺市中区 理容室 理容サービス　イズミヤ泉北店

堺市中区 理容所 HAIR AVENUE benkei

堺市中区 理容所 ヘアーサロン・辻

堺市中区 旅行会社店舗 パインツーリスト

堺市中区 旅行業 パインツーリスト

堺市中区 旅行代理店 せんぼく旅行センター

堺市中区 鍼灸整骨院 鍼灸整骨院　四季

堺市東区 BAR North7

堺市東区 イタリアン　レストラン 西高野街道　四季mon.

堺市東区 イタリア料理 Fonte de tutore

堺市東区 カフェ Dining Cafe Mika

堺市東区 カフェ おーがにっく　かふぇ　SHINKA

堺市東区 カフェバー CafeBarfor

堺市東区 カフェバー CafeBarJeu

堺市東区 カラオケ カラオケ　かめちゃん

堺市東区 カラオケ カラオケ　ドロンヂョ

堺市東区 カラオケ カラオケ・ザ・トレイン

堺市東区 カラオケスナック PLEASURE

堺市東区 カラオケスナック スナック　ひふみ



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

堺市東区 カラオケスナック ちょこっと…

堺市東区 カラオケスナック まりん

堺市東区 カラオケスナック 仁奈

堺市東区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶hiro

堺市東区 ショットバー ハイボールBAR  Lapan

堺市東区 たこ焼き 大阪

堺市東区 バー Bar matsumura

堺市東区 バー ジョニーズBAR

堺市東区 ふぐ屋 玄品ふぐ　堺天神

堺市東区 フルーツパーラー パーラーマズルカ

堺市東区 ベーカリーカフェ ヴィ・ド・フランス初芝店

堺市東区 ラーメン屋 まる徳ラーメン

堺市東区 ラーメン屋 ラーメンまこと屋 堺中央環状店

堺市東区 ラーメン店 どうとんぼり神座　中央環状堺店

堺市東区 レストラン ダイニングキッチンUOTOYO

堺市東区 回転寿司 くら寿司石原店

堺市東区 回転寿司 大起水産回転寿司　北野田店

堺市東区 喫茶 うららのお店

堺市東区 喫茶店 CAFE&REST 味香

堺市東区 居酒屋 かいゆう亭

堺市東区 居酒屋 カフェダイニング　よりみち

堺市東区 居酒屋 きまぐれKitchen　otto

堺市東区 居酒屋 シェフの赤ちょうちん　庵

堺市東区 居酒屋 ダイニングキッチン PePe

堺市東区 居酒屋 ダルマ食堂

堺市東区 居酒屋 なおちか

堺市東区 居酒屋 のんびり空間 和ダイニング 克

堺市東区 居酒屋 フジヤマドラゴン北野田店

堺市東区 居酒屋 居酒屋らんぷ

堺市東区 居酒屋 四季一善　北野田店

堺市東区 居酒屋 若大将

堺市東区 居酒屋 酒場みさき

堺市東区 居酒屋 春夏秋冬

堺市東区 居酒屋 焼バル　しーぴっぐ

堺市東区 居酒屋 心八剣伝　初芝駅前店

堺市東区 居酒屋 呑み処　京

堺市東区 居酒屋 八剣伝　北野田駅前店

堺市東区 居酒屋 北野田44番地

堺市東区 居酒屋 味の散歩道　いろり

堺市東区 居酒屋 夢屋

堺市東区 居酒屋 遊楽居酒家やんちゃくれ

堺市東区 居酒屋 遊食ダイニング粋楽

堺市東区 居酒屋 立ち呑み処 あたらしや

堺市東区 居酒屋 炉ば太郎

堺市東区 魚屋 街のみなと　北野田店

堺市東区 焼そば居酒屋 北野田焼そばセンター

堺市東区 焼肉 堺中環酒場情熱ホルモン

堺市東区 焼肉レストラン 薩摩産直　炭火焼肉うしかい　初芝店

堺市東区 焼肉屋 焼肉　炸

堺市東区 焼肉屋 職人焼肉　岸

堺市東区 焼肉屋 炭火焼肉　いち善

堺市東区 焼肉店 肉処　へらへら

堺市東区 中華居酒屋 中華居酒家　杏’s

堺市東区 中華料理店 中華料理　龍潭

堺市東区 中華料理店 豚々亭　白鷺店

堺市東区 肉料理.魚料理 肉料理.魚料理 ひぐち

堺市東区 洋食店 グリル家 ｋｕｔｔａ

堺市東区 立ちうどん　呑み チビごん

堺市東区 立ち飲みbar スタンドキッチンMiyuki

堺市東区 立ち飲み屋 八

堺市東区 立ち飲み屋 立ち飲み　黑家
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堺市東区 立呑み くりゅう

堺市東区 珈琲屋 Red Stone Coffee

堺市東区  整骨院 くつわ整骨院

堺市東区 エステサロン メナードフェイシャルサロン　登美丘高校前

堺市東区 エステティックサロン Ｃｏｕｒｏｎｎｅ

堺市東区 エステティックサロン エステルームShare

堺市東区 クリーニング シャルル・マキ

堺市東区 クリーニング ぬいぐるみ温泉

堺市東区 スクール アトリエかめれおん

堺市東区 スポーツクラブ アクトスWill_Gダイエー北野田店

堺市東区 スポーツクラブ カーブス北野田

堺市東区 スポーツジム NEXTBODY北野田

堺市東区 スポーツジム、キックボクシングなど 二刃会　

堺市東区 スポーツ施設 堺市立初芝体育館

堺市東区 テニススクール wellスポーツガーデン登美丘

堺市東区 ネイル・まつ毛エクステサロン ファミリア　ネイル&アイ

堺市東区 ネイルサロン ネイルサロン　プリンチペッサジゼル

堺市東区 パソコン・プログラミング教室 パソコン市民講座 ダイエー北野田教室

堺市東区 パソコン・プログラミング教室 パソコン市民講座　ダイエー北野田教室

堺市東区 パチンコ カリスト

堺市東区 パチンコ店 パチンコメトロ初芝駅前店

堺市東区 パチンコ店 パチンコメトロ初芝店

堺市東区 パチンコ店 はりまや　初芝店

堺市東区 バッティングセンター 大美野スポーツドーム

堺市東区 はり、きゅう、柔道整復 正木鍼灸整骨院

堺市東区 フィットネスジム エニタイムフィットネス堺初芝店

堺市東区 リラクゼーションサロン リラクゼーションサロンFrehead

堺市東区 リラクゼーションサロン　ネイルサロン Relax&nail ALua

堺市東区 リラクゼーションスペース りらくる堺中央環状店

堺市東区 音楽教室、ダンススタジオ エレガントアカデミー

堺市東区 家電他・宅急便・郵便 フォトスマイル北野田

堺市東区 介護サービス アシストケア株式会社

堺市東区 介護施設 住宅型有料老人ホームひだまり／デイサービス

堺市東区 絵画教室 北野田絵画教室

堺市東区 学習塾 関西個別指導学院 堺東教室

堺市東区 学習塾 現役大学受験専門塾　高学館　北野田校

堺市東区 学習塾 馬渕教室 北野田校

堺市東区 学習塾 明光義塾　北野田教室

堺市東区 学習塾 明光義塾初芝駅前教室

堺市東区 雑貨屋 #NAME?

堺市東区 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars　大阪　中環堺店

堺市東区 商業施設 ベルヒル北野田

堺市東区 信用金庫 大阪信用金庫　登美丘支店

堺市東区 整骨院 たに整骨院

堺市東区 整体院 さわやか整体院

堺市東区 体験スペース ハクジュプラザ　ダイエー北野田店

堺市東区 大阪ガスサービスショップ 株式会社　北野田ガスセンター

堺市東区 美容室 Avenir ~SEEK~

堺市東区 美容室 Lily

堺市東区 美容室 mog.

堺市東区 美容室 Nico

堺市東区 美容室 ｔｏｎｅ

堺市東区 美容室 ちょきちょき美容室

堺市東区 美容室 ヘアメイク ソエル

堺市東区 美容室 美容室Zoom

堺市東区 美容室 美容室アクア

堺市東区 複合レジャー施設 ラウンドワンスタジアム堺中央環状店

堺市東区 仏壇仏具店 初芝ぶつだん店

堺市東区 文化会館 堺市立東文化会館

堺市東区 保険代理店 ベルヒル北野田店

堺市東区 保険代理店 ほけんの窓口　ベルヒル北野田店



市区町村 店舗種別 店舗名
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堺市東区 薬局 白さぎ八千代薬局

堺市東区 理容室 カットハウスふぁんふぁん

堺市東区 鍼灸整骨院 クシロ鍼灸整骨院

堺市東区 鍼灸接骨院 すまいる針灸接骨院　きたのだ院

堺市東区 鍼灸接骨院 やまもと鍼灸接骨院　はつしば院

堺市南区 BAR BAR　K.T.M.

堺市南区 イタリアン エヴァンス

堺市南区 うどん 土佐屋

堺市南区 オムライス専門店 泉北高島屋内・北極星泉北店

堺市南区 お菓子の量り売り ザ・シーズンプラス　パンジョ店

堺市南区 お好み焼き、焼きそば 鶴橋風月アクロスモール泉北店

堺市南区 お好み焼き屋 鶴橋風月泉北・泉ヶ丘駅前店

堺市南区 お好み焼き店 どんどん

堺市南区 お好み焼き店 錦わらい 泉北店

堺市南区 カフェ cafe JIKKA

堺市南区 カフェ OAK cafe

堺市南区 カフェ お堂カフェ MA-A-NA

堺市南区 カフェ パパスカフェ 泉北髙島屋店

堺市南区 カフェ 桜珈琲　泉北店

堺市南区 カフェレストラン kino-COCOCHI

堺市南区 カフェ業態 ミスタードーナツトナリエ栂・美木多店

堺市南区 カフェ業態 ミスタードーナツ泉北パンジョ店

堺市南区 カラオケ喫茶 サロン アム

堺市南区 カラオケ喫茶 ふぉれすと

堺市南区 カラオケ居酒屋 くるみ

堺市南区 クレープショップ マリオンクレープ　パンジョ店

堺市南区 すし店 すし屋のこう多郎

堺市南区 すし店 岬すし

堺市南区 ステーキ店 わおん～和音～

堺市南区 スナック Bacchus

堺市南区 スナック Summer　K

堺市南区 スナック スナック　愛

堺市南区 スナック 月鵺

堺市南区 ソフトクリーム店 ミルクレットS

堺市南区 ダイニングカフェ dining cafe SQUARE

堺市南区 てっちり屋 ふぐ政泉北店

堺市南区 ドーナツ販売 ミスタードーナツ光明池アクト店

堺市南区 ナイトクラブ Aran

堺市南区 ナイトラウンジ Low

堺市南区 バー Ｂａｒ　ＬａｎｇＬｉｔｚ

堺市南区 ビュッフェレストラン 豆の花　泉北店

堺市南区 ファーストフード サーティワンアイスクリーム泉北パンジョ店

堺市南区 ファーストフード モスバーガー泉北パンジョ店

堺市南区 ファミリーレストラン ガスト泉北ニュータウン栂店

堺市南区 ファミリーレストラン 夢庵泉北ニュータウン店

堺市南区 フランス料理店 Restaurant Ma vie レストラン マヴィ

堺市南区 ベーカリー及びレストラン 「グーテ」泉ヶ丘店

堺市南区 ホテル ホテルララ

堺市南区 マクドナルド マクドナルド　泉ヶ丘ジョイパ－ク店

堺市南区 やきとり料理　定食　お弁当 正起屋　泉北パンジョ店

堺市南区 ラーメン ラーメンラボうさぎプラス

堺市南区 ラーメン 麺屋うさぎ　泉田中

堺市南区 ラーメン屋 ラーメンまこと屋 堺泉北大庭寺店

堺市南区 ラーメン店 丸源ラーメン泉北店

堺市南区 ラウンジ Lounge Prologue

堺市南区 ランチ ティ・ケイきっちん

堺市南区 レストラン かごの屋泉北泉ヶ丘店

堺市南区 レストラン がんこパンジョ泉北店

堺市南区 飲食店 うどんの四國　パンジョ店

堺市南区 沖縄料理　居酒屋 沖縄料理　はは

堺市南区 菓子・ケーキ販売 Sakura　CHOCOLATE
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感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

堺市南区 菓子販売 マルシゲ泉ヶ丘店

堺市南区 回転寿司 くら寿司泉北店

堺市南区 回転寿司 無添蔵泉北店

堺市南区 喫茶 カフェ三番館

堺市南区 喫茶店 カフェＣｈａＣｈａ

堺市南区 喫茶店 喫茶サンビオラ

堺市南区 喫茶店 都麗美

堺市南区 喫茶店とレンタルスペース みんなのひろば  はっぴいえんど

堺市南区 居酒屋 ビストロ寿司居酒屋  魚屋

堺市南区 居酒屋 ほど酔ぃ

堺市南区 居酒屋 居酒屋　Kitaro

堺市南区 居酒屋 魚民 光明池南口駅前店

堺市南区 居酒屋 酒楽たんと

堺市南区 居酒屋 焼き鳥ゆずや

堺市南区 居酒屋 食堂 しん太

堺市南区 居酒屋 大関

堺市南区 居酒屋 満腹居酒屋　豊

堺市南区 居酒屋 味菜　ほっ古里

堺市南区 居酒屋 養老乃瀧 泉北泉ヶ丘店

堺市南区 居酒屋 浪花ろばた 八角　光明池サンピア店

堺市南区 居酒屋 和楽

堺市南区 蕎麦屋 正流　田舎そば

堺市南区 串かつ料理専門店 串の井　サンピア店

堺市南区 串揚げ料理専門店 串の井　パンジョ店

堺市南区 宿泊、貸館、レストラン 国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）

堺市南区 焼き鳥屋 焼き鳥　むらすずめ

堺市南区 焼鳥屋 焼鳥さぶちゃん

堺市南区 焼肉 王道premium　堺泉北店

堺市南区 焼肉 泉北2号線酒場情熱ホルモン

堺市南区 焼肉・和食 はや・魚太郎泉北の郷店

堺市南区 焼肉店 タンと焼肉やま龍

堺市南区 焼肉店 昌久園　泉北パンジョ店

堺市南区 焼肉店 本格炭火焼肉　輪　泉北2号線店

堺市南区 食堂 丘の上の惣菜屋さん「やまわけキッチン」 

堺市南区 食肉販売業 ミートショップアサダ泉北店

堺市南区 精肉店 肉匠　和の一

堺市南区 創作料理店 湖泉別館

堺市南区 大衆食堂 広場食堂

堺市南区 中華料理レストラン 餃子の王将　堺インター

堺市南区 中華料理レストラン 餃子の王将　泉ヶ丘店

堺市南区 中国料理レストラン 桃谷樓泉北パンジョ店

堺市南区 中国料理店 新中国料理HARAKAWA 

堺市南区 定食屋 とんかついなば和幸　泉北店

堺市南区 定食屋 大戸屋ごはん処　泉北パンジョ店

堺市南区 日本食レストラン 職人手焼き鰻　儀門　泉北パンジョ店

堺市南区 日本料理店 日本料理　手と錫

堺市南区 明石焼き、らーめん、酒房 らんらん

堺市南区 野菜寿司 野菜寿司　菜季

堺市南区 洋菓子店 しゅくらん

堺市南区 洋菓子店 パティスリー　ベックシュクレ

堺市南区 洋食 夢厨房　アクロスモール泉北店

堺市南区 洋食屋 北極星　泉北店

堺市南区 和菓子販売 浜寺餅　河月堂

堺市南区 和食レストラン 梅の花　パンジョ泉北店

堺市南区 アパレル puccini

堺市南区 アパレル SUIT SELECT JOYPARK IZUMIGAOKA

堺市南区 アパレル ハニーズ泉ヶ丘店

堺市南区 アパレルショップ Green／earthware

堺市南区 エステサロン クリニカルエステ・イーズ　泉北パンジョ店

堺市南区 ガス機器販売 パンジョショールーム

堺市南区 ガソリンスタンド Dr.Driveセルフ光明池SS
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堺市南区 カラオケボックス及びビリヤード場 カラオケライブ堺岩室店

堺市南区 キルト教室及び販売 沙羅の華

堺市南区 クリーニング業 泉が丘ひろば店

堺市南区 クリニック みやざき眼科

堺市南区 ゲームセンター あそびの広場　泉ヶ丘店

堺市南区 ゲームセンター 宝島　泉ヶ丘店

堺市南区 ゴルフ用品販売 ヤトゴルフ　泉田中店

堺市南区 ゴルフ練習場 泉北ゴルフセンター

堺市南区 コンタクトレンズ販売店 アイスペース

堺市南区 ショッピングセンター ジョイフルショッピング「サンピア」

堺市南区 スーパーマーケット 成城石井泉ヶ丘店

堺市南区 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 光明池

堺市南区 スポーツクラブ バウムメディカルフィットネス倶楽部

堺市南区 スポーツクラブ パンジョクラブイズ

堺市南区 スポーツ施設（卓球） 泉北卓友会

堺市南区 トータルビューティーサロン salon de noa

堺市南区 ネイルサロン Nail in　泉北パンジョ店

堺市南区 ネイルサロン Nailsalon ulu

堺市南区 パチンコ店 JAC SPOT 21

堺市南区 パチンコ店 ＴＨＥ　ＣＨＡＮＣＥ　7　原山台店

堺市南区 パチンコ店 マルハン原山台店

堺市南区 パチンコ店 マルハン光明池店

堺市南区 パチンコ店 ミクちゃんアリーナ　泉ヶ丘店

堺市南区 パチンコ店 ミクちゃんガイア　泉ヶ丘店

堺市南区 ピアノ教室 piano教室

堺市南区 ピアノ教室 ピアノ教室MANDINO

堺市南区 ボウリング場、ゲームセンター、カラオケボックス ラウンドワン泉北店

堺市南区 ホームセンター ホームセンターコーナン泉北2号小代店

堺市南区 ホームセンター ホームセンターコーナン泉北店

堺市南区 ホテル ホテル　ハイパーノア

堺市南区 リハビリテーション バウムリハビリテーションセンター

堺市南区 リラクゼーションサロン feel　泉北パンジョ店

堺市南区 リラクゼーションサロン Relax光明池店

堺市南区 リラクゼーション業 ほぐしや縁-en-

堺市南区 衣生色物販 無印良品　泉北パンジョ

堺市南区 衣料品 ELLIFE

堺市南区 衣料品 マックハウスSSF　アクロスモール泉北店

堺市南区 衣料品雑貨販売 チュチュアンナ パンジョ店

堺市南区 衣料品小売 EL BAGUS  泉北 PANJO店

堺市南区 衣料品販売 泉北パンジョ　HusHusH

堺市南区 衣料品販売 泉北パンジョ　ORBENE

堺市南区 衣料品販売 泉北パンジョ　OZOC

堺市南区 衣料品販売 泉北パンジョ　THE SHOP TK

堺市南区 音楽教室、英語教室、カルチャー教室 パンジョミュージックセンター

堺市南区 化粧品　ﾚﾃﾞｨｰｽウェア販売 sesame

堺市南区 化粧品・健康食品販売 ORBIS　泉北パンジョ店

堺市南区 化粧品健康食品の販売 DHC泉北パンジョ直営店

堺市南区 化粧品小売業 コスメの森タケヤ　パンジョ店

堺市南区 家電量販店 エディオン泉北店

堺市南区 家電量販店 ジョーシン 堺インター店

堺市南区 介護・医療・障がい事業 株式会社ケアサポートりんぐ

堺市南区 介護タクシー あさひ介護タクシー

堺市南区 介護タクシー にわだに介護タクシー

堺市南区 学習塾 関西個別指導学院 光明池教室

堺市南区 学習塾 関西個別指導学院 泉ケ丘教室

堺市南区 学習塾 現役大学受験専門塾　高学館　泉ヶ丘校

堺市南区 学習塾 馬渕教室 光明池校

堺市南区 学習塾 馬渕教室 泉ヶ丘校

堺市南区 学習塾 馬渕個別 泉ヶ丘校

堺市南区 看護小規模多機能型居宅介護 Ｒｅ：ＬＩＦＥひのお

堺市南区 居宅介護支援 ケアプランセンターりんぐ
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堺市南区 金融機関 大和証券　株式会社　泉ヶ丘営業所

堺市南区 計画相談・障害児相談支援 せんしゅう療育相談室

堺市南区 健康体操教室 カーブス堺泉ヶ丘

堺市南区 呉服 着物Ｏｌｄ＆Ｎｅｗたんす屋泉北パンジョ店

堺市南区 歯科医院 医療法人清健会　栂・美木多ニコニコ歯科

堺市南区 自動車 軽の森 泉北店

堺市南区 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）泉北店

堺市南区 就労継続支援Ｂ型 はなきりん

堺市南区 集会所 竹城台第３住宅自治会

堺市南区 住宅設備や空間のショールーム 泉ヶ丘店

堺市南区 住宅設備空間ショールーム ナサホーム泉ヶ丘店

堺市南区 書店 紀伊國屋書店 泉北店

堺市南区 小売 ジュエリーツツミ　泉北パンジョ店

堺市南区 障がい者スポーツ施設 ファインプラザ大阪

堺市南区 図書館 堺市立南図書館

堺市南区 整骨院 さくら整骨院

堺市南区 整骨院 ボディーメイクズHonoka.整体

堺市南区 生命保険・損害保険募集代理店 保険デザイン 泉ヶ丘ひろば店

堺市南区 製造小売業 AMERICAN　HOLIC

堺市南区 石材店 株式会社 加登 堺店

堺市南区 葬儀会館 泉ヶ丘メモリアルホール

堺市南区 葬儀会館 泉北メモリアルホール

堺市南区 体育館 鴨谷体育館

堺市南区 貸しホール パンジョホール

堺市南区 地域住民のくらしの維持再生サポート くらしテラスIZUMIGAOKA

堺市南区 直売所 フラワー農園　コスモス館

堺市南区 陶器販売 陶遊苑　キタムラ

堺市南区 農産物直売所 ハーベストの丘農産物直売所　またきて菜

堺市南区 被服、雑貨 カメックス

堺市南区 美容室 bon hair&make

堺市南区 美容室 Bright

堺市南区 美容室 HAIRGARDEN AI

堺市南区 美容室 ZUCY HAIR

堺市南区 美容室 カットステージ　レモングラス

堺市南区 美容室 カットステージ レモングラス

堺市南区 美容室 ラポン美容室

堺市南区 百貨店 泉北タカシマヤ

堺市南区 不動産仲介業 三井のリハウス　泉ヶ丘センター

堺市南区 府政相談所 西林克敏事務所

堺市南区 服屋 Cepo..STATICE泉北パンジョ店

堺市南区 服屋 DiscoatParisien泉北パンジョ店

堺市南区 服屋 ＭＡＲＫＥＹ’Ｓ

堺市南区 服屋 Taka-Q

堺市南区 服屋 Techichi/Lugnoncure泉北パンジョ店

堺市南区 服屋 グリーンパークストピック

堺市南区 服屋 ビースリー泉北店

堺市南区 服屋 紳士服ツカモト　サンピア店

堺市南区 福屋 グレディブリリアン

堺市南区 文化施設 堺市立栂文化会館

堺市南区 保険代理店 保険クリニック　ジョイパーク泉ヶ丘店

堺市南区 訪問看護 アール訪問看護ステーションさかい

堺市南区 理美容室 ZENON Bridge 

堺市南区 理容 cutroomぽらいと

堺市南区 理容業 ヘアーサロン　シオン

堺市南区 理容業 理容の店ナルビー

堺市南区 理容室 理容サービス　栂・美木多駅前店

堺市南区 理容店 PAPA'S泉ヶ丘店

堺市南区 旅行会社 ＪＴＢ泉北店

堺市南区 旅行会社 泉北店

堺市南区 鍼灸・整骨院 かわの鍼灸整骨院

堺市南区 鍼灸整骨院 ぬくとう鍼灸整骨院
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堺市南区 鍼灸整骨院 ふくにし鍼灸整骨院

堺市南区 鍼灸整骨院 みその鍼灸整骨院

堺市南区 鍼灸接骨院 すまいる鍼灸接骨院　泉が丘院

堺市美原区 BAR 美原人酒場

堺市美原区 イタリア料理店」 Buono2

堺市美原区 うどん店 手打うどん布川

堺市美原区 カフェ 桜珈琲　美原店

堺市美原区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶りぼん

堺市美原区 カラオケ喫茶 プリティーウーマン

堺市美原区 スナック セーヌ

堺市美原区 バー Bar South or North

堺市美原区 ファミリーレストラン じゅうじゅうカルビ美原店

堺市美原区 ファミリーレストラン 和食さと 堺美原店

堺市美原区 らーめん店 丸山製麺所

堺市美原区 ラウンジ ラウンジフローレンス

堺市美原区 鰻屋 重

堺市美原区 喫茶店 ミュージアムカフェ 風遊（ふらり）

堺市美原区 居酒屋 居酒屋すず

堺市美原区 居酒屋 居酒屋ダイニング　だるま

堺市美原区 居酒屋 千尋の道

堺市美原区 焼き鳥屋 あなば

堺市美原区 焼肉 じゅうじゅうカルビ　美原店

堺市美原区 焼肉屋 焼肉銀ちゃん

堺市美原区 焼肉店 炭火焼肉　鶴兆　美原店

堺市美原区 食堂 狭山荘

堺市美原区 中華料理レストラン 餃子の王将　美原南店

堺市美原区 ガイダンス施設 黒姫山古墳ガイダンス施設映像展示室

堺市美原区 スポーツクラブ 堺市立美原総合スポーツセンター

堺市美原区 ハウスメーカー 泉北ホーム　美原モデルハウス

堺市美原区 パチンコ店 ハッピーボックスみはら店

堺市美原区 リラクゼーション RELAIR

堺市美原区 家電量販店 ジョーシン 美原店

堺市美原区 介護タクシー 介護・サポートタクシー　リライアブル

堺市美原区 介護タクシー 介護タクシー福和

堺市美原区 自動車用品　製造販売 株式会社ユーアイ/ユーアイビークル

堺市美原区 自動車用品　販売取付整備 ユーアイビークル大阪店

堺市美原区 自動車用部品小売店 トライアル

堺市美原区 住宅展示場 ABCハウジング美原住宅公園

堺市美原区 住宅展示場 パナソニック　ホームズ（株）　美原展示場

堺市美原区 体育館 NPO法人　美原体育協会

堺市美原区 熱交換器製造業 境川工業株式会社

堺市美原区 美容 A.tsumiki

堺市美原区 美容室 ARee

堺市美原区 美容室 美容室Keity

堺市美原区 文化会館 堺市立美原文化会館

堺市美原区 薬店、岩盤浴、マッサージ 山口薬房、岩盤浴ストーン風樂

堺市美原区 理容業 カットハウス　アーガス

堺市美原区 理容室 ヘアーサロンNAKAGAWA

堺市美原区 理容室 理容サービス　美原店

堺市美原区 理容店 ヘアーサロンぶんぶん

堺市美原区 霊園 美原ロイヤルメモリアルパーク

堺市美原区 歴史博物館 堺市立みはら歴史博物館

堺市北区 BAR GYRE

堺市北区 BAR ブルバ☆

堺市北区 CAFE Cafe SATO

堺市北区 アメリカンダイナー SEAGULL DINER 堺店

堺市北区 アメリカンダイナー シーガルダイナー

堺市北区 イタリアン Daniel.K

堺市北区 イタリアン JOURNEY KITCHEN

堺市北区 イタリアン ジャーニーキッチン

堺市北区 おでん屋 おばんざい わさび



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

堺市北区 オムライス屋 ポムの樹Ｊｒイオンモール堺北花田店

堺市北区 お好み焼き屋 富山屋

堺市北区 お好み焼き店 お好み焼　よしだ

堺市北区 お好み焼き店 錦わらい　中百舌鳥店

堺市北区 お好み焼屋 いろは満月　堺店

堺市北区 お弁当製造販売 ほっかほっか亭大泉緑地西口店

堺市北区 お弁当販売 ほっかほっか亭大泉緑地西口店

堺市北区 カフェ Cafe＆Waffle 大泉緑地ラ・メール

堺市北区 カフェ Mocha Art Cafe

堺市北区 カフェ カフェソラーレ堺北花田店

堺市北区 カフェ 浪漫カフェ

堺市北区 カフェ＆バー  NEO.Darts/Factory

堺市北区 カフェ&バー いどころ屋おせっかい

堺市北区 カフェ&ビストロ カフェ&ビストロ Vous-ぶぅ-

堺市北区 カフェレストラン CAFE&DINING BELLE

堺市北区 カラオケ コート・ダジュール堺百舌鳥店

堺市北区 カラオケ ジャンボカラオケ広場　新金岡駅前店

堺市北区 カラオケ　スナック　 スナック　みれん橋

堺市北区 カラオケスナック ま～みっ

堺市北区 カラオケ喫茶 カラオケ　MIYO

堺市北区 カラオケ喫茶 カラオケミューズ

堺市北区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　シルク

堺市北区 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶まるた

堺市北区 カラオケ喫茶 カラオケ童夢

堺市北区 カラオケ喫茶 きらきら

堺市北区 カラオケ喫茶 メロディ

堺市北区 カラオケ店 Ｔｉｋｉ

堺市北区 カレー店 サンマルコ　阪急三番街店

堺市北区 クレープ店 ディッパーダンイオン堺北花田

堺市北区 ショーハウス ドン釜ワールド

堺市北区 スナック Tenてん

堺市北区 スナック あつこの部屋

堺市北区 スナック エデンの東

堺市北区 スナック エムズ　フォリス

堺市北区 スナック スナック　ルージュ

堺市北区 スナック スナック楓ふぅー

堺市北区 スナック てつこの部屋

堺市北区 そうめん屋 五色そうめんBar　ぶろんれちゅ

堺市北区 ソフトクリーム店 ミルクレット長尾町店

堺市北区 ダーツバー Bar 神楽

堺市北区 ダイニングバー Ｗｈｉｓｋｙ　Ｄｉｎｉｎｇ　ＷＷＷ．Ｗ

堺市北区 てっちり屋 河豚乃家

堺市北区 バー Bar amarach

堺市北区 バー BAR JOINT

堺市北区 バー casualbar DEWOR

堺市北区 バー SARI倶楽部

堺市北区 バー Whisky Cat

堺市北区 バー バー神楽

堺市北区 バー 吟遊家KENZO

堺市北区 バー　ラウンジ カマNベール

堺市北区 バーベキュー場 GoodBBQ大泉緑地

堺市北区 パン屋 パリーネ

堺市北区 ピッツェリア Ｐizzeria cinq

堺市北区 ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ マクドナルド北花田店

堺市北区 ファミリーレストラン ガスト堺長曽根店

堺市北区 ファミリーレストラン ガスト堺北花田店

堺市北区 ファミリーレストラン から好し百舌鳥店

堺市北区 ファミリーレストラン グランブッフェ　堺北花田

堺市北区 ファミリーレストラン しゃぶ葉イオンモール堺北花田店

堺市北区 ファミリーレストラン じゅうじゅうカルビ中百舌鳥店

堺市北区 ファミリーレストラン デニーズ中百舌鳥店
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堺市北区 ファミリーレストラン ロイヤルホスト堺長曽根店

堺市北区 フレンチレストラン gourmet＆galleryTARU

堺市北区 ホルモン鉄板焼き 天神ホルモン	ホワイティ梅田店

堺市北区 まぜそば・油そば屋 創作まぜそば〇△□

堺市北区 ラーメン べらしおらーめん 中もず店

堺市北区 ラーメン屋 スタミナラーメン力横綱

堺市北区 ラーメン屋 ちゃんぽん亭総本家 イオンモール堺北花田店

堺市北区 ラーメン屋 町田商店　中百舌鳥店

堺市北区 ラーメン屋 麺屋 第五十三大橋丸

堺市北区 ラーメン店 ラーメン横綱　堺店

堺市北区 ラウンジ 夢幻

堺市北区 レストラン cafe dining Kohga

堺市北区 レストラン イタリアン食堂　にじいろ

堺市北区 レストラン かごの屋北花田店

堺市北区 レストラン カフェドペラゴロ　堺北花田店

堺市北区 レストラン ニトロ

堺市北区 レストラン 食堂カフェpotto×タニタカフェイオンモール堺北花田店

堺市北区 レストラン(病院内外来食堂) レストラン　アゼリア

堺市北区 ワインサロン Wine Salon Coulant

堺市北区 ワインバー ヴィンテージイン

堺市北区 飲食店 Hawaiian Cafe KOKO

堺市北区 飲食店 びっくりドンキー北花田店

堺市北区 飲食店 マクドナルド　イオンモール堺北花田店

堺市北区 飲食店 新梅田食道街　スエヒロ

堺市北区 飲食店 炭火焼Ｄｉｎｉｎｇ百舌鳥店

堺市北区 飲食店 炭火焼鳥Ｄｉｎｉｎｇ門北花田店

堺市北区 飲食店（焼肉屋） マルキ精肉堺百舌鳥店

堺市北区 家庭料理 家庭料理なか

堺市北区 回転寿司 くら寿司中百舌鳥店

堺市北区 回転寿司 くら寿司北花田店

堺市北区 回転寿司 大起水産回転寿司　堺店

堺市北区 回転寿司 無添蔵北花田店

堺市北区 活魚料理 活魚料理　栄丸

堺市北区 喫茶店 コメダ珈琲店　堺なかもず店

堺市北区 喫茶店 チャボ

堺市北区 喫茶店 読売新聞大阪本社喫茶けやき

堺市北区 居酒屋 BooBooキッチン堺市駅前店

堺市北区 居酒屋 izakaniご縁や

堺市北区 居酒屋 pulpo

堺市北区 居酒屋 SkyDust

堺市北区 居酒屋 あづまや

堺市北区 居酒屋 えびちゃん

堺市北区 居酒屋 お魚酒場鬼とと

堺市北区 居酒屋 かてい料理　笑

堺市北区 居酒屋 カラオケ居酒屋  よし乃

堺市北区 居酒屋 きまぐれDINING洋

堺市北区 居酒屋 くし若まる　なかもず店

堺市北区 居酒屋 スタンド酒場てんてん

堺市北区 居酒屋 ちゃぶ台

堺市北区 居酒屋 てすと

堺市北区 居酒屋 やきとり　笑家　(長尾店）

堺市北区 居酒屋 やきとり 大吉 長尾店

堺市北区 居酒屋 ゆき菜

堺市北区 居酒屋 火ばち家お初天神店

堺市北区 居酒屋 海鮮居酒屋　うお松

堺市北区 居酒屋 居酒屋　羽和

堺市北区 居酒屋 居酒屋いさりび

堺市北区 居酒屋 居酒屋てんてん

堺市北区 居酒屋 居酒屋のぼる

堺市北区 居酒屋 居酒屋今夜は飲んじゃえ

堺市北区 居酒屋 魚と串がおいしい和食処クルクル
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堺市北区 居酒屋 響あい北花田店

堺市北区 居酒屋 串カツ専門店あさひ

堺市北区 居酒屋 串かつ太助

堺市北区 居酒屋 酒楽ごこち屋　頂

堺市北区 居酒屋 酒菜屋いっかく

堺市北区 居酒屋 食楽きっちん ぱにぱに

堺市北区 居酒屋 創作鉄板 ダイニング わぃわぃ

堺市北区 居酒屋 炭焼居酒屋ふんじん

堺市北区 居酒屋 鳥貴族　新金岡店

堺市北区 居酒屋 鉄板居酒屋のりきち

堺市北区 居酒屋 呑んで屋　日々喜

堺市北区 居酒屋 波～ruALOHA

堺市北区 居酒屋 白木屋 なかもず駅前店

堺市北区 居酒屋 麦一

堺市北区 居酒屋 彦右衛門

堺市北区 居酒屋 満ぷく炉ばた  蛇居庵

堺市北区 居酒屋 満マル堺市駅前店

堺市北区 居酒屋 満天屋本店

堺市北区 居酒屋 浪花屋鳥造　中百舌鳥店

堺市北区 居酒屋 和ダイニング　そう家

堺市北区 串かつ居酒屋 串かつ居酒屋「串とら」

堺市北区 酒屋、米屋 前田米酒店

堺市北区 酒類食品の小売事業 酒のＡＢＣ　中もず店

堺市北区 酒類食品の小売事業 酒のＡＢＣ　本店

堺市北区 寿司屋 すし半　堺店

堺市北区 寿司屋 栄助寿司

堺市北区 寿司屋 山海

堺市北区 寿司屋 万福寿司

堺市北区 寿司屋 鮨一花

堺市北区 宿泊施設内レストラン イビス大阪梅田 COOKPARK

堺市北区 焼きとり屋 鳥きさんじ

堺市北区 焼き鳥屋 炭火焼　鳥よし

堺市北区 焼肉 炭火焼肉ひびの亭

堺市北区 焼肉レストラン 産直焼肉ビーファーズ　新金岡店

堺市北区 焼肉屋 じゅうじゅうカルビ　中百舌鳥店

堺市北区 焼肉屋 焼肉イノウエ

堺市北区 焼肉屋 焼肉かつらぎ

堺市北区 焼肉屋 焼肉市場みや

堺市北区 焼肉屋 鶴もつ

堺市北区 焼肉屋 風林火山 新金岡店

堺市北区 焼肉店 仁家　北花田店

堺市北区 焼肉店 炭火焼肉　河野

堺市北区 焼肉店 炭火焼肉牛角　北花田店

堺市北区 焼肉店 宝山閣

堺市北区 焼肉店 有限会社焼肉フタバ

堺市北区 食堂 おうちごはん和楽

堺市北区 食堂 さい楽

堺市北区 水産物小売店 街のみなと　メトロなかもず店

堺市北区 水産物小売店 街のみなと　中百舌鳥店

堺市北区 水産物小売店とフードコート 街のみなと　まぐろパーク　堺本店

堺市北区 精肉店 萬野総本店　堺店

堺市北区 青果物卸売市場 大阪南部合同青果株式会社

堺市北区 相席ラウンジ JIS UMEDA

堺市北区 台湾料理店 かつき台湾料理

堺市北区 大衆食堂 うれしの

堺市北区 中華料理 彩chen

堺市北区 中華料理 餃子の王将　中環金岡店

堺市北区 中華料理店 中華Dining昌華

堺市北区 定食屋 街かど屋　新金岡店

堺市北区 鉄板串鉄板焼き TAB

堺市北区 豆腐料理屋 豆の香
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堺市北区 肉バル BooBooキッチン

堺市北区 日本料理店 味所望

堺市北区 立ち飲み あずき色のマーカス

堺市北区 立ち飲み屋 福笑

堺市北区 料理店 新和風創作料理　あん

堺市北区 アパレル ハニーズ金岡店

堺市北区 アパレル ハニーズ中もず店

堺市北区 エステサロン primopiano

堺市北区 オートバイ販売修理　 カワサキプラザ堺　

堺市北区 カーディーラー ボルボカー堺

堺市北区 ガソリンスタンド D.DセルフなかもずSS

堺市北区 ガソリンスタンド 旭光商事㈱陵南サービスステーション

堺市北区 カラオケボックス 201

堺市北区 カラオケボックス カラオケライブ堺市駅前店

堺市北区 カラオケボックス カラオケライブ中百舌鳥店

堺市北区 カラオケボックス カラオケライブ百舌鳥八幡店

堺市北区 カラテ道場 新極真会大阪神戸湾岸支部　堺道場

堺市北区 サッカー専門店 kemari87 KISHISPO堺店

堺市北区 シェアリングスペース 快活CLUB堺百舌鳥店

堺市北区 スーパーマーケット イオン堺北花田店

堺市北区 スポーツクラブ CrossFit SAKAI  K.H.D.

堺市北区 スポーツクラブ ＪＯＹＦＩＴ２４なかもず

堺市北区 スポーツクラブ ＪＯＹＦＩＴ百舌鳥八幡

堺市北区 スポーツクラブ MRボクシングジム

堺市北区 スポーツクラブ アクトスWill_Gドン・キホーテ新金岡店

堺市北区 スポーツクラブ エグザス なかもず

堺市北区 スポーツクラブ エニタイムフィットネスなかもず店

堺市北区 スポーツクラブ エニタイムフィットネス北花田店

堺市北区 スポーツクラブ 堺市立のびやか健康館

堺市北区 その他 大阪府営大泉緑地

堺市北区 そろばん教室 井宮基礎スクール

堺市北区 ダンススタジオ Dance Studio CRESCENT

堺市北区 テニスクラブ コ・ス・パ　三国ヶ丘

堺市北区 テニスクラブ テニスクラブ　コ・ス・パ三国ヶ丘

堺市北区 ドッグサロン ドッグサロンAvril

堺市北区 ネイルサロン Bijou

堺市北区 ネイルサロン nailsalonYOLO

堺市北区 ネイルサロン ファストネイルイオンモール堺北花田店

堺市北区 パソコン教室 市民パソコン塾　堺市北花田校

堺市北区 パチンコ店 はりまや　中もず店

堺市北区 パチンコ店 はりまや　北深井店

堺市北区 ビジネスホテル 東横イン大阪天神橋筋六丁目

堺市北区 ビューティーサロン gratifyなかもず店

堺市北区 ボーカル教室 ボーカル教室SOULFULVOICE

堺市北区 ホームセンター ホームセンターコーナン金岡蔵前店

堺市北区 ホームセンター ホームセンターコーナン堺三国ケ丘店

堺市北区 ホームセンター ホームセンターコーナン中もず店

堺市北区 まつげエクステ、エステ、美容業 naluca by Total Salon nalu

堺市北区 まつ毛&ネイルサロン 美&癒しの空間～Ｃｌｏｖｅｒ～

堺市北区 まつ毛エクステサロン Belle　なかもず店

堺市北区 マンションギャラリー サンメゾン新金岡レジデンシャル　マンションギャラリー

堺市北区 メガネ屋 ビジョンメガネ　コーナン中もず店

堺市北区 メガネ屋 ビジョンメガネ　三国ヶ丘店

堺市北区 ヨガスタジオ ホットヨガスタジオLAVA　イオンモール堺北花田店

堺市北区 リハーサルスタジオ リハーサルスタジオdo-do

堺市北区 リハビリデイサービス リハビリデイサービスクローバー長尾店

堺市北区 リラクゼーション ラフィネ　イオンモール堺北花田店

堺市北区 リラクゼーション れぃの癒手

堺市北区 リラクゼーションスペース りらくる中百舌鳥店

堺市北区 レンタル業 株式会社 エフ・ディー

堺市北区 衣料品 マックハウス　中もず店
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堺市北区 衣料品店 M2PLANT 新金岡店

堺市北区 英会話スクール、学習塾 KIDS Vacation　　英会話のバケーション

堺市北区 化粧品販売、エステ メナード化粧品しらさぎ南代行店

堺市北区 家事代行サービス スマート　スマイル

堺市北区 家電量販店 エディオン　イオンモール堺北花田店

堺市北区 家電量販店 エディオンなかもず店

堺市北区 家電量販店 ジョーシン アウトレット北花田店

堺市北区 家電量販店 ジョーシン 堺中央環状店

堺市北区 家電量販店 ジョーシン 三国ヶ丘店

堺市北区 家電量販店 なかもず店

堺市北区 学習塾 ナビ個別指導学院　堺市駅前

堺市北区 学習塾 京進スクール・ワン　北花田教室

堺市北区 学習塾 東進衛星予備校　中百舌鳥駅北口校

堺市北区 学習塾 馬渕教室 中百舌鳥校

堺市北区 学習塾 馬渕教室 北花田校

堺市北区 学習塾 馬渕個別 中百舌鳥校

堺市北区 学習塾 馬渕個別 北花田校

堺市北区 学習塾 明光義塾北花田教室

堺市北区 個人宿泊事業（民泊） MOZU HOUSE

堺市北区 工務店 にしきほーむ株式会社

堺市北区 抗菌 KOUKIN

堺市北区 資格支援対策塾 キャリア・ステーション

堺市北区 歯科医院 松浦歯科クリニック

堺市北区 自動車 マッハ車検 なかもず店

堺市北区 自動車 軽の森　なかもず店

堺市北区 自動車 車の森 なかもず店

堺市北区 自動車 車の森 もず店

堺市北区 自動車 車流通革命 なかもず店

堺市北区 自動車 洗車の王国 なかもず店

堺市北区 自動車の販売及び関連するサービス Honda　Cars大阪　堺北店

堺市北区 自動車の販売及び関連するサービス HondaCars大阪　堺東店

堺市北区 自動車修理 ARTGARAGE GmbH

堺市北区 自動車整備工場 サン・モータース株式会社

堺市北区 自動車整備工場 ホリデー鈑金　堺中環店

堺市北区 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）新金岡店

堺市北区 住宅ショウルーム ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾎｰﾑｽﾞ　住まいとくらしの情報館なかもず

堺市北区 住宅展示場 ABCハウジング中百舌鳥住宅公園

堺市北区 住宅展示場 パナソニック　ホームズ（株）　中百舌鳥展示場

堺市北区 住宅展示場 株式会社ゆめすみか　中百舌鳥住宅公園展示場

堺市北区 書道教室 永田書道塾

堺市北区 女性専用フィットネスクラブ J サーキツト中もず

堺市北区 障害福祉サービス りあん・クール　なかもず

堺市北区 信用金庫 大阪信用金庫　金岡町支店

堺市北区 整骨院 安井整骨院

堺市北区 整骨院 匠タクミ整骨院

堺市北区 葬儀会館 シティホール　浅香

堺市北区 葬儀会館 ファミリー葬　堺

堺市北区 葬儀場 ファミリー葬 堺店

堺市北区 体育館 堺市金岡公園体育館

堺市北区 貸会場 公益財団法人　堺市産業振興センター

堺市北区 大型室内公園 ピュアハートキッズランド　フレスポしんかな店

堺市北区 電気店 ヤマダ電機テックランド金岡店

堺市北区 日焼けサロン 日焼けサロン　ガジュマル　なかもず店

堺市北区 美容院 Hair Vall RaQ

堺市北区 美容業 boss アイラッシュ　スクール

堺市北区 美容業 FERIA梅田

堺市北区 美容業 エタニティー

堺市北区 美容業 びゅーてぃさろん　KAZU

堺市北区 美容室 ApaKabar北花田

堺市北区 美容室 hair make A:RCH

堺市北区 美容室 HAIR'S GATE　コーナン中もず店
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堺市北区 美容室 KHAIR　

堺市北区 美容室 Le Ciel

堺市北区 美容室 Link hair&make

堺市北区 美容室 NAVY

堺市北区 美容室 VELFARRE

堺市北区 美容室 サファールヘアー

堺市北区 美容室 ドゥー・イグレック美容室

堺市北区 美容室 ヘアメイク　アーチ

堺市北区 美容室 美容室ヴァンサンカン

堺市北区 美容室 美容室マイトライ

堺市北区 不動産仲介業 株式会社ハウジングプラザ　南大阪

堺市北区 服屋 ａｎｎａｎｎ

堺市北区 服屋 ママフル中もず店

堺市北区 仏事サポート　/　マイホーム葬 仏事サポート　/　マイホーム葬

堺市北区 保険代理店 保険クリニックなかもず店

堺市北区 訪問看護 すまいる・ポッケ訪問看護ステーション

堺市北区 輸入車ディーラー ジャガー・ランドローバー堺

堺市北区 輸入車ディーラー プジョー・シトロエン堺

堺市北区 理髪店 HAIR SALON YAMATO

堺市北区 理容室 Hair Room SEA

堺市北区 理容室 HAIR'S DAYTONA

堺市北区 理容室 VIVO La Beaute 天満店

堺市北区 理容室 ヘアーサロン　モトムラ

堺市北区 理容室 理容サービス　コーナン三国ヶ丘店

堺市北区 理容室 理容サービス　コーナン中もず店

堺市北区 理容室 理容サービス　新金岡店

堺市北区 鍼灸マッサージ治療院 さわやかけんこうDo治療院

堺市北区 鍼灸院 心穏はり灸・整体院

堺市北区 鍼灸整骨院 ラクシュミ鍼灸整骨院

堺市北区 鍼灸整骨院 ラクシュミ鍼灸整骨院　新金岡

堺市北区 鍼灸接骨院 山本接骨院　なかもず院

能勢町 からあげ屋 博多地どり市右ヱ門　大阪本店

能勢町 飲食店 お食事処　あじ彩

能勢町 喫茶・レストラン 汐の湯温泉

能勢町 焼肉・居酒屋 焼肉と居酒屋　能勢路

能勢町 焼肉店 新橋亭

能勢町 多目的店舗（主はイベント、喫茶、書籍・雑貨・食品等の販売） 四季の企画室 野の　福田商店

能勢町 地場産野菜　加工品　卵　お菓子・乾物等の販売 能勢けやきの里

能勢町 農産物直売所 ぶどう直売所 あさひファーム（有）

能勢町 フェイシャルサロン メナードフェイシャルサロン　美のほほえみ

能勢町 ホテル業 能勢温泉

能勢町 花屋 花の静

能勢町 食肉販売店 トリイワ　岸本精肉店

能勢町 森林活用型アウトドアパーク 冒険の森 in のせ

能勢町 農産物直売所、道の駅 能勢町観光物産センター　道の駅能勢くりの郷

能勢町 老人ホーム 北大阪明月荘

豊能町 カラオケ喫茶 カラオケ雲母

豊能町 たこ焼き屋 ゆうまだよ

豊能町 屋外アトラクション 桜谷軽便鉄道

豊能町 学習塾 UP学習塾

豊能町 自治会館 東ときわ台自治会館

豊能町 自動車整備業 尾崎自動車工業株式会社

豊能町 集会貸館施設 豊能町立西公民館

豊能町 書籍貸出閲覧施設 豊能町立図書館

豊能町 乗馬クラブ 乗馬クラブ クレイン北大阪

豊能町 多目的スポーツセンター 豊能町立スポーツセンター　シートス

豊能町 多目的文化ホール 豊能町立ユーベルホール

豊能町 貸館集会施設 豊能町立中央公民館

豊能町 墓地公園 大阪北摂霊園

豊能町 歴史資料展示施設 豊能町立郷土資料館

池田市 bar BAR pulmo
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池田市 BAR CREAM

池田市 BAR feliz 

池田市 BAR Yebisu

池田市 BAR フェリース

池田市 Cafe  cafe MIYAMA

池田市 イタリアンレストラン ステヴァーレ

池田市 イタリア料理　居酒屋 Italian Bar Felice

池田市 イタリア料理レストラン メルカート

池田市 イタリア料理店 Lucci

池田市 インド料理店 インド料理　インディゴ　池田店

池田市 うどん　そば かやの木

池田市 おとな食堂 おとな食堂

池田市 おにぎり屋 ガッツうまい米橋本　池田駅前店

池田市 お好み焼き屋 お好み焼き    志布志

池田市 お好み焼き屋 広島お好み焼き臣

池田市 お好み焼き屋 珍多楽

池田市 お好み焼き屋 東海道

池田市 かつ専門店 かつれつ亭

池田市 カフェ Cafe 咲ceed

池田市 カフェ カフェバール pocoapoco

池田市 カフェ スパローハウス

池田市 カフェ タリーズコーヒー阪急石橋店

池田市 カフェ ルーク・カフェ

池田市 カフェバー シジュマセリ　池田店

池田市 カフェバー ワインカフェ・アタ

池田市 カラオケ いつものところ

池田市 カラオケ ジャンボカラオケ広場　石橋駅前店

池田市 カラオケスナック カラオケスナック   あがるた

池田市 カラオケスナック スナックあがるた

池田市 カラオケスナック ピースライオン

池田市 カラオケスナック ひらり

池田市 カラオケバー カラオケBAR ルナール 

池田市 カラオケバー カラオケバー ルナール

池田市 カラオケパブ U-NO

池田市 カラオケ喫茶 MAX

池田市 カラオケ喫茶 TANTO

池田市 カラオケ喫茶 カラオケ ドリーム

池田市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶 プリモス

池田市 カラオケ喫茶スナック カラオケ喫茶スナック　Only

池田市 カラオケ喫茶スナック カラオケ喫茶スナックOnly

池田市 クレープカフェ Lotta　cafe（ロッタカフェ）

池田市 ショットバー Cafe&Bar Ryu's

池田市 ショットバー Kokoん

池田市 スーパーマーケット フードネットマート石橋店

池田市 すし・和食 割烹音羽 池田店

池田市 すし・和食 流れ鮨三代目おとわ 池田総本店（割烹音羽 池田総本店）

池田市 ステーキハウス ステーキ リバーべ　石橋店

池田市 スナック BLUE　OCEAN

池田市 スナック RAN’ｓ

池田市 スナック SAKURA2 

池田市 スナック あがるた

池田市 スナック シャンティ

池田市 スナック スナック　セミ

池田市 スナック スナック響

池田市 スナック ふふ

池田市 スナック リラ

池田市 スナック レディブルース

池田市 スナック 飲食歌　チャ子

池田市 スナック 岩田航空

池田市 スナック 別宮

池田市 そば・うどん屋 若菜そば　阪急石橋店
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池田市 そば・うどん屋 若菜そば　阪急池田店

池田市 たこ焼き たこ焼き・鉄板焼き　じゃね?の

池田市 たこ焼き居酒屋 たこ焼酒房呑

池田市 テイクアウト　ベビーカステラ専門店 カステラ物語

池田市 てっちり専門店 ふぐ好　池田店

池田市 ドッグカフェ JewelBpassion

池田市 ネパール料理店 jujudhau

池田市 ネパール料理店 ズーズーダウ

池田市 バー スーパームーン

池田市 バー デリシャスバーinNY

池田市 ファミリーレストラン ガスト池田駅前店

池田市 ファミリーレストラン デニーズ池田店

池田市 ファミリーレストラン ロイヤルホスト　池田天神店

池田市 フランス料理店 邸宅レストラン　雅俗山荘

池田市 やきとり 焼とり　でんすけ

池田市 ラーメン屋 しろくま

池田市 ラーメン店 一刀流らーめん

池田市 ラーメン店 一風堂 池田店

池田市 ラーメン店 池田　麺彩

池田市 ラーメン店 麺屋女王蜂

池田市 ラウンジ LOUNGE　宝石箱

池田市 ラウンジ Lounge会議室

池田市 ラウンジ Monster

池田市 ラウンジ ラウンジ サリー

池田市 ラウンジ ラウンジ 和

池田市 ラウンジ 別宮

池田市 レストラン GOSOU

池田市 レストラン Wine and Beer House Ryu 

池田市 レストラン かごの屋池田市役所前店

池田市 レストラン がんこ池田石橋苑

池田市 レストラン レストランＢｒｉｄｇｅ

池田市 レストラン ワイン＆ビアハウス　リュウ

池田市 レストラン 洋食ダイニング　Hiro's Kitchen

池田市 レストラン（中国料理） 青冥　阪急池田店

池田市 一般レストラン レストランセンカ大阪空港前店

池田市 一般飲食店 お食事処ふじた

池田市 飲食を伴うカラオケバー HAPPY  TODAY 

池田市 飲食店 パウオレ

池田市 飲食店 酒肴料理　菜々海

池田市 飲食店（居酒屋を含む） 和食の店『なかや』

池田市 沖縄料理 八重山ソバきじむなー

池田市 歌謡曲バー ザ・夜のヒットテン

池田市 菓子小売販売 コトブキ石橋店

池田市 回転寿司 くら寿司池田西店

池田市 喫茶店 フォーシーズン津曲珈琲

池田市 喫茶店 喫茶Ｐ．Ｓ．

池田市 喫茶店 陶芸＆カフェ ＪｉＪｉ

池田市 喫茶店 珈琲園サモアル

池田市 居酒屋 BISTRO にふぇー

池田市 居酒屋 Dining SHU

池田市 居酒屋 ｉｎ　ｔｕｎｅ

池田市 居酒屋 nobana

池田市 居酒屋 あまちゃんち

池田市 居酒屋 ウマカーよかばい　石橋店

池田市 居酒屋 お酒と肴　酔好

池田市 居酒屋 かさ家　石橋店

池田市 居酒屋 カミナリ酒店

池田市 居酒屋 きらくや　魚天

池田市 居酒屋 こうちゃんの台所

池田市 居酒屋 ごん兵衛　石橋店

池田市 居酒屋 ちょい飲み?や　◎88
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池田市 居酒屋 てんきゅう

池田市 居酒屋 とりのすけ石橋店

池田市 居酒屋 とり竹 本店

池田市 居酒屋 ホルモンブルズ

池田市 居酒屋 まごころ居酒屋　みうらや

池田市 居酒屋 またたび

池田市 居酒屋 まめや

池田市 居酒屋 むげん

池田市 居酒屋 やきとり源

池田市 居酒屋 よこしまらくだ

池田市 居酒屋 沖縄居小屋

池田市 居酒屋 活魚いきおい

池田市 居酒屋 居酒屋  虎太郎

池田市 居酒屋 居酒屋　ま王　石橋店

池田市 居酒屋 居酒屋　一笑

池田市 居酒屋 居酒屋いやさか

池田市 居酒屋 居酒家まるこん　旭丘店

池田市 居酒屋 居心伝阪急池田駅前店

池田市 居酒屋 串ダイニングてっぺん

池田市 居酒屋 憩家　楽

池田市 居酒屋 産地直送　金まる屋

池田市 居酒屋 酒肴商店　アジト

池田市 居酒屋 酒房がんがら

池田市 居酒屋 焼き鳥 野乃鳥 呉華

池田市 居酒屋 焼き鳥居酒屋　絆（KIZUNA)

池田市 居酒屋 新撰組

池田市 居酒屋 酔虎伝　石橋店

池田市 居酒屋 石橋スタンドゐの一

池田市 居酒屋 創作居酒屋　MA hiro

池田市 居酒屋 炭焼き酒場　ここから金べえ

池田市 居酒屋 中道商店　凡場

池田市 居酒屋 鳥鳥（とっと）石橋店

池田市 居酒屋 鳥鳥（とっと）池田店

池田市 居酒屋 呑み処２９３　tsugumi

池田市 居酒屋 呑み所 ひーちゃん

池田市 居酒屋 肉バルMoooh!!

池田市 居酒屋 日常酒飯事わこう

池田市 居酒屋 風の盆

池田市 居酒屋 豊後高田どり酒場 池田北口駅前店

池田市 居酒屋 目利きの銀次 石橋阪大前東口駅前店

池田市 居酒屋 洋風ダイニングてつ

池田市 居酒屋 立ち呑みの虎

池田市 居酒屋 琉球居酒屋　赤瓦

池田市 居酒屋 和　せいりゅう

池田市 居酒屋 餃子ダイニング　天真

池田市 居酒屋 餃子ダイニング 天真

池田市 居酒屋の 菜々海

池田市 串揚げ屋 串揚げキッチンだん石橋本店

池田市 寿し屋 寿し善

池田市 寿司屋 sushi&sake 篝火

池田市 寿司屋 すし善

池田市 寿司屋 安兵衛 すし

池田市 焼き鳥屋 TORI TO NICK

池田市 焼き鳥屋 喜のかこい　城南店

池田市 焼き鳥屋 照の家

池田市 焼き鳥屋 鳥み堂

池田市 焼鳥屋 喜のかこい 池田駅前店

池田市 焼鳥屋 秋吉　石橋店

池田市 焼鳥屋 炭火焼鳥　銀のカメレオン

池田市 焼鳥屋 炭火焼鳥専門店 陽の鶏 石橋店

池田市 焼鳥居酒屋 炭火焼鳥　英



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

池田市 焼肉 石橋酒場情熱ホルモン

池田市 焼肉屋 焼肉 ホルモン 石大

池田市 焼肉屋 炭火焼肉　七輪　池田店

池田市 焼肉屋 肉乃家 石橋店

池田市 焼肉屋 和応

池田市 焼肉店 じゅじゅ庵　石橋店

池田市 焼肉店 焼肉ホルモン 石大

池田市 中華料理レストラン 餃子の王将 阪急石橋店

池田市 中華料理レストラン 餃子の王将 阪急池田店

池田市 中国料理店 笑福中華　恵美寿

池田市 鍋屋 池田　銀なべ

池田市 日本酒バー 宵ノKΘFUKU

池田市 日本料理店 玄品　池田

池田市 日本料理店 日本料理かえで

池田市 日本料理店 日本料理はるのかおり

池田市 馬肉料理 馬肉料理　ばにっくん

池田市 洋食弁当販売 こけこっこ食堂

池田市 立ち呑み 立ち呑み処　かすみ

池田市 立呑居酒屋 酒処　備前屋

池田市 和食 家族亭　池田店

池田市 和食レストラン ザめしや池田店

池田市 和食居酒屋 はたごや阪急池田駅前店

池田市 和食居酒屋 和食巧房　ちりとてちん

池田市 和食料理店 町家料理　結月

池田市 餃子専門店 餃子の店「桜喜」

池田市 餃子店 餃子の勝

池田市 アパレル ハニーズ池田駅前ダイエー店

池田市 エステサロン Naturam

池田市 エステサロン メナードフェイシャルサロン池田駅前東

池田市 エステティックサロン Mahana

池田市 エステティックサロン ル・クールド・ラメール　池田店

池田市 ガソリンスタンド 池田旭ヶ丘給油所

池田市 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　池田駅前店

池田市 カラオケボックス ビッグエコー石橋店

池田市 カラオケボックス まねきねこ石橋店

池田市 コーティング専門店 KeePerPROSHOP　池田石橋店

池田市 スポーツクラブ ティップネス 石橋

池田市 ダイビングスクール ダイビングスクールイオ池田校

池田市 ダンス教室 フラメンコスタジオ・ミゲロン

池田市 デイサービス デイサービスみち鉢塚

池田市 ネイルサロン、アイラッシュサロン gratify+coco

池田市 ぱちんこホール イルサローネ池田店

池田市 ぱちんこホール エリート池田店

池田市 ぱちんこ店 ABCラッキーセンター

池田市 パチンコ店 アイゼン石橋イーストヴィレッジ

池田市 パチンコ店 パーラーV.O.X池田店

池田市 パン教室・パン販売 BAKERY STUDIO 　Fun! Fun! パン☆

池田市 ビジネスホテル ビジネスホテル マスミ荘

池田市 フォトスタジオ Studio Onvu.me

池田市 ブライダル貸衣装・カラオケ店 ララ．ローズマリー

池田市 ヘアサロン Natural Hair JOY

池田市 ボルダリングジム スハラクライミングジム

池田市 まつげエクステサロン リセシュ池田店

池田市 まつ毛エクステサロン Mavie

池田市 ヨガスタジオ Azure yogastudio

池田市 リハーサルスタジオ スタジオシオン

池田市 リラクゼーション(指圧・揉みほぐし) Healing　Station(ヒーリングステーション)

池田市 リラクゼーションサロン Relax阪急池田ブランマルシェ店

池田市 リラクゼーションサロン リラクゼーションサロンNadia

池田市 リラクゼーションスペース りらくる池田鉢塚店

池田市 レンタルスペース テアトロ・ルセロ
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池田市 運動 Ｎｕｒｓｉｎｇ－Ｆｉｔ＋

池田市 英会話教室 ユニバーサルキャンパス　池田校

池田市 卸売業 有限会社グローバルパッケージシステム

池田市 音楽スタジオ スタジオ　R's

池田市 音楽教室 GAKU MUSIC SCHOOL

池田市 家電店 住まいるでんき館キダ

池田市 家電量販店 ジョーシン アウトレット池田店

池田市 学習塾 関西個別指導学院 池田教室

池田市 学習塾 京進スクール・ワン　池田教室

池田市 学習塾 公文式くれは教室

池田市 学習塾 東進衛星予備校　阪急池田駅前校

池田市 学習塾 馬渕教室 石橋校

池田市 学習塾 馬渕教室 池田校

池田市 学習塾 馬渕個別 石橋校

池田市 学習塾 馬渕個別 池田校

池田市 学習塾 北摂ゼミナール

池田市 個人事業主 ヘアースタジオアール・デコ

池田市 公衆浴場 五月湯

池田市 公衆浴場 城南温泉

池田市 時計宝石店 ジュエリー＆ウオッチ JIN

池田市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪 池田中央店

池田市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）池田店

池田市 柔道整復 アイムなかやま整骨院

池田市 宿泊業 ビジネスホテル　やさか

池田市 宿泊施設 リフテル大阪空港前

池田市 書店 絵本の店 Karite

池田市 信用金庫 北おおさか信用金庫　石橋支店

池田市 新車自動車販売店・中古自動車販売店・自動車整備工場 みんなのくるまやさん

池田市 整骨院 ＳＵＮ整骨院

池田市 整骨院 こころ整骨院　石橋院

池田市 整骨院 こころ整骨院　池田院

池田市 整骨院 テイクケア整骨院

池田市 整骨院 池田みやび整骨院

池田市 整骨院，鍼灸院 まつだ整骨院・鍼灸院

池田市 整体院 ゆるみ整体院

池田市 生活雑貨店 BRIDGE

池田市 体操教室 カーブスダイエー池田駅前

池田市 体操教室 池田ジュニア体操クラブ　　

池田市 調剤薬局 アピス薬局　池田店

池田市 二輪販売・整備 ドイール

池田市 美容院 髪屋あえか

池田市 美容室 CREA hair urban

池田市 美容室 MODE K's 石橋店

池田市 美容室 MODE K's 池田店

池田市 美容室 チコ大谷　美容室

池田市 美容室 ビューティーリオン

池田市 美容室 ヘアーモード・シーズン

池田市 美容室 美容　エツコ

池田市 美容室 美容室　亜土里絵

池田市 美容室 美容室エルーチェ

池田市 不動産業 賃貸住宅サービス阪急池田駅前店

池田市 福祉用具レンタル・介護用品販売 バリアフリーショップもみじ

池田市 補聴器専門店 池田補聴器専門店

池田市 理髪店 HAIR SARLON  YUKI

池田市 理容室 PAPA'S石橋店

池田市 理容店 Lazo阪急池田

池田市 旅館 不死王閣

池田市 料理教室 木村料理教室

池田市 鍼灸整骨院 なかがわ鍼灸整骨院

池田市 鍼灸整骨院 藤本鍼灸整骨院

池田市 鍼灸整骨院　 小谷整骨院・鍼灸院
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箕面市 BAR BAR GAMA

箕面市 イタリア料理 PIZZERIA SOGGIORNO

箕面市 イタリア料理店 ドルチェモスカート新箕面ガーデンプレイス店

箕面市 うどん屋 のらや箕面店

箕面市 うどん屋 はなまるうどんみのおキューズモール店

箕面市 うどん屋 讃岐製麺　箕面半町店

箕面市 おでん屋 おでん 安達屋

箕面市 お好み焼き 鶴橋風月　箕面店

箕面市 お好み焼き屋 お好み焼だいにんぐ　はる家

箕面市 お好み焼き屋 やきもん亭

箕面市 お好み焼き屋 錦わらい　箕面小野原店

箕面市 お好み焼き店 お好み焼き店「せんしゅう」

箕面市 お好み焼屋 鶴橋風月　箕面船場店

箕面市 カフェ Beaubois(ボーボワ)

箕面市 カフェ cafe  ras moca

箕面市 カフェ cafe de 10番　

箕面市 カフェ cafe eze

箕面市 カフェ CAFE Rico

箕面市 カフェ ICHIRIN COFFEE

箕面市 カフェ Per Caffe Bianco

箕面市 カフェ Point Etain

箕面市 カフェ カフェ　クーネロコKUNELOKO

箕面市 カフェ からふね屋珈琲 箕面店

箕面市 カフェ、バー cafe bocca.

箕面市 カフェ・レストラン フォレスト　ガーデン

箕面市 カフェバー Cafe & Bar K's Square

箕面市 カフェバー cafe&bar GROW

箕面市 カフェバー CAFE・BAR　eN ROUTE

箕面市 カフェバー モンキーレンチ

箕面市 からあげ屋 からあげスタンドあさちゃん

箕面市 カラオケ　ボウリング　卓球　キッズパーク Bb箕面船場店

箕面市 カラオケ喫茶 カラオケあんてぃ

箕面市 カラオケ喫茶 カラオケカフェしぶおんぷ

箕面市 クレープ店 ディッパーダンイオンスタイル箕面

箕面市 すし・和食・宿泊・ブライダル 明治の森箕面 音羽山荘

箕面市 ステーキハウス 百日紅

箕面市 ステーキ店 肉料理　昌平

箕面市 スナック JOY BAR

箕面市 スナック SNACKウエル

箕面市 スナック イフポシブル

箕面市 スナック スナック　MR

箕面市 スナック スナック 桜音

箕面市 スナック スナックゆき

箕面市 スナック てんとうむし

箕面市 たこ焼き、居酒屋 たこ焼き居酒屋絆

箕面市 たこ焼居酒屋 たこ焼　ひなた

箕面市 バー Bar The Looking Glass

箕面市 バー Free Style Bar GOZ

箕面市 バー N°5

箕面市 ハワイアンレストラン サンマハロ

箕面市 ファミリーレストラン ガスト牧落店

箕面市 フードコート 大起水産　街のみなと　みのおキューズモール店

箕面市 フクロウカフェ フクロウカフェクルー

箕面市 フレンチカフェ MON　POTE

箕面市 ベーカリーカフェ サニーサイドみのおキューズモール店

箕面市 ベーカリーカフェ サニーサイド箕面小野原店

箕面市 ラーメン屋 ラーメンまこと屋箕面牧落店

箕面市 ラーメン屋 麺や六三六　別邸箕面店

箕面市 ラーメン店 ラーメン横綱　みのおキューズモール店

箕面市 ラーメン店 一風堂 箕面店

箕面市 ラーメン店 箕面商店
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箕面市 ランチ、弁当販売、居酒屋 kitchen suu

箕面市 ランチカフェ ｃａｆｅ　ＮＯＮＮＡ

箕面市 レストラン Dining PLUS 358

箕面市 レストラン Lei can ting 箕面本店

箕面市 レストラン OKKII　箕面店

箕面市 レストラン 三田屋本店箕面小野原店

箕面市 飲食業 スロ－フードの店　高千穂神楽

箕面市 飲食店 サガミ箕面店

箕面市 飲食店 スローフードの店　　高千穂神楽

箕面市 飲食店 磯物語

箕面市 飲食店 花こまち

箕面市 飲食店（焼肉屋） KTUARO箕面店

箕面市 家庭料理 おうちキッチン

箕面市 回転寿司 くら寿司箕面店

箕面市 回転寿司 大起水産回転寿司　箕面店

箕面市 海鮮料理 箕面銀蔵サンクスみのお店

箕面市 海鮮料理 箕面銀蔵小野原本店

箕面市 喫茶店 Cafe'COUKY

箕面市 喫茶店 テクテク紅茶や

箕面市 居酒屋 居酒家　まるこん

箕面市 居酒屋 魚菜あぶり海鮮料理ほっこり

箕面市 居酒屋 魚民 箕面駅前店

箕面市 居酒屋 串カツ新世界

箕面市 居酒屋 鶏バル ＯＫＡＹＡＮ

箕面市 蕎麦店 民芸そば　しのぶ庵　箕面店

箕面市 高級生食パン屋 銀座に志かわ箕面店

箕面市 手打ちそば屋 手打ちそば処　丹波

箕面市 寿司屋 魚精寿司

箕面市 寿司屋 茂里鮨

箕面市 焼きしゃぶ屋 牛とろ焼きしゃぶ専門店 十二松門左衛門

箕面市 焼き鳥屋 炭火やきとり　飛鳥

箕面市 焼鳥 一鳥　みのおキューズモール店

箕面市 焼肉 Ogawatei

箕面市 焼肉屋 yakinikuキッチンあさちゃん

箕面市 焼肉屋 焼肉・冷?　呉家

箕面市 焼肉屋 炭火焼肉　七輪　小野原店

箕面市 焼肉屋 炭火焼肉　七輪　箕面店

箕面市 焼肉店 焼肉たむら　みのおキューズモール店

箕面市 焼肉店 焼肉処銀花

箕面市 焼肉店 炭火焼肉　南平

箕面市 焼肉店 葡萄匠屋箕面店

箕面市 食堂、バル 桜井市場ワールド食堂＆バル

箕面市 西洋レストラン ビステリアＰｌｅａｓａｎｔＤｉｎｉｎｇ

箕面市 創作日本料理屋 さくら

箕面市 大起水産株式会社 街のみなと　箕面店

箕面市 中華料理 香園

箕面市 中華料理レストラン 餃子の王将 箕面店

箕面市 中華料理レストラン 餃子の王将 箕面半町店

箕面市 中華料理屋 中華厨房　香園

箕面市 中華料理店 中華料理　くるま　桜井本店

箕面市 土産物店 久國紅仙堂

箕面市 日本料理 美々卯　箕面店

箕面市 日本料理店 割烹はんべい

箕面市 野菜と自然食品販売 Nikai Mart

箕面市 洋食　イタリアン K'sキッチン

箕面市 和食 きぬがさ

箕面市 和食 家族亭　みのおキューズモール店

箕面市 和食 創作日本料理かえで

箕面市 和食料理 食彩さざん

箕面市 アパレル ハニーズみのおキューズモール店

箕面市 エステ、アイラッシュサロン アイラッシュ＆エステ　Wish
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箕面市 エステサロン CALLA箕面店

箕面市 エステサロン Dione箕面店

箕面市 エニタイムフィットネス エニタイムフィットネス箕面外院店

箕面市 オートバイ販売修理 BikeShop TERRA

箕面市 ゴルフスクール 第一ゴルフ　箕面北摂店

箕面市 コンサルティング業 ASTRO HEARTS 

箕面市 シルバー人材センター、障害者施設等 ふれあい就労支援センター

箕面市 スイミングスクール かやの中央スイミングスクール

箕面市 スイミングスクール ライフスポーツＫＴＶ 石橋

箕面市 スーパーマーケット イオンスタイル箕面

箕面市 スーパー銭湯 箕面湯元水春

箕面市 スポーツクラブ カーブス小野原東

箕面市 スポーツ用品店 ゴルフ５ 箕面牧落店

箕面市 スポーツ用品店 スポーツデポ みのおキューズモール店

箕面市 テニススクール wellインドアテニススクール箕面

箕面市 トレーニングスタジオ 30peak 箕面

箕面市 ネイル s_nail

箕面市 ネイル・マツエク サロン凛　nail&eyelash

箕面市 ネイルサロン NAILSALON CocoRocco

箕面市 ネイルサロン サロン凛

箕面市 ネイルサロン ナイスネイル箕面店

箕面市 ネイルサロン、アイラッシュサロン、エステティックサロン Bliss pruduced by syisyu

箕面市 パソコンスクール パソコンスクール　HEARTS

箕面市 パチンコ店 PAO千里店

箕面市 パチンコ店 キコーナ千里店

箕面市 パチンコ店 パチンコ店

箕面市 フィットネスクラブ コ・ス・パ　みのお

箕面市 フィットネスクラブ 健康倶楽部１００ジム

箕面市 ペットトリミング トリミング室

箕面市 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO箕面今宮店

箕面市 ホームセンター ホームセンターコーナン箕面萱野店

箕面市 ホームセンター ホームセンターコーナン箕面今宮店

箕面市 ホットヨガスタジオ Vivo Bearsi 箕面店

箕面市 ホテル 箕面観光ホテル

箕面市 マツエク、ネイルサロン Visit Salon Lily

箕面市 まつげエクステサロン Riseshu箕面店

箕面市 リラクゼーションサロン リラクゼーションサロンMimore

箕面市 リラクゼーションサロン 美楽園　箕面スパ―ガーデン店

箕面市 リラクゼーションサロンサロン リラクゼーションサロン　癒やし屋Ｍｉｍｏｒｅ

箕面市 リラクゼーションスペース りらくる箕面牧落店

箕面市 衣料品 洋服の青山　箕面店

箕面市 音楽教室 エイドミューズ（親子deリトミック）

箕面市 家具販売 Get箕面店

箕面市 家具販売店 湯川家具　箕面店

箕面市 家電販売店 株式会社　西山電気

箕面市 家電量販店 エディオン箕面船場店

箕面市 家電量販店 ジョーシン みのおキューズモール店

箕面市 介護・福祉機器用品のレンタル、販売店 ネーブルハウス箕面店

箕面市 学習塾 京進スクール・ワン　箕面教室

箕面市 学習塾 馬渕教室 小野原校

箕面市 学習塾 馬渕教室 箕面校

箕面市 学習塾 馬渕個別 箕面校

箕面市 学童保育、塾 Fun Fun Kids After School

箕面市 昆虫館 箕面公園 昆虫館

箕面市 寺院 太春寺

箕面市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　ルノー箕面

箕面市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　箕面店

箕面市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　箕面牧落東店

箕面市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社ＵＣＡＲＳ箕面

箕面市 自動車ディ－ラ－ 日産大阪販売株式会社　箕面牧落西店

箕面市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪 U-Select箕面店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

箕面市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪 箕面東店

箕面市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪 箕面牧落店

箕面市 自動車整備・販売業 西国自動車株式会社

箕面市 自動車販売・整備業 北摂オート株式会社

箕面市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）箕面店

箕面市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売㈱U-CAR箕面

箕面市 車買取店 ユーポス１７１箕面店

箕面市 住宅設備機器・建材ショールーム LIXILショールーム箕面

箕面市 小売店 AOKI　箕面店

箕面市 小売店 ORIHICA　みのおキューズモール店

箕面市 障害者就業・生活支援センター 豊能北障害者就業・生活支援センター

箕面市 信用金庫 大阪信用金庫　箕面支店

箕面市 信用金庫 北おおさか信用金庫　箕面中央支店

箕面市 信用金庫 北おおさか信用金庫　箕面東支店

箕面市 親子教室 親子教室Light

箕面市 整骨院 ひなた整骨院

箕面市 整骨院 みのお骨盤リフォーム整骨院

箕面市 整骨院 みやさこ整骨院

箕面市 整骨院 楽整骨院

箕面市 整骨院 三宅整骨院

箕面市 整体院 健康管理工房

箕面市 葬儀場 ベルコシティホールみのお

箕面市 体育館 大阪府立稲スポーツセンター

箕面市 調剤薬局、健康食品・食品・化粧品小売り業 クシロ薬局

箕面市 通所介護施設 株式会社楽園

箕面市 農産物直売所 JA大阪北部　農産物直売所

箕面市 美容院 aptLy

箕面市 美容院 MAMA'S箕面店

箕面市 美容院 ウィッシュ

箕面市 美容院 巴亜麻屋

箕面市 美容室 Bolge箕面

箕面市 美容室 Hair&livingmomo

箕面市 美容室 MODE K's SUNNY GRACE

箕面市 美容室 ファミール

箕面市 美容室 ヘア＆メイク　クオーレ

箕面市 美容室 ヘアー・イッツ・オーケイ

箕面市 美容室 ル　プラウ美容室

箕面市 美容室 美容プラージュ箕面萱野店

箕面市 美容室 美容室Cozy*

箕面市 保険代理店 ほけんの窓口　みのおキューズモール店

箕面市 保険代理店 みのおキューズモール店

箕面市 訪問看護ステーション きららリハビリ訪問看護ステーション

箕面市 麻雀屋 麻雀ハウスpon

箕面市 野外活動施設 箕面市立青少年教学の森野外活動センター

箕面市 理髪店 CutRoom ヨシオカ

箕面市 理容 ヘアーサロン五味

箕面市 理容室 HAIR STAGE 193

箕面市 理容室 IN THE BARBER　箕面牧落店

箕面市 理容室 PAPA'S箕面店

箕面市 旅館 みのお山荘　風の杜

箕面市 鍼灸整骨院 Ｍｕｇｅｎ鍼灸整骨院

箕面市 鍼灸整骨院 さくらい鍼灸整骨院

箕面市 鍼灸整骨院 むらかみ鍼灸整骨院

箕面市 鍼灸整骨院 鍼灸整骨院　このはな

豊中市 BAR BAR  OFF

豊中市 BAR KEN☆DELIC

豊中市 BBQ場 GoodBBQ服部緑地バーベックマルシェ

豊中市 Caffe bar OLD FASHION

豊中市 lounge lounge   MIYUKI

豊中市 アイラッシュサロン ＪＩＫＫＡ＋

豊中市 イタリアレストラン トラットリア オロ ブリランテ
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豊中市 イタリアン PORTA BLU

豊中市 イタリアン パパアンジェロ

豊中市 イタリアン 久保田

豊中市 イタリアン 菴

豊中市 イタリアンレストラン ILparadosso TOYONAKA

豊中市 イタリアンレストラン ＳＡＬＶＡＴＯＲＥ　ＣＵＯＭＯ＆ＢＡＲ

豊中市 イタリアンレストラン salvatore cuomo&BAR

豊中市 イタリアンレストラン トラットリア　サルーテ

豊中市 イタリアンレストラン トラットリアサルーテ

豊中市 イタリア食堂 diritto

豊中市 イタリア料理 シチリア料理　クッカーニャ

豊中市 イタリア料理 ロベルトカレラ

豊中市 イタリア料理店 イタリア料理　エジリオ

豊中市 イタリア料理店 サルーテ

豊中市 イタリア料理店 テジャクッチーナ（teja cucina)

豊中市 イタリア料理店 トラットリアサルーテ

豊中市 イタリア料理店 ビストランテ サ.ルーチェ

豊中市 イタリア料理店 リストランテ　チェレスティーナ

豊中市 イタリア料理店 ロベルトカレラ

豊中市 うどん屋 うどん・そば・しゃぶしゃぶ　きねや亭

豊中市 うどん屋 すみ川

豊中市 うどん屋 はなまるうどん豊中インター店

豊中市 うどん屋 マルヨシ製麺所

豊中市 うどん屋 讃岐製麺　豊中夕日丘店

豊中市 うどん屋 手打ちうどん　錢形

豊中市 オーガニック鉄板焼 ソルビバ＆タジマヤ

豊中市 オーセンティックバー Bar Reset

豊中市 オーセンティックバー EAUDOT

豊中市 おこのみ焼き屋 千房　阪急服部店

豊中市 おでん屋 しあわせおでん処　正心亭

豊中市 おばんざい屋 おばんざいポケット

豊中市 お好み焼きと和食の店 ごはん処ねこじた

豊中市 お好み焼き屋 AT　THE　２１

豊中市 お好み焼き屋 お好み焼き ju ju

豊中市 お好み焼き屋 清十郎　大阪国際空港店

豊中市 お好み焼き屋 鉄比呂

豊中市 お好み焼き鉄板焼き お好み焼、鉄板焼き  合格

豊中市 お好み焼き店 お好み幸房　和楽

豊中市 お好み焼き店 錦わらい　イオンタウン豊中緑丘店

豊中市 お好み焼屋 お好み焼・鉄板焼・きん太　東豊中店　

豊中市 かに道楽 かに道楽　豊中店

豊中市 カフェ cafe  dining かや

豊中市 カフェ grand star cafe

豊中市 カフェ Ｎｏｓｔａｌｇｉａ　ｄｅｌｌ’Ｉｔａｌｉａ

豊中市 カフェ エ・プロント　モノウェル千里中央

豊中市 カフェ エノテカカフェシービー

豊中市 カフェ エル・シャンティ

豊中市 カフェ カフェ マリア

豊中市 カフェ カフェヒラノ

豊中市 カフェ ノースショア 伊丹空港店

豊中市 カフェ ヒカリ珈琲

豊中市 カフェ ラ・ポンム

豊中市 カフェ 京都　キョーワズ珈琲

豊中市 カフェ 服部緑地レストラン　メイブーム

豊中市 カフェ&バー PRONTOオトカリテ千里中央店

豊中市 カフェダイニング キッチンフジヒロサン

豊中市 カフェダイニングバー Cavolo

豊中市 カフェランチ POCA .

豊中市 カフェレストラン DIALOGO Kitchen&Cafe 

豊中市 カフェレストラン ウルフギャングパック　ピッツァ大阪国際空港店

豊中市 からあげテイクアウト 鶏笑　東豊中店
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豊中市 からあげ屋 ジョニーのからあげ 豊中春日町店

豊中市 カラオケサロン カラオケサロン  フェアリー

豊中市 カラオケスタンドバー EQUES

豊中市 カラオケスナック カラオケ たもん

豊中市 カラオケスナック カラオケスナック妙

豊中市 カラオケスナック カラオケ町

豊中市 カラオケスナック スナックMIJIN

豊中市 カラオケスナック マーク

豊中市 カラオケスナック メープル

豊中市 カラオケスナック ラウンジMISSHA

豊中市 カラオケバー KARAOKE BAR 酒歌楽歌

豊中市 カラオケバー Shidori

豊中市 カラオケバー 杏

豊中市 カラオケラウンジ ラ・カシュカシュ

豊中市 カラオケ喫茶 LIVE KARAOKE ミューズAI

豊中市 カラオケ喫茶 カラオケ・ティーラウンジ  Ken

豊中市 カラオケ喫茶 カラオケセリカ

豊中市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　シューター

豊中市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　歌小屋

豊中市 カラオケ喫茶 クイーン

豊中市 カラオケ喫茶 フレンズ

豊中市 カラオケ喫茶 ヘブン・ユキコ

豊中市 カラオケ喫茶 ベルウッド

豊中市 カラオケ喫茶 ラウンジ　HOT

豊中市 カラオケ喫茶 藍カラオケ喫茶

豊中市 カラオケ喫茶　スナック スナック　光輪

豊中市 カラオケ居酒屋 カラオケ居酒屋 かよちゃん

豊中市 カラオケ居酒屋 カラオケ居酒屋　絆

豊中市 カラオケ店 カラオケ楽

豊中市 カラオケ店 喫茶アンドカラオケ店

豊中市 カラオケ店喫茶店 喫茶カラオケ店シルク

豊中市 カレー ダイヤモンドカリー大阪国際空港

豊中市 カレーショップ インドネパール料理　RARA

豊中市 カレーライス屋 カレーハウスガラム

豊中市 カレー屋 RARA

豊中市 カレー屋 オーガニックスパイスカレーPePeri

豊中市 カレー屋 カーリーカリー

豊中市 カレー屋 スパイス食堂　ナムナム

豊中市 カレー専門店 めっちゃおいしいカレー屋さん　BOSS

豊中市 カレー店 オーガニックスパイスカレーPePeri

豊中市 キッチン（レストラン） ひふみキッチン

豊中市 ごはん屋 ごはんや ぐぅ

豊中市 しゃぶしゃぶ温野菜 しゃぶしゃぶ温野菜LABI千里中央店

豊中市 ショットバー BAR OFF

豊中市 ショットバー Dear.

豊中市 ショットバー Shot Bar J

豊中市 ショットバー shot bar？CINQ

豊中市 ショットバー Shotbar 4out

豊中市 ショットバー キッパーズ

豊中市 スープカレー専門店 香樹

豊中市 すし天ぷら すし天ぷら　頂

豊中市 すし店 服部のひょうたん寿し

豊中市 ステーキハウス ステーキハウス華

豊中市 ステーキハウス ステーキハウス神楽　豊中店

豊中市 スナック CandR

豊中市 スナック Key

豊中市 スナック Night in ステーション

豊中市 スナック Pretty

豊中市 スナック secret marina

豊中市 スナック SILK

豊中市 スナック YUSA
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豊中市 スナック エパ

豊中市 スナック カロッサ

豊中市 スナック さくら

豊中市 スナック シエスタ

豊中市 スナック スナック　エレーナ

豊中市 スナック スナック カレン

豊中市 スナック スナック　さくら

豊中市 スナック スナック　ドラゴン

豊中市 スナック スナック 恵子

豊中市 スナック スナック　智恵

豊中市 スナック スナックファンタジー

豊中市 スナック スナックフレンド

豊中市 スナック ティアラ

豊中市 スナック プリティ

豊中市 スナック 向日葵

豊中市 スナック 笑心

豊中市 スナック、喫茶店 カラオケスナックまっちゃん

豊中市 スナックシュガー スナック・シュガー

豊中市 スペイン料理レストラン コンテンタ

豊中市 スンドゥブ専門店 スンドゥブ専門店K.A.M

豊中市 その他の一般レストラン お出汁の薫る家庭料理　あきゑ

豊中市 ダーツバー BAR HERO

豊中市 ダイニングバー スタンドバルamanozyaku

豊中市 ダイニングバー ダイニングバーARAIRA2

豊中市 たこ焼き屋 あほや　夕日丘店

豊中市 ちゃんこ鍋 亀萬

豊中市 とんかつ とんかつ　ますもと

豊中市 とんかつ とんかつ梅八　千里店

豊中市 とんかつ屋 かつくら大阪国際空港店

豊中市 とんかつ屋 とんかつハウスとんとん

豊中市 とんかつ店 とんかつ ますもと

豊中市 ナイトクラブ サファイア

豊中市 ナポリピッツァ専門店 Pizzeria da Mario

豊中市 バー BABOO

豊中市 バー BAR    HARIJYU

豊中市 バー BAR FUN2

豊中市 バー BAR GEAR

豊中市 バー BAR　Koinobori

豊中市 バー Bar　KORU

豊中市 バー BAR三丑

豊中市 バー ＢＩＮＫＳ

豊中市 バー DUCK HOOK

豊中市 バー Lian

豊中市 バー Little Pine

豊中市 バー NATURAL STYLE

豊中市 バー NISHIYAMA 

豊中市 バー N'sBAR

豊中市 バー REALIZE

豊中市 バー Shot Bar Dear.

豊中市 バー Shot Bar Lee

豊中市 バー shotbar LIT

豊中市 バー ソンリサ

豊中市 バー バー・カオス

豊中市 バー 月LUNA

豊中市 バー 豊中倶楽部 IBIS

豊中市 バー 藍亭

豊中市 パスタレストラン itanClip(イタンクリップ)

豊中市 ピザハウス ピザハウスとまと

豊中市 ピザ屋 ピッツェリア ダ マリオ

豊中市 ファミリーレストラン ガスト阪急岡町駅前店

豊中市 ファミリーレストラン ガスト豊中旭丘店
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豊中市 ファミリーレストラン ガスト豊中向丘店

豊中市 ファミリーレストラン ガスト豊中南店

豊中市 ファミリーレストラン ガスト豊中本町店

豊中市 ファミリーレストラン から好し豊中南店

豊中市 ファミリーレストラン バーミヤン豊中緑丘店

豊中市 ファミリーレストラン ロイヤルホスト豊中桜塚店

豊中市 ファミリーレストラン 不二家レストラン　桃山台店

豊中市 フランス料理 ビストロ・リッペ

豊中市 フランス料理 ビストロ・リッペ  

豊中市 フランス料理店 ＰＥＲＴＩＣＡ

豊中市 フレンチレストラン Cui LARDOISE

豊中市 フレンチレストラン ビストロ・ハシ

豊中市 ベーカリー ソルビバベーカリー

豊中市 ベーカリー パンダッコ

豊中市 ベーカリー、レストラン The LOAF Cafe / LOAF Bakery

豊中市 ベーカリーカフェ Bakery&CafeDining RACCOLTA

豊中市 ベーカリーレストラン 石窯ブレッドラブ　豊中店

豊中市 まぐろ丼屋 黒門まぐろのエン時伊丹空港店

豊中市 やきとり 六源豊中店

豊中市 ラーメン らーめん　風土記　

豊中市 らーめん らーめん喜凛

豊中市 ラーメン らーめん熊五郎　千中パル店

豊中市 ラーメン ラーメン飛龍

豊中市 ラーメン 南ばん亭

豊中市 ラーメンや 麺武流謙信

豊中市 ラーメン屋 ?家五大力

豊中市 ラーメン屋 ラーメン　　天 風 堂

豊中市 ラーメン屋 丸源ラーメン豊中千里店

豊中市 ラーメン屋 獅子道らーめん

豊中市 ラーメン屋 白馬童子 曽根

豊中市 ラーメン屋 来来亭豊中夕日丘店

豊中市 らーめん居酒屋 蛍家悠龍

豊中市 ラーメン店 どうとんぼり神座　大阪国際空店

豊中市 ラーメン店 虎ノ王豊中店

豊中市 ラーメン店 白湯製人

豊中市 ライブカフェ neiro cafe

豊中市 ライブバー Live bar Roots'66

豊中市 ライブバー 庄内Blues＆Live Bar LOOSE

豊中市 ラウンジ MJ

豊中市 ラウンジ ＭＪ

豊中市 ラウンジ ウェルかめ

豊中市 ラウンジ ラウンジ Ａｌｆａ

豊中市 ラウンジ ラウンジ　由蘖

豊中市 ラウンジ ラウンジK

豊中市 ラウンジ ラウンジこころ

豊中市 らうんじ らうんじ階

豊中市 ラウンジバー grow

豊中市 ラウンジバー ホームバーハーツ

豊中市 レストラン アランチーノOSAKA

豊中市 レストラン かごの屋服部店

豊中市 レストラン かごの屋豊中少路店

豊中市 レストラン カフェ＆レストラン　みうらんど

豊中市 レストラン がんこ伊丹空港店

豊中市 レストラン がんこ千里中央店

豊中市 レストラン がんこ豊中店

豊中市 レストラン ソルビバ&タジマヤ

豊中市 レストラン バル カフェ Massa

豊中市 レストラン レストラン　ムース

豊中市 レストラン 欧風料理屋RAISIN

豊中市 レストラン 三田屋本店豊中店

豊中市 レストラン 秋桜
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豊中市 レストラン 新免館

豊中市 レストラン 鉄板焼きれすとらん中はら

豊中市 レストラン 天麩羅くろさわ

豊中市 レストラン 島熊山グラーヴ

豊中市 レストラン 和洋びすとろ　秋桜

豊中市 一人鍋しゃぶしゃぶ専門店 千里しゃぶちん本店

豊中市 飲食店 おばんざいばー星乃

豊中市 飲食店 さかな料理 魚甚

豊中市 飲食店 ラウンジ　サファイア

豊中市 飲食店 炭焼処　四季匠

豊中市 飲食店 日本料理　とみなが

豊中市 飲食店 馬肉と和食のお店神戸播馬

豊中市 飲食店（ラウンジ） ラウンジポッケ

豊中市 飲食店居酒屋 家庭の味　砥用

豊中市 回転寿司 くら寿司豊中豊南町店

豊中市 海鮮れすとらん 魚輝水産れすとらん　豊中庄内店

豊中市 海鮮中華レストラン 海キッチンkinosaki

豊中市 絵本カフェ カフェゆるる

豊中市 割烹料理店 割烹　味平

豊中市 韓国理科,焼き肉屋 韓国理科,焼き肉　コッテジ

豊中市 韓国料理 白雲台

豊中市 韓国料理 白雲台　伊丹空港店

豊中市 韓国料理 鳳仙花

豊中市 韓国料理店 プルコギ食堂　ふくみみ

豊中市 喫茶 Joy’s cafe

豊中市 喫茶 喫茶ガーデン

豊中市 喫茶・軽食 ＳＵＮ

豊中市 喫茶とお食事、居酒屋 ダイニング・バーとまと

豊中市 喫茶店 cafe ☆☆☆BOND 

豊中市 喫茶店 Coffee & Tea  TSUKASA

豊中市 喫茶店 ｃoffee＆軽食Ｉｎｏｕｅ

豊中市 喫茶店 HILL TOP

豊中市 喫茶店 SIDEMAAN’S / 喫茶リモン

豊中市 喫茶店 お茶処吉田

豊中市 喫茶店 かふぇ ふぅ

豊中市 喫茶店 カフェ・ド・フルール

豊中市 喫茶店 カフェめっちん

豊中市 喫茶店 ケ・セラ・セラ

豊中市 喫茶店 サンチョ・パンサ

豊中市 喫茶店 喫茶　Terrace（テラス）

豊中市 喫茶店 喫茶　こいびと

豊中市 喫茶店 喫茶 さくら

豊中市 喫茶店 喫茶　ストリート

豊中市 喫茶店 喫茶　果琳

豊中市 喫茶店 喫茶　名騎士館

豊中市 喫茶店 喫茶果琳

豊中市 喫茶店 喫茶店ゆき

豊中市 喫茶店 倉式珈琲店　豊中桜塚店

豊中市 喫茶店カラオケ店 喫茶店カラオケ店

豊中市 喫茶店みき 喫茶店みき

豊中市 喫茶店等 桜塚

豊中市 居酒屋 　　居酒屋　　　寿

豊中市 居酒屋 CHATASO

豊中市 居酒屋 COPPA豊中

豊中市 居酒屋 Dining IKINA

豊中市 居酒屋 Garage

豊中市 居酒屋 kitchen 104房

豊中市 居酒屋 Ｎ白木屋 蛍池東口駅前店

豊中市 居酒屋 Ｎ白木屋 千里中央南口駅前店

豊中市 居酒屋 Ｎ白木屋 緑地公園駅前店

豊中市 居酒屋 Rabbit
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豊中市 居酒屋 Y38

豊中市 居酒屋 えんdaining 

豊中市 居酒屋 おいどん　庄内店

豊中市 居酒屋 おいどん　本店

豊中市 居酒屋 おでん居酒屋きたはま

豊中市 居酒屋 かしわ舎　服部店

豊中市 居酒屋 カメナリ酒店

豊中市 居酒屋 ぎょうざ ろん

豊中市 居酒屋 ぎんすけ緑地公園店

豊中市 居酒屋 くらの、ぼう

豊中市 居酒屋 けむり屋

豊中市 居酒屋 ごえん

豊中市 居酒屋 さかなや道場豊中駅前店

豊中市 居酒屋 さとちゃん

豊中市 居酒屋 ジョニーのからあげ　服部天神店

豊中市 居酒屋 そこここ

豊中市 居酒屋 タコイチ

豊中市 居酒屋 たよし千里店

豊中市 居酒屋 つどい

豊中市 居酒屋 とりのねぐら　

豊中市 居酒屋 とりや　富衛門

豊中市 居酒屋 とんがらし

豊中市 居酒屋 ネギッ娘

豊中市 居酒屋 ネギ娘

豊中市 居酒屋 のみ処　はる

豊中市 居酒屋 ハイビスカス

豊中市 居酒屋 ひょっとこ

豊中市 居酒屋 ふぐどん豊中店

豊中市 居酒屋 ホルモン天国

豊中市 居酒屋 マルショウ

豊中市 居酒屋 やきとりだいにんぐMALIBU

豊中市 居酒屋 やきとりだいにんぐMALIBU　曽根店

豊中市 居酒屋 やきとりレストランBAR  豊

豊中市 居酒屋 やきとり福福

豊中市 居酒屋 伊達屋

豊中市 居酒屋 一栄

豊中市 居酒屋 壱番館

豊中市 居酒屋 飲食店  さりぽろ

豊中市 居酒屋 家庭料理・釜飯いろは

豊中市 居酒屋 家庭料理とお酒　亜木

豊中市 居酒屋 海鮮網焼き海ほたる

豊中市 居酒屋 楽笑

豊中市 居酒屋 割烹　居酒屋　若竹

豊中市 居酒屋 甘太郎 千里中央店

豊中市 居酒屋 甘太郎千里中央店

豊中市 居酒屋 宮崎地鶏炭火焼「車」蛍池店

豊中市 居酒屋 居酒屋　K3

豊中市 居酒屋 居酒屋　いさり火

豊中市 居酒屋 居酒屋　だんだん

豊中市 居酒屋 居酒屋　はる久

豊中市 居酒屋 居酒屋　一柳

豊中市 居酒屋 居酒屋　花よりだんご

豊中市 居酒屋 居酒屋　花壱蓮

豊中市 居酒屋 居酒屋　百番

豊中市 居酒屋 居酒屋いまむら

豊中市 居酒屋 居酒屋ふぅ

豊中市 居酒屋 居酒屋よしひろ

豊中市 居酒屋 居酒屋久ちゃん

豊中市 居酒屋 居酒屋酒蔵

豊中市 居酒屋 居酒屋大和

豊中市 居酒屋 居酒屋舞
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豊中市 居酒屋 魚と手作り豆腐三邑

豊中市 居酒屋 魚民 庄内東口駅前店（ホルモン）

豊中市 居酒屋 魚民 豊中上新田店

豊中市 居酒屋 串かつ　山本

豊中市 居酒屋 串もんや　りょうちゃん

豊中市 居酒屋 鶏焼肉専門店けむり屋

豊中市 居酒屋 鶏日和

豊中市 居酒屋 原始焼き　魚炉笑

豊中市 居酒屋 古巣

豊中市 居酒屋 志なのすけ庄内店

豊中市 居酒屋 志みづ家

豊中市 居酒屋 酒と蕎麦　こなから

豊中市 居酒屋 酒菜　穂のか

豊中市 居酒屋 寿司天ぷら　頂

豊中市 居酒屋 春夏あきない冬

豊中市 居酒屋 旬に居酒屋　心芽

豊中市 居酒屋 旬彩  俐庵

豊中市 居酒屋 順平

豊中市 居酒屋 小皿料理CO.ZARA

豊中市 居酒屋 小田茂信の店

豊中市 居酒屋 小料理屋琴

豊中市 居酒屋 庄内 ホルモンおいで屋 

豊中市 居酒屋 庄内ベース

豊中市 居酒屋 笑笑 岡町西口駅前店

豊中市 居酒屋 千年の宴 豊中南口駅前店

豊中市 居酒屋 創作串焼きAKANBEE

豊中市 居酒屋 創作料理　おばんざい　きむら

豊中市 居酒屋 創作和食　たすく

豊中市 居酒屋 大亀

豊中市 居酒屋 淡平

豊中市 居酒屋 炭火焼鶏こっこ屋

豊中市 居酒屋 炭焼きビストロ ビストリッシュ

豊中市 居酒屋 昼?み　丸屋

豊中市 居酒屋 昼呑み　丸屋

豊中市 居酒屋 電撃酒場GORI

豊中市 居酒屋 呑み処  はぎ

豊中市 居酒屋 呑み処  昌太

豊中市 居酒屋 呑み処ぐでんぐでん

豊中市 居酒屋 八剣伝　蛍池駅前店

豊中市 居酒屋 八剣伝　緑地公園店

豊中市 居酒屋 飛車角

豊中市 居酒屋 武遊田

豊中市 居酒屋 北陸水産

豊中市 居酒屋 本陣串や　豊中服部店

豊中市 居酒屋 味処　祭

豊中市 居酒屋 味処祭

豊中市 居酒屋 遊食酒家　聖

豊中市 居酒屋 立呑み　まえざわ

豊中市 居酒屋 立呑みホルモン天国

豊中市 居酒屋 炉ばたのぎんすけ緑地公園店

豊中市 居酒屋 浪花ろばた八角　千里中央店

豊中市 居酒屋 浪速ろばた八角　千里中央店

豊中市 居酒屋 和創作 がく

豊中市 居酒屋 和味処　　美濃田

豊中市 居酒屋 俐庵

豊中市 居酒屋 樂八

豊中市 居酒屋　ダイニングバー 天神酒場　木もと

豊中市 居酒屋(焼き鳥) やきとりとり庄

豊中市 居酒屋、ダイニングバー ダイニングバーループ

豊中市 蕎麦 一柳斎玄庵

豊中市 蕎麦屋 越後そば　良青
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豊中市 蕎麦屋 蕎麦屋木田

豊中市 蕎麦屋 鼓道

豊中市 串かつ 串かつ市場

豊中市 串かつ屋 ブロシェット

豊中市 串カツ屋 串もん

豊中市 串かつ専門店 串かつ専門店　藍花

豊中市 軽食、喫茶、音楽ライブ開催施設 ありすキッチンれすとらん

豊中市 自然食カフェ 野菜とつぶつぶ　アプサラカフェ

豊中市 寿司 二葉寿司

豊中市 寿司　 鮨・淡路

豊中市 寿司、てっちり 寿司　はせ川

豊中市 寿司屋 貴船寿司

豊中市 寿司屋 鮮魚 鮨処 かまや

豊中市 寿司屋 鮨 春之輔

豊中市 寿司店 丸十寿司

豊中市 小料理屋 かにの松葉亭

豊中市 焼き鳥屋 とり琉豊中本町店

豊中市 焼き鳥屋 やきとり初酉

豊中市 焼き鳥屋 やきとり大吉東豊中店

豊中市 焼き鳥屋 やきとり大吉東豊中六丁目店

豊中市 焼き鳥屋 御嘉家"

豊中市 焼き鳥屋 炭火焼地鶏料理きたろう。

豊中市 焼き鳥専門店 焼き鳥専門店 いなほ

豊中市 焼き鳥店 にしき亭

豊中市 焼鳥屋 たきち

豊中市 焼鳥屋 やきとり大吉 服部元町店

豊中市 焼鳥屋 鶏幸

豊中市 焼鳥屋 小鳥遊

豊中市 焼鳥屋 炭火焼鳥 かん馬

豊中市 焼鳥屋 炭火焼鳥専門店　あみや　蛍池店

豊中市 焼鳥専門店 ちんどん豊中店

豊中市 焼肉 起世

豊中市 焼肉 黒毛和牛専門店　炭火焼肉　りきちゃん

豊中市 焼肉 焼肉　高麗園

豊中市 焼肉・すき焼・しゃぶしゃぶ専門店 ARITA豊中駅前店

豊中市 焼肉・韓国料理 KollaBo千里中央

豊中市 焼肉レストラン 産直焼肉ビーファーズ　豊中緑丘店

豊中市 焼肉レストラン 炭火焼肉のて　豊中庄内店

豊中市 焼肉屋 あぶりや庄内店

豊中市 焼肉屋 じゅじゅ庵 服部店

豊中市 焼肉屋 食道園千里中央店

豊中市 焼肉屋 食道園曽根店

豊中市 焼肉屋 炭火焼肉　七輪　服部緑地店

豊中市 焼肉屋 炭火焼肉　鶴兆蛍池店

豊中市 焼肉屋 肉匠豊乃

豊中市 焼肉屋 勇麻衣屋　服部店

豊中市 焼肉屋 榮華亭庄内店

豊中市 焼肉店 焼肉.桜

豊中市 焼肉店 焼肉牛伝　豊中店

豊中市 焼肉店 炭火焼肉　牛閣

豊中市 焼肉店 肉処倉　豊中店

豊中市 食堂 コリアンキッチン　スビン

豊中市 食堂 ツバメ食堂

豊中市 食料品販売、飲食業 びーのマルシェ

豊中市 精肉店 肉のさかえ

豊中市 専門料理店 とり神楽　本店

豊中市 創作料理　ビストロ Pepper Mill

豊中市 惣菜屋 六禾

豊中市 中華 みんみん

豊中市 中華洋食 服部一貫楼

豊中市 中華料理 チャイナテーブル千里中央店
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豊中市 中華料理 広東料理ハマムラ

豊中市 中華料理 手包み餃子と中華キッチンひげ

豊中市 中華料理 東春閣　緑地公園店

豊中市 中華料理 餃子の勝

豊中市 中華料理レストラン 餃子の王将 空港線豊中店

豊中市 中華料理レストラン 餃子の王将 服部店

豊中市 中華料理店 チャイナダイニン　浪曼路

豊中市 中華料理店 まほろばてい

豊中市 中華料理店 まほろば亭

豊中市 中華料理店 創作中華TENTEN

豊中市 中華料理店 大阪王将豊中熊野店

豊中市 中華料理店 中華上原

豊中市 中華料理店 豊中駅前店

豊中市 中国料理 一品香

豊中市 漬物店 松下商店

豊中市 定食屋 おうちカフェ樹林

豊中市 定食屋 味福

豊中市 鉄板焼き 旨めし鉄板　大知

豊中市 鉄板焼き　食堂 お食事処ひまわり

豊中市 鉄板焼き屋 てっぱん屋なかい

豊中市 天ぷら専門店 天ぷら山﨑

豊中市 天ぷら天丼専門店 天喜

豊中市 日本料理 料理屋くおん

豊中市 日本料理店 つる家　千里阪急ﾎﾃﾙ店

豊中市 日本料理店 桜会

豊中市 日本料理店 日本料理　とみなが

豊中市 日本料理店 日本料理　四幸

豊中市 粉もん屋 十八番まんじゅう

豊中市 弁当屋 ㈱味萬

豊中市 洋菓子店 パティスリーgigi

豊中市 洋食 サウスウッド

豊中市 洋食屋 イタリア酒Bar ドロップイン

豊中市 料理屋 和のごちそう　岳獅

豊中市 和菓子、洋菓子の販売 pon pon × Chris.P大阪国際空港店

豊中市 和食 家族亭　阪急岡町店

豊中市 和食 家族亭　千里中央店

豊中市 和食 梅の花　千里中央店

豊中市 和食カフェテリア めしや食堂　豊中名神口店

豊中市 和食店 割烹cob

豊中市 和食店 京料理　木村

豊中市 和食料理屋 御料理　あきやま

豊中市 珈琲専門店 自家焙煎珈琲のんびり

豊中市 珈琲専門店 珈琲家族　可輪亜居　（コーヒーかぞく　かわあい）

豊中市 餃子専門店 龍の餃子

豊中市 D.P.E　写真店 パレットプラザティオ阪急岡町店

豊中市 PC・資格・英会話スクール リンクアカデミー千里中央校

豊中市 WiFiレンタル・SIMカード販売店 グローバルWiFi　大阪空港店

豊中市 アイラッシュサロン Rimo

豊中市 アパレル SUIT SELECT SENCHU PAL

豊中市 アパレル ハニーズ庄内店

豊中市 アパレル ハニーズ千里中央店

豊中市 アロマセラピーサロン モンサンミッシェル千里中央店

豊中市 アロマトリートメントサロン、スクール アトリエ・ティロワール

豊中市 インターネットカフェ コミックバスターCOZY庄内駅前店

豊中市 インテリア・雑貨　販売 アクタス大阪空港店

豊中市 インテリア用品小売り インテリア　ミカ

豊中市 インドアゴルフスクール ＵＧＭゴルフスクール豊中少路

豊中市 インドアゴルフスタジオ Studio　Effort

豊中市 エステ、リラクゼーション 癒し空間

豊中市 エステサロン Aromatherapy Hana

豊中市 エステサロン M'ATURE
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豊中市 エステサロン エステサロン　ヴレクール

豊中市 エステサロン はだころも

豊中市 エステサロン フェイシャルエステCLEOPATRA

豊中市 エステサロン メナードフェイシャルサロン　アメジスト

豊中市 エステサロン メナードフェイシャルサロン長興寺

豊中市 エステサロン メナードフェイシャルサロン豊中駅前南

豊中市 エステティック 健康やせ専門イヴ　豊中教室

豊中市 エステティックサロン 株式会社ビューティライフジャパン

豊中市 エステティックサロン 壮健ビューティーサロン蛍池駅前《Jasmine》

豊中市 オフィス事務全般 社会福祉法人　?美会　　ケアプランセンターサラージュ豊中

豊中市 カーテンじゅうたん販売 カーテンじゅうたん王国　豊中店

豊中市 ガソリンスタンド 園田給油所

豊中市 ガソリンスタンド 千里ニュータウンSS

豊中市 ガソリンスタンド 東豊中給油所

豊中市 ガソリンスタンド 豊南町SS

豊中市 カラオケ JOYSOUND豊中服部店

豊中市 カラオケ カラオケジョイキング　豊中店

豊中市 カラオケ サファイア

豊中市 カラオケボックス カラオケスマイルプラス曽根店

豊中市 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　庄内駅前店

豊中市 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　豊中駅前店

豊中市 クリーニング きょくとう服部本町店

豊中市 こども教室 講談社こども教室

豊中市 コンタクトレンズ専門店 ハートアップ千里中央店

豊中市 サーフショップ ゼストサーフ

豊中市 ジム IKKI

豊中市 スイミング・カルチャースクール コ・ス・パ　SENRITOよみうり

豊中市 スイミングクラブ 履正スイミングクラブ曽根

豊中市 スイミングスクール ライフスポーツＫＴＶ 豊中

豊中市 スイミングスクール 千里スイミングクラブ

豊中市 スーパーマーケット フードネットマート蛍池店

豊中市 スポーツクラブ B-fitスポーツクラブ千里中央

豊中市 スポーツクラブ MOTTO

豊中市 スポーツクラブ M's Conditioning Complex

豊中市 スポーツクラブ NACLスポーツクラブ

豊中市 スポーツクラブ Zoam FITNESS 豊中店

豊中市 スポーツクラブ エニタイムフィットネス阪急豊中駅前店

豊中市 スポーツクラブ エニタイムフィットネス千里豊中店

豊中市 スポーツクラブ スポーツクラブ＆スパ　ルネサンス豊中

豊中市 スポーツクラブ セントラルスポーツジムスタ24豊中駅前

豊中市 スポーツジム YOU

豊中市 スポーツジム ワールドプラスジム　庄内店

豊中市 デイサービス デイサービスみち上野

豊中市 デイサービスセンター（通所介護） デイサービス夢楽桃山台

豊中市 テニススクール 豊中南テニスクラブ

豊中市 ドラッグストア ドラッグミック服部店

豊中市 トレーニングジム Kaatsu Body Design Re:Born

豊中市 ネイルサロン NAIL AND ESTHE   PLUMERIA

豊中市 ネイルサロン nailroom Marea

豊中市 ネイルサロン ORAL30 by MANUELA

豊中市 ネイルサロン ナイスネイル千里中央店

豊中市 ネイルサロン ナイスネイル豊中店

豊中市 パーソナルジム パーソナルジムfis豊中駅前店

豊中市 パソコン教室 デジタルプラザ・キュリオステーション豊中店

豊中市 パソコン教室 パソコンジムトヨナカ

豊中市 パソコン教室 豊中商工会議所パソコン教室 阪急岡町校

豊中市 パソコン教室 豊中商工会議所パソコン教室 千里中央校

豊中市 パチンコ アミューズ豊中店

豊中市 パチンコ チャンピオン

豊中市 パチンコ店 ガイア庄内店

豊中市 パチンコ店 キコーナタウン　豊中北店
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豊中市 パチンコ店 キコーナ阪急豊中店

豊中市 パチンコ店 キコーナ豊中インター店

豊中市 ぱちんこ店 キコーナ豊中上津島店

豊中市 パチンコ店 キコーナ豊中南店

豊中市 パチンコ店 服部会館

豊中市 バレエ教室ヨガ教室 Studio Maria

豊中市 ビジネスホテル ホテルA.P

豊中市 ビリヤード場 Billiards Bee

豊中市 フィットネスクラブ ANYTIME FITNESS 豊中東店

豊中市 フィットネスクラブ コ・ス・パ　豊中少路

豊中市 プール 服部緑地ウォーターランド

豊中市 フォトスタジオ アトリエnico

豊中市 フォトスタジオ ストーリーテラー千里阪急ホテル店

豊中市 フットサルコート NYFC OSAKA

豊中市 ブランド品の買取り・販売 キングラム　庄内店

豊中市 ヘアカラー＆ヘッドスパ専門店 カラーガーデン

豊中市 ボウリング　カラオケ　アミューズメント　ビリヤード　ダーツ　卓球 ラウンドワン　豊中店

豊中市 ボーカル教室 ＵＳボーカル教室　豊中校

豊中市 ホームセンター コーナンPRO豊中庄本店

豊中市 ホームセンター ホームセンターコーナン中環蛍池店

豊中市 ホームセンター ホームセンターコーナン豊中島江店

豊中市 ホームセンター ホームセンターコーナン豊中夕日丘店

豊中市 ボクシングジム ギャラクシーボクシングジム

豊中市 ホットヨガスタジオ LAVA庄内店

豊中市 ホットヨガスタジオ Vivo Bearsi 豊中店

豊中市 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオＬＡＶＡ豊中店

豊中市 ホテル ホテルアイボリー

豊中市 ホテル 千里阪急ホテル

豊中市 ホテル 大阪空港ホテル

豊中市 マツエク、ヘッドマッサージ マツエク＆ヘッドマッサージ専門店　CHANCES　POWER

豊中市 まつげエクステ、ネイル Eyelash glam

豊中市 まつげエクステサロン Riseshu服部天神店

豊中市 マッサージ REFLE千里中央オトカリテ店

豊中市 まつ毛エクステサロン green

豊中市 まつ毛エクステサロン Lash-bar　Foula緑地公園店

豊中市 まつ毛エクステサロン アイラッシュサロン シュナ

豊中市 ヨガスタジオ studioSTANCE豊中

豊中市 ライブハウス TOYONAKA LIP 2nd

豊中市 ランドセル小売り店舗 カザマランドセル　豊中店

豊中市 リハーサルスタジオ 栄光スタジオ

豊中市 リフォーム業 有限会社 卯月

豊中市 リラクゼーション ユニバーサル・ヒーリング豊中店

豊中市 リラクゼーション ラフィネ　千里中央駅店

豊中市 リラクゼーションサロン Relaxせんちゅうパル店

豊中市 リラクゼーションサロン シロダーラヘッドスパ　KANDY.

豊中市 リラクゼーションサロン 癒し処ほのか豊中店

豊中市 リラクゼーションサロン 癒やしどころ和-nagomi-

豊中市 リラクゼーションスペース りらくる豊中南店

豊中市 レジャーホテル ホテルラフィネ

豊中市 衣料品店 豊中小曽根店

豊中市 英会話教室 ECCジュニア千里さくら通り教室

豊中市 音楽教室 S.M.S GOSPEL STUDIO 

豊中市 音楽教室 オスカープロ音楽事務所

豊中市 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ サンパティオ庄内店

豊中市 家庭用医療機器及び健康食品販売 ハクジュプラザ 新千里南町店

豊中市 家電販売店（家電量販店フランチャイズショップ） エディオン豊南でんき館

豊中市 家電量販店 エディオン豊中店

豊中市 家電量販店 ジョーシン 豊中インター店

豊中市 歌謡教室 Office hiros 倶楽部

豊中市 介護サービス リハプライド　庄内

豊中市 介護の学校 ベストウェイケアアカデミー
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豊中市 絵画教室 かなかなファクトリー

豊中市 外壁屋根塗装防水専門店 住まいるヒーローズ　エース

豊中市 学習塾 epion 千里中央校

豊中市 学習塾 epion 緑丘校

豊中市 学習塾 epion 緑地公園校

豊中市 学習塾 Super epion 千里中央校

豊中市 学習塾 アフタースクールまぶちキッズ 千里中央校

豊中市 学習塾 キッズクラブ 千里中央校

豊中市 学習塾 関西個別指導学院 千里中央教室

豊中市 学習塾 関西個別指導学院 豊中教室

豊中市 学習塾 関西個別指導学院 緑地公園教室

豊中市 学習塾 京進スクール・ワン 曽根教室

豊中市 学習塾 京進スクール・ワン　緑地公園教室

豊中市 学習塾 京進スクールワン曽根教室

豊中市 学習塾 自立学習RED　千里中央教室

豊中市 学習塾 自立学習RED　豊中教室

豊中市 学習塾 駿台現役フロンティア千里中央校

豊中市 学習塾 東進衛星予備校　千里中央駅前校

豊中市 学習塾 東進衛星予備校　千里中央北口校

豊中市 学習塾 東進衛星予備校　豊中駅西口校

豊中市 学習塾 東進衛星予備校　緑地公園駅ビル校

豊中市 学習塾 馬渕教室 千里中央本部校

豊中市 学習塾 馬渕教室 東豊中校

豊中市 学習塾 馬渕教室 服部校

豊中市 学習塾 馬渕教室 豊中校

豊中市 学習塾 馬渕教室 豊中本部校

豊中市 学習塾 馬渕教室 緑丘校

豊中市 学習塾 馬渕教室 緑地公園校

豊中市 学習塾 馬渕個別 千里中央校

豊中市 学習塾 馬渕個別 豊中校

豊中市 学習塾 馬渕個別 緑地公園校

豊中市 学習塾 緑地公園校

豊中市 簡易宿所 ゲストハウス日本宿屋１６８

豊中市 教習所 豊中自動車教習所

豊中市 鶏肉店 チキンショップ鳥安

豊中市 芸術教室 アート力芸術教室

豊中市 犬のフィットネストレーニングジム イードッグラーニング大阪豊中店

豊中市 個別学習塾 北摂塾

豊中市 呉服屋 鶴千

豊中市 公園 服部緑地管理事務所

豊中市 公園内売店 服部レストハウス

豊中市 公園内売店 服部西中央売店

豊中市 雑貨屋 happychild

豊中市 歯科クリニック パリムデンタルクリニック

豊中市 歯科クリニック 清水歯科クリニック

豊中市 寺院 法華宗　東城山　藤井寺（とうせいじ）

豊中市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　豊中店

豊中市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　名神豊中店

豊中市 自動車ディラー 日産大阪販売株式会社　豊中北店

豊中市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪 千里中央店

豊中市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪　豊中南店

豊中市 自動車の販売及び関連するサービス Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ大阪　豊中西店

豊中市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）豊中店

豊中市 写真館 タグチスタジオ

豊中市 住宅リフォーム 株式会社キタシバ

豊中市 住宅宿泊事業 roundabout

豊中市 宿泊施設 東横INN大阪伊丹空港

豊中市 助産院 助産院　ほんわか

豊中市 小児科診療所 Dr.しんのこどもクリニック

豊中市 小売店 AOKI　豊中三国店

豊中市 小売店 AOKI　豊中店
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豊中市 乗馬クラブ 服部緑地乗馬センター

豊中市 植物園 服部緑地都市緑化植物園

豊中市 食肉販売 ふじや精肉店

豊中市 食料品店 いただきますねっと

豊中市 信用金庫 大阪信用金庫　豊中支店

豊中市 信用金庫 北おおさか信用金庫　蛍池支店

豊中市 信用金庫 北おおさか信用金庫　桜井谷支店

豊中市 信用金庫 北おおさか信用金庫　庄内支店

豊中市 信用金庫 北おおさか信用金庫　庄内西支店

豊中市 信用金庫 北おおさか信用金庫　新千里南支店

豊中市 信用金庫 北おおさか信用金庫　神崎川支店

豊中市 信用金庫 北おおさか信用金庫　千里中央支店

豊中市 信用金庫 北おおさか信用金庫　服部支店

豊中市 信用金庫 北おおさか信用金庫　豊中支店

豊中市 信用金庫 北おおさか信用金庫　本町支店

豊中市 整骨院 SUN整骨院中桜塚

豊中市 整骨院 なかがわ整骨院鍼灸院

豊中市 整骨院 ひなた鍼灸整骨院

豊中市 整骨院 依岡鍼灸整骨院

豊中市 整骨院 恵メグミ整骨院

豊中市 整骨院 整骨院 ねこのあしあと

豊中市 整骨院 竜門整骨院

豊中市 整骨院 緑地公園いまむら整骨院

豊中市 整体サロン カラダファクトリーせんちゅうパル店

豊中市 整体院 カイロプラクティック　ボディワークス豊中

豊中市 整体院 自然整体ゆるむ

豊中市 総合儀式場 メイプルホール桜塚

豊中市 総合儀式場 豊中玉泉院

豊中市 総合儀式場 豊中北玉泉院

豊中市 葬儀会館 豊中大阪祭典ファミリーホール

豊中市 葬儀場 ベルコシティホール豊中

豊中市 葬祭法要式場 はないろ庄内店

豊中市 地域経済団体 豊中商工会議所

豊中市 地域交流・支え合いの場 とよなか縁結実

豊中市 中古自動車販売・レンタカー くるまの110番

豊中市 調剤薬局 （株）アピス薬局緑地公園店

豊中市 調剤薬局 アピス薬局上新田店

豊中市 調剤薬局 グリーン調剤薬局岡町店

豊中市 陶器販売店 うつわギャラリー陶和

豊中市 難関公立高校受験塾 駿台・浜学園　阪急服部校

豊中市 難関公立高校受験塾 駿台・浜学園　阪急豊中校

豊中市 難関公立高校受験塾 駿台・浜学園　千里中央本部校

豊中市 難関公立高校受験塾 駿台・浜学園　緑丘校

豊中市 二輪車販売 有限会社れんげ商会

豊中市 売店 服部ウォーターランドなぎさ売店

豊中市 販売 ブランドショップてるてる

豊中市 美容 美容室  フランボア

豊中市 美容院 J ardan

豊中市 美容院 グラディーヴァ　ヘアービューティー

豊中市 美容院 ヘアクリニック　アピス

豊中市 美容院 美容室ジャルダン

豊中市 美容院 美容室パッソ

豊中市 美容業 emma豊中

豊中市 美容業 FERIAfam桃山台  /  emma桃山台

豊中市 美容業 FERIA豊中

豊中市 美容業 FERIA緑地公園

豊中市 美容業 Hair Studio Bam-Boo

豊中市 美容業 アンフィニサロン

豊中市 美容業 シェール美容室

豊中市 美容室 Bolge

豊中市 美容室 cachette
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豊中市 美容室 es

豊中市 美容室 Fortuna

豊中市 美容室 ＦＵＣＨＩ―ＫＵＣＨＩ　amati

豊中市 美容室 ＦＵＣＨＩ―ＫＵＣＨＩ　Head Shop

豊中市 美容室 GALLERIA CINQ

豊中市 美容室 Hair Salon matoi

豊中市 美容室 HAIR STUDIO　Banana　Moon

豊中市 美容室 Ｈａｉｒ’ｓＣｏｚｙ　ヘアーズコーズィー

豊中市 美容室 hana hana

豊中市 美容室 hcross

豊中市 美容室 Inity shoji

豊中市 美容室 ivy　 ～アイビイ～

豊中市 美容室 Laviebelle庄内店

豊中市 美容室 MASH UP

豊中市 美容室 Michelle★west

豊中市 美容室 MODE K's la vie belle 庄内店

豊中市 美容室 MODE K's 豊中店

豊中市 美容室 nikul

豊中市 美容室 NODUS

豊中市 美容室 private salon mahalo

豊中市 美容室 Puれいは～つ

豊中市 美容室 Skeleton Dr.nen

豊中市 美容室 SPACE  HAIR INFINITY

豊中市 美容室 UNIVER-logos-

豊中市 美容室 アトリエデフィ

豊中市 美容室 アルファ美容室

豊中市 美容室 エルム美容室

豊中市 美容室 サカエ美容室

豊中市 美容室 さくら美容室

豊中市 美容室 サロン　ド　モガ

豊中市 美容室 サロンドモガ

豊中市 美容室 ジョリーオオタニ

豊中市 美容室 スパイス ヘア アヴェダ 千里中央店

豊中市 美容室 ヒーローズ・デザイン

豊中市 美容室 ヒーローズ・ヘアーデザイン

豊中市 美容室 ビューティー咲

豊中市 美容室 フェイマスピエロ

豊中市 美容室 ヘアーサロン，サリュ

豊中市 美容室 ヘアースタジオ　　アール・デコ

豊中市 美容室 ヘアメイク　カワタ

豊中市 美容室 ボナンザ

豊中市 美容室 まり美容室

豊中市 美容室 ルビー美容室

豊中市 美容室 沙々羅美容室

豊中市 美容室 髪夢

豊中市 美容室 美容プラージュ大阪庄内店

豊中市 美容室 美容プラージュ豊中店

豊中市 美容室 美容室　ＴＯＰＳ

豊中市 美容室 美容室　ラピス

豊中市 美容室 美容室　紗麗

豊中市 不動産 株式会社ＣＲＥＷ

豊中市 不動産屋 アイアール不動産流通

豊中市 不動産会社 スマイルブリッジ株式会社

豊中市 不動産関係　駐車場・住居・店舗倉庫など仲介及び管理　　不動産売買 有限会社オカモトエステート

豊中市 不動産業 賃貸住宅サービス　千里中央ギャラリー

豊中市 服屋 ママフル蛍池店

豊中市 保険代理店 ほけんの窓口　豊中駅前店

豊中市 補聴器専門店 豊中補聴器センター

豊中市 墓石販売 大阪本社

豊中市 墓石販売 中山石渠 大阪本社

豊中市 豊中市上下水道指定工事店 有限会社　岡村水道ポンプ工業所
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豊中市 予備学校 駿台豊中校

豊中市 理・美容室 カット＆シャンプー五味

豊中市 理美容 HAIR & SPA VOGUE 

豊中市 理美容 ヘアースタジオチアロ

豊中市 理美容室 Hair&Relax　Horiuchi

豊中市 理容 ヘアーサロン五味

豊中市 理容 髪細工　en

豊中市 理容業 ＳＵＣＣＥＥＤ

豊中市 理容室 IN THE BARBER　イオンタウン豊中緑丘店

豊中市 理容室 LILA HAIR 

豊中市 理容室 PAPA'S庄内店

豊中市 理容室 カットハウスマーモ

豊中市 理容室 ヘアーサロン マスモリ

豊中市 理容室 ライズヘアーショップ

豊中市 理容室 ワンスポットヘアークラブ

豊中市 理容室 理容サービス　豊中熊野店

豊中市 理容所 Sante Beute

豊中市 理容店 Barber shop 縁

豊中市 理容店 Barbershop 縁

豊中市 理容店 Cut　House　夢飛行

豊中市 理容店 CUT HOUSE 夢飛行

豊中市 理容店 hair’s wit(ヘアーズ ウィット)

豊中市 理容店 PAPA'S岡町店

豊中市 理容店 カットスタジオMAX

豊中市 理容店 ヘアーサロントモ

豊中市 理容店 銀のハサミ

豊中市 理容店 髪切屋 KINTARO

豊中市 旅行業 株式会社　豊中交通社

豊中市 鍼灸・整骨・整体院 骨格矯正サロンいっしん(はり・きゅう・整骨院いっしん)

豊中市 鍼灸マッサージ リーフマッサージ治療院　豊中店

豊中市 鍼灸マッサージ治療院 ウラノマッサージ

豊中市 鍼灸院 三幸鍼灸院

豊中市 鍼灸整骨院 ダイチ鍼灸整骨院

豊中市 鍼灸整骨院 音色ねいろ鍼灸整骨院

豊中市 鍼灸整骨院 健志鍼灸整骨院　庄内

茨木市 BAR LIQUEUR BAR NUDE

茨木市 BAR 山の脇別邸

茨木市 BAR 鐘ーBELLー

茨木市 cafe 糀あまざけcafeひとと

茨木市 Lounge Lounge Sun Climb

茨木市 アイスクリーム屋 サーティワンアイスクリーム　茨木清水店

茨木市 イタリアンバル crocchio?ハルの洋食バル?

茨木市 イタリアンレストラン」 レストラン　FucoBona

茨木市 イタリア料理 イタリア料理プレーゴ

茨木市 イタリア料理 カプリチョーザイオンモール茨木店

茨木市 イタリア料理店 ドルチェモスカート茨木白川店

茨木市 イタリア料理店 リストランテ　ポルポ

茨木市 うどん つくもうどん

茨木市 うどん屋 はなまるうどん茨木宮島店

茨木市 うどん屋 はなまるうどん茨木上穂積店

茨木市 うどん屋 和光うどん

茨木市 おでん屋さん おでん専門店花車

茨木市 お好み焼き お好み焼・御食事処　よっちゃん

茨木市 お好み焼き・焼きそば・鉄板焼き いっきゅうさん南茨木店

茨木市 お好み焼き屋 キャベッ　HouSe

茨木市 お好み焼き屋 竹とんぼ

茨木市 お好み焼き屋 鶴橋風月イオンモール茨木店

茨木市 お好み焼き店 キャベツhouse

茨木市 お好み焼屋 お好み焼はここやねん阪急茨木駅前店

茨木市 かに料理 かに道楽　茨木店

茨木市 カフェ cocina
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茨木市 カフェ mameri

茨木市 カフェ カフェドペラゴロ　新茨木店

茨木市 カフェ カフェレードル

茨木市 カフェ ジュメイラ　オアシス

茨木市 カフェ デリカフェ・キッチン 茨木

茨木市 カフェ 珈琲館イオン茨木店

茨木市 カフェ・バー 手作り果実酒のお店　時優区

茨木市 からあげ専門店、居酒屋 ジョニーのからあげ茨木神社前店

茨木市 カラオケ カラオケシャンテ

茨木市 カラオケスナック カラオケスナックつなぐ

茨木市 カラオケバー American Karaoke Bar  Natalie

茨木市 カラオケバー ザ　パッカー

茨木市 カラオケ喫茶 American karaoke cafe Natalie

茨木市 カラオケ喫茶 カラオケカフェ　サライ

茨木市 カラオケ喫茶 カラオケスタジオはなまる

茨木市 カラオケ喫茶 カラオケステージやまびこ

茨木市 カラオケ喫茶 ひびき

茨木市 キャバクラ club Guusans

茨木市 コーヒー豆の焙煎販売及びカフェ 焙煎工房　てんぷす

茨木市 しゃぶしゃぶ すきしゃぶ亭バイキング

茨木市 シュークリーム専門店 ビアード・パパ阪急いばらき店

茨木市 ジューススタンド CRAMS BANANA 2nd

茨木市 すし 魚の旨いもん処　三府鮨　阪急茨木店

茨木市 スナック Bacchus

茨木市 スナック Rain

茨木市 スナック sanak Kimagure

茨木市 スナック スナック まりこ

茨木市 スナック スナック　レイン

茨木市 スナック ナイト．スポット　パームス

茨木市 スナック 店

茨木市 そば・うどん屋 若菜そば　阪急茨木店

茨木市 そば屋 庵

茨木市 たこ焼き・お好み焼き・鉄板焼き まご兵衛

茨木市 ちゃんこ鍋屋 チャンコ鍋　春日

茨木市 ナイトクラブ GUEST

茨木市 バー AZ’s

茨木市 バー Bar G

茨木市 バー BAR GRAPES

茨木市 バー BAR LOCKSTEADY

茨木市 バー BAR　ｙ０－ｋ１

茨木市 バー Little Wing

茨木市 バー Pizza bar HARAKARA

茨木市 バー T`s Bar

茨木市 バー 真夜中のkitchen 8Logi9

茨木市 パスタ 洋麺屋五右衛門　イオン茨木店

茨木市 パスタ専門店 ロサヴィア茨木　壁の穴

茨木市 バル バルブイエイト

茨木市 ハンバーガーショップ マクドナルドイオンモール茨木店

茨木市 パン屋＆Cafe Panya　Cafe　nonnon

茨木市 パン販売 「エーワンベーカリー」茨木店

茨木市 ビアレストラン 茨木店

茨木市 ファストフード 麺家 茨木

茨木市 ファミリーレストラン ガスト茨木鮎川店	

茨木市 ファミリーレストラン ガスト茨木島店

茨木市 ファミリーレストラン ガスト茨木豊川店

茨木市 ファミリーレストラン ガスト阪急茨木市駅店

茨木市 ファミリーレストラン じゅうじゅうカルビ茨木清水店

茨木市 ファミリーレストラン じゅうじゅうカルビ沢良宜駅前店

茨木市 ファミリーレストラン ステーキガスト沢良宜駅前店

茨木市 ファミリーレストラン ロイヤルホスト茨木店

茨木市 ファミリーレストラン 不二家レストラン　茨木清水店
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茨木市 フードコート いばらぎ茶屋　新茨木店

茨木市 フランス料理 ラロジエ

茨木市 ラーメン屋 とっかり茨木店

茨木市 ラーメン屋 一蘭　大阪茨木店

茨木市 ラーメン屋 希望軒　茨木郡山店

茨木市 ラーメン屋 大阪茨木店

茨木市 ラーメン屋 来来亭茨木寺田店

茨木市 ラーメン店 どうとんぼり神座　イオンモール茨木店

茨木市 ラーメン店 丸源ラーメン茨木店

茨木市 らーめん店 古潭　茨木店

茨木市 ライブバー Acoustic Live  Bar時代屋

茨木市 ライブハウス JACK LION

茨木市 ラウンジ A-Style

茨木市 ラウンジ Lounge  Fiore

茨木市 ラウンジ Lounge V.O

茨木市 ラウンジ Lounge　プリティ

茨木市 ラウンジ Lounge鍵

茨木市 ラウンジ SHIAN

茨木市 ラウンジ Shines

茨木市 ラウンジ GALLO

茨木市 リテールベーカリー ひとつぶの麦

茨木市 レストラン FucoBona

茨木市 レストラン La mia sala Calma

茨木市 レストラン TERRAZZA　LEGARE

茨木市 レストラン スカイレストラン茨木市役所

茨木市 レストラン ポムの樹イオン茨木店

茨木市 レストラン 茨木春日店

茨木市 レストラン 総持寺ポタラ

茨木市 レストラン 遊食工房しゃんぷ

茨木市 飲食店 Candy

茨木市 飲食店 Furaha Cafe

茨木市 飲食店 ラウンジゆか

茨木市 飲食店 和季あいあい

茨木市 飲食店　ビストロ 燻製ビストロ　Atalu

茨木市 回転すし 廻し鮨　新鮮や　茨木鮎川店

茨木市 回転すし 廻し鮨　新鮮や　茨木畑田店

茨木市 回転寿司 くら寿司茨木宇野辺店

茨木市 割烹料理店 割烹　片桐

茨木市 喫茶 カフェきらめき

茨木市 喫茶 喫茶やすらぎ

茨木市 喫茶店 Bowl coffee

茨木市 喫茶店 Cafe.de.Senteur 

茨木市 喫茶店 CANDY　BOX

茨木市 喫茶店 MAR

茨木市 喫茶店 Mel Pot 阪大病院前駅店

茨木市 喫茶店 カフェ ROOT

茨木市 喫茶店 たたらば珈琲

茨木市 喫茶店 喫茶すりぃえいと

茨木市 喫茶店、教室、雑貨店 染・裁・色  工房&Cafe　蘭布(LAMP)

茨木市 居酒屋 G - やん

茨木市 居酒屋 あじわい茶屋「妙」

茨木市 居酒屋 あすか亭JR茨木店

茨木市 居酒屋 うさぎや

茨木市 居酒屋 うまいもん家　わいわい

茨木市 居酒屋 うまいもん酒家　鼓　JR西口本店

茨木市 居酒屋 おとずれ

茨木市 居酒屋 かのん

茨木市 居酒屋 こがんこ茨木店

茨木市 居酒屋 さち

茨木市 居酒屋 スタンド酒場waraiya

茨木市 居酒屋 スナックさち
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茨木市 居酒屋 だいにんぐ　とっ鶏

茨木市 居酒屋 だるまや

茨木市 居酒屋 た藁や　茨木店

茨木市 居酒屋 ぢどり亭阪急茨木店

茨木市 居酒屋 とりとっとー

茨木市 居酒屋 とりのねぐら

茨木市 居酒屋 なかむらや

茨木市 居酒屋 ハッケン酒場　ＪＲ茨木駅前店

茨木市 居酒屋 はなの舞JR茨木駅前店

茨木市 居酒屋 ふんわり家

茨木市 居酒屋 マザークック

茨木市 居酒屋 まる、まる酒場

茨木市 居酒屋 もんど一兆

茨木市 居酒屋 ゆっくりどころ　おっげ

茨木市 居酒屋 逸品いなか酒と旬の釜飯 与一 阪急茨木店

茨木市 居酒屋 茨木金魚

茨木市 居酒屋 隠れ家つづみ

茨木市 居酒屋 海鮮居酒屋　あまみ

茨木市 居酒屋 居酒屋　小姫

茨木市 居酒屋 居酒屋わさび

茨木市 居酒屋 居酒屋空

茨木市 居酒屋 居酒屋小時　南茨木店

茨木市 居酒屋 居酒屋繁ちゃん

茨木市 居酒屋 居心伝JR茨木店

茨木市 居酒屋 居心伝阪急茨木南口店

茨木市 居酒屋 郷土料理 九州

茨木市 居酒屋 串かつうえつき

茨木市 居酒屋 彩食厨房　あどあ　~adore~

茨木市 居酒屋 阪急　次郎長

茨木市 居酒屋 子子子

茨木市 居酒屋 七輪旬菜　かがり

茨木市 居酒屋 酒食菜　ふぉれすと

茨木市 居酒屋 酒房・お食事処　酔笑

茨木市 居酒屋 旬鮮バル　かつを

茨木市 居酒屋 小松屋

茨木市 居酒屋 焼き鳥 野乃鳥 椿之本陣

茨木市 居酒屋 真珠に竹馬

茨木市 居酒屋 創彩ダイニング　だいじゅ

茨木市 居酒屋 創作和風バル　自遊人

茨木市 居酒屋 炭火焼き牛タン 縁家

茨木市 居酒屋 炭焼きビストロ 御阿蔵

茨木市 居酒屋 地魚屋台　茨木豊丸

茨木市 居酒屋 塚田農場阪急茨木駅前店

茨木市 居酒屋 渡や

茨木市 居酒屋 麦とろ　かしま

茨木市 居酒屋 八剣伝　茨木西駅前店.

茨木市 居酒屋 八剣伝　阪急南茨木駅前店

茨木市 居酒屋 浜焼き　まるっぽ

茨木市 居酒屋 福楽都

茨木市 居酒屋 平八

茨木市 居酒屋 夢音

茨木市 居酒屋 洋風居酒屋　晴れ屋

茨木市 居酒屋 六代目金の穂銀の水

茨木市 居酒屋・立飲み だいてん

茨木市 串カツ屋 串カツ田中 茨木店

茨木市 串揚げ、焼き鳥・居酒屋 串虎茨木店

茨木市 仕出し、すし、出前 お届け料理　三府鮨　茨木真砂店

茨木市 寿司屋 すし白光

茨木市 寿司屋 多幸作寿司

茨木市 寿司店 みよし寿司

茨木市 焼き鳥店 三鳥
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茨木市 焼そば居酒屋 南茨木焼そばセンター

茨木市 焼鳥屋 焼鳥ばーでぃー

茨木市 焼肉 茨木酒場情熱ホルモン

茨木市 焼肉 焼肉　かいせい

茨木市 焼肉屋 じゅうじゅうカルビ　沢良宜駅前店

茨木市 焼肉屋 ホルモンなかみ屋双葉町店

茨木市 焼肉屋 炭火焼肉　七輪　茨木店

茨木市 焼肉屋 炭火焼肉　長寿苑

茨木市 焼肉店 ゆう心

茨木市 焼肉店 焼肉・鶏料理　心亭

茨木市 焼肉店 焼肉hachi

茨木市 焼肉店 焼肉牛伝　イオン茨木店

茨木市 焼肉店 焼肉料理　さかもと

茨木市 焼肉店 炭火焼肉さかえ

茨木市 焼肉店 炭火焼肉じゅじゅ庵　阪急茨木店

茨木市 食堂 美福食堂

茨木市 駄菓子屋 静屋　イオンモール茨木店

茨木市 大衆食堂 キッチン・バル 治兵衛

茨木市 中華料理レストラン 餃子の王将 茨木松ヶ本店

茨木市 中華料理レストラン 餃子の王将 茨木店

茨木市 中華料理屋 中華料理珉龍　茨木大池店

茨木市 中華料理屋 中国飯店宝来

茨木市 中華料理店 雁飯店

茨木市 中華料理店 阪急茨木東口店

茨木市 中華料理店 珉珉茨木駅前店

茨木市 中国料理 青冥　茨木店

茨木市 鉄板居酒屋 ワイン&鉄板ビストロ　nobu's

茨木市 天ぷら屋 揚げたて天ぷらやぐら　イオンモール茨木店

茨木市 肉バル 肉バル　ＧＡＢＵＴＴＯ（ガブット）　茨木店

茨木市 肉バル 肉酒場　Viande39

茨木市 日本料理 上吉

茨木市 日本料理店 玄品　茨木

茨木市 日本料理店 日本料理　成田家

茨木市 馬刺し、焼肉屋 馬人

茨木市 晩酌屋 すみれ

茨木市 洋食レストラン 北極星 茨木店

茨木市 洋食屋 ポンパ　ピエロット

茨木市 立ち呑み ほろ宵スタンド　ぽすと

茨木市 料理屋 佳肴ながつき

茨木市 料理店 馬肉専門店 桜

茨木市 和菓子製造販売 菓匠石州

茨木市 和食 うかのめ

茨木市 和食 家族亭　茨木店

茨木市 和食 家族亭　阪急茨木店

茨木市 和食　天ぷら　 和ダイニング湖中　彩都店

茨木市 和食(おひつごはん) おひつごはん四六時中　茨木店

茨木市 和食カフェテリア めしや食堂　茨木店

茨木市 和食居酒屋 味幸房みなみ　阪急南茨木駅前店

茨木市 和食店舗 牛と鮪 EｎYA

茨木市 丼屋 肉まる商店

茨木市 CD 楽器販売店　音楽教室 株式会社JEUGIAイオンモール茨木店

茨木市 アパレル ハニーズアルプラザ茨木店

茨木市 アパレル ハニーズイオンモール茨木店

茨木市 アパレル ハニーズ茨木ロサヴィア店

茨木市 イベントスペース アピスパーク

茨木市 インターネットカフェ コミック・バスターJR茨木東口店

茨木市 インターネットカフェ コミック・バスター阪急茨木市駅前店

茨木市 インターネットカフェ メディアカフェ　キューブ　茨木店

茨木市 エステ・ネイル Aroma & Nail FuwaLink

茨木市 エステサロン Lapis. relaxation esthe

茨木市 エステサロン エステサロン Lino Lea
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茨木市 エステスクール、職業訓練校 アクアビューティーカレッジ

茨木市 エステティックサロン エステティックサロン　hana

茨木市 エステティックサロン サロンドセラム

茨木市 エステティックサロン ファニービー茨木店

茨木市 エステティックサロン フェイシャルサロン      あづち

茨木市 エステティックサロン フェイシャルサロン   あづち

茨木市 エステティックサロン　アイラッシュサロン ル・クールド・ラメール

茨木市 ガソリンスタンド ニュー茨木SS

茨木市 ガソリンスタンド 茨木インターチェンジSS

茨木市 ガソリンスタンド 三島丘給油所

茨木市 カラオケ カラオケステージ　やまびこ

茨木市 カラオケ カラオケ館  茨木西豊川店

茨木市 カラオケボックス オルセーカラオケ

茨木市 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　ＪＲ茨木店

茨木市 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　阪急茨木２号店

茨木市 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　阪急茨木店

茨木市 ギャラリー 茨木市立ギャラリー

茨木市 キャンピングカー販売 キャンピングカープラザ大阪

茨木市 グランド・テニスコート貸出及び宿泊施設 茨木市忍頂寺スポーツ公園

茨木市 クリニック きずな友愛クリニック

茨木市 ゲームセンター ゲームディーノ茨木店

茨木市 こども教室 講談社こども教室

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立葦原コミュニティセンター

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立玉櫛コミュニティセンター

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立郡コミュニティセンター

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立彩都西コミュニティセンター

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立三島コミュニティセンター

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立山手台コミュニティセンター

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立春日コミュニティセンター

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立庄栄コミュニティセンター

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立水尾コミュニティセンター

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立西河原コミュニティセンター

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立大池コミュニティセンター

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立沢池コミュニティセンター

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立中津コミュニティセンター

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立東コミュニティセンター

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立東奈良コミュニティセンター

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立畑田コミュニティセンター

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立穂積コミュニティセンター

茨木市 コミュニティセンター 茨木市立豊川コミュニティセンター

茨木市 ゴルフ場レストラン 茨木カンツリー倶楽部食堂

茨木市 コンタクトショップ Menicon Miru阪急茨木店

茨木市 ジム パーソナルトレーニングスタジオ　B.プロポーション

茨木市 ショッピングモール イオンモール茨木

茨木市 スーパーマーケット イオンスタイル茨木

茨木市 スーパーマーケット イオンスタイル新茨木

茨木市 スーパーマーケット フードネットマート茨木店

茨木市 スポーツクラブ ＪＯＹＦＩＴ２４茨木真砂

茨木市 スポーツクラブ ＪＯＹＦＩＴ２４阪急茨木

茨木市 スポーツクラブ ＫＴＶフィットネスクラブ フレスコ 茨木

茨木市 スポーツクラブ カーブス茨木春日

茨木市 スポーツクラブ カーブス彩都西

茨木市 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 茨木

茨木市 スポーツクラブ スポーツクラブ ビッグ・エス南茨木

茨木市 スマホ関連アクセサリを扱う雑貨店 ABstore イオンモール茨木店

茨木市 ダンス練習場 セレスホール

茨木市 テニススクール ノアインドアステージ大阪茨木

茨木市 トリミングサロン Dear Dog

茨木市 トレーニングジム パーソナルトレーニングスタジオ B.プロポーション

茨木市 ネイルサロン Camellia nail

茨木市 ネイルサロン Freia
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茨木市 ネイルサロン Jewelry LAN

茨木市 ネイルサロン LOVE  NAIL

茨木市 ネイルサロン NAIL SALON Jewelry LAN

茨木市 ネイルサロン nail salon&school noble

茨木市 ネイルサロン vag nail

茨木市 ネイルサロン ナイスネイル茨木店

茨木市 ネイルサロンスクール Nailsalon M-crystal

茨木市 バイク屋 バイク王茨木店

茨木市 パソコン・プログラミング教室 パソコン市民講座　イオンスタイル新茨木教室

茨木市 パソコン教室 市民パソコン塾　茨木校

茨木市 ぱちんこ SOCIO　EAST

茨木市 パチンコホール イル･サローネ茨木店

茨木市 パチンコ屋 キコーナ茨木

茨木市 ぱちんこ屋 ダイアナ茨木店

茨木市 パチンコ店 Ｂ－ＷＡＶＥ

茨木市 パチンコ店 ＯＫ牧場茨木店

茨木市 ぱちんこ店 SOCIO西店　　WESTSIDE

茨木市 パチンコ店 ＳＵＰＥＲ　ＣＯＳＭＯ　ＰＲＥＭＩＵＭ　茨木インター店

茨木市 パチンコ店 キコーナタウン茨木彩都店

茨木市 ぱちんこ店 マルハン茨木店

茨木市 パチンコ店 茨木ソシオ

茨木市 パチンコ店 阪急会館

茨木市 パチンコ店 新東洋

茨木市 パチンコ店舗 Ｇ－ＯＮＥ南茨木

茨木市 ピアノ教室 ぴあのぐみ

茨木市 ビリヤード ガリオン ビリヤード

茨木市 フィットネスクラブ 茨木24Plus店

茨木市 フェイシャルエステサロン ジュビラン Calme～キャルム～

茨木市 フォトスタジオ スタジオマリオ　イオン新茨木店

茨木市 フォトスタジオ　美容室 nico merci

茨木市 プラネタリウム 茨木市立天文観覧室　プラネタリウム

茨木市 ホームセンター コーナンPRO茨木店

茨木市 ホームセンター ホームセンターコーナン茨木安威店

茨木市 ホームセンター ホームセンターコーナン茨木店

茨木市 ボーリング場 バスター・ボウル阪急茨木店

茨木市 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオLAVA　茨木店

茨木市 ホテル ホテルクレストいばらき

茨木市 ホテル ホテルクレストディオ

茨木市 ホテル 茨木セントラルホテル

茨木市 マッサージ REFLE阪急茨木

茨木市 まつ毛エクステ BANDE

茨木市 マンションギャラリー パークナード・レーベン茨木さわらぎ

茨木市 マンション改修 P・C・Gテクニカ 朝日プラザ千里北作業所

茨木市 メガネ屋 ビジョンメガネ　東茨木店

茨木市 メンタルサロン サロンRea:

茨木市 やわらぎ鍼灸整骨院 やわらぎ鍼灸整骨院

茨木市 リサイクルショップ お宝家茨木店

茨木市 リラクゼーション ブブアブ

茨木市 リラクゼーション ラフィネ　イオンモール茨木店

茨木市 リラクゼーションサロン Bodysh阪急茨木店

茨木市 リラクゼーションスペース りらくる茨木店

茨木市 レンタルスタジオ スタジオ　オレンジアゴーゴー

茨木市 レンタルスペース 5坪計画　大正テンソル館

茨木市 衣料品店 洋服の青山　茨木インター店

茨木市 衣料品店 洋服の青山　茨木舟木店

茨木市 遺品整理業 我楽多屋

茨木市 運動スタジオ 心とからだの健康スタジオプラス

茨木市 運動広場 茨木市桑原ふれあい運動広場

茨木市 運動広場 茨木市桑原運動広場

茨木市 運動広場 茨木市郡山公園庭球場

茨木市 運動広場 茨木市若園運動広場
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茨木市 運動広場 茨木市春日丘運動広場

茨木市 運動広場 茨木市水尾公園運動広場

茨木市 運動広場 茨木市西河原公園南運動広場

茨木市 運動広場 茨木市西河原公園北運動広場

茨木市 運動広場 茨木市沢良宜公園運動広場

茨木市 運動広場 茨木市島３号公園運動広場

茨木市 運動広場 茨木市東雲運動広場

茨木市 運動広場庭球場 茨木市東雲庭球場

茨木市 英会話スクール Catch English

茨木市 英会話スクール 英会話めりーらんど

茨木市 英会話教室 えいご館アップル

茨木市 英会話教室 ユニバーサルキャンパス　彩都校

茨木市 家具小売業 さわらぎや家具店

茨木市 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ 茨木店

茨木市 家電量販店 ジョーシン 茨木店

茨木市 絵画教室 ATERIER BIS

茨木市 学習塾 epion ＪＲ茨木校

茨木市 学習塾 epion 阪急茨木校

茨木市 学習塾 関西個別指導学院 JR茨木駅前教室

茨木市 学習塾 関西個別指導学院 阪急茨木教室

茨木市 学習塾 京進スクール・ワン　JR茨木教室

茨木市 学習塾 京進スクール・ワン 阪急茨木教室

茨木市 学習塾 個別学習のセルモ茨木学園南教室

茨木市 学習塾 自立学習RED　阪急茨木教室

茨木市 学習塾 東進衛星予備校　JR茨木駅西口校

茨木市 学習塾 東進衛星予備校　阪急茨木市駅南口校

茨木市 学習塾 馬渕教室 JR茨木校

茨木市 学習塾 馬渕教室 彩都校

茨木市 学習塾 馬渕教室 阪急茨木校

茨木市 学習塾 馬渕教室 南茨木校

茨木市 学習塾 馬渕個別 JR茨木校

茨木市 学習塾 馬渕個別 彩都校

茨木市 学習塾 馬渕個別 阪急茨木校

茨木市 居宅介護支援事業所 ケアプランセンター喜楽

茨木市 空調販売 株式会社エコ・プラン　大阪営業所

茨木市 靴屋 ABC－MARTイオンモール茨木店

茨木市 携帯電話販売 ドコモショップ茨木新庄店

茨木市 携帯電話販売店 ドコモショップ茨木鮎川店

茨木市 警備業 北大阪テック株式会社

茨木市 犬の美容室　トリミングサロン DogSalonりぼん

茨木市 呉服店 振袖専門みやたけ工房

茨木市 公園運動広場 茨木市中央公園南運動広場

茨木市 公共施設 茨木市消費生活センター

茨木市 公共施設 茨木市立男女共生センター　ローズＷＡＭ

茨木市 公民館 茨木市太田公民館分室

茨木市 公民館 茨木市立安威公民館

茨木市 公民館 茨木市立茨木公民館

茨木市 公民館 茨木市立玉島公民館

茨木市 公民館 茨木市立郡山公民館

茨木市 公民館 茨木市立見山公民館

茨木市 公民館 茨木市立耳原公民館

茨木市 公民館 茨木市立春日丘公民館

茨木市 公民館 茨木市立清溪公民館

茨木市 公民館 茨木市立西公民館

茨木市 公民館 茨木市立石河公民館

茨木市 公民館 茨木市立太田公民館

茨木市 公民館 茨木市立中央公民館

茨木市 公民館 茨木市立中条公民館

茨木市 公民館 茨木市立天王公民館

茨木市 公民館 茨木市立白川公民館

茨木市 公民館 茨木市立福井公民館
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茨木市 市民プール 茨木市立西河原市民プール

茨木市 市民活動センター 茨木市市民活動センター

茨木市 歯科医院 新井歯科

茨木市 歯科診療所 好田矯正歯科

茨木市 寺院 浄土宗　乗雲寺

茨木市 時計・宝石小売業 ミノル茨木店

茨木市 自動車ディーラー GTNET大阪

茨木市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　茨木店

茨木市 自動車の販売及び関連サービス Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ大阪　ユーセレクト茨木１７１店

茨木市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪  茨木春日店

茨木市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪 茨木東店

茨木市 自動車修理・販売業 中央自動車株式会社

茨木市 自動車販売及び関連するサービス HondaCars大阪U-Select茨木171

茨木市 自動車販売整備業 アユカワオート

茨木市 写真屋 写真屋ABC　南茨木店

茨木市 写真館 スズキ写真館

茨木市 車買取店 ユーポス茨木店

茨木市 住宅販売会社（不動産業） 株式会社さくらハウジング

茨木市 小売店 AOKI　茨木店

茨木市 消費者金融 エイワ　茨木店

茨木市 信用金庫 大阪信用金庫　茨木支店

茨木市 信用金庫 北おおさか信用金庫

茨木市 信用金庫 北おおさか信用金庫　茨木支店

茨木市 信用金庫 北おおさか信用金庫　茨木東支店

茨木市 信用金庫 北おおさか信用金庫　玉櫛支店

茨木市 信用金庫 北おおさか信用金庫　総持寺支店

茨木市 信用金庫 北おおさか信用金庫　福井支店

茨木市 信用金庫 北おおさか信用金庫　本店営業部

茨木市 図書館 茨木市立庄栄図書館

茨木市 図書館 茨木市立図書館玉島分室

茨木市 図書館 茨木市立図書館彩都西分室

茨木市 図書館 茨木市立図書館山手台分室

茨木市 図書館 茨木市立図書館太田分室

茨木市 図書館 茨木市立図書館大池分室

茨木市 図書館 茨木市立図書館天王分室

茨木市 図書館 茨木市立図書館白川分室

茨木市 図書館 茨木市立図書館豊川分室

茨木市 図書館 茨木市立水尾図書館

茨木市 図書館 茨木市立中央図書館

茨木市 図書館 茨木市立中条図書館

茨木市 図書館 茨木市立穂積図書館

茨木市 水泳場 茨木市立五十鈴市民プール

茨木市 整骨院 ふじた整骨院

茨木市 生涯学習センター 茨木市立生涯学習センターきらめき

茨木市 生命保険・損害保険募集代理店 保険デザイン 茨木店

茨木市 青少年施設 茨木市立上中条青少年センター

茨木市 体育館 茨木市西河原公園屋内運動場

茨木市 大学受験予備校 駿台現役フロンティア茨木校

茨木市 調剤薬局 ドレミ薬局

茨木市 調剤薬局 ヤマト薬局

茨木市 難関公立高校受験塾 駿台・浜学園　茨木校

茨木市 二輪車の販売・整備 モトメンテナンス　ブレイムシック

茨木市 買取専門店 買取専門店 大吉 茨木店

茨木市 博物施設 茨木市立キリシタン遺物史料館

茨木市 博物施設 茨木市立文化財資料館

茨木市 美容院 MAMA'S茨木店

茨木市 美容院 ヘアーディフェンス　デミター

茨木市 美容業 美容プラージュ茨木店

茨木市 美容室 CUT  HOUSE  NOA

茨木市 美容室 Cut house Ri-zu-m

茨木市 美容室 Forest 2
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茨木市 美容室 ｈａｉｒ  Ｌｉｎｋ．

茨木市 美容室 hair make Ripply

茨木市 美容室 MODE K's improve店

茨木市 美容室 MODE K's 茨木店

茨木市 美容室 Natural WAVE

茨木市 美容室 TEMIL HAIR

茨木市 美容室 trico JR茨木店

茨木市 美容室 エルフォート

茨木市 美容室 カットハウスＴＯ－ＲＵ

茨木市 美容室 ヘアーアンドメイクブルーム

茨木市 美容室 美容室イレブンカット　イオンモール茨木店

茨木市 美容室・まつげエクステ・ネイルサロン Total beauty salon Chouette Heure

茨木市 美容室フォトスタジオ nico merci

茨木市 不動産会社 有限会社イーズホーム

茨木市 婦人服小売り エスカイヤ茨木店

茨木市 服屋 SENSE OF PLACE イオンモール茨木店

茨木市 文化施設 茨木市市民総合センター

茨木市 文化施設 茨木市福祉文化会館

茨木市 文学館 茨木市立川端康成文学館

茨木市 保険屋 保険見直し本舗　茨木イオンモール店

茨木市 保険代理店 イオンのほけん相談　イオンモール茨木店

茨木市 保険代理店 ほけんの窓口　ＪＲ茨木店

茨木市 補聴器専門店 ナニワ補聴器センター　茨木店

茨木市 補聴器専門店 茨木補聴器センター

茨木市 宝飾店 ミルフローラ　イオンモール茨木店

茨木市 野外活動施設（キャンプ場） 茨木市青少年野外活動センター

茨木市 薬局 アピス薬局茨木中央店

茨木市 薬局 アピス薬局茨木店

茨木市 薬局 アピス薬局春日店

茨木市 薬局 アピス薬局中穂積店

茨木市 薬局 きららみらい薬局　中穂積店

茨木市 薬局 メティス下穂積薬局

茨木市 理髪店 カットハウスハセガワ

茨木市 理髪店 髪結い屋ｄａｎｎａ

茨木市 理美容業 HAIR&FACE　JuJu

茨木市 理美容業 Hair's　Pure

茨木市 理容 hairsalon KIMI

茨木市 理容業 MEN’S SALON JANGA

茨木市 理容業 カットハウス　ナカガワ

茨木市 理容室 PAPA'S茨木店

茨木市 理容室 ヘアースタジオマツモト

茨木市 理容室 理容グランド

茨木市 理容室 理容テイネイ舘

茨木市 理容室 理容マツモト

茨木市 理容店 HairSaoln ヒガシオカ

茨木市 理容店 n.HAIR

茨木市 理容店 Nakagawa R-Place

茨木市 理容店 カットハウスBEST

茨木市 理容店 ヘアーサロン　ハマダ

茨木市 理容店 理容オクムラ

茨木市 隣保館 茨木市立沢良宜いのち・愛・ゆめセンター　分館

茨木市 隣保館 茨木市立沢良宜いのち・愛・ゆめセンター　分室　生きがい交流ハウス

茨木市 隣保館 茨木市立沢良宜いのち・愛・ゆめセンター　本館

茨木市 隣保館 総持寺いのち・愛・ゆめセンター

茨木市 隣保館 豊川いのち・愛・ゆめセンター分館

茨木市 隣保館 豊川いのち・愛・ゆめセンター本館

茨木市 老人デイサービス じんないケアセンター喜楽

茨木市 鍼灸整骨院 輝ヒカリ整骨院

高槻市 BAR BAR  DONAI

高槻市 BAR BILLIE'S BOUNCE

高槻市 BAR Fiore
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高槻市 Girl's　BAR ＣＨＲＯＭＥⅡ

高槻市 イタリアレストラン キッチンスヌーグ

高槻市 イタリアン Pelcola　高槻阪急店

高槻市 イタリアンバル Pizza&Wine　カヤバール高槻本通り店

高槻市 イタリアンレストラン パステルイタリアーナ　アルプラザ高槻店

高槻市 イタリア料理 カプリチョーザミューズ高槻店

高槻市 イタリア料理店 I campi

高槻市 うどん 実演手打ちうどん杵屋イオン高槻店

高槻市 うどん屋 のらや　高槻店

高槻市 うどん屋 はなまるうどんイオン高槻店

高槻市 うどん屋 水車

高槻市 うどん店 拾得うどん

高槻市 うどん店 本格熟成うどん　一期一麺

高槻市 うなぎ・とり専門店 あじとみ

高槻市 オーセンティックバー Bar ARNOU

高槻市 オーセンティックバー Shot Bar Tale

高槻市 おばんざいBAR BIRTH ACT

高槻市 お好み焼、鉄板焼レストラン 千房   高槻阪急支店

高槻市 お好み焼き 鶴橋風月　高槻店

高槻市 お好み焼き 本格広島お好み焼き　たにもと

高槻市 お好み焼き、焼きそば、鉄板焼き いっきゅうさん高槻店

高槻市 お好み焼き・鉄板焼き お好み・鉄板焼よしもと高槻南店

高槻市 お好み焼き屋 お好み焼き　亜月

高槻市 お好み焼き屋 さふらん88店

高槻市 お好み焼き屋 さふらん駅前本店

高槻市 お好み焼き屋 千房高槻富田団地店

高槻市 お好み焼き店 錦わらい　高槻店

高槻市 お好み焼き店 本格広島お好み焼き　たにもと

高槻市 お好み焼屋 お好み焼はここやねん高槻店

高槻市 カジュアルバー フィールバー

高槻市 カフェ CAFFE　SOLARE　高槻アクトアモーレ店

高槻市 カフェ CATS

高槻市 カフェ Fun place､here！こんぺいとう

高槻市 カフェ MAKE E CAFE

高槻市 カフェ Mofu’s Cafe

高槻市 カフェ nowacafe

高槻市 カフェ Pratto Cafe

高槻市 カフェ side trip 高槻

高槻市 カフェ アロマ＆カフェHooo

高槻市 カフェ カフェ　ゼルコバ

高槻市 カフェ からふね屋CAF? ビエラ高槻店

高槻市 カフェ からふね屋珈琲 高槻店

高槻市 カフェ 希志庵

高槻市 カフェ＆ダイニングバル UNUBOREYA

高槻市 カフェ＆バー cafe&bar kuubuu

高槻市 カフェベーカリー ハースブラウン高槻店

高槻市 カラオケスタジオ カラオケスタジオ　ビクター

高槻市 カラオケスナック カラオケサロンかりん

高槻市 カラオケスナック カラオケスナック　ピエロ

高槻市 カラオケスナック ぼぉ?ずはうす　103

高槻市 カラオケスナック ラウンジ　ブルートレイン

高槻市 カラオケバー ドラコ ラ  マルーン

高槻市 カラオケ喫茶 BAR HA-CHAN

高槻市 カラオケ喫茶 be with you

高槻市 カラオケ喫茶 カラオケスタジオ　オカモト

高槻市 カラオケ喫茶 カラオケスタジオ　ファン

高槻市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶 まぁず

高槻市 カラオケ喫茶　スナック ちょっと　あのへん

高槻市 カレーハウス ルウカルメン

高槻市 カレー屋 ライオンカレー 高槻店

高槻市 カレー専門店 欧風Curry MONZU



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

高槻市 キャバクラ New Club for

高槻市 クレープ、タピオカ、アリスクリーム屋 レインボーハット高槻店

高槻市 クレープ店 ディッパーダン摂津富田店

高槻市 ケータリング ケータリング　味源

高槻市 サンドイッチ専門店 サンドイッチ　ピコリ

高槻市 しゃぶしゃぶレストラン しゃぶしゃぶ温野菜　高槻店

高槻市 ジューススタンド CRAMS BANANA

高槻市 ショットバー Ｂａｒ　Ａｇｉｔ

高槻市 ショットバー LITTLE TREE

高槻市 ショットバー ご近所バル　akko

高槻市 ステーキハンバーグ 1ポンドのステーキハンバーグタケル 高槻店

高槻市 ステーキレストラン 夢一喜　高槻店

高槻市 スナック BiBi

高槻市 スナック LEONE(鈴音)

高槻市 スナック Lua

高槻市 スナック ｎｉｇｈｔ　Ａｇｅｈａ

高槻市 スナック PUB M★TRY

高槻市 スナック snack　 Believe

高槻市 スナック アモーレ

高槻市 スナック インフィ,リヴｪロ

高槻市 スナック エンジェル

高槻市 スナック スナック きよ美

高槻市 スナック スナック　ホームズ

高槻市 スナック スナック　ミルキーウェイ

高槻市 スナック スナック　光一

高槻市 スナック スナックBelieve 

高槻市 スナック スナックじぃ～ばぁ～

高槻市 スナック ベルジェ　ロ－リエ

高槻市 スナック ベルフォーレ

高槻市 スナック まわり道

高槻市 スナック ゆいまーる

高槻市 スナック ラヴィ・アン

高槻市 スナック 花一輪

高槻市 スナック 紫煙荘

高槻市 スナック 大樹

高槻市 スナック 美十路

高槻市 スナック 凛

高槻市 スナック 檸檬樹529

高槻市 スナック、ラウンジ ベルジェ　ローリエ、ラウンジ　リトゥール

高槻市 そばうどん店 美ね吉

高槻市 ダイニング daiニング Miーo

高槻市 ダイニングバー、ライブ DINING BAR&LIVE Flame

高槻市 タイレストラン タイレストラン　サバイサバイ

高槻市 ドッグカフェ Tea House DOG CAFE ぷらっとわん

高槻市 ナイトクラブ デジャヴー

高槻市 ナイトクラブ フィッツ

高槻市 バー BAR ＋8

高槻市 バー Bar amitie

高槻市 バー Bar Black Flag

高槻市 バー Best

高槻市 バー Blast

高槻市 バー Cats gate

高槻市 バー CIRCUS

高槻市 バー m i m i

高槻市 バー NIKKA SHOT BAR

高槻市 バー One Many Oeste

高槻市 バー SAMAR

高槻市 バー T-true

高槻市 バー こなもんBAR　IMPACT

高槻市 バー スナック　ピエロット

高槻市 バー ファンタジーBARカメレオン



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

高槻市 バー（ラウンジ） ラウンジ  メキシカン

高槻市 バル ここんが308号

高槻市 ハワイアンカフェ&ダイニング GOOD LIFE SURF DINER 

高槻市 パン屋 パン工房　ラルユーズ

高槻市 パン屋 手づくりパンの店　maru

高槻市 ピッツァバル PIZZA&WINE カヤバール 高槻本通り

高槻市 ビヤレストラン キリンシティ高槻店

高槻市 ファストフード 麺家 高槻

高槻市 ファミリーレストラン ガスト高槻土室店

高槻市 ファミリーレストラン ガスト高槻東店

高槻市 ファミリーレストラン ガスト阪急高槻市駅前店

高槻市 ファミリーレストラン しゃぶ葉高槻西店

高槻市 ファミリーレストラン バーミヤン高槻南平台店

高槻市 ファミリーレストラン 夢庵高槻富田店

高槻市 ふぐ料理屋 戴天ふぐ高槻御坊

高槻市 ベーカリー アローム清水店

高槻市 ベーカリーカフェ サニーサイド高槻岡本店

高槻市 やきとり 焼き鳥道場

高槻市 ラーメン屋 らぁめん 越後屋

高槻市 ラーメン屋 一福　高槻店

高槻市 ラーメン屋 博多ラーメン　一発屋

高槻市 ラーメン屋 博多長浜ラーメン一発屋

高槻市 ラーメン店 ラーメン横綱　高槻店

高槻市 ラーメン店 一風堂 高槻店

高槻市 ラーメン店 高槻塩元帥

高槻市 ラーメン店 台流屋台 御気樂

高槻市 ラウンジ ALLURE

高槻市 ラウンジ Roman

高槻市 ラウンジ the club V.I.P.

高槻市 ラウンジ White　Gold

高槻市 ラウンジ シュシュ・アンジュ

高槻市 ラウンジ ラウンジ RETOUR

高槻市 ラウンジスナック Dolphin

高槻市 リゾートダイニング プルメリアリゾート

高槻市 レストラン 39

高槻市 レストラン かごの屋高槻城東店

高槻市 レストラン がんこ高槻店

高槻市 レストラン ドゥーアローム

高槻市 レストラン ハンバーグone

高槻市 レストラン レストラン白梅

高槻市 レストラン ロイヤルホスト高槻店

高槻市 レストラン ワインダイニングなかむら屋

高槻市 レストラン 温野菜　高槻店

高槻市 レストラン 健菜厨房　びわ

高槻市 レストラン 四六時中　高槻店

高槻市 レストラン 鉄板焼　godai

高槻市 レストラン 博多もつ鍋やまや ビエラ高槻

高槻市 ワインショップ エノテカ イデンティタ

高槻市 飲食BAR BAR  HAｰCHAN

高槻市 飲食カラオケ ハウスろく

高槻市 飲食店 Asian Kitchen LUNA

高槻市 飲食店 Destiny

高槻市 飲食店 Kyoto

高槻市 飲食店 ビストロ　マブール

高槻市 飲食店 中華料理蘭香園

高槻市 沖縄料理店 沖縄料理　島酒　たろんち

高槻市 回転寿司 くら寿司芥川店

高槻市 回転寿司 くら寿司五領店

高槻市 海鮮居酒屋 海鮮れすとらん魚輝水産　柱本店

高槻市 割烹料理屋 Restaurant  えい参

高槻市 韓国料理店 のりまきのすけ



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

高槻市 喫茶 Bonne Maman 

高槻市 喫茶、居酒屋 カフェ・ドマリンナ

高槻市 喫茶店 DAN暖談DAN

高槻市 喫茶店 イシダコーヒー

高槻市 喫茶店 イマソラ珈琲

高槻市 喫茶店 キッチン　さくら

高槻市 喫茶店 キャッ

高槻市 喫茶店 さかい珈琲　高槻店

高槻市 喫茶店 タリーズコーヒー　アル・プラザ高槻店

高槻市 喫茶店 ママカフェ

高槻市 喫茶店 緑町cafe

高槻市 喫茶店 焙煎工房カフェドタイムリー高槻店

高槻市 居酒屋 Beer&Coffee 月

高槻市 居酒屋 cafe&diner PLUTO

高槻市 居酒屋 Grillバル　飛擦技

高槻市 居酒屋 HATSUNE

高槻市 居酒屋 IZAKA-YA たご作  (JR高槻店) 

高槻市 居酒屋 Katugen

高槻市 居酒屋 kunsei lover fumo

高槻市 居酒屋 samasama

高槻市 居酒屋 あまえんぼう

高槻市 居酒屋 うまいもんや大之介

高槻市 居酒屋 うまいもん酒房祥来

高槻市 居酒屋 うまかもん　高槻店

高槻市 居酒屋 キッチンたきざわ

高槻市 居酒屋 くいもの屋わん阪急高槻店

高槻市 居酒屋 ゴンパチ高槻

高槻市 居酒屋 チキン横丁

高槻市 居酒屋 つむぎ

高槻市 居酒屋 てっちゃん鍋　ともきち

高槻市 居酒屋 とも吉高槻店

高槻市 居酒屋 どんたくパート2

高槻市 居酒屋 とん平

高槻市 居酒屋 にわ・とりのすけ富田店

高槻市 居酒屋 ねぎぼうず

高槻市 居酒屋 はてなのちゃわん

高槻市 居酒屋 はなみずき

高槻市 居酒屋 バルなる家

高槻市 居酒屋 びすとろほり伊

高槻市 居酒屋 ひでとら

高槻市 居酒屋 へそ

高槻市 居酒屋 ぼちぼち

高槻市 居酒屋 まぐろ居酒屋　さかなや道場高槻店

高槻市 居酒屋 まるなか笑店

高槻市 居酒屋 やきとりの扇屋　高槻西冠店

高槻市 居酒屋 やきとり家すみれ　高槻店

高槻市 居酒屋 やってまんがな44

高槻市 居酒屋 やってまんがな４４

高槻市 居酒屋 よりみちおみつ

高槻市 居酒屋 らふ

高槻市 居酒屋 リラックスダイニング たご作 阪急高槻店

高槻市 居酒屋 磯丸水産　高槻店

高槻市 居酒屋 屋台居酒屋 大阪 満マル 阪急高槻店

高槻市 居酒屋 屋台居酒屋 大阪 満マル 摂津富田店

高槻市 居酒屋 花菱

高槻市 居酒屋 感chan

高槻市 居酒屋 季節料理 まつむら

高槻市 居酒屋 吉味屋

高槻市 居酒屋 久志屋

高槻市 居酒屋 居酒屋　吉味屋

高槻市 居酒屋 居酒屋　繋
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高槻市 居酒屋 居酒屋あっぷっぷ

高槻市 居酒屋 居酒屋からさき

高槻市 居酒屋 居酒屋さくら

高槻市 居酒屋 居酒屋しあん

高槻市 居酒屋 居酒屋希ＳＡＫＵ／串カツ一穂　

高槻市 居酒屋 居酒屋繋

高槻市 居酒屋 居酒屋大好き

高槻市 居酒屋 居酒屋和吉

高槻市 居酒屋 京月　高槻店

高槻市 居酒屋 九州熱中屋摂津富田LIVE

高槻市 居酒屋 串カツ田中　高槻店

高槻市 居酒屋 幸蔵ジュニア

高槻市 居酒屋 幸蔵別館　玄

高槻市 居酒屋 高崎流クリエイティブキッチン　道場

高槻市 居酒屋 高崎流居酒屋　道場

高槻市 居酒屋 高崎流居酒屋道場

高槻市 居酒屋 高槻トロたん

高槻市 居酒屋 合鴨専門店香春

高槻市 居酒屋 山内農場 阪急高槻市駅前店

高槻市 居酒屋 朱李

高槻市 居酒屋 旬の魚･炭火焼処  しんどふに

高槻市 居酒屋 旬彩魚庵　美蔵

高槻市 居酒屋 旬彩魚庵 美蔵

高槻市 居酒屋 旬彩酒房　きたむら

高槻市 居酒屋 旬菜魚庵　美蔵

高槻市 居酒屋 旬鮮やました

高槻市 居酒屋 焼肉高槻レバー

高槻市 居酒屋 赤焼瓶

高槻市 居酒屋 大吉高槻病院前店

高槻市 居酒屋 大衆酒場小力

高槻市 居酒屋 大衆食堂安べゑJR高槻駅前店

高槻市 居酒屋 炭火焼diningおかげ家　高槻店

高槻市 居酒屋 炭火料理　炭摂家

高槻市 居酒屋 炭焼　さんなべ

高槻市 居酒屋 炭焼き&ワイン酒場Ebisu

高槻市 居酒屋 地魚屋台　高槻豊丸

高槻市 居酒屋 鳥せゑ高槻店

高槻市 居酒屋 紬季

高槻市 居酒屋 鶴吉

高槻市 居酒屋 鉄板cuisine Feu

高槻市 居酒屋 馬力ホルモン

高槻市 居酒屋 八剣伝　高槻栄町店

高槻市 居酒屋 八剣伝　阪急富田駅前店

高槻市 居酒屋 味のふところ　へんみ

高槻市 居酒屋 名物手羽先　はましょう

高槻市 居酒屋 柚子の心　高槻市駅前店

高槻市 居酒屋 立ち呑み

高槻市 居酒屋 立呑み　暇人

高槻市 居酒屋 炉ばた焼 煉瓦力丸亭

高槻市 居酒屋 和ダイニング四季彩々

高槻市 居酒屋 和ダイニング治

高槻市 居酒屋 和風酒処Ｋ

高槻市 居酒屋 蠣鯖人酒　宇久

高槻市 居酒屋 贔屓屋高槻店

高槻市 蕎麦うどん飲食店 あした葉なかや

高槻市 串カツ屋 串あげ草馬

高槻市 串カツ屋 串家物語アル・プラザ高槻店

高槻市 串カツ専門店 串の坊 高槻阪急店

高槻市 仕出し料理 やす平

高槻市 社員食堂 日本たばこ産業(株)医薬総合研究所

高槻市 酒蔵内施設 壽酒造株式会社
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高槻市 寿し屋 寿し圭

高槻市 寿司、和食店 寿司つるや

高槻市 寿司店 といだ寿司

高槻市 小売業 MOMO

高槻市 小料理屋 楽呑小料理凛

高槻市 焼き鳥 焼き鳥、釜飯　門亭　

高槻市 焼き鳥屋 まことや

高槻市 焼き鳥屋 鶏さん

高槻市 焼き鳥屋 焼き鳥大吉　高槻市役所前店

高槻市 焼鳥屋 炭火焼やきとり123

高槻市 焼肉 高槻岡本酒場情熱ホルモン

高槻市 焼肉 高槻酒場情熱ホルモン

高槻市 焼肉 焼肉八苑　高槻今城店

高槻市 焼肉 炭火焼ぎんすい

高槻市 焼肉 炭火焼肉　岩崎塾　高槻店

高槻市 焼肉屋 A5屋　焼肉一龍

高槻市 焼肉屋 けむり屋　牛力

高槻市 焼肉屋 ハラミの向こう側

高槻市 焼肉屋 韓国厨房  八幡亭

高槻市 焼肉屋 焼肉　大龍虎

高槻市 焼肉屋 焼肉三島

高槻市 焼肉屋 炭火焼肉　七輪　高槻店

高槻市 焼肉屋 炭火焼肉　七輪　真上店

高槻市 焼肉屋 炭火焼肉ぎゅうぎゅう

高槻市 焼肉屋 風林火山 高槻店

高槻市 焼肉店 にく家 牛地蔵

高槻市 焼肉店 牛角高槻店

高槻市 焼肉店 京都肉炭火焼肉　一寸法師

高槻市 焼肉丼専門店 高槻肉劇場

高槻市 食パン専門店 銀座に志かわ 高槻店

高槻市 食堂 南風楽天

高槻市 食堂 二代目毛利麺五郎

高槻市 精肉店 今村精肉店

高槻市 創作居酒屋 四季馳走　あか馬

高槻市 創作和食レストラン にんにん 高槻市役所店

高槻市 惣菜店 手づくりおかずななな高槻店

高槻市 地元食材が味わえるアメリカンレストラン T's Star Diner

高槻市 中華　ラーメン 中華「はなさく」

高槻市 中華料理 中国菜　優々

高槻市 中華料理レストラン 餃子の王将 高槻市役所前店

高槻市 中華料理レストラン 餃子の王将 国道高槻店

高槻市 中華料理レストラン 餃子の王将 上牧店

高槻市 中華料理店 中華菜館　桃莉　高槻市役所店

高槻市 中国料理レストラン 桃谷樓阪急高槻店

高槻市 肉バル 肉バル＆ダイナーJajaja

高槻市 日本酒専門店 Sake Bar ACTA

高槻市 日本料理店 キョウグチマチテルイ

高槻市 日本料理店 日本料理　味源　　　　仕出し　味源

高槻市 馬肉料理屋 波津馬高槻店

高槻市 洋菓子店 SWEETS RIBOE

高槻市 洋菓子店 菓子工房　Ｈｉｋｉｎｏ

高槻市 洋食 dining room GOO

高槻市 洋食 ポムの樹阪急高槻店

高槻市 洋食 阪急高槻店

高槻市 洋食レストラン STEAK-KAPPO　TSUKI

高槻市 立ち飲み ひろし屋川添店

高槻市 立ち飲み 酒場でゅうー

高槻市 立呑居酒屋 立呑旬鮮すーさんJR店

高槻市 立呑居酒屋 立呑旬鮮すーさん阪急店

高槻市 料理屋 高槻　いし川

高槻市 料理屋 冨美や



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

高槻市 和菓子屋 菓匠 幸春

高槻市 和菓子屋 薩喜庵

高槻市 和菓子屋　 薩喜庵.

高槻市 和食 家族亭　高槻店

高槻市 和食 家族亭　阪急高槻店

高槻市 和食 旬菜旬魚きくの

高槻市 和食 北海道番屋料理roomroom

高槻市 和食カフェテリア めしや食堂　高槻店

高槻市 和食店　日本料理店 料理道楽　築漸

高槻市 和食料理店 梅の花　高槻店

高槻市 珈琲屋 ドトールコーヒーショップイオン高槻店

高槻市 珈琲屋 珈琲屋ほっぺ

高槻市 餃子屋 餃子専門店　心楽

高槻市 OA機器サプライ販売　アナログレコードショップ 株式会社スカイドッグ　弦曲堂

高槻市 アクセサリー販売 Star-jewelry★

高槻市 アニメショップ アニメイト高槻

高槻市 アパレル SUIT SELECT TAKATSUKI

高槻市 アパレル ハニークラブ高槻店

高槻市 アパレル ハニーズ高槻北店

高槻市 アロマ教室、エステサロン Rapportアロマの教室

高槻市 インドアゴルフスクール ＵＧＭゴルフスクール高槻

高槻市 エステ　よもぎ蒸し リラクゼーションサロン　chouchou

高槻市 エステ 化粧品販売 サロン RYO

高槻市 エステ&リラクサロン Salon de Taka

高槻市 エステサロン ＰＯＬＡ　ブローアゼイア

高槻市 エステサロン メナードフェイシャルサロンクリスタルジュエル

高槻市 エステティック ジュビランGirasol

高槻市 エステティックサロン Ciel Beauty Technical Labo

高槻市 エステティックサロン ＰＯＬＡ　高槻店

高槻市 エステティックサロン SALON MASHU BE

高槻市 エステティックサロン ファニービー高槻店

高槻市 エステティックサロン リラクゼーションルームfuafua

高槻市 エステティックサロン レゾン高槻店

高槻市 オフィス事務全般 メナード化粧品津之江販売株式会社

高槻市 カーテンじゅうたん販売 カーテンじゅうたん王国　高槻西冠店

高槻市 カイロプラクティック施術所 高槻カイロプラクティックセンター

高槻市 カメラマン KIIRHE

高槻市 カラオケ ジャンボカラオケ広場　高槻3号店

高槻市 カラオケスタジオ カラオケスタジオハッピー

高槻市 カラオケボックス カラオケ　サウンドＪ　阪急富田駅前店

高槻市 カラオケボックス カラオケＣＬＵＢＤＡＭ阪急富田駅前店

高槻市 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　高槻２号店

高槻市 カラオケボックス ビッグエコー高槻中央店

高槻市 キャンプ場 高槻市立摂津峡青少年キャンプ場

高槻市 クリーニング クリーニングルビー　イオン高槻店

高槻市 クリーニング所 クリーニングルビー　MV高槻南店

高槻市 ケーブルテレビ ジェイコムショップイオン高槻店

高槻市 ケーブルテレビ ジェイコムショップ高槻店

高槻市 ゲストハウス Masako's Guesthouse

高槻市 コンタクトレンズ・メガネ専門店 ハートアップ高槻店

高槻市 サーキットジム Jサーキット須賀町

高槻市 ジュエリーショップ BLOOM 高槻阪急

高槻市 ショールーム、レンタルスペース り'あさSTUDIO

高槻市 スイミングスクール ＪＳＳ高槻中央スイミングスクール

高槻市 スイミングスクール アイランドスポーツクラブ高槻

高槻市 スイミングスクール 高槻スイミングスクール

高槻市 スーパーマーケット イオン高槻店

高槻市 スーパーマーケット フードネットマート高槻店

高槻市 スポーツクラブ ＪＯＹＦＩＴ２４阪急富田駅前

高槻市 スポーツクラブ ＪＯＹＦＩＴ摂津富田

高槻市 スポーツクラブ Jサーキット高槻



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

高槻市 スポーツクラブ アクトスWill_G イオンフードスタイル摂津富田

高槻市 スポーツクラブ カーブスイオンフードスタイル摂津富田

高槻市 スポーツクラブ ゴールドジム高槻大阪

高槻市 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 高槻

高槻市 スポーツクラブ ザバススポーツクラブデルタ/高槻

高槻市 スポーツクラブ スポーツクラブ トライ

高槻市 スポーツクラブ ティップネス 高槻

高槻市 スポーツクラブ 心身健康倶楽部　高槻店

高槻市 スポーツジム ワールドプラスジム　摂津富田店

高槻市 スポーツ施設 古曽部防災公園

高槻市 スポーツ施設 萩谷総合公園

高槻市 スポーツ用品店 ゴルフ５ 高槻城西店

高槻市 スポーツ用品店 スポーツデポ 高槻城西店

高槻市 そろばん塾 山内珠算教室

高槻市 ダイビングスクール ダイビングスクール　イオ高槻

高槻市 タイ古式マッサ－ジ タイ古式マッサ－ジ　サバイサバイ

高槻市 ダンス.音楽リハーサルスタジオ Studio Tsukiya

高槻市 デイサービス デイサービス来楽

高槻市 テーブルレストラン イオン高槻

高槻市 ドライクリーニング シルキードライクリーニング　寿店

高槻市 ドラッグストア ドラッグミックMUSEたかつき店

高槻市 ネイルサロン nail room colorier

高槻市 ネイルサロン ナイスネイル高槻店

高槻市 ネイルサロン、アイラッシュサロン nail&eyelashsalon SyiSyu 高槻店

高槻市 パーソナルジム スワン高槻

高槻市 パーソナルトレーニングジム 24/7Workout　高槻店

高槻市 パーソナルトレーニングジム FUSION DEPOT

高槻市 パーソナルトレーニングジム LOAFER

高槻市 パソコン教室 パソコン教室わかるとできるイオン高槻校

高槻市 パチンコ店 オーロラ LIGHT&MAX

高槻市 ぱちんこ店 ダイアナ大畑店

高槻市 パチンコ店 パーラーダイアナ栄町店

高槻市 パチンコ店 マルハン高槻店

高槻市 はんこ・ゴム印・印刷その他 はん・印刷の大谷

高槻市 ピアノ教室 Ecole de Piano Le Lien

高槻市 ピアノ教室 高槻・中川町Poco a poco岩ピアノ教室

高槻市 ピアノ教室 高槻中川町Poco a poco岩ピアノ教室

高槻市 プール・トレーニング室(公共施設) 高槻市立市民プール

高槻市 ボウリング、カラオケ、アミューズメント、スポッチャ （株）ラウンドワンスタジアム　高槻店

高槻市 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO高槻下田部店

高槻市 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO高槻上牧店

高槻市 ホームセンター ホームセンターコーナン高槻上牧店

高槻市 ホームセンター ホームセンターコーナン高槻城西店

高槻市 ホームセンター ホームセンターコーナン高槻店

高槻市 ホームセンター ホームセンターコーナン高槻富田丘店

高槻市 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオLAVA　高槻店

高槻市 ホテル ホテルアベストグランデ高槻

高槻市 ホテル ワークホテルアネックス天神の湯

高槻市 ホテル ワークホテル高槻

高槻市 ホテル宿泊施設 高槻W＆Mホテル

高槻市 マッサージ REFLE高槻阪急店

高槻市 マッサージ屋 ろく福　高槻店

高槻市 まつ毛エクステ　ネイル　エステ makestudio  KAYO

高槻市 まつ毛エクステンション Becky　Lash　高槻店

高槻市 メナードフェィシャルサロン　クレスリールAkane メナードフェィシャルサロン　クレスリールAkane

高槻市 ヨガスタジオ、パーソナルジム、エステ、レンタルスペース studio in the lily

高槻市 ライブハウス LIVE HOUSE SHO

高槻市 ライブハウス MUSIC SQUARE 1624 TENJIN

高槻市 ランジェリーショップ Ｈｉｋａｒｕ’１６

高槻市 リラクゼーション よもぎ蒸し　温　～ｏｎ～

高槻市 リラクゼーション りらく経絡サロン和みん



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

高槻市 リラクゼーション 高槻市プライベートサロン.セミミ

高槻市 リラクゼーション 推拿リラクゼーション　すいりら

高槻市 リラクゼーションサロン Bodysh高槻店

高槻市 リラクゼーションサロン relaxation salon KURU＊KURU

高槻市 リラクゼーションサロン もみけん(もみほぐし研究所)

高槻市 リラクゼーションサロン 京の癒処　ゆめみし高槻店

高槻市 リラクゼーションサロン 私の街の保健室　元氣堂

高槻市 リラクゼーションスペース りらくる高槻店

高槻市 リラクゼーションスペース りらくる水無瀬店

高槻市 レンタル会議室、レンタルスタジオ レンタルスペースWooo

高槻市 衣料品店 マウア　高槻店

高槻市 衣料品店 洋服の青山高槻店

高槻市 一時預かり事業 チャムきっずぱーく

高槻市 運動場 三角広場

高槻市 映画館 高槻アレックスシネマ

高槻市 英会話教室 アーテイスト・アカデミー英会話

高槻市 温浴施設 高槻天然温泉 天神の湯

高槻市 下水処理場 スカイランド

高槻市 下水処理場 トリムコース

高槻市 下水処理場 高槻管理センター

高槻市 化粧品アフターサービスサロン ｼｰﾎﾞﾝ.ﾌｪｲｼｬﾘｽﾄｻﾛﾝ高槻店

高槻市 化粧品店 タマヤ化粧品店

高槻市 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ イオンＦＳ摂津富田店

高槻市 家電量販店 エディオン高槻宮田店

高槻市 家電量販店 エディオン高槻店

高槻市 家電量販店 ジョーシン 高槻大塚店

高槻市 家電量販店 ジョーシン 高槻店

高槻市 花屋 花　助

高槻市 介護　（デイサービス） デイサービス友舞

高槻市 学習塾 epion 阿武山校

高槻市 学習塾 epion 高槻校

高槻市 学習塾 関西個別指導学院　高槻教室

高槻市 学習塾 京進スクール・ワン　高槻教室

高槻市 学習塾 京進スクール・ワン　摂津富田教室

高槻市 学習塾 東進衛星予備校　ＪＲ高槻駅前グリーンプラザ校

高槻市 学習塾 馬渕教室 阿武山校

高槻市 学習塾 馬渕教室 高槻浦堂校

高槻市 学習塾 馬渕教室 高槻校

高槻市 学習塾 馬渕教室 高槻本部校

高槻市 学習塾 馬渕教室 富田駅前校

高槻市 学習塾 馬渕個別 高槻校

高槻市 金物店 鳴川金物

高槻市 靴修理・合鍵・時計電池交換・iPhone修理 リペアガレージ

高槻市 劇場舞台技術管理 （株）橋爪　高槻現代劇場

高槻市 健康指導 もりやま式手当て療法

高槻市 建具、内装業 張替工房

高槻市 個室居酒屋 源気屋

高槻市 古物商 買取専門店 大吉 高槻店

高槻市 呉服屋 ゆめらせん　高槻店

高槻市 碁会所 芥川囲碁サロン

高槻市 公民館 五領公民館

高槻市 公民館 高槻市立阿武山公民館

高槻市 公民館 高槻市立芥川公民館

高槻市 公民館 高槻市立今城塚公民館

高槻市 公民館 高槻市立城内公民館

高槻市 公民館 高槻市立南大冠公民館

高槻市 公民館 高槻市立日吉台公民館

高槻市 公民館 高槻市立如是公民館

高槻市 公民館 高槻市立磐手公民館

高槻市 公民館 高槻市立北清水公民館

高槻市 高齢者デイサービス デイサービス平安
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高槻市 子育て支援施設 ぱれっとひろば

高槻市 子育て支援施設 プチぱれっと

高槻市 指定自動車教習所 高槻自動車教習所

高槻市 歯科医院 アキヨシ歯科高槻診療所

高槻市 時計・宝石・貴金属 ジュエリー＆ウォッチ　ルーカ

高槻市 時計・宝石小売業 ミノル摂津富田店

高槻市 自転車屋 サイクルショップ仲田

高槻市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　高槻西店

高槻市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　高槻店

高槻市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　高槻南店

高槻市 自動車デイーラー 日産大阪販売株式会社　UCARS高槻

高槻市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪　高槻春日店

高槻市 自動車の販売及び関連するサービス Honda　Cars大阪　高槻東店

高槻市 自動車販売 オートライフサービス

高槻市 自動車販売 スズキ高槻南(有)コンプリートスピード

高槻市 自動車販売、整備 藤原自動車　株式会社

高槻市 自動車販売ディーラー ホンダカーズ大阪　高槻東店

高槻市 自動車販売及び整備 Zushi高槻店

高槻市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）高槻店

高槻市 自動車部用品販売 シグマスピードショップ

高槻市 写真屋 Foto Office Nakamura

高槻市 写真館 コジマスタジオ

高槻市 写真店 街の写真屋さん　フジジャパン

高槻市 社会福祉施設 高槻市立富田ふれあい文化センター

高槻市 集会場 春日ふれあい文化センター

高槻市 住宅型有料老人ホーム マーコット高槻

高槻市 塾 駿台個別MIRAi高槻教室

高槻市 書道教室　及び　書作品の制作 有限会社 楠本書院

高槻市 小売店 AOKI　高槻西冠店

高槻市 小売店 AOKI　高槻北店

高槻市 信用金庫 北おおさか信用金庫　阿武山支店

高槻市 信用金庫 北おおさか信用金庫　芥川支店

高槻市 信用金庫 北おおさか信用金庫　高槻支店

高槻市 信用金庫 北おおさか信用金庫　十三高槻支店

高槻市 信用金庫 北おおさか信用金庫　上牧支店

高槻市 信用金庫 北おおさか信用金庫　城南支店

高槻市 信用金庫 北おおさか信用金庫　深沢支店

高槻市 信用金庫 北おおさか信用金庫　清水支店

高槻市 信用金庫 北おおさか信用金庫　川添支店

高槻市 信用金庫 北おおさか信用金庫　津之江支店

高槻市 信用金庫 北おおさか信用金庫　富田支店

高槻市 診療所 いなもとこどもクリニック

高槻市 整骨院 つつじ整骨院

高槻市 整骨院 はしらもと整骨院

高槻市 整体院 Studio  Katsumi

高槻市 生花小売 フラワーショップ花物語

高槻市 精肉店 今村精肉店

高槻市 青果、特産品販売 farmers market ひなた

高槻市 青少年交流施設 春日青少年交流センター

高槻市 青少年交流施設 青少年センター

高槻市 体操教室、剣道教室 高槻体操クラブ

高槻市 難関公立高校受験塾 駿台・浜学園　高槻校

高槻市 日帰り温泉 美人湯 祥風苑

高槻市 買取店 エコリング高槻店

高槻市 博物館 高槻市立しろあと歴史館

高槻市 博物館 高槻市立今城塚古代歴史館

高槻市 博物館 高槻市立自然博物館

高槻市 博物館 高槻市立歴史民俗資料館

高槻市 美容院 hair salon グランドシェシェ

高槻市 美容院 rela^che

高槻市 美容院 ヘアーファクトリーリラ
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高槻市 美容院 美容室　エスポワール

高槻市 美容業 VIVO　高槻店

高槻市 美容業 カットハウス畑平

高槻市 美容室 afic lima

高槻市 美容室 boutique

高槻市 美容室 DESIGN HAIR ＊ ARAW

高槻市 美容室 MODE K's Hers

高槻市 美容室 MODE K's Lien店

高槻市 美容室 MODE K's 高槻店

高槻市 美容室 Petit grain

高槻市 美容室 Roma

高槻市 美容室 trico高槻店

高槻市 美容室 トータルビューティサロンAbsolem

高槻市 美容室 ヘアーサロン　デューポイント　イオン高槻店

高槻市 美容室 ヘアーサロン　ミルメルシー

高槻市 美容室 メイクスカトレア

高槻市 美容室 美容室　ハーフタイム

高槻市 美容室 美容室 るんるん♪

高槻市 美容室 美容室Asante

高槻市 美容室 美容室イリス

高槻市 美容室 美容室ピュアレッフェルン

高槻市 美容室　ネイルサロン hair&nailGarden

高槻市 美容所 ｔｈｒｅｅＬｉｏｎ

高槻市 不動産屋 ダイマツ建設

高槻市 不動産会社 株式会社SEIMU　大阪北店

高槻市 不動産会社 株式会社くらし本舗

高槻市 不動産業 ピタットハウス阪急高槻店

高槻市 婦人服小売り エスカイヤ摂津富田店

高槻市 服屋 MORLEY CLOTHING

高槻市 服屋 おしゃれの王様

高槻市 服屋 ママフル高槻店

高槻市 服飾 はるやまイオン高槻店

高槻市 服飾店 アメリカ衣料

高槻市 文房具 文具コンパス高槻店

高槻市 保険代理店 イオン高槻店

高槻市 保険代理店 イオン保険サービス（株）　イオン高槻店

高槻市 保険代理店 ほけんの窓口　高槻駅前店

高槻市 保険代理店 株式会社　ピーエス保険事務所

高槻市 補聴器専門店 高槻補聴器センター

高槻市 麻雀屋 麻雀クラブ元気

高槻市 民泊施設 FUKUJYUHOUSE

高槻市 薬局 きららみらい薬局　阪急富田店

高槻市 薬局 きららみらい薬局　富田店

高槻市 薬局 西冠トモエ薬局

高槻市 理髪店 ヘアーズクラブ19

高槻市 理容 ヘアーサロントト

高槻市 理容業 ファーストヘアーハヤシ

高槻市 理容業 プラント

高槻市 理容室 PAPA'S高槻店

高槻市 理容室 カットハウスツイン

高槻市 理容店 Hairsalon HARADA

高槻市 理容店 Sato HairWork

高槻市 旅館 摂津峡 花の里温泉 山水館

高槻市 鍼灸院 ニシダ鍼灸院

高槻市 鍼灸指圧治療院 のぞみ鍼灸指圧治療院

高槻市 鍼灸整骨院 こが鍼灸整骨院

高槻市 鍼灸整骨院 ぷらす鍼灸整骨院 高槻アクトアモーレ院

高槻市 鍼灸整骨院 ぷらす鍼灸整骨院 摂津富田院

高槻市 鍼灸整骨院 高槻もりわき鍼灸整骨院

高槻市 鍼灸整骨院 高槻市駅前　もりわき鍼灸整骨院

高槻市 鍼灸接骨院 てるてる鍼灸接骨院
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島本町 お好み焼き鉄板焼き お好み焼鉄板焼き　あわちゃん

島本町 居酒屋 海鮮居酒屋　ひかり

島本町 居酒屋 鳥あそび

島本町 焼肉屋 鶏焼肉HOME

島本町 クリーニング クリーニングルビー　グルメシティ水無瀬店

島本町 クリーニング クリーニングルビー　万代水無瀬店

島本町 デイサービス おあしすデイサービス

島本町 運動施設 fitness to BOND

島本町 音楽教室 ミュージックスクールノート

島本町 音楽教室 結城音楽教室

島本町 学習塾 京進スクール・ワン　水無瀬教室

島本町 学習塾 京進スクール・ワン水無瀬教室

島本町 信用金庫 北おおさか信用金庫　島本支店

島本町 接骨院 やすらぎ接骨院

島本町 接骨院 青木接骨院

島本町 美容室 CLAPS HAIR

島本町 美容室 かみや

島本町 美容室 サロンド・M

島本町 美容室 れい美容室

島本町 薬局 ツボイ薬局

島本町 鍼灸院 たけのこ治療院

島本町 鍼灸整骨院 きむら鍼灸整骨院

吹田市 Bar bar seven

吹田市 bar ＢＡＲ 日果

吹田市 BAR IMPACT

吹田市 bar&diner bar&diner mo'better

吹田市 cafe Cafe miki

吹田市 stand bal nasaran

吹田市 アイラッシュサロン Mon chemin

吹田市 イタリアン PIZZERIA CALORE

吹田市 イタリアン トラットリアｃｈｉｃｃｏ

吹田市 イタリアン トラットリアchicco 

吹田市 イタリアンバル ICHIRIKI

吹田市 イタリアンレストラン Pizzeria asse 吹田片山店

吹田市 イタリアンレストラン Pizzeria e Osteria  Codino

吹田市 イタリア料理 OKAMU

吹田市 イタリア料理 フィッシュカンパニー

吹田市 イタリア料理 プリマヴェーラ

吹田市 インド料理 イオン南千里店   インドカレーエレファント

吹田市 うどん・そば屋 将平

吹田市 うどん屋 源八

吹田市 うどん屋 大衆うどん酒場　どん

吹田市 うどん屋 野口製麺所

吹田市 うどん店 紅葉庵

吹田市 お好み焼き お好み焼き　野の香

吹田市 お好み焼き・鉄板焼き お好み焼き・鉄板焼き　なこみ

吹田市 お好み焼き・鉄板焼き屋 千房　　江坂店

吹田市 お好み焼き屋 とよつ壱や

吹田市 お好み焼き屋 美味しんぼ

吹田市 お好み焼き店 錦わらい 佐井寺店

吹田市 お好み焼屋 力丸　俺流お好み焼

吹田市 カステラ屋 大阪 黒船屋

吹田市 ガス器具並びに住宅設備機器販売施工 ほっとプラッツ江坂ガスセンター

吹田市 カフェ Cafe mogu mogu

吹田市 カフェ NORTH GARDEN

吹田市 カフェ Organic Kitchen Anatelier

吹田市 カフェ park cafe

吹田市 カフェ PRONTOホテルパークサイド江坂店

吹田市 カフェ TABLES KITCHEN

吹田市 カフェ WORK SHOP

吹田市 カフェ カフェ・ディ・エスプレッソ珈琲館
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吹田市 カフェ からふね屋CAF? ビエラ岸辺健都店

吹田市 カフェ ガンダムスクエア　ららぽーとEXPOCITY店

吹田市 カフェ ノイカフェ万博店

吹田市 カフェ ベシャメルカフェ　EXPO CITY

吹田市 カフェ 音ｃａｆｅ　ＫＡＲＡＫＡＲＡ

吹田市 カフェ 薪窯ピッツァ・カフェ ノースガーデン

吹田市 カフェ 星乃珈琲店　カリーノ江坂店

吹田市 カフェ＆バー ティナズカフェ

吹田市 カフェー ポルトルーシュ

吹田市 カフェダイニング 江坂イタリアン　ラッポルティ

吹田市 カフェバー Longchamp

吹田市 カフェバル 器酒亭

吹田市 カフェレストラン NORTH GARDEN by mothers

吹田市 カフェレストラン バードツリー

吹田市 カフェレストラン ららぽーとEXPOCITY　バルバラエキスポレストラン

吹田市 からあげ屋、居酒屋、定食、テイクアウト ジョニーのからあげ関大前店

吹田市 カラオケ CLUB　心粋

吹田市 カラオケ カラオケサウンド　アイステージ

吹田市 カラオケBAR Othello

吹田市 カラオケスナック スナック純

吹田市 カラオケスナック フォーチュン

吹田市 カラオケバー Hearty

吹田市 カラオケバー member's　輪舞曲

吹田市 カラオケバー カラオケBAR きんぎょ

吹田市 カラオケパブ ショットパブ バレンタイン

吹田市 カラオケ喫茶 music pub Q 

吹田市 カラオケ喫茶 カラオケ 葉みんぐばーど

吹田市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶コスモス

吹田市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶こぶしの花

吹田市 カラオケ喫茶 カラオケ酒都

吹田市 カラオケ喫茶 喫茶ドンキ

吹田市 キッズカフェ ビーバンプ

吹田市 キャバクラ ブルードルフィン

吹田市 クラフトビール専門のビアバー Beer＆Cafe Hafen

吹田市 クレープ店 ディッパーダンイオン吹田

吹田市 コーヒーショップ ドトールコーヒー　イズミヤ千里丘店

吹田市 コーヒー豆屋 珈琲オーダー焙煎　まめとも

吹田市 ごはん処　ちょい飲み 菊日和

吹田市 サンドイッチショップ サブウェイ　阪大病院店

吹田市 ジェラート店 CAFE FLOR GELATO

吹田市 しゃぶしゃぶ専門店 しゃぶＢＡＲ　柏木

吹田市 ショットバー BAR Cradle

吹田市 ショットバー Bar mcclane

吹田市 ショットバー Shot Bar Tiare

吹田市 ショットバー shotbarRAINFOREST

吹田市 ショットバー サントリーオールドバー江坂

吹田市 すし・和食 割烹音羽鮨 千里山店

吹田市 スナック FOXY

吹田市 スナック Yes

吹田市 スナック アイランド

吹田市 スナック スナック　Nao

吹田市 スナック スナック　カトレア

吹田市 スナック スナック　みさこ

吹田市 スナック スナック　桜

吹田市 スナック スナックあ・うん

吹田市 スナック スナックひよこ

吹田市 スナック スナック土瑠

吹田市 スナック デジャヴ

吹田市 スナック プリシア

吹田市 スナック フレンド

吹田市 スナック ミニラウンジチャップリン
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吹田市 スナック ラウンジK

吹田市 スナック 土瑠

吹田市 スナック 裏・唄　はんなり

吹田市 スナック　ナイトクラブ Alice

吹田市 セルフうどん はなまるうどん大阪江坂店

吹田市 セルフうどん店 讃岐うどん　まごころ

吹田市 そば・うどん屋 若菜そば　阪急南千里店

吹田市 そば店 お食事処親味

吹田市 そば店 そばよし庵　江坂店

吹田市 ダーツバー Bee江坂

吹田市 ダイニングバー GOOD ENOUGH DINER

吹田市 ダイニングバー Tiger　Cocco

吹田市 ダイニングレストラン カジュアルキッチン　イーストマリン

吹田市 タイ料理屋 マンゴツリーカフェEXPOCITY

吹田市 たこ焼き屋 たこやき屋たこっち

吹田市 たこ焼き屋 たこ家道頓堀くくる 万博記念公園店

吹田市 たこ焼き屋 たこ家道頓堀くくる　万博記念公園店

吹田市 たこ焼き屋 たこ焼きの店　プルポ

吹田市 たこ焼き屋 たこ焼き喫茶　polpon

吹田市 たこ焼き屋 たこ焼き発祥の店　会津屋　ららぽーとEXPOCITY店

吹田市 たこ焼き屋 道頓堀くくる 万博記念公園店

吹田市 たこ焼き店 プルポ

吹田市 ちゃんこ鍋　専門店 ちゃんこ鍋　僖楽

吹田市 テイクアウト専門　カレー屋 ２００円カレー　関大前店

吹田市 ドーナツ製造・販売店 ミスタードーナツ南千里駅前店

吹田市 ドーナツ製造販売 ミスタードーナツ江坂東急店

吹田市 とんかつ　居酒屋 とんかつ居酒屋　楽句　南千里店

吹田市 ナイトクラブ ドレス

吹田市 バー ALFIES BAR

吹田市 バー Anklet

吹田市 バー bar 18

吹田市 バー bar August

吹田市 バー Bar FirstLine

吹田市 バー BAR GEERA

吹田市 バー BAR RUSKA

吹田市 バー BAR SNUFKIN

吹田市 ﾊﾞｰ BAR　日果

吹田市 バー COCO

吹田市 バー LUSTY

吹田市 バー Shot Bar NADURRA

吹田市 バー Ｖｅｎｕｓ

吹田市 バー サルビア

吹田市 パブ シェルター（ＳＨＥＬＴＥＲ）

吹田市 ハンバーガー屋 クアアイナ

吹田市 パン屋 ミル・ヴィラージュ

吹田市 パン屋 銀座に志かわ　吹田山田店

吹田市 ピザ屋 Ani

吹田市 ファミリーレストラン ガスト関大前店

吹田市 ファミリーレストラン ガスト岸辺駅前店

吹田市 ファミリーレストラン ガスト吹田千里山店

吹田市 ファミリーレストラン ガスト千里丘店

吹田市 ファミリーレストラン しゃぶ葉吹田佐井寺店

吹田市 ファミリーレストラン デニーズ吹田寿町店

吹田市 ファミリーレストラン トマト＆オニオン千里万博公園店

吹田市 ファミリーレストラン バーミヤン千里丘店

吹田市 フードコート Tana Forno FRESCA

吹田市 フードコート 下り フードコート

吹田市 フードコート 上り フードコート

吹田市 フランス料理 Restaurant Sans-souci

吹田市 フランス料理 ビストロバンブードール

吹田市 フランス料理レストラン フランス料理レストランLa Balance(ﾗ　ﾊﾞﾛﾝｽ)
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吹田市 フランス料理店 Restaurant Sans-souci

吹田市 フランス料理店 Tournesol

吹田市 フランス料理店 アンティム

吹田市 フランス料理店 ルヴェールフレ

吹田市 フローズンヨーグルト販売 ピンクベリーららぽーとEXPOCITY 店

吹田市 ベーカリーカフェ オーサムベーカリー吹田店

吹田市 ベーカリーカフェ サニーサイド吹田佐井寺店

吹田市 ベーカリーカフェ サニーサイド南千里店

吹田市 ベーカリーショップ オーサムベーカリー末広店

吹田市 ホルモン焼き、ホルモン鍋 デンスケ、福助

吹田市 ホルモン焼き屋 デンスケ天満店

吹田市 ホルモン焼き屋 デンスケ本店

吹田市 ホルモン焼き屋 ホルモン　ボンクラ

吹田市 ホルモン鍋屋 福助

吹田市 もつ鍋屋 久留米ホルモンみつ澤

吹田市 もつ鍋屋 博多流　神屋

吹田市 ラーメン ドラゴンマン　吹田店

吹田市 らーめん屋 らーめんこれこれ

吹田市 ラーメン屋 らーめん蓮

吹田市 ラーメン屋 らぁ麺TORRY

吹田市 ラーメン屋 麺ゃマルショウ江坂店

吹田市 ラーメン屋 来来亭岸部店

吹田市 ラーメン屋 啜処三斗総本店

吹田市 らーめん店 がんちゃん

吹田市 ラーメン店 黒兵衛　江坂店

吹田市 ライブ　カフェ＆バー ESAKA TWIN REVERB

吹田市 ライブバー LIVE&BAR GARO

吹田市 ラウンジ ＣＬＵＢ　ＣＨＡＩＮＯＮ

吹田市 ラウンジ First

吹田市 ラウンジ lounge First

吹田市 ラウンジ Queen Bee

吹田市 ラウンジ ラウンジ　唯

吹田市 ラウンジ ラウンジAQUA

吹田市 ラウンジ ラウンジcoco

吹田市 ラウンジ ラウンジ吉野

吹田市 ラウンジ ラウンジ姫(ひめ)

吹田市 レストラン Back Street CORE

吹田市 レストラン Eggs 'n ThingsららぽーとEXPOCITY店

吹田市 レストラン Hang Out

吹田市 レストラン Margaux

吹田市 レストラン かごの屋吹田五月が丘店

吹田市 レストラン デリシャスキッチン　EMONDEL

吹田市 レストラン ふうふや岸辺店

吹田市 レストラン ぶんぶん堂

吹田市 レストラン ヘルシーフィールド　キッチンKENTO

吹田市 レストラン ミツケキッチン　ららぽーとEXPOCITY店

吹田市 レストラン みんぱくレストラン

吹田市 レストラン レストラン　ラ・シェーナ

吹田市 レストラン レストランPalette

吹田市 レストラン 旬菜cafe　奏canade

吹田市 レストラン 食堂カフェpotto×タニタカフェ吹田紫金山公園店

吹田市 レストラン 大阪王将

吹田市 レストラン 大阪大学医学部　銀杏会館2階　レストランミネルバ

吹田市 レストラン 大阪大学医学部附属病院１４階　スカイレストラン

吹田市 レストランバー m's  kitchen

吹田市 レストランバー レストランバーDown-D

吹田市 ワインバー ワインバーリトゥム

吹田市 一般食堂 恵済団　一般食堂

吹田市 飲食店 J.S.BURGERS CAFE ららぽーとEXPOCITY店

吹田市 飲食店 Onishisantoko

吹田市 飲食店 アールストーン



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

吹田市 飲食店 お食事処親味

吹田市 飲食店 街かど屋　江坂店

吹田市 飲食店 魚と地酒　元屋

吹田市 菓子製造販売 ケーキハウス　ハピネス

吹田市 回転寿司 くら寿司トナリエ南千里店

吹田市 回転寿司 くら寿司江坂店

吹田市 回転寿司 くら寿司千里丘店

吹田市 回転寿司 金沢まいもん寿司グリーンプレイス店

吹田市 回転寿司 大起水産回転寿司　ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店

吹田市 学生食堂 さわらび食堂

吹田市 学内食堂 関西大学第一中学校・高等学校　食堂

吹田市 割烹料理店 じょう崎

吹田市 韓国カフェ 韓食　ペゴッパ

吹田市 韓国料理 韓食　ペゴッパ

吹田市 韓国料理 韓食トントン

吹田市 喫茶店 ガーデニア

吹田市 喫茶店 プレンティ　阪急南千里店

吹田市 喫茶店 リトルキッチンB-me

吹田市 喫茶店、野外休憩所 LIVINGPARK/WEST

吹田市 居酒屋 BRASSERIE MOJA

吹田市 居酒屋 うまか処 烏

吹田市 居酒屋 えん

吹田市 居酒屋 おばんざいとお酒　うきわ

吹田市 居酒屋 カフェダイニング居酒屋ジーカフェ

吹田市 居酒屋 ことぶき

吹田市 居酒屋 ダイニングななこ

吹田市 居酒屋 ダイニングまんてん

吹田市 居酒屋 たこやき王子 関大前店

吹田市 居酒屋 だんだん

吹田市 居酒屋 ななを

吹田市 居酒屋 ぷろろ～ぐ

吹田市 居酒屋 ほっこり

吹田市 居酒屋 やきとりの扇屋　江坂店

吹田市 居酒屋 ゆう翔

吹田市 居酒屋 一軒め酒場吹田店

吹田市 居酒屋 越前

吹田市 居酒屋 王道居酒屋のりを江坂店

吹田市 居酒屋 花菜

吹田市 居酒屋 花菱

吹田市 居酒屋 海心丸　JR岸辺店

吹田市 居酒屋 海心丸JR岸辺店

吹田市 居酒屋 海鮮屋台　まいこ関大前店

吹田市 居酒屋 海鮮処 はまとら

吹田市 居酒屋 韓国料理　肝っ玉亭

吹田市 居酒屋 吉鳥　関大前店

吹田市 居酒屋 久志屋

吹田市 居酒屋 宮崎地鶏炭火焼「車」江坂店

吹田市 居酒屋 居酒屋　オニオン

吹田市 居酒屋 居酒屋　まんぷく

吹田市 居酒屋 居酒屋　勝真

吹田市 居酒屋 居酒屋　真

吹田市 居酒屋 居酒屋　勇

吹田市 居酒屋 居酒屋ここ

吹田市 居酒屋 居酒屋串松

吹田市 居酒屋 居酒屋勝真

吹田市 居酒屋 魚バル　眞

吹田市 居酒屋 魚介スタンドPOLPO 

吹田市 居酒屋 串カツきんぎょ

吹田市 居酒屋 串焼き鳥一品　てんすい

吹田市 居酒屋 鶏心/玄屋

吹田市 居酒屋 鶏心/玄屋　江坂店
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吹田市 居酒屋 今日しかない江坂店

吹田市 居酒屋 酒スタンド　魚蔵

吹田市 居酒屋 酒と肴カキツバタ

吹田市 居酒屋 寿司・肴・日本酒　しんなり

吹田市 居酒屋 樹蘭

吹田市 居酒屋 秋吉

吹田市 居酒屋 秋吉　江坂店

吹田市 居酒屋 旬菜　柚

吹田市 居酒屋 焼き鳥とりしん

吹田市 居酒屋 焼鳥居酒屋 一文字

吹田市 居酒屋 焼味尽本舗 江坂店

吹田市 居酒屋 食彩工房あきの

吹田市 居酒屋 真

吹田市 居酒屋 創作ダイニング酒肴 酒友

吹田市 居酒屋 炭.style

吹田市 居酒屋 炭火串焼　鳥堂

吹田市 居酒屋 炭火焼鳥　晩酌　櫻

吹田市 居酒屋 炭酒屋よしお

吹田市 居酒屋 炭焼料理ちさと

吹田市 居酒屋 知床漁場吹田店

吹田市 居酒屋 地魚屋台　江坂豊丸

吹田市 居酒屋 鳥二郎　関大前店

吹田市 居酒屋 鉄板グリルをかし

吹田市 居酒屋 呑み食い処  鉄ちゃん

吹田市 居酒屋 南国飯店ぬまやー

吹田市 居酒屋 馬力食堂

吹田市 居酒屋 八剣伝　阪急千里山駅前店

吹田市 居酒屋 美酒佳肴　酒地肉鱗

吹田市 居酒屋 富山ろくちょう

吹田市 居酒屋 穂波町和豊

吹田市 居酒屋 北摂バル

吹田市 居酒屋 味の味料理 coやんて

吹田市 居酒屋 銘酒蔵　昌佳

吹田市 居酒屋 目利きの銀次 江坂駅前店

吹田市 居酒屋 目利きの銀次 千里山西口駅前店

吹田市 居酒屋 炉端焼　榎坂の蔵

吹田市 居酒屋 和ダイニング笙

吹田市 居酒屋 和風居酒屋すっぽん

吹田市 居酒屋 夘さく

吹田市 居酒屋 贔屓屋江坂店

吹田市 居酒屋 スナック 大衆酒場 順

吹田市 蕎麦屋 鴨と醸し鼓道

吹田市 蕎麦屋 蕎麦とお酒とおばんざい　鹿しま

吹田市 蕎麦屋 御食事処そば重

吹田市 蕎麦屋 有限会社槌本商事

吹田市 串カツビュッフェ 神楽揚処　本串家　

吹田市 串かつ屋 串かつ　明かり

吹田市 串カツ屋 串カツSHIRASU

吹田市 串カツ専門店 クシカツ　シラス

吹田市 串カツ専門店 串カツ専門店串盧

吹田市 軽食 コバラ

吹田市 軽食 もりから・堂島カレー

吹田市 軽食 堂島カレー

吹田市 軽食屋 EXPOBAR

吹田市 酒屋 紀の国屋

吹田市 酒屋 町の酒屋 古木

吹田市 酒屋 町の酒屋古木

吹田市 酒屋と酒屋の立呑み 酒商・宮谷

吹田市 寿し屋 ひょうたん寿し　江坂東急店

吹田市 寿し屋 ひょうたん寿し　江坂本店

吹田市 寿し屋 江坂本店



市区町村 店舗種別 店舗名
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吹田市 寿司　和食　日本酒バー 寿司割烹なるを　福warai

吹田市 寿司屋 金車

吹田市 寿司屋 江坂鮨バルおーうえすと

吹田市 寿司屋 鮨処　すえ広

吹田市 寿司店 いわ本　寿司

吹田市 住宅リフォーム店 クローバーハウス

吹田市 小料理屋 美酒佳肴しょうじょう

吹田市 焼き鳥や 炭火焼き鳥鳥作

吹田市 焼き鳥屋 うたた屋

吹田市 焼き鳥屋 とり誠

吹田市 焼き鳥屋 焼きとり景気屋

吹田市 焼き鳥屋 焼き鳥　ちゅん太郎

吹田市 焼き鳥屋 焼き鳥かかし　吹田

吹田市 焼き鳥屋 炭焼やきとり　わ

吹田市 焼き鳥屋 那ゆたや

吹田市 焼き鳥店 鳥べぇ

吹田市 焼鳥屋 yakki鶏

吹田市 焼鳥屋 焼鳥YUTAKA

吹田市 焼肉 焼肉　瑞園

吹田市 焼肉 焼肉　平城苑  ららぽーとEXPOCITY店

吹田市 焼肉 吹田穂波町酒場情熱ホルモン

吹田市 焼肉 南大門吹田天道店

吹田市 焼肉レストラン 大同門 江坂店

吹田市 焼肉屋 あぶりや江坂店

吹田市 焼肉屋 街の肉バル　Buff　江坂店

吹田市 焼肉屋 黒毛和牛焼肉 南大門

吹田市 焼肉屋 焼肉　薩摩

吹田市 焼肉屋 焼肉工房　いやしん坊

吹田市 焼肉屋 焼肉倉屋南千里店

吹田市 焼肉屋 食道園江坂店

吹田市 焼肉屋 炭火焼肉　七輪　吹田店

吹田市 焼肉屋 炭火焼肉　鶴兆江坂店

吹田市 焼肉屋 陶板焼肉てん、てん

吹田市 焼肉屋 榮華亭江坂店

吹田市 焼肉韓国料理 焼肉まんぷく

吹田市 焼肉店 じゅじゅ庵　関大前店

吹田市 焼肉店 牛らく

吹田市 焼肉店 牛角吹田上山手店

吹田市 焼肉店 江坂内環店

吹田市 焼肉店 焼肉倉屋　南千里店

吹田市 焼肉店 肉処倉　吹田グリーンプレイス店

吹田市 焼肉店 肉匠牛次郎　江坂店

吹田市 焼肉店 板前焼肉一笑　江坂店

吹田市 焼肉店 葡萄匠屋吹田店

吹田市 焼肉店 榮華亭　江坂内環店

吹田市 職員食堂 恵済団　職員食堂

吹田市 食事処・夜は食事処+アルコ―ル 菊日和

吹田市 食堂 アイキッチン吹田店

吹田市 食堂 ななまる食堂

吹田市 食堂 まっちゃん食堂

吹田市 食堂 江坂海鮮食堂おーうえすと

吹田市 食堂、居酒屋 ふじ咲

吹田市 食堂居酒屋 お食事呑み処すずめ

吹田市 親子丼・唐揚げ定食販売店舗 鶏三和 ららぽーとEXPOCITY店

吹田市 水産物小売店 街のみなと　吹田山田店

吹田市 駄菓子屋 静屋　ららぽーとEXPOCITY店

吹田市 中華レストラン 浪曼路kitchen　ららぽーとエキスポシティ店

吹田市 中華料理 China dining 華nois

吹田市 中華料理 またきてや

吹田市 中華料理 珉珉吹田さんくす店

吹田市 中華料理レストラン 餃子の王将 関大前店
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感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

吹田市 中華料理屋 いこい飯店

吹田市 中華料理業 ダオフー江坂店

吹田市 中華料理店 ダオフー江坂店

吹田市 中華料理店 江坂工場直売店

吹田市 中華料理店 旬味酒家TenTen

吹田市 中国料理 清粥小菜　明

吹田市 中国料理 中国采　老饕

吹田市 中国料理店 中国料理　翠　園

吹田市 定食屋 ごはんとわたし　ららぽーとEXPOCITY店

吹田市 定食屋 大戸屋ごはん処　カリーノ江坂店

吹田市 鉄板焼き・ステーキ 鉄板焼、ステーキ　モンダルジャン

吹田市 天ぷら屋 江坂海鮮天婦羅おーうえすと

吹田市 肉バル 肉バル　AUGUS

吹田市 肉バル 肉バル　GABUTTO（ガブット）吹田店

吹田市 日本料理店 玄品　江坂

吹田市 日本料理店 玄品　吹田

吹田市 日本料理店 日本料理みやけ

吹田市 売店、喫茶 和み

吹田市 麺類飲食店 そば処万両

吹田市 洋菓子店 PaperMoon Sweets Factory

吹田市 洋食屋 洋食キッチンFAMILLE

吹田市 洋食屋（フードホール内） 北極星 ららぽーとＥＸＰＯＣＩＴＹ店

吹田市 立ち飲み、弁当 立ち呑み酒場ななを

吹田市 立ち飲み屋 ハピネスプーン

吹田市 立ち飲み家 立ち飲み家 ぽん

吹田市 立ち飲み居酒屋 ゆう翔

吹田市 和食 あい鶏

吹田市 和食 家族亭　阪急山田店

吹田市 和食 魚座　沖のや

吹田市 和食のお店 和食 英

吹田市 和食レストラン ザめしや吹田穂波店

吹田市 和食店 寿司・割烹　うを七

吹田市 和食店 旬菜　神その

吹田市 （有）中山和裁縫製 （有）中山和裁縫製

吹田市 1970年大阪万博記念館 万博記念公園　EXPO'70パビリオン

吹田市 eスポーツ及び最新技術体験施設 ＲＥＤＥＥ

吹田市 アイラッシュ サロン fime An 江坂

吹田市 アパレル ハニーズイオン吹田店

吹田市 アロマテラピースクール nicoriアロマテラピースクール

吹田市 イベント事業者 楽器海賊PAROSU/パロスグループ

吹田市 インターネットカフェ コミック・バスター岸部店

吹田市 インテリアコーディネート 株式会社Spica

吹田市 インテリアショップ アクタス　EXPOCITY店

吹田市 インドアゴルフ LIKE GOLF CLUB

吹田市 エステサロン Este Salon Angelle

吹田市 エステサロン LINORE  Body＋Spa

吹田市 エステサロン さろん・ど・桃華

吹田市 エステサロン ポーラザビューティー江坂店

吹田市 エステサロン リメイクサロン　Charme

吹田市 エステティック リラクシングビューティー　アンジュ千里山店

吹田市 エステティックサロン 　　プライベートエステティックサロン　　　Purely　ViVi

吹田市 エステティックサロン Clarus Symmetry Salon

吹田市 エステティックサロン エステティッククラブ　コットン

吹田市 エステティックサロン ファニービー吹田店

吹田市 エステ店 ポーラ　ザ　ビューティー　ディオス北千里

吹田市 カイロプラクティック・リラクゼーション店 強い肩コリ・腰痛のお悩み専門店　Large

吹田市 ガソリンスタンド 江坂SS

吹田市 ガソリンスタンド 吹田セントラルSS

吹田市 ガソリンスタンド 吹田内本町給油所

吹田市 ガソリンスタンド 千里セントラルSS

吹田市 ガソリンスタンド 千里ニュータウン給油所



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

吹田市 ガソリンスタンド 桃山台給油所

吹田市 ガソリンスタンド 南千里SS

吹田市 ガソリンスタンド 万博西口SS

吹田市 ガソリンスタンド 万博南口SS

吹田市 かに料理 かに道楽　江坂店

吹田市 カラオケ カラオケ　千里の駅

吹田市 カラオケ ジャンボカラオケ広場　江坂2号店

吹田市 カラオケボックス カラオケモノトーン　千里店

吹田市 カラオケボックス カラオケライブ　北千里駅前店

吹田市 カラオケボックス カラオケライブ正雀店

吹田市 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　ＪＲ吹田店

吹田市 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　江坂店

吹田市 カラオケボックス ビッグエコー江坂駅前店

吹田市 カラオケボックス ビッグエコー吹田岸辺店

吹田市 カラオケボックス まねきねこ江坂駅前店

吹田市 カルチャースクール varioカルチャースクール

吹田市 カルチャーセンター 大阪シティアカデミー

吹田市 きもの 中山和裁着付け教室

吹田市 ゲームセンター ENTERTAINMENT FIELD ららぽーとEXPOCITY店

吹田市 ゲームセンター チャレンジャーガムガム

吹田市 こども教室 講談社すこやか教室

吹田市 ゴルフスクール ゴルフスタジオ24　江坂店

吹田市 ゴルフスクール 江坂駅前ゴルフスクール

吹田市 ゴルフ練習場 江坂ゴルフセンター

吹田市 コンビニエンスストア ファミリーマート阪大病院店

吹田市 サッカースタジアム パナソニックスタジアム吹田

吹田市 シェアリングスペース 快活CLUB千里本店

吹田市 シェアリングスペース 快活CLUB大阪千里店

吹田市 スイミングクラブ 江坂イトマンスイミングスクール

吹田市 スーパーマーケット イオン吹田店

吹田市 スーパーマーケット イオン南千里店

吹田市 スーパーマーケット イオン北千里店

吹田市 スーパーマーケット フードネットマートサンゼリア片山店

吹田市 スーパー銭湯 万博おゆば

吹田市 スクーバダイビングスクール ダイビングスクール  イオ

吹田市 スポーツクラブ JOYFIT24JR吹田

吹田市 スポーツクラブ see☆sky BOXING SPORTS GYM

吹田市 スポーツクラブ エニタイムフィットネス江坂店

吹田市 スポーツクラブ グンゼスポーツ吹田ミリカ

吹田市 スポーツクラブ グンゼスポーツ吹田健都

吹田市 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 江坂

吹田市 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 南千里

吹田市 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 北千里

吹田市 スポーツクラブ 千里丘スポーツプラザ

吹田市 スポーツクラブ 朝日スポーツクラブ〔BIG-S江坂〕

吹田市 スポーツクラブ 東急スポーツオアシス　江坂店

吹田市 スポーツクラブ 緑地スポーツクラブ株式会社

吹田市 スポーツクラブ、健康体操教室 Jサーキット江坂店

吹田市 スポーツジム Nii　LAB．

吹田市 スポーツジム ジョイフィット江坂

吹田市 スポーツジム ワールドウィング大阪緑地公園

吹田市 スポーツ用品、生活雑貨 スーパースポーツゼビオ　ららぽーとEXPOCITY店

吹田市 ダイビング関連小売業 ダイビングスクール　イオ江坂校

吹田市 デイサービス(地域密着型通所介護・第一号通所介護) ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ吹田関大前

吹田市 テニススクール ノアインドアステージ大阪南千里校

吹田市 ドッグサロン ドッグサロンアンジュ

吹田市 ドラッグストア ドラッグミックアザール桃山台店

吹田市 ネイルサロン Nail Salon LUCIA

吹田市 ネイルサロン ナイスネイル江坂店

吹田市 ネイルサロン ファストネイル江坂店

吹田市 ネットカフェ メディアカフェポパイ江坂店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

吹田市 パーソナルジム パーソナルジムfis.lady’s江坂（女性専用）

吹田市 パーソナルジム パーソナルジムfis江坂店

吹田市 バーベキュー場 b-base

吹田市 パソコン・プログラミング教室 パソコン市民講座　イオン吹田教室

吹田市 パソコン・プログラミング教室 パソコン市民講座　イオン北千里教室

吹田市 パソコン・プログラミング教室 パソコン市民講座　イズミヤ千里丘教室

吹田市 パソコン教室 パソコン教室わかるとできるイオン南千里校

吹田市 パチンコ アミューズ吹田店

吹田市 パチンコ イル･サローネ阪急豊津

吹田市 パチンコ屋 キコーナ吹田店

吹田市 パチンコ店 CLUB　ARDORE

吹田市 パチンコ店 ガイア吹田店

吹田市 パチンコ店 キコーナJR吹田駅前店

吹田市 ぱちんこ店 四海樓　江坂店

吹田市 バッティングセンター 江坂ベースボールセンター

吹田市 バレエ教室 Backroomバレエ教室

吹田市 ピアノ教室 こやぎピアノ教室

吹田市 ビジネスホテル サニーストンホテル（第一）

吹田市 ビジネスホテル ホテルクライトン江坂

吹田市 ビジネスホテル 第二サニーストンホテル

吹田市 フィットネスクラブ アルペンクイックフィットネス吹田健都

吹田市 フィットネスクラブ アルペンクイックフィットネス豊津駅前

吹田市 フィットネスクラブ コ・ス・パ　吹田

吹田市 フィットネスジム エニタイムフィットネス千里吹田店

吹田市 フィットネススタジオ JAZZERCISE イオン南千里店

吹田市 フラワーアレンジメント教室 Ｒｅｐｏｓ　Ｆｌｅｕｒ

吹田市 ペット専用酵素風呂 PUGNUS

吹田市 ホームセンター ホームセンターコーナン吹田ｲﾝﾀｰ青葉丘店

吹田市 ホームセンター ホームセンターコーナン吹田吹東店

吹田市 ホームセンター ホームセンターコーナン千里山田店

吹田市 ホテル アパホテル〈新大阪 江坂駅前〉

吹田市 ホテル カンデオホテルズ大阪岸辺

吹田市 ホテル 株式会社スーパーホテル　御堂筋線・江坂

吹田市 ホテル 南千里クリスタルホテル

吹田市 ホテル(保養所) パナソニックリゾート大阪

吹田市 まつげエクステサロン Lufran

吹田市 まつげエクステサロン Riseshu江坂店

吹田市 マッサージ屋 ろく福　吹田店

吹田市 マンションギャラリー サンメゾン北千里古江台　現地販売サロン

吹田市 メガネ屋 ビジョンメガネ　吹田朝日町店

吹田市 ヨガスタジオ with Cradle 

吹田市 ライブハウス ESAKA MUSE

吹田市 ライブハウス TH HALL

吹田市 リサイクルショップ スマートバイヤー

吹田市 リラクゼーション らくらく

吹田市 リラクゼーション 極楽湯吹田店

吹田市 リラクゼーション 極楽湯吹田店　癒し処

吹田市 リラクゼーションサロン Bodysh江坂店

吹田市 リラクゼーションサロン Lourdes～るるど～

吹田市 リラクゼーションサロン oil ＆ body もみMAX

吹田市 リラクゼーションサロン Relax吹田片山店

吹田市 リラクゼーションサロン ｒｅｖｅ

吹田市 リラクゼーションサロン ボタニカルタイム

吹田市 リラクゼーションサロン リラクゼーションサロン森の奏

吹田市 リラクゼーションスペース りらくる千里山店

吹田市 レンタカー業 ガッツレンタカー江坂豊津店

吹田市 衣料品 マックハウス　イオン吹田店

吹田市 衣料品店 洋服の青山　南千里店

吹田市 印鑑製造業、印刷業、デザイン業 名刺エキスプレス　大阪本社

吹田市 運動施設 ディオス北千里店

吹田市 英会話スクール ハイ・フレンズ英会話スクール



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

吹田市 英語教室 ブラウニーイングリッシュアカデミー

吹田市 屋外催事場「産直市・催事」 ディオス北千里　駅前広場

吹田市 屋内運動施設 吹田卓球センター

吹田市 音楽スタジオ studio REFLEXION

吹田市 音楽スタジオ ベースオントップ吹田関大前店

吹田市 音楽教室 エミュ音楽教室

吹田市 音楽教室 スズキ・メソード吹田 バイオリン・ビオラ 　　教室

吹田市 音楽教室 ピッカブー音楽教室

吹田市 音楽教室 ミュージックスクールノート

吹田市 化学品製造業 昭和化工株式会社

吹田市 化粧品アフターサービスサロン ｼｰﾎﾞﾝ.ﾌｪｲｼｬﾘｽﾄｻﾛﾝ江坂オッツ店

吹田市 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ ＪＲ吹田店

吹田市 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ 五月が丘店

吹田市 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ 豊津店

吹田市 家電販売店 マツヤデンキ吹田イオン店

吹田市 家電量販店 イオン南千里店

吹田市 家電量販店 エディオンららぽーとEXPOCITY店

吹田市 家電量販店 ジョーシン 吹田上新庄店

吹田市 家電量販店 ジョーシン 千里丘店

吹田市 家電量販店 ジョーシン 緑地公園店

吹田市 花屋 草楽園

吹田市 介護保険事業 社会福祉法人　恩徳福祉会

吹田市 絵画教室 アトリエ千里丘

吹田市 各種ビジネスセミナーの開催 株式会社日本創造教育研究所

吹田市 学習塾 epion 五月が丘校

吹田市 学習塾 学研北千里古江台教室

吹田市 学習塾 関西個別指導学院 吹田教室

吹田市 学習塾 京進スクール・ワン 江坂垂水教室

吹田市 学習塾 自立学習RED　千里山教室

吹田市 学習塾 東進衛星予備校　北千里駅前校

吹田市 学習塾 馬渕教室 五月が丘校

吹田市 学習塾 馬渕教室 南千里校

吹田市 学習塾 馬渕教室 豊津校

吹田市 学習塾 馬渕個別 南千里校

吹田市 筋力トレーニングジム コンディショニングジム　リバティ

吹田市 靴修理店 靴専科　ららぽーとEXPOCITY店

吹田市 携帯電話販売 ドコモショップ吹田店

吹田市 結婚式場 アニヴェルセル 江坂

吹田市 結婚相談所 関西ブライダル江坂店エテルナ

吹田市 健診施設（人間ドック等健康診断実施施設） 一般財団法人みどり健康管理センター

吹田市 工場見学 アサヒビール吹田工場　ゲストハウス

吹田市 子供服屋 COMECHATTO＆CLOSETららぽーとEXPOCITY店

吹田市 歯科医院 みなみせんり本院

吹田市 事務所 Takano inc.

吹田市 児童発達支援・放課後等デイサービス コスモス・キッズ

吹田市 寺院 圓融山安養寺

吹田市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　吹田五月が丘店

吹田市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　吹田店

吹田市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　吹田東店

吹田市 自動車の販売及び関連するサービス Honda　Cars　大阪　江坂店

吹田市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪 吹田店

吹田市 自動車整備販売 陸運局認証整備工場　スナゴオートサービス

吹田市 自動車販売 千里東店

吹田市 自動車販売、整備 堂野忠商会

吹田市 自動車販売・修理 堂野忠商会

吹田市 自動車販売及び関連するサービス Honda　cars 大阪　千里津雲台店

吹田市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）吹田店

吹田市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売㈱U-CAR吹田

吹田市 習い事教室 YeePa!江坂校

吹田市 住宅展示場 ABCハウジング千里住宅公園

吹田市 住宅展示場 株式会社ゆめすみか　千里住宅公園展示場
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吹田市 宿泊施設 新大阪江坂東急ＲＥＩホテル

吹田市 出張写真撮影 松本写真事務所

吹田市 書籍・文具・雑貨・旅行その他サービス 関西大学生活協同組合

吹田市 小売店 AOKI　千里丘南店

吹田市 小売店 AOKI　大阪千里総本店

吹田市 小売店 ORIHICA　ららぽーと大阪EXPOCITY店

吹田市 小売店 ORIHICA　江坂オッツ店

吹田市 障がい児支援事業所 おんがく・さ～くる・コスモス

吹田市 信用金庫 大阪信用金庫　吹田支店

吹田市 信用金庫 北おおさか信用金庫　江坂駅前支店

吹田市 信用金庫 北おおさか信用金庫　吹田支店

吹田市 信用金庫 北おおさか信用金庫　片山支店

吹田市 信用金庫 北おおさか信用金庫　豊津支店

吹田市 心理学のスクール NLP-JAPANラーニング・センター

吹田市 整骨院 はっとり整骨院

吹田市 整骨院 まつひさ整骨院

吹田市 整骨院 吹田・義 整骨院

吹田市 整体・カイロプラクティック・合気道 木下カイロリサーチ・吹泉館

吹田市 整体院 吹田炭酸整体ふくだ

吹田市 生活雑貨小売店 東急ハンズ江坂店

吹田市 接骨院 ぱんだ鍼灸接骨院

吹田市 総合儀式場 千里玉泉院

吹田市 造形教室 アトリエるー

吹田市 貸コート、テニススクール 江坂テニスセンター

吹田市 貸し教室 江坂シャロームホール

吹田市 貸会議室 ディオス北千里１番館 ２～３階 貸会議室

吹田市 貸事務所 オフィスポート株式会社

吹田市 第３種　旅行業 ぱらけあ”旅”本舗

吹田市 動物病院 マーチ動物病院

吹田市 農業協同組合 ＪＡ北大阪　経済係北事務所

吹田市 農業協同組合 ＪＡ北大阪　西支店

吹田市 農業協同組合 ＪＡ北大阪　中支店

吹田市 農業協同組合 ＪＡ北大阪　本店

吹田市 買取専門店 買取専門店 大吉 吹田店

吹田市 売店 吹田サービスエリア下り売店

吹田市 売店 吹田サービスエリア上り売店

吹田市 博物館 国立民族学博物館

吹田市 博物館 自然観察学習館

吹田市 博物館 万博記念公園　太陽の塔

吹田市 美容院 hair salon Alice

吹田市 美容院 SAKI STUDIO

吹田市 美容院 美容プラージュ吹田店

吹田市 美容外科クリニック SOグレイスクリニック大阪院

吹田市 美容業 hair Evolution【ヘアーエボリューション】

吹田市 美容業 美容室マミ

吹田市 美容室 ARC hair

吹田市 美容室 climb hair design

吹田市 美容室 coni

吹田市 美容室 Hair　Balance　COTY

吹田市 美容室 HAIR OCEAN

吹田市 美容室 hair＆make  LUCIA

吹田市 美容室 HAIR&MAKE LUCIA

吹田市 美容室 HairMake Re:Birth

吹田市 美容室 hair's atelier　YUKI

吹田市 美容室 HAIR'S GATE　ビエラ岸辺健都店

吹田市 美容室 Jedis　coty

吹田市 美容室 KUUKAI

吹田市 美容室 MODE K's gugu 吹田店

吹田市 美容室 MODE K's la vie bell 江坂店

吹田市 美容室 MODEK’ｓ　laviebelle江坂店

吹田市 美容室 Prime works（プリムワークス）



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

吹田市 美容室 ReSET南千里

吹田市 美容室 ReX COR

吹田市 美容室 Sanctuary千里山店

吹田市 美容室 Shampoo　イオン北千里店

吹田市 美容室 TerraceAVEDAららぽーとEXPOCITY店

吹田市 美容室 twig

吹田市 美容室 VIVO GARBATO 関西大学店

吹田市 美容室 サローネサンク

吹田市 美容室 サロンド  イブ

吹田市 美容室 サロンド イブ

吹田市 美容室 サロンドイブ

吹田市 美容室 サロンドボーテグランヴィ

吹田市 美容室 ヘアービューティースペース　ルトゥール

吹田市 美容室 ヘアメイクアルバ

吹田市 美容室 マチエール

吹田市 美容室 宿り木

吹田市 美容室 美容室　AO AKUA 

吹田市 美容室 美容室Maif

吹田市 美容室 美容室ビーンズ

吹田市 美容室・ボディケア ケアサロン実の花

吹田市 不動産 センチュリー２１オオトリーハウス

吹田市 不動産 リノベ不動産｜FANRENOVE

吹田市 婦人服店 TSUKASA

吹田市 服屋 ジーンズショップ　レックス

吹田市 物販販売 エキスポグッズストア

吹田市 物販販売 太陽の塔ミュージアムショップ

吹田市 保険ショップ ほけん百花　イオン南千里店

吹田市 保険代理店 ほけんの窓口　南千里駅前店

吹田市 麻雀店 ガロ

吹田市 麻雀店 麻雀グラブ　ガロ

吹田市 薬店 恵済団　薬店

吹田市 輸入車販売アフターサービス店舗 ボルボカー千里

吹田市 理美容 クイックカット BB

吹田市 理容 glitter

吹田市 理容 バービックサロン

吹田市 理容業 Crowdhairs　オオタニ

吹田市 理容業 cut space joy

吹田市 理容業 コアフィールドゥ

吹田市 理容室 BARBER　COTTONPAN

吹田市 理容室 BLESS  HAIR

吹田市 理容室 cuore

吹田市 理容室 IN THE BARBER　ビエラ岸辺健都店

吹田市 理容室 Lazo北千里店

吹田市 理容室 WHITE 江坂店

吹田市 理容室 WHITE 上山手店

吹田市 理容室 ベーヘアライズ

吹田市 旅行会社 ＴＮＫツーリスト

吹田市 鍼灸マッサージ施術所 ひろの鍼灸院

吹田市 鍼灸院 　大樹鍼灸院

吹田市 鍼灸院 はりきゅうroom タスケ

吹田市 鍼灸治療院 ツボプロえさか

吹田市 鍼灸整骨院 TRAINER大川鍼灸整骨院

吹田市 鍼灸整骨院 こもれび鍼灸整骨院

吹田市 鍼灸整骨院 江坂もりわき骨盤鍼灸整骨院

吹田市 鍼灸整骨院 江坂もりわき鍼灸整骨院

吹田市 鍼灸整骨院 森脇鍼灸整骨院

吹田市 鍼灸整骨院 吹田森脇鍼灸整骨院

吹田市 鍼灸整骨院 太田鍼灸整骨院

吹田市 鍼灸整骨院、パーソナルジム 幸治鍼灸整骨院、パーソナルジムmake

摂津市 cafe bar CafeBar k’s

摂津市 イタリア料理 Fiori Del Sole



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

摂津市 うどん屋 はなまるうどん摂津千里丘店

摂津市 うどん屋 まるたかうどん

摂津市 おこのみやき、鉄板焼き 風の街フード事業部

摂津市 お好み焼き屋 お好み焼き マルケン

摂津市 お好み焼き屋 ふわふわ焼　智

摂津市 カフェ cafe ＆food may

摂津市 カフェ Link...Cafe

摂津市 カフェ ロハスカフェ

摂津市 カフェ＆バー crossB

摂津市 カフェバー K’s latura

摂津市 カラオケBAR カラオケBAR  Monkey

摂津市 カラオケバー カラオケBAR REN

摂津市 カラオケ喫茶 Lounge FOCUS

摂津市 カラオケ喫茶 アートスタジオ風

摂津市 カラオケ喫茶 カラオケ　花

摂津市 カラオケ喫茶 カラオケ　花りん

摂津市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　はなはな

摂津市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶みよみよ

摂津市 カラオケ喫茶 ミュージックステーション　神

摂津市 ケーキ屋 パティスリー フルリール

摂津市 ショットバー BAR EMER

摂津市 すし屋 鮨夕月東店

摂津市 スナック lounge  SaLa

摂津市 スナック グラス

摂津市 スナック スナック　Hisarin

摂津市 スナック スナック　LEN 

摂津市 スナック スナック　SALA

摂津市 スナック スナック　メルシー

摂津市 スナック スナック　洋子

摂津市 スナック スナックHisarin

摂津市 スナック スナック大和

摂津市 スナック まくら木

摂津市 スナック 居酒屋志のや

摂津市 バー サウンドガーデン

摂津市 バー 笑う門には福来る。

摂津市 バル 鉄板バル我友

摂津市 バル 粉バルYU-GA

摂津市 パン屋 ごきげんSunday／Sunsetマルシェ

摂津市 パン屋 チャーミーワン

摂津市 パン屋 フレッシュベーカリーチャーミーワン

摂津市 ピザ＆クレープ PROCIONE

摂津市 ピザ店 Cotton

摂津市 ファミリーレストラン から好し摂津鳥飼西店

摂津市 ファミリーレストラン しゃぶ葉摂津鳥飼西店

摂津市 ラーメン屋 たんぽぽ

摂津市 ラーメン屋 まんねん千里丘店

摂津市 ラーメン屋 麺匠てらお

摂津市 ラーメン屋 来来亭摂津店

摂津市 ラウンジ ラウンジ　キャティ  

摂津市 ラウンジ ラウンジ　ふみ

摂津市 ラウンジ ラウンジSaLa

摂津市 ラウンジ ラウンジよし子

摂津市 レストラン cafe&dining Azalea

摂津市 飲食店 amarket

摂津市 飲食店（焼肉屋） マルキ精肉摂津店

摂津市 回転寿司 くら寿司摂津店

摂津市 海鮮料理 旬彩 白おじ

摂津市 海鮮料理 旬彩　白おじ

摂津市 喫茶店 Men

摂津市 居酒屋 Ｃｈｉｈｏｎ　Ｋｉｔｃｈｅｎ

摂津市 居酒屋 Ｎ白木屋 千里丘東口駅前店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

摂津市 居酒屋 うの屋 総本店

摂津市 居酒屋 えびすヤ

摂津市 居酒屋 おにやんま

摂津市 居酒屋 くし若まる　千里丘店

摂津市 居酒屋 てっちゃん鍋　ともきち　鳥飼店

摂津市 居酒屋 のびしろ食堂

摂津市 居酒屋 沖縄料理しーさ千里丘本店

摂津市 居酒屋 韓国居酒屋　私ん家

摂津市 居酒屋 吉鳥千里丘駅前店

摂津市 居酒屋 居酒屋 小時

摂津市 居酒屋 居酒屋 小時 千里丘本店

摂津市 居酒屋 居酒屋　道場

摂津市 居酒屋 居酒屋あさひ

摂津市 居酒屋 居酒屋キャサリン

摂津市 居酒屋 居酒屋小時　千里丘店

摂津市 居酒屋 焼き鳥 野乃鳥 千里丘酒場

摂津市 居酒屋 焼き鳥ダイニング葉月

摂津市 居酒屋 食事・居酒屋　大音

摂津市 居酒屋 新和風創作居酒屋ほたる

摂津市 居酒屋 炭いしばし

摂津市 居酒屋 鉄板バル我友

摂津市 居酒屋 呑みどころ げん家

摂津市 居酒屋 八剣伝　阪急正雀駅前店

摂津市 居酒屋 北新地　うの屋　千里丘駅前2号店

摂津市 居酒屋 北新地　うの屋　千里丘駅前店

摂津市 居酒屋 味な赤ちょうちん　だんだん

摂津市 居酒屋 躍起

摂津市 居酒屋 立ち飲み　日吉屋

摂津市 居酒屋 昊

摂津市 串かつ居酒屋 串かつ居酒屋はじけ家　摂津鳥飼店

摂津市 寿司屋 寿し吉

摂津市 寿司店 寿し匠おがわ

摂津市 焼き鳥屋 炭火焼　まこと家

摂津市 焼鳥屋 炭火焼鳥 Dining 縁

摂津市 焼肉屋 ホルモン黄蓮

摂津市 焼肉屋 牛角千里丘店

摂津市 焼肉屋 黒毛和牛　焼肉　和王亭

摂津市 焼肉屋 黒毛和牛　和王亭　焼肉

摂津市 焼肉屋 炭火焼肉　七輪　摂津店

摂津市 焼肉店 炭火七輪焼肉ジャンジャン

摂津市 中華料理レストラン 餃子の王将 摂津鳥飼店

摂津市 鉄板焼き 鉄板焼き　一心

摂津市 日本料理店 天ぷら　なおすけ

摂津市 乳製品・食品宅配業 （有）フィールドワン　北大阪販売センター

摂津市 エステティックサロン 肌工房　杜肌

摂津市 カラオケボックス カラオケライブ摂津店

摂津市 ケアプランセンター ミック健康の森摂津ケアプランセンター

摂津市 スポーツクラブ アクトスWill_G南摂津

摂津市 スポーツクラブ カーブス摂津井高野

摂津市 ネイルサロン RAGnail

摂津市 パチンコ店 アズ千里センター店

摂津市 ぱちんこ店 マルハン摂津ライト館

摂津市 パチンコ店 マルハン摂津店

摂津市 パチンコ店 ラクーン

摂津市 ぴあの教室 いわみぴあの教室

摂津市 ビューティサロン ＰＯＬＡ　ＴＨＥ　ＢＥＡＵＴＹ摂津南千里丘店

摂津市 ビリヤード用品 ショップキューズコム

摂津市 フィットネスクラブ アルペンクイックフィットネスルッツ南摂津

摂津市 ヘアーサロン 髪工房SHIBA

摂津市 ホームセンター ホームセンターコーナン摂津鳥飼西店

摂津市 リサイクルショップ、買取、販売 リサイクル屋摂津店/買取アズ



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

摂津市 リラクゼーション Detox salon repair

摂津市 リラクゼーション もみほぐし・もん太郎

摂津市 リラクゼーション 整体 共生堂

摂津市 リラクゼーション＆エステ 癒しの空間atelierMIHARU

摂津市 衣料品店 洋服の青山　千里丘店

摂津市 衣類修理・リホーム 魔法の裁縫箱

摂津市 英会話教室 Abies English Room

摂津市 音楽教室 MichiMusicSchool

摂津市 音楽教室 フルール音楽教室

摂津市 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ 千里丘店

摂津市 家電販売電気工事 廣瀬電機

摂津市 家電量販店 ジョーシン 南摂津店

摂津市 会社事業所 アクトメンテナンス株式会社

摂津市 学習塾 epion 千里丘校

摂津市 学習塾 京進スクール・ワン　千里丘教室

摂津市 学習塾 馬渕教室 千里丘校

摂津市 学習塾 馬渕個別 千里丘校

摂津市 犬の美容室 トリミングハウスあんべりーる

摂津市 産業廃棄物　収集運搬・中間処理 株式会社ダイトク　本社

摂津市 産業廃棄物　収集運搬・中間処理業 本社

摂津市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　ＵＣＡＲＳ摂津

摂津市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社摂津店

摂津市 自動車の販売及び関連するサービス  Honda Cars大阪　鳥飼店

摂津市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars大阪　摂津店

摂津市 自動車販売 ガレージロードスター

摂津市 自動車販売・整備・ロードサービス・保険業 みんなのクルマ屋　有限会社　オートサービス土井

摂津市 自動車販売・整備・保険・ロードサービス業 有限会社　オートサービス土井　元気に営業中(^^♪

摂津市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）摂津店

摂津市 住宅型有料老人ホーム マーコット摂津

摂津市 信用金庫 北おおさか信用金庫　正雀支店

摂津市 信用金庫 北おおさか信用金庫　千里丘支店

摂津市 信用金庫 北おおさか信用金庫　鳥飼支店

摂津市 整骨院 たにしん整骨院

摂津市 整骨院 みやび整骨院摂津院

摂津市 整骨院 凛んぐ

摂津市 製造業（プラスチック製品の製造販売等） メビウスパッケージング株式会社　摂津工場

摂津市 葬儀会館 千里丘大阪祭典ファミリーホール

摂津市 鉄板ステーキ 鉄板ステーキ　采、彩、

摂津市 農業協同組合 ＪＡ北大阪　経済係南事務所

摂津市 農業協同組合 ＪＡ北大阪　東支店

摂津市 農業協同組合 ＪＡ北大阪　南支店

摂津市 買取専門店 買取専門店 大吉 千里丘店

摂津市 美容院 Tomoe Beauty 智恵美容室

摂津市 美容室 CASA.hair

摂津市 美容室 Hair Relaxation King'sBerry

摂津市 美容室 Hair Relaxation Queen'sBerry

摂津市 美容室 ＨＡＩＲ　ＴＩＡＲＡ

摂津市 美容室 チェックヘア

摂津市 不動産業 アイワ住宅株式会社

摂津市 福祉施設 ゆうとぴ庵摂津・千里丘

摂津市 保険代理店 ほけんの窓口　千里丘店

摂津市 法律事務所 大阪北摂法律事務所

摂津市 訪問介護事業所 秋桜ヘルパーステーション

摂津市 木材販売 株式会社塩野商店

摂津市 理容業 ラポール

摂津市 理容業 理容ラポール

摂津市 理容店 CUT HOUSE TWINS

摂津市 理容店 カットサロン　なかにし

摂津市 理容店 ヘアーサロン ダイマル

摂津市 理容店 理容戸田

摂津市 旅行会社 セブンツアーズ
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枚方市 BAR BAR　CrossRoad

枚方市 BAR chiko's Bar  vivi 

枚方市 BAR HOTPUB　J＆J

枚方市 BAR ma.sa.ka

枚方市 BAR TAYUU

枚方市 BAR The Second BAR

枚方市 BAR ヴィルシナ

枚方市 BAR、gastro pub、sports bar 3.caf?

枚方市 BBQ GoodBBQ山田池公園店

枚方市 cafe はっぴーcafe

枚方市 Cafe & bar AURA

枚方市 LIVE CAFE LIVE CAFE BAR　117-55

枚方市 アジア料理レストラン ばんなりさ

枚方市 イタリアンカフェ Cafe &DiningY

枚方市 イタリアンバール 下町のイタリアンバールBUONO

枚方市 イタリアンレストラン Cucina Fratello

枚方市 イタリアンレストラン Mar.y.Sol

枚方市 イタリアンレストラン Trattoria Panja

枚方市 イタリアンレストラン トラットリア　リベロ　コータロー

枚方市 イタリアン酒場 バルビアンコ

枚方市 イタリアン食堂 Cavatappi30

枚方市 イタリア料理 イタリア料理ラファトリア

枚方市 イタリア料理屋 窯焼きピッツア食堂ラポンタ

枚方市 イタリア料理店 タヴェルナ　クチネッタ

枚方市 イタリア料理店 トラットリアダナオシ

枚方市 イタリア料理店 フジマル食堂 枚方T-SITE店

枚方市 うどん屋 はなまるうどんニトリモール枚方店

枚方市 うどん屋 りぶのとなり

枚方市 オムライス専門店 ポムの樹　くずはモール店

枚方市 オムライス専門店 ポムの樹　枚方市駅店

枚方市 オムライス専門店 ポムの樹　枚方店

枚方市 オムライス専門店 ポムの樹枚方市駅店

枚方市 お好み焼、鉄板焼 風の街　枚方店

枚方市 お好み焼き 鶴橋風月　ニトリモール枚方店

枚方市 お好み焼き、鉄板焼店 お好み・鉄板焼 卯智優

枚方市 お好み焼き屋 あじさい

枚方市 お好み焼き屋 お好み焼き　海鮮てっぱん焼き　さくら

枚方市 お好み焼き店 卯智優

枚方市 お好み焼屋 お好み焼・鉄板焼・きん太　枚方茄子作店　

枚方市 お好み焼屋 お好み焼・鉄板焼・きん太　枚方出屋敷店

枚方市 お好み焼屋 お好み焼・鉄板焼・きん太　枚方養父店　

枚方市 お晩菜屋 お晩菜なみさん

枚方市 かに料理 かに道楽　枚方店

枚方市 カフェ Cheerful

枚方市 カフェ hitotoki

枚方市 カフェ J.S.PANCAKE CAFE くずはモール店

枚方市 カフェ La tilleul

枚方市 カフェ 絵本カフェ cocoru

枚方市 カフェ 京阪園芸ガーデナーズカフェ

枚方市 カフェ＆レストラン CARAMELODIA

枚方市 カフェバー 10's cafe

枚方市 カフェバー L,A,M,F,

枚方市 カフェバー Madder'sbar津田駅前店

枚方市 カフェバー 喜えん

枚方市 カフェベーカリー サンエトワール津田店

枚方市 カフェラウンジ 姉cafe＆lounge vivid

枚方市 カフェレストラン moonlight

枚方市 カフェ店 イチゴノキ

枚方市 カラオケ MATURI

枚方市 カラオケ ダーツ バー WORLD ONE

枚方市 カラオケＢＡＲ カラオケＢＡＲ　ＮＡＧＯＭＩ



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

枚方市 カラオケスナック カラオケ job

枚方市 カラオケスナック 山野草

枚方市 カラオケスナック 凜

枚方市 カラオケバー karaoke bar  SNY

枚方市 カラオケバー カラオケ Bar 友紀

枚方市 カラオケバー カラオケBAR凛

枚方市 カラオケラウンジ ミュージックラウンジ　円山

枚方市 カラオケ飲食店 靜

枚方市 カラオケ喫茶 ＨＡＰＰＹ

枚方市 カラオケ喫茶 J'm  T iara

枚方市 カラオケ喫茶 J'm T iara

枚方市 カラオケ喫茶 アメリ館

枚方市 カラオケ喫茶 カラオケカフェ　アン

枚方市 カラオケ喫茶 カラオケカフェ　こころ

枚方市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　くみ

枚方市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　絆

枚方市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶エンパイヤ

枚方市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶ドンファン

枚方市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶フォルテ

枚方市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶ふれんど

枚方市 カラオケ喫茶 カラオケ倶楽部　月うさぎ

枚方市 カラオケ喫茶 歌ラオケ喫茶　バル

枚方市 カラオケ喫茶 喫茶&カラオケ　ブーケ

枚方市 カラオケ喫茶 夢つなぎ歌謡ステージ

枚方市 カラオケ喫茶 夢花

枚方市 カラオケ喫茶スナック カラオケ喫茶スナック

枚方市 カラオケ喫茶スナック ふぁみり～

枚方市 カラオケ居酒屋 カラオケ居酒屋　やたい

枚方市 カラオケ居酒屋 樹

枚方市 カラオケ居酒屋 前進

枚方市 コーヒーショップ ドトールコーヒー　関西医科大学付属枚方病院店

枚方市 さつまいも菓子製造及び販売 らぽっぽくずは店

枚方市 シフォンケーキ専門店 米粉ノンオイルシフォンケーキalley

枚方市 ステーキハウス ステーキカッポー恒づね

枚方市 スナック bully

枚方市 スナック Green Leaves

枚方市 スナック night in View

枚方市 スナック snack 花穏

枚方市 スナック アルコール消毒済、換気してます

枚方市 スナック コロナ対策してますのでご安心してお越し下さいませ

枚方市 スナック サロン・ド・K

枚方市 スナック スナック Reve

枚方市 スナック スナック　SERA

枚方市 スナック スナック　花穏

枚方市 スナック スナック　青い城

枚方市 スナック スナック 美邑

枚方市 スナック スナック　嵐

枚方市 スナック スナックJOKER

枚方市 スナック スナックM&Ｋ

枚方市 スナック スナックアレーズ

枚方市 スナック マリン

枚方市 スナック ラウンジ ブーケ

枚方市 スナック 酒食　結

枚方市 たこ焼　お好み焼 粉もん　まるじゅう

枚方市 たこ焼き たこ焼き道場

枚方市 つけ麺屋 つけ麺eiTo8

枚方市 ドーナツショップ ミスタードーナツ　イズミヤ枚方ショップ

枚方市 ナイトクラブ Night in N

枚方市 ネパール料理レストラン ネパールキッチン　クマリ

枚方市 バー Bar gram

枚方市 バー Bar酒家
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感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

枚方市 バー Free style bar 福

枚方市 バー karaokebar SNY  

枚方市 バー sweet music ReMEMBERS

枚方市 バー vivid

枚方市 バー アジュール

枚方市 バー フィール

枚方市 バー マーレ

枚方市 バー メイドカフェ＆バー　ひらかた

枚方市 パンの製造販売、カフェ 天然酵母ひねもすぱん

枚方市 パン屋 Pandeシャンボール

枚方市 パン屋 イロハベーカリー

枚方市 パン屋 ベーカリーファースト

枚方市 パン屋 渦潮ベーカリーくずは店

枚方市 パン屋(テイクアウト) コビトパン

枚方市 パン製造販売・ベーカリーカフェ 「グーテ」くずは店

枚方市 ビストロ Bistro Quatre Feuilles

枚方市 ビュッフェ　レストラン 露菴　東香里店

枚方市 ファストフード ケンタッキー・フライド・チキン エル枚方店

枚方市 ファストフード ケンタッキー･フライド･チキン くずはモール店

枚方市 ファストフード 松屋　枚方店

枚方市 ファミリースナック ファミリースナック　ひろ

枚方市 ファミリーレストラン アソート　くずはモール

枚方市 ファミリーレストラン ガストビオルネ枚方店

枚方市 ファミリーレストラン ガスト樟葉駅前店

枚方市 ファミリーレストラン ガスト枚方田口店

枚方市 ファミリーレストラン ガスト枚方養父店

枚方市 ファミリーレストラン から好し枚方堂山店

枚方市 ファミリーレストラン じゅうじゅうカルビ枚方宮之阪店

枚方市 フードコート ノームダイニング

枚方市 フードコート内飲食店 ポムの樹Jr　ニトリモール枚方店

枚方市 フードバー あとりえ

枚方市 ブッフェレストラン ブッフェスタイル　アソートくずは店

枚方市 フランス料理 我が家のふらんす料理　サンタ・バーバラ

枚方市 フランス料理店 ラ・サンテ

枚方市 フレンチバル フレンチバルplatto

枚方市 ベーカリー サンエトワール枚方公園店

枚方市 もんじゃ焼き、お好み焼き屋 ドガフードグループ（株）もんじゃ焼山吉　枚方店

枚方市 もんじゃ焼き、お好み焼き屋 ドガフードグループ株式会社　もんじゃ焼山吉　枚方店

枚方市 もんじゃ焼き屋 ドガフードグループ㈱　もんじゃ焼山吉 枚方店

枚方市 やきとり居酒屋 やきとり一番山之上店

枚方市 ヨガカフェ ヨガカフェ　Camyu　Yujring

枚方市 ラーメン屋 ちゃんぽん亭総本家 エル枚方店

枚方市 ラーメン屋 ラーメンまこと屋枚方磯島元町店

枚方市 ラーメン屋 ラーメンまこと屋枚方高野道店

枚方市 ラーメン屋 煮干しらーめん玉五郎くずはモール店

枚方市 ラーメン屋 天下一品くずは店

枚方市 らーめん店 1968古潭

枚方市 ラーメン店 たかばしラーメン　枚方店

枚方市 ラーメン店 よってこや枚方駅前店

枚方市 ラーメン店 ラーメン横綱　枚方店

枚方市 らーめん店 らーめん高虎屋

枚方市 ラーメン店 枚方塩元帥

枚方市 ラウンジ ラウンジ　Luan

枚方市 ラウンジ ラウンジ　R.e.x

枚方市 ラウンジ ラウンジ　うれしの

枚方市 ラウンジ ラウンジ ニュー シーマ

枚方市 ラウンジ ラウンジ　ラジャー

枚方市 ラウンジ 天羽

枚方市 レストラン HANG ON CAFE

枚方市 レストラン ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　ＨＥｉＳＥｉ

枚方市 レストラン Restaurant 鎌倉



市区町村 店舗種別 店舗名
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枚方市 レストラン WINEHOUSE　SANOYA

枚方市 レストラン かごの屋くずは店

枚方市 レストラン かごの屋枚方市役所前店

枚方市 レストラン がんこ枚方店

枚方市 レストラン グリル＆パーラー PARADISSO

枚方市 レストラン こがんこくずは店

枚方市 レストラン ファルコンカフェ

枚方市 レストラン ポムの樹

枚方市 レストラン レストラン西本

枚方市 レストラン 昔洋食みつけ亭　くずはモール店

枚方市 レストラン 茶の音

枚方市 レストラン 肉の松阪さんぷら座店

枚方市 レストラン 肉の松阪山之上本店

枚方市 ワイン食堂、ワインショップ フジマル醸造所京阪くずは店

枚方市 飲食、韓国料理屋 東京純豆腐くずはモール店

枚方市 飲食店 クエ鍋専門店　あんどん

枚方市 飲食店 ベトナム料理「ふぉーの店」

枚方市 飲食店 森のロマン亭　くずはモール店

枚方市 音楽カフェ、ライブハウス カフェ　ミロール

枚方市 回転すし 回転寿司弁慶　田口山店

枚方市 回転寿司 くら寿司ニトリモール枚方店

枚方市 回転寿司 くら寿司枚方宮之阪店

枚方市 回転寿司 大起水産回転寿司　エル枚方店

枚方市 回転寿司 大起水産回転寿司　京阪くずはモール店

枚方市 海鮮丼専門店 大阪・堂島 海鮮王

枚方市 割烹料理 割烹　ゆうな

枚方市 割烹料理屋 割烹　藤

枚方市 喫茶店 cafe Kirara

枚方市 喫茶店 cafe.de.まねき屋

枚方市 喫茶店 cafe・hinode

枚方市 喫茶店 FROSCH

枚方市 喫茶店 HOUSE X

枚方市 喫茶店 Lei cafe

枚方市 喫茶店 オリエント珈琲

枚方市 喫茶店 カフェユアーズ

枚方市 喫茶店 ここやんカフェ

枚方市 喫茶店 なかなかの森喫茶室

枚方市 喫茶店 マッキンカフェ

枚方市 喫茶店 喫茶Ｊｉｎ

枚方市 喫茶店 豆どき、ワインどき

枚方市 喫茶店 蜜家珈琲店　枚方店

枚方市 喫茶店 魯山人館

枚方市 喫茶店 珈琲館枚方けやき通り店

枚方市 牛タン・干物・定食 たんとと和くら　ニトリモール枚方店

枚方市 居酒屋 BARdeMoo（バルデムー）

枚方市 居酒屋 Social Dining Ebi-蔵

枚方市 居酒屋 あっぱりしゃん大垣内店

枚方市 居酒屋 あっぱりしゃん枚方店

枚方市 居酒屋 いいとも

枚方市 居酒屋 うおまんくずはモール店

枚方市 居酒屋 くし串

枚方市 居酒屋 くずはホースマン

枚方市 居酒屋 ごきげんえびす樟葉駅前店

枚方市 居酒屋 ごはんダイニングShinka511

枚方市 居酒屋 さかなや道場　枚方市北口店

枚方市 居酒屋 ダイニング和

枚方市 居酒屋 たか笑TAKASHO

枚方市 居酒屋 てっぺん

枚方市 居酒屋 てつ鍋 カツを 枚方店

枚方市 居酒屋 どっこいしょ

枚方市 居酒屋 ふる里
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枚方市 居酒屋 みわ家

枚方市 居酒屋 やきとり笑吉

枚方市 居酒屋 わっしょい酒場十笑

枚方市 居酒屋 一揆 枚方店

枚方市 居酒屋 隠れ酒家風雅

枚方市 居酒屋 海賊

枚方市 居酒屋 韓喜屋

枚方市 居酒屋 宮崎地鶏 鳥ゆら

枚方市 居酒屋 居酒屋　まめやん

枚方市 居酒屋 居酒屋　覇王樹

枚方市 居酒屋 居酒屋『まつ』

枚方市 居酒屋 居酒屋Bar ViVA

枚方市 居酒屋 居酒屋わしゅう

枚方市 居酒屋 居酒屋八五郎

枚方市 居酒屋 魚鮮水産　樟葉駅前店

枚方市 居酒屋 九州熱中屋　樟葉LIVE

枚方市 居酒屋 兼蔵

枚方市 居酒屋 三百円このみ　くずは店

枚方市 居酒屋 山内農場 枚方市北口駅前店

枚方市 居酒屋 産直酒場　やまと

枚方市 居酒屋 志なのすけ枚方店

枚方市 居酒屋 手づくり本舗　うずや

枚方市 居酒屋 酒肴　山くら

枚方市 居酒屋 旬感食楽あすなろ

枚方市 居酒屋 旬彩スタンドてんてん

枚方市 居酒屋 旬肴旬菜 兼蔵

枚方市 居酒屋 旬和席うおまんくずはモール店

枚方市 居酒屋 食べ飲み屋　楽

枚方市 居酒屋 食美人

枚方市 居酒屋 赤から枚方くずは店

枚方市 居酒屋 創菜酒房おん

枚方市 居酒屋 創作料理　花火

枚方市 居酒屋 創作和膳　うえだ

枚方市 居酒屋 大衆酒場 夢屋

枚方市 居酒屋 淡路島ええとこどり

枚方市 居酒屋 炭火焼鳥山くら

枚方市 居酒屋 知床漁場枚方店

枚方市 居酒屋 塚田農場京阪樟葉店

枚方市 居酒屋 土間土間枚方市駅前店

枚方市 居酒屋 八剣伝 長尾駅前店

枚方市 居酒屋 浜焼太郎　枚方宮之阪店

枚方市 居酒屋 富久路

枚方市 居酒屋 摩楼

枚方市 居酒屋 枚方海鮮個室居酒屋　瀬戸内　大庵　枚方市駅前店

枚方市 居酒屋 枚方個室居酒屋　心粋～cocoroiki～

枚方市 居酒屋 枚方個室居酒屋肉御殿　吟味や　枚方駅前店

枚方市 居酒屋 枚方対象バルKAISEI

枚方市 居酒屋 無名屋　津田駅前店

枚方市 居酒屋 毛利や　串よし　くずは本店　

枚方市 居酒屋 立飲海山　やきや

枚方市 居酒屋 和季あいあいえん

枚方市 居酒屋 和菜 おか蔵

枚方市 居酒屋 餃子の名前考え中

枚方市 居酒屋、家庭料理店 枚方?家庭料理?百花?

枚方市 蕎麦屋 そば切り天笑

枚方市 蕎麦屋 手打そば　太郎右衛門

枚方市 鶏料理店 鶏小路

枚方市 寿司屋 すし処　たかの

枚方市 寿司屋 まぐろ家まる

枚方市 寿司屋 寿司つるや

枚方市 寿司屋 万両寿司
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枚方市 寿司店 京正寿司

枚方市 商店街コミュニティスペース（子ども食堂・コミュニティカフェ運営） チカラのみせ処　宮ノサポ

枚方市 焼き鳥 山本亭

枚方市 焼き鳥　たこ焼き　居酒屋 ポパイ商店

枚方市 焼き鳥屋 smart&smile

枚方市 焼き鳥屋 焼き鳥大吉

枚方市 焼き肉店 じゅうじゅうカルビ　枚方宮之阪店

枚方市 焼肉 炭火焼肉　笑門来福

枚方市 焼肉 枚方池之宮酒場情熱ホルモン

枚方市 焼肉屋 ワンカルビ枚方店

枚方市 焼肉屋 焼肉　牛匠ひむか

枚方市 焼肉屋 焼肉黒江

枚方市 焼肉屋 焼肉彩苑がんてつ　枚方店

枚方市 焼肉屋 炭火焼肉盧

枚方市 焼肉屋 明月館　枚方店

枚方市 焼肉屋 和牛焼肉牛宗まるなか長尾店

枚方市 焼肉店 焼肉チファジャ　枚方駅前店

枚方市 焼肉店 焼肉処　和み

枚方市 焼肉店 大同門枚方店

枚方市 焼肉店 炭火焼肉　大起園

枚方市 食堂 樫　　　本

枚方市 中華レストラン ご馳走中華厨房　はっちん

枚方市 中華料理 大阪王将　枚方市駅店

枚方市 中華料理 大阪王将長尾店

枚方市 中華料理 大阪王将枚方高田店

枚方市 中華料理店 幸福飯店 ハッピーハンテン

枚方市 中国料理 中国料理　唐膳　東香里店

枚方市 中国料理店 麗華

枚方市 定食屋 おやじの味　もっちゃん

枚方市 定食屋 ずんべら屋　枚方本店

枚方市 鉄板焼、居酒屋 ぼてぢゅう酒場 樟葉店

枚方市 鉄板焼き・お好み焼き 壱心

枚方市 鉄板焼き・お好み焼き 鉄板焼き・お好み焼き　味一

枚方市 鉄板焼き・お好み焼き　 鉄板焼き・お好み焼き　味一

枚方市 土佐料理専門店 四万十寺田屋

枚方市 日本料理屋 大垣内　和魂

枚方市 日本料理店 玄品　楠葉

枚方市 日本料理店 日本料理 大屋

枚方市 日本料理店 味ごころ　たていし

枚方市 麺処 麺処 あしかり くずは店

枚方市 洋菓子 L/u枚方T-SITE

枚方市 洋菓子製造販売 「アトリエグーテ」枚方店

枚方市 洋食屋 カフェきたら

枚方市 料理屋 てんぷら　鈴木屋

枚方市 和食 ととや

枚方市 和食・寿司 和楽心　枚方店

枚方市 和食レストラン 食のつむぎ　枚方T-SITE店

枚方市 和食レストラン 茶房ひまわり枚方店

枚方市 和食店 割烹　粋月

枚方市 和食店 旬肴どうひら

枚方市 和食店 美食 結

枚方市 和食店 和魂

枚方市 和洋菓子店 大黒屋　宮之阪店

枚方市 和洋菓子店 大黒屋　大峰本店

枚方市 和洋菓子店 大黒屋　津田駅前店

枚方市 PCショップ パソコン修理 B-Max

枚方市 アニメショップ アニメイト枚方

枚方市 アパレル ハニーズニトリモール枚方店

枚方市 アパレル ハニーズ枚方イズミヤ店

枚方市 アパレル ハニーズ枚方ビオルネ店

枚方市 アミューズメント施設 ラウンドワンスタジアム枚方店
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枚方市 アロマテラピーサロン モンサンミッシェル　くずはモール店

枚方市 インテリアリフォーム工事店 スペースデザインウィズ

枚方市 エステ CPサロンルビー

枚方市 エステサロン POLA THE BEAUTY くずは店

枚方市 エステサロン POLA THE BEAUTY枚方田宮店

枚方市 エステサロン VINOMI

枚方市 エステサロン アンロッシュ

枚方市 エステサロン エステインCREDO

枚方市 エステサロン エステティックサロンF＆F

枚方市 エステサロン シェービングサロン隠れ家Cooクー

枚方市 エステサロン ルーチェサロン

枚方市 エステサロン 公衆浴場 サロンドタピアbysweetroom

枚方市 エステサロン&ペットホテル ethnic therapy ANU

枚方市 エステティックサロン POLA エステプリマ 

枚方市 エステティックサロン アリエル枚方店

枚方市 エステテックサロン ポーラザビューティー枚方店

枚方市 お客様対応窓口 日本生命保険相互会社　ライフプラザ京阪

枚方市 カイロプラクティック整体院 カイロなかむら整体院

枚方市 ガソリンスタンド (有)みやび石油

枚方市 カラオケ ジャンボカラオケ広場　くずは店

枚方市 カラオケ ジャンボカラオケ広場　枚方駅前2号店

枚方市 カラオケ＆ライブスペース カラオケ＆ライブスペース　ポケット

枚方市 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　枚方駅前店

枚方市 カラオケボックス ビッグエコー枚方駅前店

枚方市 カラオケボックス・ダーツ・ビリヤード・卓球などの複合遊技施設アミューズメントスペース　Ring

枚方市 カルチャースクール事業 カルチャーハウス

枚方市 クリーニング ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾙﾋﾞｰ　エディオン枚方店

枚方市 クリーニング ｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾙﾋﾞｰ　ピーコックストア香里ヶ丘店　

枚方市 クリーニング クリーニングルビー　関西スーパー牧野店

枚方市 クリーニング クリーニングルビー　枚方公園店

枚方市 クリーニング 正栄クリーニング　招提大谷本社工場店

枚方市 クリーニング 洗濯王　牧野駅前店

枚方市 ゴルフ場 牧野パークゴルフ場

枚方市 ゴルフ用品販売 ヤトゴルフ　枚方店

枚方市 コンタクトレンズ専門店 ハートアップくずはモール店

枚方市 コンディショニング整体 東香里ボディコンディショニングルーム

枚方市 コンビニエンスストア セブンイレブン枚方東中振2丁目店

枚方市 サッシ・建具・エクステリア　販売・施工 谷岡産業株式会社　MADOショップ枚方津田店

枚方市 サロン 枚方薄毛発毛ファクトリー

枚方市 シェアリングスペース 快活CLUB1号枚方店

枚方市 シェアリングスペース 快活CLUB枚方市駅北口店

枚方市 シェアリングスペース 快活CLUB枚方出屋敷店

枚方市 ジューススタンド ジューサーバー枚方店

枚方市 ジュエリーショップ BLOOM 京阪百貨店くずはモール

枚方市 スーパーマーケット イオン枚方店

枚方市 スーパーマーケット くずはモール店

枚方市 スーパーマーケット 成城石井　京阪枚方市駅店

枚方市 スーパーマーケット 西口公設市場サンパーク

枚方市 スーパー銭湯 スパバレイ枚方南

枚方市 スーパー銭湯 極楽湯枚方店

枚方市 スポーツ 枚方市立渚市民体育館

枚方市 スポーツクラブ B-line!くずはstudio

枚方市 スポーツクラブ ＪＢＣフィットネススタジオ

枚方市 スポーツクラブ アスカスポーツ枚方

枚方市 スポーツクラブ エニタイムフィットネス枚方招提店

枚方市 スポーツクラブ カーブストップワールド香里ケ丘

枚方市 スポーツクラブ カーブス光善寺駅前

枚方市 スポーツクラブ カーブス楠葉

枚方市 スポーツクラブ クローバーボクシングスクール

枚方市 スポーツクラブ グンゼスポーツ枚方

枚方市 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 香里ケ丘
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枚方市 スポーツクラブ メガロスくずはモール

枚方市 スポーツクラブ 姿勢＆スポーツクラブ ビッグ・エスくずは

枚方市 スポーツクラブ 枚方スイミングスクール

枚方市 スポーツクラブ・水泳場 牧野スポーツクラブ

枚方市 スポーツジム ワールドプラスジム長尾駅前店

枚方市 スポーツ用品店 ゴルフ５ フォレオ枚方店

枚方市 スポーツ用品店 スポーツデポ フォレオ枚方店

枚方市 スポーツ用品販売 スーパースポーツゼビオニトリモール枚方店

枚方市 スポーツ用品販売店 ゼビオスポーツエクスプレス

枚方市 そろばん教室 早生そろばんゼミ

枚方市 デイサービス ＪＢＣ長尾駅前デイサービスセンター

枚方市 デイサービス ミック健康の森くずは

枚方市 デイサービス（通所介護） 愛グループ　シャングリラ

枚方市 テニスクラブ コ・ス・パ　御殿山

枚方市 ドッグサロン ドッグサロンペットコロニー

枚方市 トリミングサロン ペットコロニー香里ヶ丘店

枚方市 トレーニングジム併設の鍼灸整骨院 鍼灸整骨A.T.NAGASHIMA

枚方市 ネイルサロン franc belle

枚方市 ネイルサロン NailSalon amik

枚方市 ネイルサロン Nailsalon Bearea

枚方市 ネイルサロン nailsalon orion

枚方市 ネイルサロン Pure Nail　くずはモール店

枚方市 ネイルサロン ナイスネイル枚方店

枚方市 ネイルサロン・リラクゼーションサロン In full glory　ネイル＆アロマ

枚方市 バイク屋 バイクショップ　スマイル

枚方市 ハウスメーカー ヤマト住建　枚方店

枚方市 ハウスメーカー 住まいのギャラリー枚方店

枚方市 パソコン、資格、語学スクール 枚方校

枚方市 パソコン教室 スマイルパソコンスクール　枚方駅前教室

枚方市 パソコン教室 ハロー！パソコン教室くずは校

枚方市 パソコン教室 市民パソコン塾　枚方校

枚方市 ぱちんこ G-ONE枚方宮之阪

枚方市 ぱちんこ エムズエイト

枚方市 パチンコ店 エムズエイト

枚方市 パチンコ店 ひま・わり甲斐田店

枚方市 ぱちんこ店 マルハン枚方店

枚方市 ピアノ教室 赤沼ピアノ教室

枚方市 ビジネスホテル ひらかたサンプラザホテル

枚方市 ホームセンター ホームセンターコーナンニトリモール枚方店

枚方市 ホームセンター ホームセンターコーナン茄子作南店

枚方市 ホームセンター ホームセンターコーナン御殿山店

枚方市 ホームセンター ホームセンターコーナン枚方野村店

枚方市 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオLAVA　フォレオひらかた店

枚方市 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオLAVA樟葉店

枚方市 ホットヨガスタジオ 枚方市駅前店

枚方市 ホテル 枚方クリスタルホテル

枚方市 マツエクサロン Selena

枚方市 まつげエクステ yuzuriha

枚方市 マッサージ REFLE京阪百貨店くずはモール店

枚方市 マッサージ タイ古式マッサージ・フォーチューン

枚方市 メガネ屋 ビジョンメガネ　くずは店

枚方市 リサイクルショップ リサイクルショップＳｏＲＡ

枚方市 リラクゼーション スパバレイ枚方南　癒し処ゆうなぎ

枚方市 リラクゼーション ラフィネ　くずはモール店

枚方市 リラクゼーションサロン あしおと

枚方市 リラクゼーションサロン ほぐし処　楽や

枚方市 リラクゼーションサロン 京の癒処　ゆめみし枚方店

枚方市 リラクゼーションサロン 香雫

枚方市 リラクゼーションサロン　 リラクゼーションサロン　Alexandrite1

枚方市 リラクゼーションスペース りらくる天満橋店

枚方市 リラクゼーションスペース りらくる枚方中宮大池店
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枚方市 リラクゼーションスペース りらくる枚方朝日ヶ丘店

枚方市 衣料品店 洋服の青山　枚方池之宮店

枚方市 衣類販売 ベクトル枚方店

枚方市 運動スタジオ STUDIO　KOKORO

枚方市 営業事務所 株式会社 J-WORK

枚方市 映画館 ユナイテッド・シネマ枚方

枚方市 英会話教室 Bay English School

枚方市 英会話教室 ECCジュニア東船橋教室

枚方市 英会話教室 English Chat House

枚方市 屋内水泳場、スポーツクラブ 香里スポーツクラブ・枚方スイミングスクール香里

枚方市 音楽教室 ルシエル音楽教室

枚方市 下水道施設内一般開放区域 大阪府東部流域下水道事務所渚管理センター

枚方市 化粧品アフターサービスサロン ｼｰﾎﾞﾝ.ﾌｪｲｼｬﾘｽﾄｻﾛﾝ枚方店

枚方市 化粧品販売 枚方北店

枚方市 化粧品販売、エステサロン エステインくずは東

枚方市 家具販売店 家具の田辺

枚方市 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ ビオルネ枚方店

枚方市 家電販売店 さとみでんき東山店

枚方市 家電量販店 エディオン枚方店

枚方市 家電量販店 くずはモール店

枚方市 家電量販店 ジョーシン くずは店

枚方市 家電量販店 ジョーシン 東香里店

枚方市 家電量販店 ジョーシン 枚方店

枚方市 学習塾 epion 樟葉校

枚方市 学習塾 epion 長尾校

枚方市 学習塾 epion 枚方校

枚方市 学習塾 コビト英語塾

枚方市 学習塾 ナビ個別指導学院　香里ヶ丘校

枚方市 学習塾 関西個別指導学院 樟葉教室

枚方市 学習塾 関西個別指導学院 枚方教室

枚方市 学習塾 京進スクール・ワン　くずは教室

枚方市 学習塾 京進スクール・ワン　長尾教室

枚方市 学習塾 京進スクール・ワン 枚方山之上教室

枚方市 学習塾 京進小中部 くずは校

枚方市 学習塾 現役大学受験専門塾　高学館　枚方校

枚方市 学習塾 東進衛星予備校　枚方市岡南校

枚方市 学習塾 馬渕教室 山之上校

枚方市 学習塾 馬渕教室 樟葉校

枚方市 学習塾 馬渕教室 長尾校

枚方市 学習塾 馬渕教室 枚方校

枚方市 学習塾 馬渕教室 枚方本部校

枚方市 学習塾 馬渕個別 香里ヶ丘校

枚方市 学習塾 馬渕個別 樟葉校

枚方市 学習塾 馬渕個別 長尾校

枚方市 学習塾 馬渕個別 枚方本部校

枚方市 学習塾、そろばん教室 学習塾Ｆｕｎ・大阪山路珠算学院

枚方市 企業主導型保育園 いまここほいくえん

枚方市 靴屋 くずは優足屋

枚方市 携帯電話修理業 スマートリペア枚方市駅前店

枚方市 建築・リフォーム・住宅設備 業・生活日用雑貨品販売 丸天商事株式会社　マルテンホーム

枚方市 個人向けサービス 香里店

枚方市 個別指導塾 個別指導Kiitos

枚方市 公園 山田池公園

枚方市 作業用品、作業服屋 しごとぎや たまゆら

枚方市 雑貨屋 COLON

枚方市 司法書士事務所 ゆぶち司法書士事務所

枚方市 市民会館 枚方市市民会館　本館

枚方市 市立体育館 枚方市立総合スポーツセンター

枚方市 資産形成コンサルティング、マネーセミナー、抗菌環境クリエイター naturallife~Alive

枚方市 歯科医院 しおたに歯科クリニック

枚方市 時計・宝石小売業 ひらかた時計宝石修理研究所
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枚方市 時計・宝石小売業 ミノルくずはモール店

枚方市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　UCARS枚方

枚方市 自動車ディラー 日産大阪販売株式会社枚方店

枚方市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪　枚方バイパス店

枚方市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪　枚方東店

枚方市 自動車の販売及び関連するサービス Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ大阪　U-Select枚方南店

枚方市 自動車販売、整備業 西田自動車販売株式会社　南店

枚方市 自動車販売業 Honda Cars大阪　枚方中央店

枚方市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）枚方店

枚方市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売株式会社U-CAR枚方

枚方市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売㈱U-CAR枚方

枚方市 写真スタジオ STUDIO ARCひらかた店

枚方市 写真屋　写真スタジオ フォトショップくずは ＆  STUDIO Poche

枚方市 酒類小売販売店 酒の神田屋

枚方市 就労継続支援　A型 いまここテラス

枚方市 住設機器展示ショールーム ＬＩＸＩＬ枚方リフォームショールーム

枚方市 書店・レンタル TSUTAYA東香里

枚方市 商店会活動の事務局、牧野地域のサポートショップの運営・管理 牧野愛する商店会

枚方市 小児科クリニック 山之上ほりうちこどもクリニック

枚方市 小売店 AOKI　ニトリモール枚方店

枚方市 小売店 AOKI　枚方くずは店

枚方市 小売店 ミートピア河富

枚方市 信用金庫 本店営業部

枚方市 信用金庫 枚方信用金庫 くずは支店

枚方市 信用金庫 枚方信用金庫 家具町支店

枚方市 信用金庫 枚方信用金庫 光善寺駅前支店

枚方市 信用金庫 枚方信用金庫 甲斐田支店

枚方市 信用金庫 枚方信用金庫 星丘支店

枚方市 信用金庫 枚方信用金庫 長尾支店

枚方市 信用金庫 枚方信用金庫 津田支店

枚方市 信用金庫 枚方信用金庫 東香里支店

枚方市 信用金庫 枚方信用金庫 牧野支店

枚方市 信用金庫 枚方信用金庫 本店営業部

枚方市 信用金庫 枚方信用金庫 枚方公園前支店

枚方市 人材サービス業 枚方登録事務所

枚方市 図書館、生涯学習施設 枚方市立牧野生涯学習市民センター・牧野図書館

枚方市 整骨院 おんわ整骨院

枚方市 整骨院 さかぐち整骨院

枚方市 整体 整体・美容サロン　Holistic  Labo

枚方市 整体サロン カラダファクトリー枚方T-SITE前店

枚方市 整体院 骨格調整院枚方牧野

枚方市 生涯学習市民センター さだ生涯学習市民センター・さだ図書館

枚方市 生涯学習施設 枚方市立牧野生涯学習市民センター牧野北分館

枚方市 総合儀式場 枚方玉泉院

枚方市 体操クラブ 大阪体操クラブ

枚方市 中古車販売店 U　CARS香里

枚方市 陶芸教室 陶芸教室ゆう工房大阪枚方公園教室

枚方市 買取店 エコリングくずは店

枚方市 売店 パームウォーク

枚方市 売店 ピピンズハウス

枚方市 売店 フルッタ

枚方市 美容サロン URUKE

枚方市 美容院 lacoupe

枚方市 美容院 MAMA'S楠葉店

枚方市 美容院 パーマ屋猫のきまぐれ

枚方市 美容室 Barbata

枚方市 美容室 beauty  salon fleur

枚方市 美容室 COCO camino

枚方市 美容室 COCO ilusion

枚方市 美容室 envol 

枚方市 美容室 First Stage
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枚方市 美容室 hair leibz.co

枚方市 美容室 Hair Salon Loma

枚方市 美容室 HairSalon  樹音

枚方市 美容室 HAIRSALON ?mu 

枚方市 美容室 Menon茨木店

枚方市 美容室 Mjuk

枚方市 美容室 Rubik's 枚方×ミルボンAujua 認定サロン【ルービック】

枚方市 美容室 Studio　ピゥ

枚方市 美容室 VeryVery

枚方市 美容室 カットハウス髪ふーせん

枚方市 美容室 グラシアス

枚方市 美容室 ティアラ

枚方市 美容室 ビューティーサロンわかばやし

枚方市 美容室 ビューティサロンモリワキ宮之阪店

枚方市 美容室 ビューティサロンモリワキ香里店

枚方市 美容室 ヘアスタジオＢｅ・ｇｉｎ

枚方市 美容室 ヘアスタジオBe・gin

枚方市 美容室 ミュゼステージ

枚方市 美容室 レンガヤ

枚方市 美容室 太陽の美容室SUN

枚方市 美容室 美容院Re:Style15枚方駅前店

枚方市 美容室 美容院Re:Style15枚方本店

枚方市 美容室 美容室 deFi

枚方市 美容室 美容室　遊

枚方市 美容室 美容室アルテサーノ

枚方市 美容室 夜間予約美容室　ポールコイケ

枚方市 美容所 private salon little leaf

枚方市 不動産 有限会社ミチコ・ハウジング

枚方市 不動産・建築 (株)那智工務店

枚方市 不動産業 株式会社関西不動産情報センター

枚方市 不動産業 株式会社近畿住宅流通

枚方市 不動産業 有限会社オフィスウエスト

枚方市 不動産仲介業 株式会社西日本不動産情報センター

枚方市 服、バック Maru fe ture

枚方市 米酒販売店 みなみ米穀店

枚方市 保育所、英会話スクール BE ACADEMY

枚方市 保険代理店 ほけんの窓口 くずは駅前店

枚方市 保険代理店 ほけんの窓口　枚方店

枚方市 保険代理店 関西保険ライフ株式会社

枚方市 墓石販売 聖法寺　大阪枚方霊苑

枚方市 墓石販売、永代供養墓契約販売 大阪枚方霊苑石材協力会　株式会社阪神総商

枚方市 宝飾品店 宝石のタカセ・マイリングスタジオ

枚方市 麻雀店 みるく

枚方市 薬局 きららみらい薬局　なかぶり店

枚方市 薬局 きららみらい薬局　なぎさ店

枚方市 薬局 きららみらい薬局　京阪枚方市駅店

枚方市 薬局 きららみらい薬局　香里園店

枚方市 薬局 きららみらい薬局　渚南店

枚方市 薬局 きららみらい薬局　船橋店

枚方市 薬局 きららみらい薬局　枚方公園店

枚方市 遊園地 ひらかたパーク

枚方市 遊技場 ひま・わり牧野店

枚方市 幼児教室 ひらかたルーム

枚方市 理髪店 inherit

枚方市 理髪店 ヘアーサロン ナカザワ

枚方市 理美容室 Artice HOMME

枚方市 理美容室 Hair Studio  TWO;C

枚方市 理美容室 m's control.

枚方市 理容 ヘアーサロンえぐち

枚方市 理容 和光理容

枚方市 理容業 Barber Shop　Nishijima
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枚方市 理容業 ヘアーサロンこがね

枚方市 理容業 メンズカットスタジオ　プライド

枚方市 理容業 理容キク

枚方市 理容業 理容業ヘアーサロンクーペ

枚方市 理容室 cut space REVE

枚方市 理容室 HAIR-M

枚方市 理容室 Hair's i'LL　

枚方市 理容室 PAPA'S楠葉店

枚方市 理容室 おしゃれサロン男爵

枚方市 理容店 MEN'S HAIR　KAPPER

枚方市 理容店 switch

枚方市 理容店 おしゃれサロン クニッテル

枚方市 理容店 ヘアーサロン　ホラ

枚方市 理容店 ヘアースペースミステル

枚方市 理容店 ヘアースポット　オールドニュー

枚方市 理容店 髪工房まるやま

枚方市 旅行会社 株式会社いすゞ旅行

枚方市 歴史資料館 市立枚方宿鍵屋資料館

枚方市 歴史的資料等 小間栄文庫

枚方市 老人施設 ﾋｭｰﾏﾝﾗｲﾌｹｱ釈尊寺の湯

枚方市 鍼灸、あんま・マッサージ・指圧、柔道整復 加藤鍼灸接骨院

枚方市 鍼灸マッサージ院 訪問マッサージ寿指圧鍼灸院

枚方市 鍼灸院・接骨院 たけるはりきゅう接骨院

枚方市 鍼灸整骨院 住谷鍼灸院整骨院

交野市 うどん屋 楽々

交野市 お好み焼、鉄板焼 風の街　交野店

交野市 お好み焼き・鉄板焼き屋 じゅわぢゅわ工房セーラ

交野市 カフェ cafe　スタッキー

交野市 カフェレストラン SOLEIL CAFE

交野市 カフェレストラン ローズガーデン　倉治店

交野市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　二番星

交野市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶YURI

交野市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶母恵夢

交野市 とんかつ屋 かつ満　交野倉治店

交野市 とんかつ店 かつ辰　交野店

交野市 ファミリーレストラン ガスト交野店

交野市 ファミリーレストラン 夢庵交野倉治店

交野市 レストラン 食堂カフェpotto×タニタカフェフレンドタウン交野店

交野市 飲食店 星の森

交野市 飲食店（焼肉屋） KTUARO交野店

交野市 飲食店（焼肉屋） 牛兵衛　星田店

交野市 回転寿司 くら寿司交野店

交野市 喫茶店 kuu.cafe

交野市 喫茶店 カフェビレッジ

交野市 居酒屋 Toyoさんの台所

交野市 居酒屋 海鮮酒場おどりや交野

交野市 居酒屋 馳どり屋　河内磐船本店

交野市 居酒屋 八剣伝　JR河内磐船駅前店

交野市 寿司屋 辰巳寿司

交野市 寿司割烹店 御食事処　星の森

交野市 焼き鳥 やきとり串いち

交野市 焼き鳥屋 やきとり大吉交野店

交野市 中華料理 大阪王将交野駅前店

交野市 中国料理店 中華厨房  やまぐち

交野市 アパレル ハニーズ交野店

交野市 エステ POLA THE BEAUTY津田駅前店

交野市 エステサロン POLA 松塚

交野市 ガソリンスタンド 磐船給油所

交野市 カラオケ カラオケレインボー交野店

交野市 クリーニング クリーニングルビー　関西スーパー倉治店

交野市 スーパーマーケット及び30の専門店が集まるショッピングセンターフレンドタウン交野
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交野市 スポーツクラブ 星田ふれあいクラブ・星田スイミングスクール

交野市 パチンコ店 １２３交野店

交野市 ヘアーサロン hair salon BelCanto

交野市 リラクゼーションサロン 更年期ケアサロン絹silk

交野市 学習塾 epion 交野校

交野市 学習塾 京進スクール・ワン　交野教室

交野市 学習塾 京進小中部河内磐船校

交野市 学習塾 馬渕教室 交野校

交野市 学習塾 馬渕教室 星田校

交野市 学習塾 馬渕個別 交野校

交野市 簡易宿所 コンセプトハウス星田

交野市 研修所 グリーンビレッジ交野

交野市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪 交野西店

交野市 住宅リフォーム店 株式会社さくら

交野市 商工会議所 北大阪商工会議所　交野支所

交野市 信用金庫 枚方信用金庫 交野支店

交野市 整骨院 にしむら鍼灸整骨院

交野市 整骨院 倉治整骨院

交野市 整体院 功心道Kiバランス整体院

交野市 生命保険・損害保険募集代理店 保険デザイン フレンドタウン交野店

交野市 貸衣裳 ビューティサロンモリワキ貸衣裳店

交野市 美容院 JINa（ジーナ）

交野市 美容室 La　Chic+

交野市 美容室 VORELO

交野市 美容室 ビューティサロンモリワキ河内いわ船店

交野市 美容室 ビューティサロンモリワキ交野店

交野市 美容室 ビューティサロンモリワキ藤が尾店

交野市 美容室 美容室Re:Style15＋交野店

交野市 美容室 蓮花-hasuhana庵

交野市 薬局 磐船阪神薬局

交野市 理美容室 Artice

交野市 理容業 メンズカットスタジオ　ブレスト

交野市 理容室 HAIR　ART　PRIME

交野市 理容室 IN THE BARBER　フレンドタウン交野店

交野市 理容室 ヘアーサロン　竹山

交野市 理容店 ヘアーサロン　イズミ

交野市 理容店 男＆女　グランド

交野市 鍼灸整骨院 みさき鍼灸整骨院

交野市 鍼灸整体院 きさいち施術院

寝屋川市 BAR BAR   CACHECACHE

寝屋川市 BAR BAR CHOCOLAT

寝屋川市 BAR BAR Liner Notes

寝屋川市 BAR BAR No.10

寝屋川市 Bar Bar RISE

寝屋川市 Bar bar snack じゃっかる

寝屋川市 BAR Luciole

寝屋川市 BAR prison.

寝屋川市 bar public　House　悠

寝屋川市 BAR のみんちゅ

寝屋川市 BAR バンチョウ

寝屋川市 cafe Lu菜cafe(ルナカフェ)

寝屋川市 SHOT BAR EGG'S BAR

寝屋川市 イタリアン be-in

寝屋川市 イタリアン Kitchen bar chiki-chiki

寝屋川市 イタリアン　フレンチ 伊仏食堂DAI

寝屋川市 イタリアンフレンチ 伊仏食堂DAI

寝屋川市 イタリア料理店 Trattoria Lucca

寝屋川市 イタリア料理店 Trattoria Lucca 

寝屋川市 イタリア料理店 ココメロ

寝屋川市 イタリア料理店 ルーチェサンタルチア新寝屋川ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾚｲｽ店

寝屋川市 い炉り焼き 地酒 い炉り焼き  福篭
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寝屋川市 ウィスキーBAR ボトルBARフルール

寝屋川市 うどん屋 うどん　らんぷ若蔵

寝屋川市 うどん屋 はなまるうどんビバモール寝屋川店

寝屋川市 うどん屋 ゆでぞう香里園店

寝屋川市 うどん屋 手打ちうどん　上を向いて

寝屋川市 うどん屋 打ち立てうどん、だし屋

寝屋川市 うどん屋 麺丼

寝屋川市 うどん屋 饂飩の四國フレスト香里園店

寝屋川市 うどん店 はなまるうどん寝屋川葛原新町店

寝屋川市 うどん店 四國うどん　河北本店

寝屋川市 うどん店 四國うどん 石津寝屋川

寝屋川市 オーセンティックバー FOOD&BAR PLUS

寝屋川市 おばんざいバー お酒とお料理　galarie灯家

寝屋川市 お好み焼、鉄板焼 キッチン＆ガーデン風の街　寝屋川店

寝屋川市 お好み焼き 雀のお宿

寝屋川市 お好み焼屋 お好み焼・鉄板焼・きん太　寝屋川対馬江店

寝屋川市 お好み焼屋 お好み焼・鉄板焼・きん太　寝屋川大成町店

寝屋川市 お好み焼屋 お好み焼はここやねん寝屋川池田新町店

寝屋川市 お食事処 つる宗

寝屋川市 カフェ cafe　AcademiＡ

寝屋川市 カフェ CAFE BON VOYAGE

寝屋川市 カフェ Cafe Fiore ＋ wan

寝屋川市 カフェ soupCafeMON

寝屋川市 カフェ カフェ　アカデミア

寝屋川市 カフェ サンマルクカフェ香里園店

寝屋川市 カフェ サンマルクカフェ寝屋川店

寝屋川市 カフェ ベイビーズブレス

寝屋川市 カフェ よつばCafe

寝屋川市 カフェと 小規模イベント(ミニライブ) cafe &ごはん まちゃキッチン

寝屋川市 カラオケ さくら

寝屋川市 カラオケスナック Rico 1715

寝屋川市 カラオケスナック Rico1715

寝屋川市 カラオケスナック 呑み処ごえん

寝屋川市 カラオケバー Darts＆Karaoke Will

寝屋川市 カラオケバー KARAOKE　BAR　J`s

寝屋川市 カラオケバー カラオケ Bar foXY?? 

寝屋川市 カラオケ喫茶 カラオケ すずらん

寝屋川市 カラオケ喫茶 カラオケ　力

寝屋川市 カラオケ喫茶 カラオケ　蓮華

寝屋川市 カラオケ喫茶 カラオケステージ　くーみん

寝屋川市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　「くまちゃん」

寝屋川市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　なかま

寝屋川市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶「京」

寝屋川市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶さつき

寝屋川市 カラオケ喫茶 カラオケ酒場

寝屋川市 カラオケ喫茶 カラオケ処なごみ

寝屋川市 カラオケ喫茶 ひまわり

寝屋川市 カラオケ喫茶 八豊

寝屋川市 カラオケ喫茶＆バー カラオケ喫茶＆バー　フェニックス

寝屋川市 カラオケ居酒屋 カラオケ居酒屋ニーズ

寝屋川市 カレー専門店 カレーハウスCOCO壱番屋ビバモール寝屋川店

寝屋川市 キャバレー Mimosa

寝屋川市 コーヒー豆焙煎店 Coffee　Roast　Komame

寝屋川市 ここ家 こ　こ　家

寝屋川市 ショットバー BARマルーブラ

寝屋川市 ショットバー ショットバーKingdom

寝屋川市 ショットバー ショットバーKingdom 

寝屋川市 スナック Blue

寝屋川市 スナック Cielo

寝屋川市 スナック Daisy

寝屋川市 スナック Dolce
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寝屋川市 スナック evoL

寝屋川市 スナック fer

寝屋川市 スナック IBIS

寝屋川市 スナック Kingyo

寝屋川市 スナック Lapins.

寝屋川市 スナック LIP

寝屋川市 スナック Lowrence ロレンス

寝屋川市 スナック Plumeria

寝屋川市 スナック Rico 17-15

寝屋川市 スナック Salon de eve

寝屋川市 スナック snack m

寝屋川市 スナック アンス

寝屋川市 スナック スーサンⅢ

寝屋川市 スナック スナック   シェル

寝屋川市 スナック スナック　A

寝屋川市 スナック スナック eyes

寝屋川市 スナック すなっく　彩月

寝屋川市 スナック スナック　文子

寝屋川市 スナック スナックnewコスモス

寝屋川市 スナック スナックビビ

寝屋川市 スナック スナック愛染

寝屋川市 スナック スナック青空

寝屋川市 スナック スナック髙山

寝屋川市 スナック ゆぅーゆ

寝屋川市 スナック りんれん

寝屋川市 スナック 花うた

寝屋川市 スナック 華hana

寝屋川市 スナック 熟女スナック　ファム

寝屋川市 スナック 爽?sou?

寝屋川市 スナック 優

寝屋川市 スナック 和風スナックなかむら

寝屋川市 スナック スナック チャッティー

寝屋川市 スナック、ラウンジ フォルテ

寝屋川市 スナックラウンジ Juliet

寝屋川市 ダーツバー RISE

寝屋川市 ダイニングバー BAR&FOODS CAMOI

寝屋川市 ダイニングバー MAG 8

寝屋川市 たこ焼き、鉄板焼き 大蛸家

寝屋川市 たこ焼きダーツバー ST

寝屋川市 たこ焼き屋 ゆず

寝屋川市 たこ焼き屋 粉もん汐恩

寝屋川市 ちゃんこ鍋、うどん専門店 ちゃんこ部屋香里本店

寝屋川市 とんかつ店 かつ辰本店

寝屋川市 バー Avie

寝屋川市 バー Bar Aiba

寝屋川市 バー Bar Chronos

寝屋川市 バー Bar　JAH

寝屋川市 バー BIRTH 

寝屋川市 バー club Bond

寝屋川市 バー haNgout

寝屋川市 バー La mode

寝屋川市 バー MA  CHERIE

寝屋川市 バー ravish

寝屋川市 バー Stylish Bar Vista

寝屋川市 バー The Snack

寝屋川市 バー vivid

寝屋川市 バー いこか

寝屋川市 バー クロスロード

寝屋川市 バー ピースリー

寝屋川市 バー ロイヤルシャトービル

寝屋川市 バー 吉kichi
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寝屋川市 バァー 縁

寝屋川市 パスタ専門店 フレスト香里園店　壁の穴

寝屋川市 バル 舌バル　BEROBE～RO

寝屋川市 パンの製造販売及び喫茶 七穀ベーカリー

寝屋川市 ファストフード ケンタッキー・フライド・チキン 香里園店

寝屋川市 ファストフード ケンタッキー・フライド・チキン 寝屋川市駅前店

寝屋川市 ファストフード ファーストキッチン　寝屋川ビバモール店

寝屋川市 ファストフード 松屋　寝屋川店

寝屋川市 ファストフード 松屋香里園駅前店

寝屋川市 ファミリーレストラン ガスト寝屋川秦店

寝屋川市 ファミリーレストラン ガスト寝屋川店

寝屋川市 ファミリーレストラン しゃぶ葉香里園店

寝屋川市 フードバー HotSpot

寝屋川市 フードバー 居酒BAR　HONU

寝屋川市 ふぐ料理屋 戴天ふぐ香里園御坊

寝屋川市 フランス料理 オマール海老と黒毛和牛のお店Bistro Ken's

寝屋川市 フレンチビストロ ビストロカフェ ディセット

寝屋川市 メキシコ料理店 タコタコカフェ

寝屋川市 らーめんてん らあめん専門店さあれ

寝屋川市 ラーメン屋 にんたまラーメン

寝屋川市 ラーメン屋 ひさみラーメン

寝屋川市 ラーメン屋 四川ラーメン

寝屋川市 ラーメン屋 麺や六三六　寝屋川店

寝屋川市 ラーメン屋 来来亭寝屋川高宮店

寝屋川市 らーめん店 1968古潭

寝屋川市 ラーメン店 どうとんぼり神座　寝屋川店

寝屋川市 ラーメン店 ラーメン横綱　寝屋川店

寝屋川市 ラーメン店 丸源ラーメン　寝屋川店

寝屋川市 ラーメン店 濃厚煮干とんこつラーメン寝屋川石田てっぺい

寝屋川市 ラウンジ ALDILa

寝屋川市 ラウンジ CLEAR

寝屋川市 ラウンジ COLOR

寝屋川市 ラウンジ LUCIA

寝屋川市 ラウンジ R

寝屋川市 ラウンジ カンナ

寝屋川市 ラウンジ フェザンレーヴ

寝屋川市 ラウンジ ラウンジ　COO

寝屋川市 ラウンジ ラウンジ　アルジャン

寝屋川市 ラウンジ ラウンジＫ

寝屋川市 ラウンジ 凛～Rin～

寝屋川市 レストラン Piatto

寝屋川市 レストラン かごの屋寝屋川店

寝屋川市 レストラン がんこ寝屋川店

寝屋川市 レストラン キャナリィ・ロウ 寝屋川公園店

寝屋川市 飲み屋 BELLE

寝屋川市 飲食　カラオケ まるる

寝屋川市 飲食を伴うバー Night bar Loop

寝屋川市 飲食店 ACEBar

寝屋川市 飲食店 びっくりドンキー寝屋川店

寝屋川市 飲食店 東香里湯元水春亭

寝屋川市 飲食店（焼肉屋） KUTARO寝屋川店

寝屋川市 回転寿司 くら寿司寝屋川打上店

寝屋川市 回転寿司 くら寿司寝屋川店

寝屋川市 回転寿司 大起水産回転寿司　香里園店

寝屋川市 海鮮れすとらん 魚輝水産鮪船　仁和寺店

寝屋川市 海鮮料理店 磯平

寝屋川市 割烹 割烹 いまむら

寝屋川市 割烹料理店 包丁処ふじ野

寝屋川市 韓国料理居酒屋 韓国料理　OBANI

寝屋川市 韓国料理店 Soul kitchen 8

寝屋川市 企業の社員食堂 ＤＮＰエリオ大阪工場
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寝屋川市 喫茶 喫茶セブン

寝屋川市 喫茶店 cafe tetote

寝屋川市 喫茶店 カフェドコロンビア

寝屋川市 喫茶店 キッチンLee

寝屋川市 喫茶店 コ?ヒ?ショップ  絵留坐

寝屋川市 喫茶店 コーヒーショップ　絵留坐

寝屋川市 喫茶店 フード&カフェスウィング

寝屋川市 居酒屋 3ｰ2    かわの学級

寝屋川市 居酒屋 A M A M IY A

寝屋川市 居酒屋 cachette

寝屋川市 居酒屋 Dining Wasabi

寝屋川市 居酒屋 KOKONA

寝屋川市 居酒屋 Wasabi 

寝屋川市 居酒屋 あんだぁ亭

寝屋川市 居酒屋 うみびや　香里園店

寝屋川市 居酒屋 きまぐれ

寝屋川市 居酒屋 こがんこ寝屋川店

寝屋川市 居酒屋 こめや

寝屋川市 居酒屋 さち

寝屋川市 居酒屋 ダイニング　WASABI

寝屋川市 居酒屋 だりやみもーれー

寝屋川市 居酒屋 チョンサ　チョロン

寝屋川市 居酒屋 つしま

寝屋川市 居酒屋 とり道

寝屋川市 居酒屋 なにわ旬菜 いけの

寝屋川市 居酒屋 ひかるちゃんのお店

寝屋川市 居酒屋 やさぐれ　とも

寝屋川市 居酒屋 ゆえん

寝屋川市 居酒屋 囲楽家宗まる

寝屋川市 居酒屋 沖縄居酒屋　そてつ

寝屋川市 居酒屋 屋台や小太郎

寝屋川市 居酒屋 屋台居酒屋 大阪 満マル 香里園店

寝屋川市 居酒屋 雅樂亭　早子店

寝屋川市 居酒屋 海鮮居酒屋　まどいせん

寝屋川市 居酒屋 海老蔵香里園店

寝屋川市 居酒屋 角打ち・太田屋

寝屋川市 居酒屋 韓国居酒屋 如來

寝屋川市 居酒屋 岩崎家

寝屋川市 居酒屋 気まぐれ

寝屋川市 居酒屋 季節の台所ほおずき

寝屋川市 居酒屋 菊屋

寝屋川市 居酒屋 居酒屋  加那

寝屋川市 居酒屋 居酒屋　えり

寝屋川市 居酒屋 居酒屋　くろ

寝屋川市 居酒屋 居酒屋 汐恩

寝屋川市 居酒屋 居酒屋　八

寝屋川市 居酒屋 居酒屋　木漏れ日

寝屋川市 居酒屋 居酒屋 麗

寝屋川市 居酒屋 居酒屋あほうどり

寝屋川市 居酒屋 居酒屋かやしま

寝屋川市 居酒屋 居酒屋がらく亭本店

寝屋川市 居酒屋 居酒屋すとっぷ

寝屋川市 居酒屋 居酒屋すみちゃん

寝屋川市 居酒屋 居酒屋だんだん

寝屋川市 居酒屋 居酒屋なつめ

寝屋川市 居酒屋 居酒屋のんき

寝屋川市 居酒屋 居酒家土間土間寝屋川市駅前

寝屋川市 居酒屋 京おでん二口

寝屋川市 居酒屋 九州男

寝屋川市 居酒屋 九州料理 寅吉

寝屋川市 居酒屋 串あげ居酒屋 あげあげ
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寝屋川市 居酒屋 串カツ屋台　まいこ香里園店

寝屋川市 居酒屋 串揚げと本格焼酎　膳

寝屋川市 居酒屋 鶏hey

寝屋川市 居酒屋 香里園大衆バル　志むらや

寝屋川市 居酒屋 高知酒場103

寝屋川市 居酒屋 旨居酒家　武

寝屋川市 居酒屋 時代屋

寝屋川市 居酒屋 旬菜旬魚　華と月

寝屋川市 居酒屋 旬鮮　やすらぎ

寝屋川市 居酒屋 焼き鳥居酒屋  鳥倖

寝屋川市 居酒屋 食楽　まんさくの花

寝屋川市 居酒屋 食美歌処　今泉

寝屋川市 居酒屋 赤から香里園店

寝屋川市 居酒屋 大和地鶏鶏焼山どり

寝屋川市 居酒屋 炭火串焼　福鳥　梵くら

寝屋川市 居酒屋 炭火焼串焼き　福とり　梵くら

寝屋川市 居酒屋 炭火焼鳥　神田川

寝屋川市 居酒屋 炭焼酒菜　そてつ

寝屋川市 居酒屋 知床漁場寝屋川店

寝屋川市 居酒屋 鉄焼食彩　ゆめや

寝屋川市 居酒屋 鉄板焼siba

寝屋川市 居酒屋 呑み処さよ

寝屋川市 居酒屋 呑処　きまぐれ

寝屋川市 居酒屋 肉鍋とからあげの店 儿（じん）

寝屋川市 居酒屋 八金

寝屋川市 居酒屋 備前。

寝屋川市 居酒屋 豊後高田どり酒場 香里園西口駅前店

寝屋川市 居酒屋 本よし

寝屋川市 居酒屋 夢うさぎ

寝屋川市 居酒屋 目利きの銀次 香里園西口駅前店

寝屋川市 居酒屋 洋風居酒屋あき

寝屋川市 居酒屋 炉ばた焼　ふるさと

寝屋川市 居酒屋 和の台所ふろしき

寝屋川市 居酒屋カラオケ cocoro

寝屋川市 居酒屋焼鳥 炭火串焼　梵くら

寝屋川市 寿司 末廣寿司

寝屋川市 寿司屋 やす喜寿司

寝屋川市 寿司屋 寿司ダイニング　昂-kou-

寝屋川市 寿司屋 彦市寿司

寝屋川市 寿司店 香里寿司茶屋　総本山

寝屋川市 寿司店 寿司・幸っちゃん

寝屋川市 純喫茶 煉瓦屋

寝屋川市 焼き鳥屋 やきとりの名門秋吉香里店

寝屋川市 焼き鳥屋 焼き鳥の名門秋吉香里園

寝屋川市 焼き鳥屋 焼き鳥の名門秋吉香里店

寝屋川市 焼そば居酒屋 寝屋川焼そばセンター

寝屋川市 焼鳥屋 焼鳥おしどり

寝屋川市 焼鳥店 炭火焼くっちき

寝屋川市 焼肉 寝屋川酒場情熱ホルモン

寝屋川市 焼肉飲食店 バイキング左近　寝屋川店

寝屋川市 焼肉屋 じゃすとみーと

寝屋川市 焼肉屋 ホルモンコプチャン

寝屋川市 焼肉屋 厳選和牛 焼肉 犇屋 寝屋川店

寝屋川市 焼肉屋 黒毛和牛焼肉、牛極雅樂

寝屋川市 焼肉屋 焼肉  ザ・四國

寝屋川市 焼肉屋 焼肉の鉄丸

寝屋川市 焼肉屋 焼肉酒場じゃすとみーと

寝屋川市 焼肉屋 炭火焼肉　炎KICHI

寝屋川市 焼肉屋 炭火焼肉田中流

寝屋川市 焼肉屋 豚肉専門七輪焼肉 豚々坊

寝屋川市 焼肉屋 肉躍家



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

寝屋川市 焼肉店 牛角萱島店

寝屋川市 焼肉店 石川家

寝屋川市 焼肉店 肉処倉　寝屋川店

寝屋川市 食事処 日韓料理さくら

寝屋川市 占いBAR 占いBAR JANBOO

寝屋川市 創作フレンチレストラン 「オマール海老と黒毛和牛のお店」Bistroken's

寝屋川市 中華料理 オフクロ坂食堂

寝屋川市 中華料理 熊猫軒

寝屋川市 中華料理 中華料理　好蘭

寝屋川市 中華料理 中華料理　平

寝屋川市 中華料理屋 大阪王将萱島店

寝屋川市 中華料理屋 中華料理　誠華

寝屋川市 中華料理店 中華ビストロうちだ

寝屋川市 中華料理店 中華菜房そらまめ

寝屋川市 中国料理 中国料理 北京閣

寝屋川市 中国料理店 中国料理 唐膳　寝屋川店

寝屋川市 定食、創作料理 東香里水春亭

寝屋川市 鉄板焼居酒屋 鉄板焼酒場 はふう

寝屋川市 天ぷら屋 とり天本舗

寝屋川市 塗装会社 （株）ジェイエスシー

寝屋川市 日本料理店 旬・田なべ

寝屋川市 日本料理店 和ダイニング　ちくま庵

寝屋川市 麺類　丼　定食 麺丼　備前屋

寝屋川市 立ち飲み屋 立ち飲み　洒楽

寝屋川市 和食レストラン 三味坂本

寝屋川市 和食レストラン 麺舎 つる×２

寝屋川市 和食レストラン 和牛しゃぶしゃぶ・すき焼きの三味坂本

寝屋川市 和食レストラン 和食レストラン猩々

寝屋川市 鮨居酒屋 味よし香里本店

寝屋川市 アパレル SUIT SELECT FREST KORIEN

寝屋川市 アパレル ハニーズビバモール寝屋川店

寝屋川市 アパレル ハニーズ寝屋川アドバンス店

寝屋川市 アパレル ハニーズ寝屋川店

寝屋川市 イベント、興行、芸能 ＥＬＥＮＯＲＥエンターテイメント

寝屋川市 エステ 東香里店癒し処　ゆめみ

寝屋川市 エステティックサロン エステティックサロン　オルキデ

寝屋川市 オフィス事務全般 株式会社近畿システムプラン

寝屋川市 カーディーラー ホンダカーズ大阪　寝屋川中央店

寝屋川市 カラオケBOX カラオケスペース音-１

寝屋川市 カラオケボックス カラオケスペース音１

寝屋川市 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　香里園駅前店

寝屋川市 カラオケボックス ビッグエコー香里園駅前店

寝屋川市 カラオケボックス ビッグエコー寝屋川駅前店

寝屋川市 カラオケボックス ビッグエコー寝屋川中木田店

寝屋川市 ゴルフ室内練習場 GOLDIA香里園校

寝屋川市 シェアリングスペース 快活CLUB寝屋川市駅前店

寝屋川市 シェアリングスペース 快活CLUB寝屋川池田店

寝屋川市 シティホテル ニューコマンダーホテル大阪〈寝屋川〉

寝屋川市 スイミングスクール KSCねやがわスポーツクラブ

寝屋川市 スーパー銭湯 東香里湯元水春

寝屋川市 スーパー銭湯 湯快のゆ　寝屋川店

寝屋川市 スタジオ かほり館スタジオ

寝屋川市 スポーツクラブ カーブスビバモール寝屋川

寝屋川市 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 香里園

寝屋川市 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 寝屋川

寝屋川市 スポーツクラブ ティップネス 香里園

寝屋川市 スポーツクラブ ホットヨガスタジオLAVA香里園

寝屋川市 スポーツクラブ マーシャルワールドＧＹＭＳ

寝屋川市 スポーツジム エニタイムフィットネス寝屋川楠根北町店

寝屋川市 スポーツジム ジョイフィット香里園

寝屋川市 たばこ、雑貨 Hosyo　有限会社豊昇
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寝屋川市 デイサービス こまつデイサービスセンター

寝屋川市 ドラッグストア ドラッグミックアドバンスねやがわ店

寝屋川市 ドラッグストア マザーピア 寝屋川店

寝屋川市 ネイルサロン nail &リンパケア　　CHEERS

寝屋川市 ネイルサロン Nail salon embellir.

寝屋川市 ネイルサロン ナイスネイル香里園店

寝屋川市 パソコンスクール パソコン市民講座ライフ香里園教室

寝屋川市 パチンコ屋 アクアマックス

寝屋川市 パチンコ店 キコーナ香里園店

寝屋川市 パチンコ店 キコーナ寝屋川市駅前店

寝屋川市 パチンコ店 キコーナ寝屋川南店

寝屋川市 ぱちんこ店 ダイアナ寝屋川店

寝屋川市 パチンコ店 ダイアナ大利店

寝屋川市 パチンコ店 マルハン寝屋川店

寝屋川市 パチンコ店 寝屋川ＡＢＣ

寝屋川市 ピアノ教室 清原ピアノ教室

寝屋川市 フィットネスジム ミック健康の森アクティブねやがわ

寝屋川市 ペットショップ（熱帯魚屋） AQUA SHOP "GUDDY" 

寝屋川市 ホームセンター コーナンPRO寝屋川仁和寺店

寝屋川市 ホームセンター スーパービバホーム 寝屋川店

寝屋川市 ホームセンター ホームズ寝屋川店

寝屋川市 ホームセンター ホームセンターコーナン寝屋川昭栄店

寝屋川市 ホームセンター ホームセンターコーナン寝屋川仁和寺店

寝屋川市 ホームセンター ホームセンターコーナン東寝屋川店

寝屋川市 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオ　LAVA　寝屋川市店

寝屋川市 ホテル 寝屋川トレンドホテル

寝屋川市 まつ毛エクステ R +

寝屋川市 マンションギャラリー サンメゾン寝屋川公園駅前マンションギャラリー

寝屋川市 ライブバー Live Bar ACORDE

寝屋川市 ライブ関連、芸能 ELENORE entertainment

寝屋川市 リラクゼーション ラフィネ　ビバモール寝屋川店

寝屋川市 リラクゼーション リラックスサロンふわり

寝屋川市 リラクゼーションサロン ミリミリ

寝屋川市 リラクゼーションスクール＆サロン 休息館

寝屋川市 衣料品店 洋服の青山　寝屋川香里園店

寝屋川市 衣料品店 洋服の青山　寝屋川高宮店

寝屋川市 衣料品販売 SELECT

寝屋川市 英会話スクール ＣＯＣＣＯ英会話梅田店

寝屋川市 英会話教室 ABCDAVID'S英語スクール

寝屋川市 英会話教室 ユニバーサルキャンパス　寝屋川校

寝屋川市 宴会場 別館おるろーじゅ

寝屋川市 音楽教室 KUMAピアノ教室

寝屋川市 音楽療法 音楽療法士  日本音楽ヘルパー協会

寝屋川市 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ 寝屋川香里園店

寝屋川市 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ 寝屋川店

寝屋川市 家電量販店 エディオン寝屋川店

寝屋川市 家電量販店 ジョーシン 香里園アル･プラザ店

寝屋川市 家電量販店 ジョーシン 寝屋川店

寝屋川市 介護事業所 グレイス寝屋川

寝屋川市 介護老人保健施設 介護老人保健施設松柏苑

寝屋川市 絵画教室 お絵かき教室キウイ

寝屋川市 学習塾 epion 寝屋川校

寝屋川市 学習塾 epion 成田校

寝屋川市 学習塾 関西個別指導学院 寝屋川教室

寝屋川市 学習塾 京進スクール・ワン　香里園教室

寝屋川市 学習塾 京進スクール・ワン　寝屋川教室

寝屋川市 学習塾 京進小中部 香里園校

寝屋川市 学習塾 現役大学受験専門塾　高学館　寝屋川校

寝屋川市 学習塾 公文式　寝屋川学習院教室

寝屋川市 学習塾 馬渕教室 香里園校

寝屋川市 学習塾 馬渕教室 寝屋川駅前校
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寝屋川市 学習塾 馬渕教室 成田校

寝屋川市 学習塾 馬渕個別 香里園校

寝屋川市 学習塾 馬渕個別 寝屋川校

寝屋川市 環境分析 関西環境リサーチ株式会社

寝屋川市 貴金属・ブランド品の買取り及び卸販売 BRAND TOWER

寝屋川市 貴島整骨院 貴島整骨院

寝屋川市 公園 寝屋川公園

寝屋川市 公衆浴場 高砂温泉

寝屋川市 公衆浴場 勝温泉

寝屋川市 公衆浴場 新町温泉

寝屋川市 公衆浴場 成田温泉

寝屋川市 公衆浴場 白菊温泉

寝屋川市 散髪 髪剪處　寝屋川店

寝屋川市 時計・宝石小売業 ミノル大利店

寝屋川市 次亜塩素酸水製造販売店 HITONOWA-CELA

寝屋川市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　寝屋川店

寝屋川市 自動車の販売及び関連するサービス Honda　Cars　大阪　香里店

寝屋川市 自動車の販売及び関連するサービス Honda　Cars　大阪　寝屋川東店

寝屋川市 自動車販売 ホンダカーズ大阪　Ｕ-Ｓｅｌｅｃｔ寝屋川

寝屋川市 自動車販売・整備 ボルボ・カー香里園

寝屋川市 自動車販売店 Volkswagen寝屋川

寝屋川市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）寝屋川店

寝屋川市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売㈱U-CAR寝屋川

寝屋川市 質屋 まるぜん質舗

寝屋川市 質屋 まるはち質店

寝屋川市 写真館 フォトスタジオ ダイト－

寝屋川市 車買取店 ユーポス外環寝屋川店

寝屋川市 住まいの修理修繕店 屋根壁リフォーム専門店　（株）カンパニーズ

寝屋川市 小売店 AOKI　ビバモール寝屋川店

寝屋川市 信用金庫 北おおさか信用金庫　香里支店

寝屋川市 信用金庫 北おおさか信用金庫　寝屋川支店

寝屋川市 信用金庫 枚方信用金庫 寝屋川支店

寝屋川市 信用金庫 枚方信用金庫 寝屋川西支店

寝屋川市 寝具・生活用品販売 つゆき　寝屋川店

寝屋川市 整骨院 いこい整骨院

寝屋川市 整骨院 ひらざわ整骨院

寝屋川市 整体院 オステオパシー整体院Unアン

寝屋川市 精肉店 おだはら亭

寝屋川市 製造業 株式会社DCC

寝屋川市 接骨院 いちやなぎ接骨院

寝屋川市 接骨院 昭栄鍼灸接骨院

寝屋川市 総合儀式場 メイプルホールファミリー寝屋川東

寝屋川市 総合儀式場 メイプルホール寝屋川公園

寝屋川市 総合儀式場 寝屋川玉泉院

寝屋川市 葬儀会館 明倫社会館　寝屋川

寝屋川市 葬祭業 クオーレ萱島

寝屋川市 体操クラブ アクバススポーツクラブ

寝屋川市 中古車販売 くるま屋

寝屋川市 駐車場 中尾モータープール

寝屋川市 発毛サロン スーパースカルプ発毛センター寝屋川香里園店

寝屋川市 美容 E'RICADONNA

寝屋川市 美容業 LULU.

寝屋川市 美容室 a Laise

寝屋川市 美容室 chouchou.hair

寝屋川市 美容室 hair CrOSS

寝屋川市 美容室 Hair Salon Arm

寝屋川市 美容室 HairStadium　BOB

寝屋川市 美容室 MAMA'S香里園店

寝屋川市 美容室 room hair

寝屋川市 美容室 エミ美容室

寝屋川市 美容室 こころ美容室
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寝屋川市 美容室 サロン想愛

寝屋川市 美容室 パーマハウスらんらん

寝屋川市 美容室 ビューティースペース グラッド

寝屋川市 美容室 ビューティサロンモリワキラバーズ店

寝屋川市 美容室 ビューティサロンモリワキ東寝屋川店

寝屋川市 美容室 美容室　chaser

寝屋川市 病院 ねや川サナトリウム

寝屋川市 不動産 香里園店

寝屋川市 不動産業 株式会社　貞光興産

寝屋川市 不動産業 住まいプロ

寝屋川市 服屋 ファッションハウスいずみ

寝屋川市 保険代理店 ほけんの窓口　ビバモール寝屋川店

寝屋川市 宝飾店 エステール　香里園店

寝屋川市 薬局 きららみらい薬局　昭栄店

寝屋川市 薬局 きららみらい薬局　早子店

寝屋川市 薬局 きららみらい薬局　大利店

寝屋川市 薬局 きららみらい薬局　東寝屋川店

寝屋川市 薬局 きららみらい薬局　楠根店

寝屋川市 薬局 きららみらい薬局　緑町店

寝屋川市 理髪店 カットハウスＫ’ｓ（ケイズ）

寝屋川市 理髪店 ヘアーサロン　インヂョイ

寝屋川市 理髪店 理容　ハッピーロード??

寝屋川市 理髪店 理容すみれ

寝屋川市 理美容 エスタ

寝屋川市 理容 寝屋川理容組合

寝屋川市 理容業 ヘアーサロン　ナリタ

寝屋川市 理容室 PAPA'S香里園店

寝屋川市 理容室 ヘア　クロス

寝屋川市 理容室 理容室　HAIR  CROSS 

寝屋川市 理容店 ヘアーサロンコトブキ

寝屋川市 理容店 ヘアーサロンさんが

寝屋川市 理容店 ヘアーサロンまごころ

寝屋川市 理容店 ヘアーサロンヤマモト

寝屋川市 理容店 ヘアーサロン清水

寝屋川市 理容店 ヘアーベースフォルテ

寝屋川市 理容店 ヘアサロン　アオキ

寝屋川市 理容店 髪倶楽部 KANDA

寝屋川市 理容店 理容吉良

寝屋川市 旅行会社 ラッキーツアーズ

寝屋川市 鍼灸マッサージ院 訪問マッサージ寿指圧鍼灸院

寝屋川市 鍼灸院 タナベ治療院

守口市 BAR BAR CROSS

守口市 BAR EvCafe/Meguru

守口市 BAR MONKEY  JAM

守口市 BAR ReSet

守口市 BAR 遊びBar Funkey

守口市 Bar Bar  B b'club

守口市 イタリアンバール バール  ジェニオ

守口市 インドカレーハウス、ライブハウス サウンドブーツ

守口市 うどん屋 うどん屋こぞう

守口市 うどん店 釜揚げうどんやしま守口本店

守口市 うどん店 麺匠やしま

守口市 うなぎ料理専門店 鰻・割烹　豊りょう 京阪守口店

守口市 オーセンティック バー bar Loretto

守口市 オーセンティックバー RODEO DRIVE

守口市 お好み焼き屋 お好み焼・鉄板焼　きん太　守口店

守口市 お好み焼き屋 すご六

守口市 お好み焼き屋 とき

守口市 お好み焼き屋 音羽

守口市 お食事処 お食事処このみ

守口市 お弁当、定食、居酒屋 つどい・ダイニング
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守口市 お弁当屋 ほっかほっか亭　京阪北本通店

守口市 カフェ らぽっぽファーム太子橋今市店

守口市 カフェ 茶房ABC

守口市 カラオケ カラオケBAR  メイプル

守口市 カラオケ カラオケBlue

守口市 カラオケスナック campbell

守口市 カラオケスナック NICOLCLUB

守口市 カラオケ喫茶 カラオケ・スタジオ バービィ

守口市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　遊遊

守口市 カラオケ喫茶 紅型

守口市 カラオケ喫茶 和(なごみ) カラオケ喫茶 和(なごみ)

守口市 カラオケ居酒屋 居酒屋　友

守口市 カラオケ居酒屋 居酒屋上ちゃん

守口市 クレープ店 ディッパーダンイオンスタイル大日

守口市 さつまいも菓子製造及び販売 らぽっぽファーム大日

守口市 ステーキハンバーグ レストラン マーメイド

守口市 スナック Ａｃｅ

守口市 スナック Bb'　Club

守口市 スナック CLUB 北野  bounce back

守口市 スナック FOURSEASON

守口市 スナック Ｇｌａｎｚ

守口市 スナック HEMP

守口市 スナック l'pur?るぴあ?

守口市 スナック NICOLCLUB

守口市 スナック Ｏｎｅ

守口市 スナック Snack&Bar Betty

守口市 スナック Ｔｏｐ

守口市 スナック Triangle

守口市 スナック ヴィンテージ

守口市 スナック ディアラ

守口市 スナック ファジィー

守口市 スナック メリディアン

守口市 スナック ラウンジ　LINK'S

守口市 スナック ラウンジR

守口市 スナック ワンスモア

守口市 スナック 壱り花

守口市 スナック 青樹

守口市 スナック 葡萄屋

守口市 スナック 凛

守口市 スナック、ラウンジ Eternity

守口市 スナックバー スナックバー　ジュン

守口市 ダーツバー Bar IHY

守口市 ダイニングバー T-smile

守口市 ダイニングバー DINING BAR NAKASONE 

守口市 たこ焼き屋 風和り

守口市 たこ焼き屋 味いち

守口市 バー #バーサツキ

守口市 バー 8bit

守口市 バー ∞bit

守口市 バー BAR Desperado.

守口市 バー BAR　Uya　羽屋

守口市 バー BAR信天翁

守口市 バー Hard Rock Bar VAMPIRE

守口市 バー m’s BAR

守口市 バー アイラ

守口市 バースナック スナック with you 2nd

守口市 パスタ店 ぎをん椿庵　イオンモール大日店

守口市 ビストロ、イタリアレストラン kitchen buzz

守口市 ファーストフード ミスタードーナツ守口市駅ショップ

守口市 ファーストフード モスバーガー京阪守口店

守口市 ファストフード 松屋　守口市駅前店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

守口市 ファミリーレストラン 夢庵守口店

守口市 ラーメン 麺匠どいや

守口市 ラーメン屋 新福菜館守口店

守口市 ラーメン店 どうとんぼり神座　イオンモール大日店

守口市 ラーメン店 ラーメン横綱　守口店

守口市 ラウンジ you

守口市 ラウンジ ラウンジ　R

守口市 レストラン CHEZ　NISHIGUCHI（ｼｪ ﾆｼｸﾞﾁ)

守口市 レストラン かごの屋守口太子橋店

守口市 レストラン たまごっ亭　イオンモール大日店

守口市 レストラン テキサスキングステーキ　イオンモール大日店

守口市 レストラン バケット　イオンモール大日店

守口市 レストラン ﾊﾟﾌﾞ & ﾚｽﾄﾊｳｽ　ブリュッケ

守口市 飲食店 鉄板焼てらちゃん

守口市 欧風料理 欧風料理　アリスの夢

守口市 回転寿司 くら寿司守口店

守口市 回転寿司 大起水産回転寿司　京阪守口店

守口市 韓国料理 鉄板鍋　魂

守口市 喫茶 お茶処　わん

守口市 喫茶店 おむすびcafe　まんまる

守口市 喫茶店 カフェ ド シュクレ

守口市 喫茶店 トロアメゾン　守口店

守口市 喫茶店 喫茶　味香

守口市 喫茶店 占い喫茶　海と太陽

守口市 居酒屋 BISTRO　NANMO

守口市 居酒屋 I&MY

守口市 居酒屋 Laughing　Owl

守口市 居酒屋 LaughingOwl

守口市 居酒屋 Mriage×sis

守口市 居酒屋 North Dining 神衣

守口市 居酒屋 SEASON

守口市 居酒屋 うづら

守口市 居酒屋 うまいもん家 繋-TSUNAGU-

守口市 居酒屋 おいちい居食屋　わんぱく亭

守口市 居酒屋 お花ちゃん

守口市 居酒屋 お好み焼き、炉端焼き　大ちゃん

守口市 居酒屋 かねまさ

守口市 居酒屋 こたいち

守口市 居酒屋 コリアン酒場　せじょん

守口市 居酒屋 さくら茶屋

守口市 居酒屋 てっぱん居酒屋 松味

守口市 居酒屋 とも吉 守口店

守口市 居酒屋 なすび

守口市 居酒屋 ビール堂

守口市 居酒屋 ほっとだいにんぐ　わが家

守口市 居酒屋 やすべえはなれ

守口市 居酒屋 安金

守口市 居酒屋 一品料理　吉祥

守口市 居酒屋 縁が和

守口市 居酒屋 海鮮処とも吉守口店

守口市 居酒屋 喜よ志

守口市 居酒屋 季まぐれdining 七彩

守口市 居酒屋 吉鳥　太子橋

守口市 居酒屋 居酒屋 くぅ

守口市 居酒屋 居酒屋 みつ岡

守口市 居酒屋 居酒屋　れんちゃん

守口市 居酒屋 居酒屋　楓

守口市 居酒屋 居酒屋　凛

守口市 居酒屋 居酒屋さくら

守口市 居酒屋 居酒屋奄美

守口市 居酒屋 桐生



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

守口市 居酒屋 串かつ酒場　えん満　守口店

守口市 居酒屋 串焼き　藤

守口市 居酒屋 沙来羅

守口市 居酒屋 守口 海のや

守口市 居酒屋 酒楽まる

守口市 居酒屋 酒肴　炎や

守口市 居酒屋 酒房　なにわ

守口市 居酒屋 匠や

守口市 居酒屋 笑び食堂

守口市 居酒屋 創作串かつICHI

守口市 居酒屋 創作旬工房　楽

守口市 居酒屋 鯛将丸 守口本店

守口市 居酒屋 樽

守口市 居酒屋 炭火焼kitchen美

守口市 居酒屋 朝引き地鶏石王

守口市 居酒屋 塚田農場京阪守口店

守口市 居酒屋 鉄板酒場　野次馬

守口市 居酒屋 土間土間　守口市駅前店

守口市 居酒屋 呑み食い処　匠や

守口市 居酒屋 虹や

守口市 居酒屋 風林火山

守口市 居酒屋 本マグロと新和食　咲kuraーさくらー

守口市 居酒屋 味肴房田

守口市 居酒屋 味平

守口市 居酒屋 立ち呑みスタンド ヨッコイショ

守口市 居酒屋 料理家　柳

守口市 居酒屋 和風居酒屋　やすべえ本店

守口市 居酒屋 絆

守口市 居酒屋、酒小売店 酒やのまえだ 立呑み倶楽部

守口市 居酒屋、食堂 居食屋うえむら

守口市 串かつ 創作串かつ　ICHI

守口市 串かつ酒場 串かつ酒場　えん満　守口店

守口市 串揚げ食べ放題 イオンモール大日　串家物語イオン大日店

守口市 寿司屋 ㈲西郷寿し

守口市 寿司点 寺内寿司茶屋　柿崎

守口市 焼き鳥居酒屋　 焼き鳥居酒屋　安金

守口市 焼き肉 街の肉屋の焼肉店・ばんどう亭　西郷通店

守口市 焼き肉 焼肉　かう苑

守口市 焼鳥屋 焼鳥　あさ香

守口市 焼鳥屋 鳥料理専門店　萬領

守口市 焼鳥屋 和楽

守口市 焼鳥店 炭焼鷄一

守口市 焼肉 昭和大衆ホルモン　守口寺方店

守口市 焼肉 太子橋酒場情熱ホルモン

守口市 焼肉レストラン 上村牧場　守口南寺方店

守口市 焼肉屋 がんてつ　はなれ店

守口市 焼肉屋 がんてつ　守口店

守口市 焼肉屋 やきにく処　樹樹

守口市 焼肉屋 七輪焼肉　あけぼの食堂

守口市 焼肉屋 北海園

守口市 焼肉店 韓味kitchenかい

守口市 焼肉店 焼肉たじま

守口市 焼肉店 肉匠紋次郎　守口市駅前店

守口市 焼肉店 両替屋

守口市 惣菜売り場 彩采厨房

守口市 大衆鍋料理専門店 大衆鍋屋ちゃん唐 伊呂波

守口市 中華，居酒屋 長崎ちゃんぽん　とまと

守口市 中華レストラン 餃子の王将　京阪守口市駅店

守口市 中華料理 大阪餃子軒

守口市 中華料理店 紅虎餃子房イオンモール大日店

守口市 中国料理 薬膳料亭　凛　追立
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守口市 日本料理屋 日本料理　花寿し

守口市 日本料理店 玄品　守口

守口市 洋菓子店 らぽっぽファームイオン大日店

守口市 立ち飲み居酒屋 立呑み処　大阪城

守口市 立ち呑み居酒屋 酒やのまえだ　立呑み倶楽部

守口市 和食 家族亭　守口店

守口市 和食 四六時中大日店

守口市 和食 清修庵イオンモール大日店

守口市 和食レストラン 豆冨と季節料理 芦刈 守口店

守口市 和食料理屋 私ダイニングはなりき

守口市 アパレル ハニーズ ｄ．ストアイオンモール大日店

守口市 アパレル ライトオン　大日店

守口市 アパレル販売店 オペークドットクリップ イオンモール大日店

守口市 アミューズメント施設 namcoイオンモール大日店

守口市 エステ ポーラ化粧品エステ・インSAE

守口市 エステサロン ポーラメロディー大日

守口市 エステサロン カタリナエステ

守口市 エステサロン化粧品販売 ポーラザビューティー守口店

守口市 エステ店 POLAエステイン直事

守口市 カジュアルショップ クロコダイル イオンモール大日店

守口市 ガソリンスタンド 守口SS

守口市 カラオケ カラオケこのみ

守口市 カラオケ 居酒屋　カラオケ　凛

守口市 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　京阪守口店

守口市 カラオケボックス ビッグエコー京阪守口駅前店

守口市 カラオケボックス ビッグエコー大日店

守口市 カラオケボックス まねきねこ京阪守口店

守口市 カルチャーセンター NHK文化センター京阪守口教室

守口市 クリーニング業 ノムラクリーニング　イオン大日店

守口市 こども教室 講談社こども教室

守口市 ゴルフショップ ゴルフパートナー大阪守口店

守口市 サロン サロンA・ジュール

守口市 シェアリングスペース 快活CLUB守口ジャガータウン店

守口市 ジュエリーショップ BLOOM イオンモール大日

守口市 ショッピングセンター イオンモール大日

守口市 スーパーマーケット イオンスタイル大日

守口市 スポーツクラブ 24h Fitness アゴーラ大阪守口 スポーツクラブVivo

守口市 スポーツクラブ Pitness守口店

守口市 スポーツクラブ カーブス守口西郷通

守口市 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 守口

守口市 スポーツクラブ スポーツクラブ ビッグ・エス大日

守口市 スポーツジム JOYFIT24太子橋

守口市 スポーツ用品店 ムラサキスポーツ　イオンモール大日店

守口市 スポーツ量販店 スーパースポーツゼビオ大阪守口店

守口市 スマホ関連アクセサリを扱う雑貨店 ABstore イオンモール大日店

守口市 タイ式マッサージ・リラクゼーション Chang Tua Lek

守口市 テナント入りオフィスビル　ダンススタジオ等 株式会社まつもと工務店　まつもとビル

守口市 ドッグ美容業 ドッグサロンAnAn

守口市 トリミングサロン、犬の幼稚園 犬の幼稚園　ドッグサロン　ぽぽめいぷ

守口市 トレーディングカード専門店 TCG専門店　コスモキング　滝井駅前店

守口市 トレーニングジム併設の鍼灸整骨院 A.T.長島治療院　守口

守口市 ネイルサロン Pure Nail　イオンモール大日店

守口市 ネイルサロン ナイスネイル守口店

守口市 パソコン教室 カクプランパソコン教室

守口市 パチンコ店 キコーナ守口店

守口市 パチンコ店 クラウン

守口市 パチンコ店 パーラーABC

守口市 パチンコ店 プラザ

守口市 パチンコ店 桃太郎

守口市 バラエティー雑貨 キデイランドイオンモール大日店

守口市 はんの小売り、名刺・封筒印刷等 はん・印刷　大谷　　大日店
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守口市 ビジネスホテル シャンブルAsami

守口市 ビジネスホテル 大阪守口プラザホテル大日駅前

守口市 ペットショップ(用品　他) PETEMO　大日店

守口市 ボウリング・メダル・景品機他、アミューズメントゲーム機設置の複合施設ラウンドワン　守口店

守口市 ボクシング・スポーツジム スタイルボクシング　ブリッジ

守口市 ホテル ホテル・アゴーラ大阪守口

守口市 まつげエクステサロン IL SOLE  eyelashsalon

守口市 メガネ屋 ビジョンメガネ　守口店

守口市 リラクゼーション Relax place Sonrisa

守口市 リラクゼーション ラフィネ　イオンモール大日店

守口市 リラクゼーションサロン リフレーヌ　イオンモール大日店

守口市 リラクゼーションサロン リラクゼーションa-mu

守口市 リラグゼーションサロン 健痩美サロンエミ

守口市 リラクゼーションスペース りらくる守口太子橋店

守口市 衣料品店 洋服の青山　守口店

守口市 衣類 AZUL　BY　MOUSSY　イオンモール大日店

守口市 運動公共施設 門真市民プラザ

守口市 化粧品販売、エステ施術 POLA 京(みやこ)ショップ

守口市 家電量販店 ジョーシン 大日イオンモール店

守口市 学習塾 epion 守口校

守口市 学習塾 京進スクール・ワン　守口教室

守口市 学習塾 京進スクール・ワン 守口寺方教室

守口市 学習塾 京進小中部 守口寺方校

守口市 学習塾 馬渕教室 守口校

守口市 学習塾 馬渕教室 大日校

守口市 学習塾 馬渕個別 守口校

守口市 簡易宿所（ゲストハウス） えんまんゲストハウス大阪

守口市 眼鏡屋 Zoffイオンモール大日店

守口市 眼鏡店 AIGANイオンモール大日店

守口市 子ども体操教室 エス・キューブもりぐち

守口市 時計・宝石小売業 ミノル守口店

守口市 自動車ディーラ－ 日産大阪販売株式会社　守口大日店

守口市 自動車ディーラー 守口大日店

守口市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　UCARS守口

守口市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　Ｕ－ＣＡＲＳ鶴見

守口市 自動車ディ－ラ－ 日産大阪販売株式会社　守口店

守口市 自動車の販売及び関連するサービス Honda　Cars　大阪　守口店

守口市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪　大日店

守口市 自動車販売修理 守口店

守口市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）守口店

守口市 写真屋 カメラのキタムラ　守口/イオンモール大日店

守口市 写真館 スタジオマリオ守口/イオンモール大日店

守口市 車買取店 ユーポス守口店

守口市 宿泊プランナー マエちん.com

守口市 商店 宮本商店

守口市 小売 ジュエリーツツミ　イオンモール大日店

守口市 小売業 エフラグイオンモール大日

守口市 小売店 フィットハウスイオンモール大日

守口市 乗馬クラブ 鶴見緑地乗馬苑

守口市 信用金庫 大阪信用金庫　花博公園支店

守口市 信用金庫 大阪信用金庫　守口東支店

守口市 信用金庫 北おおさか信用金庫　守口支店

守口市 信用金庫 北おおさか信用金庫　十三守口支店

守口市 信用金庫 枚方信用金庫 守口支店

守口市 信用金庫 枚方信用金庫 守口東支店

守口市 整骨院 こころえ整骨院

守口市 整骨院 たなか整骨院

守口市 整体院 ゆう整体院owl

守口市 青果店 果木堂

守口市 総合儀式場 シティホール守口

守口市 卓球場 ＥＴＳ卓球場
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感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

守口市 脱毛フェイシャルエステリラクゼーションサロン Ange アンジュ

守口市 地域密着型通所介護施設 DSらくだ東町

守口市 通所系障がい者施設 守口ワークプレイス

守口市 美容業 美容室　小松

守口市 美容室 ⅰｃｈⅰ

守口市 美容室 anyone hair 吉川美容室

守口市 美容室 Bagus  dua

守口市 美容室 GOLDY

守口市 美容室 ichi

守口市 美容室 Laughter  Core

守口市 美容室 R Vuelvo Hair&Eyelashsalon

守口市 美容室 trico守口店

守口市 美容室 さち美容室

守口市 美容室 サロン・ド・みゆき

守口市 美容室 ビューティサロンエミ

守口市 美容室 ブレス　大日店

守口市 美容室 ヘアーギャラリー夢玄

守口市 美容室 ミヨ美容室

守口市 美容室 ラフター　コア

守口市 美容室 レディサロンエスポワール

守口市 美容室 美容室イレブンカット　イオンモール大日店

守口市 不動産 トップハウス株式会社

守口市 不動産業 株式会社インターアクティブ

守口市 不動産業 不動産事業部

守口市 服屋 LOVETOXICイオンモール大日店

守口市 服屋 OPAQUE.CLIP

守口市 服屋 アーニス イオンモール大日店

守口市 服屋 ロペピクニック　イオンモール大日店

守口市 物販販売 ブリックハウス　イオンモール大日店

守口市 保険代理店 ほけんの窓口　京阪守口店

守口市 保険代理店 京阪守口店

守口市 宝飾店 ジュエリー カンダ 大日店

守口市 宝飾店 ブルーム　イオンモール大日店

守口市 民間外国語教育事業者 シェーン英会話　イオンモール大日校

守口市 薬店 ヘルシーＢＯＸ立石薬店

守口市 理容 へあーさろん こにし

守口市 理容室 The Barber Shop HAUNT

守口市 理容店 HANAKI hair design

守口市 理容店 ヘアーズシーパワー

守口市 鍼灸整骨院 ぷらす鍼灸整骨院 守口本院

守口市 鍼灸整骨院 やなぎだ鍼灸整骨院

門真市 うどん 三ツ島真打

門真市 うどん、そば店 力餅食堂　ようこそようこそ

門真市 お好み焼き、鉄板焼き 風の街古川橋店

門真市 お好み焼き店 錦わらい 門真店

門真市 カフェ HAPPY BEANS CAFE

門真市 カラオケ ファミリー倶楽部アウル

門真市 カラオケ・スナック ワンコイン・ソウル・アジュマ・カラオケ

門真市 カラオケBAR Pulau  Bulan

門真市 カラオケＢＡＲ おしゃべりＢＡＲ　ＢｉＴｏｎ

門真市 カラオケスナック Ｆour's

門真市 カラオケスナック カラオケ美麗

門真市 カラオケバー 駄菓子屋倶楽部 エムズ

門真市 カラオケ喫茶 オリーブ

門真市 カラオケ喫茶 カラオケ嘉代

門真市 カラオケ喫茶 やすらぎ

門真市 クレープ店 ディッパーダンイオン古川橋駅前

門真市 ショットバー OFF SHORE

門真市 スナック Day by Day

門真市 スナック スナック　朋

門真市 スナック スナックゆき
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門真市 スナック パブスナック 黒美人

門真市 スナック パブラウンジ　まゆ

門真市 スナックバー ないしょ

門真市 たこ焼き屋 あほや門真脇田店

門真市 たこ焼き屋 大阪たこ焼き本舗　夢蛸

門真市 バー Dining&bar てげてげ

門真市 ファストフード モスバーガー門真岸和田店

門真市 やきとり屋 やきとり味頂。

門真市 ラーメン 一蘭　門真店

門真市 ラウンジ ラウンジ　クィーン

門真市 レストラン かごの屋門真巣本店

門真市 レストラン レストランＭＡＮＳＯＵ

門真市 レストランバー  Restaurat & Bar Baby Breath

門真市 飲食店 おしろい花

門真市 飲食店 餃子の王将　門真店

門真市 喫茶 祇園家

門真市 喫茶 喫茶＆Ｂeer　ミッシェル

門真市 喫茶&カラオケ店 喫茶&カラオケ撫子

門真市 喫茶店 Tea Room 喜心

門真市 喫茶店 純情喫茶 よしこ

門真市 居酒屋 izakayadining ふぅ

門真市 居酒屋 あしたも元気

門真市 居酒屋 お好み焼　居酒屋　ふくや　門真店

門真市 居酒屋 ダイニングペンギン館

門真市 居酒屋 わらい

門真市 居酒屋 塩梅ダイナー門真店

門真市 居酒屋 屋台居酒屋 大阪 満マル 古川橋店

門真市 居酒屋 気まま亭

門真市 居酒屋 居酒屋　きく

門真市 居酒屋 居酒屋 こんちゃん

門真市 居酒屋 居酒屋 磯よし

門真市 居酒屋 居酒屋　富

門真市 居酒屋 居酒屋　裕美

門真市 居酒屋 居酒屋がむしゃら

門真市 居酒屋 居酒屋しまちゃん

門真市 居酒屋 居酒屋ばぁ~ 

門真市 居酒屋 居酒屋マロ兄

門真市 居酒屋 居酒屋めぐちゃん

門真市 居酒屋 居酒屋幸

門真市 居酒屋 居酒家　よつば

門真市 居酒屋 居酒家やんちゃ

門真市 居酒屋 魚民 萱島西口駅前店

門真市 居酒屋 串やでござる

門真市 居酒屋 鶏・炭火炙り焼き専門店　となりや

門真市 居酒屋 鶏と鯨専門店　あぶり家

門真市 居酒屋 咲くら亭

門真市 居酒屋 三島

門真市 居酒屋 産直魚貝センター

門真市 居酒屋 酒菜　千草

門真市 居酒屋 酒処　潤い

門真市 居酒屋 旬菜酒房shin

門真市 居酒屋 旬扇

門真市 居酒屋 焼き鳥居酒屋　鳥光

門真市 居酒屋 焼き鳥居酒屋 鳥光

門真市 居酒屋 笑福

門真市 居酒屋 食楽酒楽　しん

門真市 居酒屋 盛活

門真市 居酒屋 創作バル　レオン

門真市 居酒屋 創作居酒屋　なみんち

門真市 居酒屋 創作居酒屋とりしげ

門真市 居酒屋 大衆酒場　もつ鍋の谷口



市区町村 店舗種別 店舗名
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門真市 居酒屋 炭火焼　守屋

門真市 居酒屋 鉄板鍋ダイニング円満

門真市 居酒屋 土間土間　古川橋店

門真市 居酒屋 呑み処　食べ処　ちどり

門真市 居酒屋 満月

門真市 居酒屋 立呑み　うさぎ

門真市 居酒屋 和風創作料理　居酒屋　樹　いつき

門真市 居酒屋 絆

門真市 居酒屋カラオケ 居酒屋カラオケあかね

門真市 高級食パン専門店 きく松大和田店

門真市 酒屋 和光本店

門真市 寿司屋 力寿司

門真市 寿司店 美奈吉

門真市 焼き鳥屋 炭火焼鳥酉丸

門真市 焼鳥屋 炭火工房鳥庵ばん吉

門真市 焼鳥屋 鳥貴族　古川橋店

門真市 焼肉 焼肉五苑　門真店

門真市 焼肉 大和田酒場情熱ホルモン

門真市 焼肉 鳥藤

門真市 焼肉 肉匠　くら乃　古川橋店

門真市 焼肉屋 ワンカルビ門真店

門真市 焼肉屋 焼肉鶴園

門真市 焼肉屋 馬力

門真市 焼肉店 スタミナ軒

門真市 創作料理店 ろくよん

門真市 中華料理 ヨシ善

門真市 中華料理屋 中華菜苑ひびき

門真市 中国料理 中国料理 麒麟閣 門真店

門真市 定食居酒屋 扇屋

門真市 鉄板焼き 鉄板焼き おいでやす

門真市 鉄板焼き 鉄板焼きスカボローフェア

門真市 天山 天山

門真市 日本料理店 日本料理仙亭

門真市 立?み 植村酒店直売所　輝扇

門真市 立ち飲み居酒屋 よってけ

門真市 立呑み 立呑み　うさぎ　

門真市 和食カフェテリア めしや食堂　大日店

門真市 和食店 旬の味 さくら

門真市 アパレル ハニーズコア古川橋店

門真市 イベント 夏のゾンビメイク教室

門真市 イベント 特定非営利活動法人 門真フィルムコミッション

門真市 イベント 門真市ゾンビ人材センター

門真市 エステ YOSA PARK ひまわり

門真市 エステサロン POLA THE BEAUTY 大日ベアーズ

門真市 エステサロン ポーラミルルショップ

門真市 ガソリンスタンド 門真南給油所

門真市 カラオケ DUX門真店

門真市 カラオケ カラオケ嘉代

門真市 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　京阪大和田店

門真市 カラオケボックス ビッグエコー門真岸和田店

門真市 グラウンド 旧門真市立北小学校運動場

門真市 グラウンド 門真市立旧第六中学校運動広場

門真市 クリーニング クリーニングルビー　関西スーパー京阪大和田店

門真市 クリーンセンター（ごみ焼却場） 門真市クリーンセンター業務課

門真市 コンビニエンスストア セブン-イレブン　門真市役所西店

門真市 シェアリングスペース 快活CLUB163号門真店

門真市 ショールーム マネジメント・センター

門真市 スーパーマーケット イオン古川橋駅前店

門真市 スーパー銭湯 湯快のゆ　門真店

門真市 スポーツクラブ Bears大日 スポーツクラブVivo

門真市 スポーツクラブ Be-fit24古川橋店
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門真市 スポーツクラブ ＦＩＴ３６５門真打越

門真市 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 古川橋

門真市 スポーツセンター 東和薬品ＲＡＣＴＡＢドーム

門真市 スポーツ用品店 カドマスポーツ

門真市 スポ－ツ施設 門真市立青少年運動広場・テニスコ－ト

門真市 ダンススタジオ 宝塚音楽スタジオ

門真市 デイサービス ミック健康の森門真

門真市 ドッグトリミング 犬の美容室マキノ

門真市 ネイルサロン nail salon moon

門真市 ネイルサロン NEO

門真市 パソコンスクール パソコン市民講座ライフ門真教室

門真市 パチンコホール イルサローネ大和田店

門真市 パチンコ店 123門真店

門真市 パチンコ店 BOSS門真店

門真市 パチンコ店 COPPICE・VERGE

門真市 パチンコ店 キコーナ門真島頭店

門真市 ビジネスホテル 東横INN門真市駅前

門真市 ビジネスホテル 門真ターミナルホテル

門真市 フラワーショップ(花屋) 花のパリっ子 Le Reve

門真市 ペットサロン ペットサロン&ホテル Banca

門真市 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO門真島頭店

門真市 ホームセンター ホームセンターコーナンライフ門真店

門真市 ホームセンター ホームセンターコーナン門真大橋店

門真市 ホームセンター ホームセンターコーナン門真殿島店

門真市 ホテル スーパーホテル門真

門真市 ホテル 門真パブリックホテル

門真市 まつ毛エクステ Lanieyelash

門真市 リラクゼーションサロン Aroma therapy Salon　Supre

門真市 リラクゼーションサロン Supre

門真市 リラクゼーションサロン ボディケアサロン・ロータス

門真市 リラクゼーションスペース りらくる門真試験場前店

門真市 リラクゼーションスペース りらくる門真殿島店

門真市 衣料品店 洋服の青山　門真店

門真市 映画祭などのイベント 門真国際映画祭

門真市 園芸店 門真園芸株式会社

門真市 化粧品販売 エステサロン メナードフェイシャルサロン パーチェ

門真市 家電製品量販店 エディオン　門真店

門真市 家電量販店 ジョーシン 門真店

門真市 介護事業所 グレイス門真

門真市 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホームクオレ門真

門真市 介護福祉・在宅医療施設 クオレ古川橋在宅センター

門真市 学習塾 学研舟田教室

門真市 学習塾 馬渕個別 大和田校

門真市 建設事務所 株式会社　吉川工業

門真市 公共施設 門真市教育センター

門真市 公衆浴場 常盤温泉

門真市 公衆浴場 梅月温泉

門真市 公衆浴場業 大一温泉

門真市 市民サービスコーナー及び貸館 門真市南部市民センター

門真市 市民会館 門真市民文化会館ルミエールホール

門真市 市民会館 門真市立市民交流会館 中塚荘

門真市 歯科医院 クローバーデンタルクリニック

門真市 歯科医院 クローバー歯科

門真市 時計・宝石 ミノル古川橋本店

門真市 時計・宝石小売業 ミノルコア古川橋店

門真市 時計・宝石小売業 ミノル西三荘店

門真市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars　大阪　門真中央店

門真市 自動車運転出張指導 ファーストドライビングスクール大阪校

門真市 自動車整備・鈑金塗装業 株式会社ミツイオートサービス

門真市 自動車整備業 ナカタニ自動車株式会社

門真市 自動車販売 日産大阪販売㈱　門真店
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門真市 自動車販売修理車検、レンタカー、24時間ロードサービス　 有限会社アルファテック

門真市 自動車販売整備 門真店

門真市 写真専門店 フォトスタジオ ヨシオカ

門真市 社会教育施設 門真市立公民館

門真市 社会教育施設 門真市立文化会館

門真市 宿泊施設 民泊ロータリー・民泊アルブル

門真市 処方箋薬局 ハートフル薬局

門真市 障がい者福祉施設 門真市障がい者福祉センター

門真市 信用金庫 北おおさか信用金庫　古川橋支店

門真市 信用金庫 北おおさか信用金庫　門真支店

門真市 信用金庫 枚方信用金庫 大和田支店

門真市 信用金庫 枚方信用金庫 門真東支店

門真市 整骨院 ひがしばた鍼灸整骨院

門真市 整骨院 手のぬくもり整骨院

門真市 整体 整体かわみつ

門真市 生涯学習施設 門真市立門真市民プラザ

門真市 生命保険・損害保険募集代理店 保険デザイン イオン古川橋駅前店

門真市 銭湯 巣本温泉

門真市 葬儀会館 家族葬　くおん古川橋

門真市 葬儀会館 明倫社会館　古川橋　別館

門真市 葬儀会館 明倫社会館　巣本

門真市 葬儀会館 明倫社別邸　久遠の宿

門真市 体育館 門真市立総合体育館

門真市 体操教室 カーブスライフ門真

門真市 大阪ガスショップ 大阪ガス風呂ショップ　有限会社後藤

門真市 脱毛　ネイルサロン 脱毛＆NailSalon TamuTamu

門真市 地域密着型通所介護施設 デイサービスらくだ

門真市 通所系障がい者施設 門真ワークプレイス

門真市 動物病院 ファーブル動物医療センター

門真市 美容院 absolute

門真市 美容室 Affino

門真市 美容室 ange  HAIR

門真市 美容室 dejavu

門真市 美容室 Eaze

門真市 美容室 HAIR BRAND OWL

門真市 美容室 LECINQ

門真市 美容室 S-TAGE

門真市 美容室 TaBaSa

門真市 美容室 パステル古川橋店

門真市 服屋 ママフル古川橋店

門真市 保険代理店 ほけんの窓口　大日ベアーズ店

門真市 民間　学童保育 きいろのおうち

門真市 民泊 JAPAKU@KADOMA 01

門真市 民泊 JAPAKU@KADOMA 05

門真市 薬局 きららみらい薬局　エル大和田店

門真市 薬局 セイユー薬局 門真店

門真市 薬局 西三荘薬局

門真市 旅行会社 ソルテラックス旅行

門真市 旅行代理店 株式会社西日本トラベルサービス

門真市 歴史資料館 門真市立歴史資料館

門真市 鍼灸治療院 ナカタニ鍼灸院

門真市 鍼灸整骨院 まつもと鍼灸整骨院

門真市 鍼灸整骨院 わかば鍼灸整骨院

四條畷市 Bar SHOT BAR  K2S

四條畷市 Bar フリーダム

四條畷市 うどん屋 田うどん

四條畷市 お好み焼き お好み焼き山ちゃん

四條畷市 お好み焼き、鉄板焼き 風の街四条畷店

四條畷市 お好み焼き屋 千草

四條畷市 お好み焼き店 わらい食堂 イオンモール四條畷店

四條畷市 お好み焼専門店 風の街　四條畷店
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四條畷市 カラオケスナック 花宵

四條畷市 カラオケ喫茶 あん

四條畷市 カラオケ喫茶 カラオケスタジオ　M

四條畷市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶 茶目

四條畷市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶カーム

四條畷市 カラオケ喫茶 カラオケ広場　パルコ

四條畷市 クレープ屋 クレープラパン

四條畷市 スナック more

四條畷市 そば・うどん屋 そば処こばやし

四條畷市 そば屋 そば茶屋よしむら

四條畷市 テイクアウトのからあげ屋 空とぶからあげ本店

四條畷市 とんかつ店 かつ辰　イオンモール四條畷店

四條畷市 ピザデリバリー ピザハット忍ケ丘駅前店

四條畷市 ビストロ、バル、居酒屋 ビストロRiposo＋空とぶからあげ

四條畷市 ファミリーレストラン じゅうじゅうカルビ忍ケ丘店

四條畷市 ラーメン店 どうとんぼり神座　イオンモール四條畷店

四條畷市 レストラン ハンバーグカフェVeggy

四條畷市 レストラン ブレッドガーデン　イオンモール四條畷店

四條畷市 レストラン、親子カフェ、子育てイベント開催 Cafe Good Days

四條畷市 飲食店 ファミリーラウンジせつ

四條畷市 屋台 イベントフーズヨシモト

四條畷市 喫茶店 カフェ　pomme

四條畷市 喫茶店 和　なごみ

四條畷市 居酒屋 Ａ.Ｎ.Ｇ

四條畷市 居酒屋 あぐ楽

四條畷市 居酒屋 あんちゃん

四條畷市 居酒屋 カラオケ居酒屋名護味

四條畷市 居酒屋 塩梅ダイナー忍ヶ丘店

四條畷市 居酒屋 楽生

四條畷市 居酒屋 居酒屋 潤祭

四條畷市 居酒屋 居酒屋さんちゃん

四條畷市 居酒屋 創菜酒家:旬香

四條畷市 居酒屋 炭火串焼刻屋

四條畷市 居酒屋 地鶏の店山どり

四條畷市 居酒屋 八剣伝忍ヶ丘店

四條畷市 蕎麦屋 そば茶屋　よしむら

四條畷市 蕎麦屋 十割蕎麦　あずま

四條畷市 酒場 酒場想庫

四條畷市 酒販店 酒屋のポチ

四條畷市 焼肉 六平　こばや志

四條畷市 焼肉 和食焼肉　牛紋

四條畷市 焼肉屋 じゅうじゅうカルビ忍ケ丘店

四條畷市 食堂 食堂　まばたき

四條畷市 親子丼 鶏専門店　鶏月

四條畷市 大衆食堂 まいどおおきに食堂　四條畷食堂

四條畷市 中華料理レストラン 餃子の王将 四條畷駅前店

四條畷市 中華料理レストラン 餃子の王将　上田原店

四條畷市 鉄板串焼きBAR ANG

四條畷市 鉄板焼レストラン(茶屋宿伊勢屋内) I.B GRILL【アイビーグリル】

四條畷市 立ち呑み居酒屋 立ち呑み酒場みなと

四條畷市 和食 海の穂まれ  四條畷店

四條畷市 エステ 痩せる専門店美容ダイエット「ルフラ」

四條畷市 エステティックサロン SalonTSUKI

四條畷市 ガソリンスタンド 四條畷中央給油所

四條畷市 カラオケボックス カラオケハウスBe-1

四條畷市 クリーニング店 クリーニングルビー　パルコープ忍ケ丘店

四條畷市 ゴルフ場 ゴルフクラブ四条畷

四條畷市 ゴルフ練習場 忍ケ丘ゴルフセンター

四條畷市 スーパーマーケット イオンスタイル四條畷

四條畷市 その他 なわて水みらい緑地

四條畷市 ネイル　まつげエクステ REBEST四條畷店
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四條畷市 ネイルサロン PureNail Petit　イオンモール四條畷店

四條畷市 パソコン教室 ハロー！パソコン教室 イオンモール四條畷校

四條畷市 パチンコ店 ひまわり四條畷店

四條畷市 フィットネスジム KICKY

四條畷市 フォトスタジオ フォトスタジオ＆ヘアメイク　ポールコイケ

四條畷市 ホテル ホテルA&a

四條畷市 リラクゼーション ラフィネ　イオンモール四條畷店

四條畷市 音楽スタジオ スタジオ・ペグ

四條畷市 家電販売店 マツヤデンキ四条畷店

四條畷市 家電量販店 ジョーシン 四条畷イオンモール店

四條畷市 学習塾 ソナーレ音楽教室付属学習室

四條畷市 学習塾 京進スクール・ワン　四条畷教室

四條畷市 学習塾 京進スクール・ワン　忍ヶ丘教室

四條畷市 簡易宿所 アイ・アイ・ランド

四條畷市 居宅介護支援事業所 慶生会四條畷ケアプランセンター

四條畷市 建設業 株式会社　平井水道工業

四條畷市 公衆浴場 皆様温泉

四條畷市 指定通所介護【デイサービス】 慶生会リハbyデイ四條畷

四條畷市 歯科医院 西田歯科・矯正歯科

四條畷市 児童発達支援・放課後デイサービス みらいえキッズ

四條畷市 自動車ディーラー・整備工場 四條畷店

四條畷市 小売店 AOKI　外環四条畷店

四條畷市 障がい児通所支援事業所 慶生会ＫＩＤＳステージ四條畷

四條畷市 信用金庫 大阪信用金庫　四条畷支店

四條畷市 信用金庫 枚方信用金庫 忍ケ丘支店

四條畷市 総合儀式場 メイプルホール四條畷

四條畷市 葬儀会館 明倫社会館　四條畷

四條畷市 農協 大阪東部農業協同組合　四條畷支店

四條畷市 農協 大阪東部農業協同組合　田原支店

四條畷市 美容院 ギメルタカヘアーサロン

四條畷市 美容室 hair make Coccolare

四條畷市 美容室 エースカフェヘアーズ

四條畷市 美容室 シュヴーブリエ

四條畷市 福祉用具貸与 慶生会ライフサポート四條畷

四條畷市 宝飾店 セリエルーチェ　イオンモール四条畷店

四條畷市 訪問介護事業所 慶生会四條畷ヘルパーステーション

四條畷市 訪問看護 慶生会訪問看護ステーション　四條畷サテライト

四條畷市 訪問看護事業所 慶生会訪問看護ステーション　四条畷出張所

四條畷市 理髪店 ヘアーサロン　リュウタニ

四條畷市 理容業 men’s  hair  oasis  

四條畷市 旅館 茶屋宿 伊勢屋

四條畷市 鍼灸整骨院 ぞえ鍼灸整骨院

四條畷市 鍼灸整骨院 はなまる鍼灸整骨院

四條畷市 鍼灸整骨院 金子鍼灸整骨院

大東市 bar barJUNK

大東市 BAR LIVE　BAR　ZERO

大東市 BAR The.シャツストーリー

大東市 Bar タチノミスタイル・ハチマルズ

大東市 インド料理 インド料理ミラン 大東店

大東市 うどん店 はなまるうどん大東新田旭町店

大東市 お好み焼き 鉄板焼居酒屋たけちゃん

大東市 お好み焼き、鉄板焼き 風の街諸福店

大東市 お好み焼き、鉄板焼き 風の街大東店

大東市 お好み焼き屋 お好み焼き偶　住道北口店

大東市 お好み焼き屋 みち草

大東市 お好み焼き屋 一笑

大東市 カフェ トトキッチン

大東市 カフェ　レストラン アルカディア　カフェ

大東市 カフェ＆バー coco.87

大東市 カフェバー 祝祭カフェ「ガボット」

大東市 カフェベーカリー サンエトワール四条畷店
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大東市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶はる

大東市 カラオケ喫茶、BAR カラオケ・カフェBAR　ダンク

大東市 クレープ店 ディッパーダン京阪住道

大東市 サロン よもぎのお家 ナチュレ

大東市 ショットバー platinum

大東市 スナック Aiらんど

大東市 スナック Angela

大東市 スナック dix Mois

大東市 スナック Saffy

大東市 スナック Shiny

大東市 スナック ＳＯＬ

大東市 スナック SOL

大東市 スナック SOLEIL

大東市 スナック スナック　さくら

大東市 スナック スナック　そよかぜ

大東市 スナック スナック　マミー

大東市 スナック スナック&バーあゆ美

大東市 スナック スナック舞夢

大東市 スナック スナック優優

大東市 スナック デイジーDAISY

大東市 スナック ティファニー

大東市 スナック ナイトラウンジきよ

大東市 スナック ほっこりや  ぃろは

大東市 スナック ボヌールシュエットナタ

大東市 スナック ラウンジもず

大東市 スナック ル・ソレイユ

大東市 スナック 麻亜呂

大東市 スナック・バー Bonheur　Chouette

大東市 たこ焼き 浅沼流総本山 UMAMI屋台

大東市 たこ焼き屋 たこ焼き Я（アール）

大東市 たこ焼き屋 たこ焼きЯ(アール)

大東市 バー ｂａｒ　Ａｚｕ

大東市 バー barAzu

大東市 バー 焼酎BAR　TOPIA

大東市 ビストロカフェ、和食、ライブカフェ ﾋﾞｽﾄﾛｶﾌｪｸｯｶ,ﾗｲﾌﾞｶﾌｪｸｯｶ,くっかのはなれ

大東市 ファストフード 松屋　住道店

大東市 ファミリーレストラン ガスト大阪産業大学前店

大東市 ファミリーレストラン ガスト大東栄和店

大東市 ベーカリーショップ バードプルーム野崎

大東市 やきとり、居酒屋 みやざき地頭鶏みやこ

大東市 ラーメン 鶏の巣

大東市 ラーメン屋 ラーメンまこと屋大東南新田店

大東市 ラウンジ ラウンジ　SHIZU

大東市 ラウンジ 木蘭

大東市 レストラン グリル大東

大東市 飲食業 ビストロimakura

大東市 飲食店 cafe ねむの木堂

大東市 飲食店 ビストロカフェkukka,くっかのはなれ

大東市 飲食店 びっくりドンキー大東店

大東市 屋台 なんでも屋台

大東市 回転寿司 くら寿司諸福店

大東市 回転寿司 回転寿司ととぎん大東店

大東市 喫茶店 コメダ珈琲店大東谷川店

大東市 居酒屋 kitchen Baum

大東市 居酒屋 Ｎ白木屋 四条畷東口駅前店

大東市 居酒屋 Ｎ白木屋 住道北口駅前店

大東市 居酒屋 おせんのだいどころ

大東市 居酒屋 ダイニング　翔龍

大東市 居酒屋 つじの家

大東市 居酒屋 ハッケン酒場　四条畷店

大東市 居酒屋 ひだまり
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大東市 居酒屋 プチ居酒屋そんなもん

大東市 居酒屋 まんま家　大東店

大東市 居酒屋 みにかっぽう膳

大東市 居酒屋 ライブラリーBAR昭和Factory

大東市 居酒屋 らもと

大東市 居酒屋 海鮮居酒屋　久

大東市 居酒屋 居酒屋　富士

大東市 居酒屋 居酒屋いろり

大東市 居酒屋 居酒屋しるし

大東市 居酒屋 居酒屋たちばな

大東市 居酒屋 居酒屋とくみち

大東市 居酒屋 魚輝水産　大東店

大東市 居酒屋 串かつ・串あん

大東市 居酒屋 黒どり

大東市 居酒屋 酒食房　咲屋

大東市 居酒屋 酒房 群青

大東市 居酒屋 旬らく楽

大東市 居酒屋 昭和Factory

大東市 居酒屋 焼き鳥酒場　響

大東市 居酒屋 酔水

大東市 居酒屋 創作旬肴  田 Den

大東市 居酒屋 創作料理満天

大東市 居酒屋 鉄板焼居酒屋たけちゃん

大東市 居酒屋 鉄板鍋料理 元（はじめ）

大東市 居酒屋 呑み処　かくれんぼ

大東市 居酒屋 肉酒場　極

大東市 居酒屋 八剣伝　ＪＲ野崎駅前店

大東市 居酒屋 歩ら里

大東市 居酒屋 夢や

大東市 居酒屋 無法松

大東市 居酒屋 来亭

大東市 居酒屋 和創diningわんぐり

大東市 居酒屋カラオケ 茶子

大東市 居酒屋バー タチノミスタイル・ハチマルズ

大東市 寿司屋 健寿し

大東市 焼き鳥屋 鳥誇

大東市 焼き肉屋 焼肉宝楽

大東市 焼肉飲食店 YAKINIKU BUFFET左近　オペラパーク店

大東市 焼肉屋 ワンカルビ住道店

大東市 焼肉屋 ワンカルビ大東赤井店

大東市 焼肉屋 西光園　住道店

大東市 焼肉屋 和牛亭 五光

大東市 焼肉店 焼肉イルモン兀（ごつ）

大東市 中華料理レストラン 餃子の王将　大東諸福店

大東市 中華料理屋 中華料理　英

大東市 中華料理店 中華料理　長安大東店

大東市 中国料理店 中國旬彩　喜千

大東市 粉もん 蛸-Bonds-

大東市 洋菓子店 菓子工房レジェール　JR住道店

大東市 洋菓子店 菓子工房レジェール　赤井店

大東市 和食レストラン 和食鍋処　すし半　大東店

大東市 和食店 割烹　秀

大東市 和食料理店 四季菜家　彩

大東市 アパレル ハニーズ住道ポップタウン店

大東市 インターネットラジオ収録、教室、会議室等フリースペース NPO法人大東夢づくりコミュニティ／ハープ弾き歌いTomoko

大東市 エステ Rehbe住道

大東市 エステ、リラクゼーション Chaleur

大東市 エステサロン Anzy

大東市 エステサロン POLA Blowkuthumi

大東市 エステサロン プライベートサロンｍ’ｓ

大東市 エステサロン 隠れ家サロンROUTE
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大東市 エステサロン、美容室 エステサロンセリーヌ

大東市 エステティックサロン しおかわ由美ビューティラボ

大東市 カイロプラクティック ウェルネスセラピー

大東市 カラオケ レインボーワールド住道店

大東市 カラオケ 七五三

大東市 ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵ ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵ人生七坂

大東市 カラオケボックス カラオケボックス　ワイワイランド

大東市 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　住道駅前店

大東市 キックボクシングジム 大阪キックT.B.NATION

大東市 こども教室 講談社すこやか教室

大東市 シェアリングスペース 快活CLUB大東店

大東市 スーパー、食品販売、薬局、本屋、スポーツクラブ、花屋 アルビ住道

大東市 スポーツクラブ JOYFIT24住道

大東市 スポーツクラブ 東急スポーツオアシス住道24Plus

大東市 ダンススタジオ まいはあとKダンススタジオ

大東市 デイサービス 和光苑デイサービスセンター

大東市 ネイル・まつげエクステサロン ＣＯＣＯ＆ＲＯ

大東市 ネイルサロン NAIL ROWA'L

大東市 ネイルサロン Nailsalon eclat

大東市 ネイルサロン private salon mornail（nail＆wax salon Mornail）

大東市 ネイルサロン Pure Nail　京阪百貨店すみのどう店

大東市 バーベキュー場 深北緑地　有料ＢＢＱエリア

大東市 パソコン教室 パソコン教室マイドゥ大東校

大東市 パソコン教室 市民パソコン塾　住道校

大東市 パチンコ マルハン大東店

大東市 パチンコ屋 キコーナ野崎店

大東市 パチンコ店 SUPER COSMO PREMIUM 大東店

大東市 パチンコ店 SUPER　COSMO　大東店

大東市 パチンコ店 キコーナ四條畷店

大東市 パチンコ店 キコーナ大東店

大東市 ビューティーサロン LENA LEVI by Figaro 住道店

大東市 フィットネスクラブ コ・ス・パ　住道

大東市 フリースペース NPO法人大東夢づくりコミュニティ

大東市 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO外環大東店

大東市 ホームセンター ホームセンターコーナン大東御領店

大東市 ホームセンター ホームセンターコーナン大東新田店

大東市 ホテル ホテル　サンマルコ

大東市 まつ毛エクステサロン PiPiPi

大東市 まつ毛エクステ専用店 ビューティーアイラッシュ住道店

大東市 メガネ店 メガネの上杉

大東市 ヨガスタジオ YOGA STUDIO ARYA 

大東市 リラクゼーション ラフィネ　ポップタウン住道オペラパーク店

大東市 リラクゼーションサロン ほぐしマム

大東市 リラクゼーションサロン よもぎのお家  ナチュレ

大東市 リラクゼーションスペース りらくる大東店

大東市 レンタル施設・宿泊施設 アクティブ・スクウェア・大東

大東市 衣料品 マックハウス　ポップタウン住道店

大東市 衣料品店 洋服の青山　大東店

大東市 医療機器、健康食品の販売 ハクジュプラザ　ダイエー四条畷店

大東市 家電販売・設備機器販売・電気設備工事 パルウエダ株式会社

大東市 家電量販店 ジョーシン 大東店

大東市 家電量販店 外環大東店

大東市 学習塾 ナビ個別指導学院　四条畷校

大東市 学習塾 関西個別指導学院 住道教室

大東市 学習塾 京進スクール・ワン　住道教室

大東市 学習塾 馬渕教室 四條畷校

大東市 学習塾 馬渕教室 住道校

大東市 学習塾 馬渕個別 四條畷校

大東市 学習塾 馬渕個別 住道校

大東市 眼鏡小売業 Green glass

大東市 居宅介護支援事業所 快生会ケアプランセンター野崎
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大東市 居宅介護支援事業所 慶生会住道ケアプランセンター

大東市 居宅介護支援事業所 慶生会諸福ケアプランセンター

大東市 空手道場 極真空手野崎道場

大東市 建設事務所 株式会社　日の出組

大東市 公園 深北緑地

大東市 工場 株式会社ツルタ電機

大東市 指定通所介護(デイサービス) 慶生会リハbyデイ諸福

大東市 歯科医院 医療法人いそがい歯科クリニック

大東市 寺院 宗教法人　生駒山　龍眼寺

大東市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　大東店

大東市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪　大東中央店

大東市 自動車修理 株式会社　本間自動車

大東市 障がい児通所支援事業所 慶生会ＫＩＤＳステージ野崎

大東市 食品配送 株式会社KYOUEI

大東市 信用金庫 枚方信用金庫 四条畷支店

大東市 整骨院 モク整骨院

大東市 葬儀会館 明倫社会館　住道

大東市 葬儀会館 明倫社会館　大東

大東市 葬儀会館 明倫社会館　野崎駅

大東市 体操クラブ みずふね体操クラブ

大東市 貸会議室 大東市立市民会館

大東市 中古車販売店 T's garage

大東市 通所介護施設 ゆったりデイサービス野崎

大東市 通所介護施設 慶生会　リハbyデイ北条

大東市 農協 大阪東部農業協同組合　四條支店

大東市 農協 大阪東部農業協同組合　住道支店

大東市 農協 大阪東部農業協同組合　南郷支店

大東市 農協 南郷支店

大東市 農業資材、肥料、農薬販売 大阪東部農業協同組合　営農経済センター

大東市 美容室 ANGELヘアーサロン

大東市 美容室 ｈair's BOB

大東市 美容室 Lien

大東市 美容室 Queen美容室

大東市 美容室 Rapport

大東市 美容室 ソレ・エ・ルナ

大東市 保険代理店 ほけんの窓口　住道店

大東市 宝飾店 ミルフローラ　住道店

大東市 訪問介護事業所 快生会ヘルパーステーション野崎

大東市 訪問介護事業所 慶生会住道ヘルパーステーション

大東市 訪問介護事業所 慶生会諸福ヘルパーステーション

大東市 訪問看護 慶生会訪問看護ステーション　住道サテライト

大東市 訪問看護事業所 慶生会訪問看護ステーション　住道出張所

大東市 理美容室 hair studio 102

大東市 理容 HAIR'S 路武

大東市 理容院 理容カタクラ

大東市 理容業 HAIR SALON OKITA ～H.O～

大東市 理容業 カットハウスおしゃれ

大東市 理容業 ヘアーサロン　クリス

大東市 理容業 ヘアーサロン　さんぱつ屋

大東市 理容業 ヘアーサロン　やまもと

大東市 理容業 理容フチカワ

大東市 理容業 理容マツバラ

大東市 理容業 理容みその

大東市 理容室 B＆B TAMAKI

大東市 理容室 hair salon michiru

大東市 理容室 カットハウス　郡山

大東市 理容室 ファイテンオオウチ

大東市 理容室 ヘアーサロン　ヒラノ

大東市 理容室 ヘアーサロン　ホープ

大東市 理容室 ヘアサロン　ゼンダ

大東市 理容室 ヘアサロン マツモト
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大東市 理容室 ヘアサロン・トヨ

大東市 理容室 理容　白川

大東市 理容室 理容ゴトウ

大東市 理容室 理容ナカムラ

大東市 理容店 ヘアーサロン　ヒシイ

大東市 理容店 理容ヤマモト

大東市 旅館 福寿山魚捨

大東市 旅行業社 株式会社照南トラベルサービス

大東市 鍼灸整骨院 もり鍼灸整骨院

大東市 鍼灸整骨院 溝口鍼灸整骨院

東大阪市  ショットバー リバプール

東大阪市 BAR 73'sBAR  

東大阪市 Bar Bar Oceans

東大阪市 BAR Bar18　布施

東大阪市 BAR ＢａｒＥＤＧＥ

東大阪市 BAR BAR縁

東大阪市 BAR cafe Bar clover

東大阪市 BAR Cafe＆BAR IRIS

東大阪市 BAR KING's

東大阪市 BAR Luce

東大阪市 BAR OKADA  BAR

東大阪市 Bar OWL

東大阪市 bar ShotBar Advance布施

東大阪市 ＢＡＲ ＳＯＵＮＤ　ＢＡＲ　ＯＮＥ　ｏｒ　Ｅｉｇｇｈｔ

東大阪市 BAR BAR あい

東大阪市 Cafe&Bar Cafe&Bar神並(喫茶ポレポレ)

東大阪市 cafebar cafe＆bar　IRIS

東大阪市 LIVE　BAR LIVE焼酎BAR　白ひげ

東大阪市 Lounge Lounge 月うさぎ  

東大阪市 アイスクリーム屋 サーティワンアイスクリーム　東大阪店

東大阪市 アイスクリーム店 Dessert  Lapis yuki

東大阪市 いか焼き うどん かすうどん せいちゃん

東大阪市 イタリアン Mystique

東大阪市 イタリアン食堂 町屋イタリアン食堂ぶるたぁにゅ

東大阪市 イタリア料理 あるとれたんと

東大阪市 イタリア料理 イタリア料理コッコロ

東大阪市 イタリア料理店 イタリア食堂　ルマーカ

東大阪市 イタリア料理店 イタリア料理　レガーロ

東大阪市 イタリア料理店 オステリア　アニマート

東大阪市 インド料理 タンドリ屋

東大阪市 うどん、そば お食事処生田屋

東大阪市 うどん、そば すずや×石切丸

東大阪市 うどん・そば 長栄寺ゆたか

東大阪市 うどん・そば屋 手打ちうどん・そばの御用

東大阪市 うどん屋 うどん　そば処　やちよ

東大阪市 うどん屋 うどん処　狸庵

東大阪市 うどん屋 さぬき志度

東大阪市 うどん屋 のらや石切店

東大阪市 うどん屋 はなまるうどんニトリモール東大阪店

東大阪市 うどん屋 ひらの屋

東大阪市 うどん屋 めん処こむぎ

東大阪市 うどん屋 駅前うどん

東大阪市 うどん屋 純愛うどん　なでしこ

東大阪市 うどん屋 本場のさぬきうどん徹麺

東大阪市 うどん店 はなまるうどん東大阪御厨店

東大阪市 うどん店 はなまるうどん東大阪三池橋店

東大阪市 うどん店 讃岐うどん豊力

東大阪市 おにぎり専門店　 まーちゃん

東大阪市 お好み焼き おはな

東大阪市 お好み焼き お好み焼き　まさみ

東大阪市 お好み焼き お好み焼きおはな
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東大阪市 お好み焼き 広島風お好み焼き　まつばら

東大阪市 お好み焼き 風月風の街　八戸ノ里店

東大阪市 お好み焼き 和ら樹

東大阪市 お好み焼き、鉄板焼き 風の街八戸ノ里店

東大阪市 お好み焼き、鉄板焼き店 ぱる

東大阪市 お好み焼き・鉄板焼き 風月　布施あかつき通り本店

東大阪市 お好み焼き屋 オーシャン

東大阪市 お好み焼き屋 お好み焼き　やまもと

東大阪市 お好み焼き屋 お好み焼き　駅前

東大阪市 お好み焼き屋 お好み焼き　竹の子

東大阪市 お好み焼き屋 お好み焼き屋次男坊

東大阪市 お好み焼き屋 お好み焼き偶　吉田駅前店

東大阪市 お好み焼き屋 キャベツ焼 布施店

東大阪市 お好み焼き屋 こなもん処 花鳥

東大阪市 お好み焼き屋 てっぱん処・ん

東大阪市 お好み焼き屋 てらまえ

東大阪市 お好み焼き屋 まさみ

東大阪市 お好み焼き屋 もも一

東大阪市 お好み焼き店 お好み焼き　いとや

東大阪市 お好み焼屋 お好み焼・鉄板焼・きん太　東大阪フレスポ店

東大阪市 お食事居酒屋 お食事処 呑み処 お弁当  一信

東大阪市 お弁当・お惣菜などテイクアウト業務と飲食 ハートフルキッチン・タイム

東大阪市 ガーデンカフェ五番街 ガーデンカフェ五番街

東大阪市 かに料理 かに道楽　東大阪店

東大阪市 カフェ Caf?＆Gallery　K?

東大阪市 カフェ Caprice-Cafe

東大阪市 カフェ coffee&spirit merchant Agit

東大阪市 カフェ kitchen SAWASAWA

東大阪市 カフェ ONE cafe

東大阪市 カフェ SPiNS

東大阪市 カフェ おむすびCafe Panino-ni

東大阪市 カフェ カフェテリア

東大阪市 カフェ グリル＆カフェToshi

東大阪市 カフェ スキッシュエリア

東大阪市 カフェ ツナグ茶房

東大阪市 カフェ　レストラン カフェ・セルヴァ

東大阪市 カフェ&バー ロイヤルポート

東大阪市 カフェ、コーヒー豆屋 TASHIRO　COFFEE　ROASTERS

東大阪市 カフェ、フリースペース くらるカフェ

東大阪市 カフェアンドバー インターナショナルカフェ＆バーエム

東大阪市 カフェバー 爬虫類カフェバー＆サロンReptime

東大阪市 カフェベーカリー サンエトワール徳庵店

東大阪市 カラオケ カラオケ　さくら

東大阪市 カラオケ カラオケ シャ・ラ・ラ

東大阪市 カラオケ スナック スナック しおり

東大阪市 カラオケ＆スナック カラオケ＆スナック メルシー

東大阪市 カラオケBAR needs

東大阪市 カラオケBAR アクア

東大阪市 カラオケスタジオ カラオケスタジオ歌夢

東大阪市 カラオケスナック カラオケ　有里

東大阪市 カラオケスナック カラオケスナック　ミモザ

東大阪市 カラオケスナック カラオケスナック ゆうこ

東大阪市 カラオケスナック カラオケスナック　旬花

東大阪市 カラオケスナック カラオケパブ 樹

東大阪市 カラオケスナック さくら

東大阪市 カラオケスナック スナック  愛

東大阪市 カラオケスナック すなっく　Tiara

東大阪市 カラオケスナック スナック　しおり

東大阪市 カラオケスナック スナック　たぁ～んと

東大阪市 カラオケスナック スナック　京

東大阪市 カラオケスナック どんどん
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東大阪市 カラオケスナック まこと

東大阪市 カラオケスナック よりこ

東大阪市 カラオケスナック ラウンジ　アラジン

東大阪市 カラオケスナック ワンビ

東大阪市 カラオケバー Fest

東大阪市 カラオケバー ほろよい酒場　ひびき

東大阪市 カラオケハウス カラオケ　パラダイス

東大阪市 カラオケ喫茶 cafeスマイル

東大阪市 カラオケ喫茶 KARAOKE　しゃしゃ

東大阪市 カラオケ喫茶 Mu's in 705

東大阪市 カラオケ喫茶 THREE FIVE

東大阪市 カラオケ喫茶 カラオケ　ジュリアン

東大阪市 カラオケ喫茶 カラオケ　ふらっと♭

東大阪市 カラオケ喫茶 カラオケ 大門

東大阪市 カラオケ喫茶 カラオケしのぶ

東大阪市 カラオケ喫茶 カラオケスタジオとも

東大阪市 カラオケ喫茶 カラオケスタジオ歌楽

東大阪市 カラオケ喫茶 カラオケステージ絆

東大阪市 カラオケ喫茶 カラオケリビング　寛（くつろぎ）

東大阪市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　アミューズ

東大阪市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　ハナミズキ

東大阪市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　ひろ

東大阪市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶・スナック坂

東大阪市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶スナック小若江

東大阪市 カラオケ喫茶 すいーと

東大阪市 カラオケ喫茶 ステージ　シャンティ

東大阪市 カラオケ喫茶 花蝶

東大阪市 カラオケ喫茶 城みゆきカラオケスタジオ

東大阪市 カラオケ喫茶、スナック カラオケ喫茶＆スナック　しのぶ

東大阪市 カラオケ喫茶・スナック カラオケ喫茶・スナック坂

東大阪市 カラオケ喫茶店 カラオケかとちゃん

東大阪市 カラオケ居酒屋 キャロルハウス

東大阪市 カラオケ店 キララ

東大阪市 カラオケ店 歌い処　和

東大阪市 カレー屋 cafe 7mm

東大阪市 カレー屋 Cafe&Kitchen GOLLY's

東大阪市 カレー屋さん よっちゃんカレー

東大阪市 ぎょうざ屋 ぎょうざ屋　天

東大阪市 コーヒーショップ ドトールコーヒー　フレスポ東大阪店

東大阪市 コーヒー豆販売・喫茶 フクモト珈琲

東大阪市 コンビニエンスストア ヤマザキショップ東大阪市役所店

東大阪市 ご飯屋 ひなた

東大阪市 ショットバー Bar Stax

東大阪市 ショットバー ＫＧSURF&SHOT

東大阪市 すし屋 寿し臣

東大阪市 すし屋 長瀬すし富

東大阪市 ステ―キ ステーキDESSE

東大阪市 ステーキ＆ハンバーグレストラン PAUHANA　小阪店

東大阪市 スナック Act two

東大阪市 スナック Belle

東大阪市 スナック Calin

東大阪市 スナック Calla

東大阪市 スナック Enelu

東大阪市 スナック Fe's

東大阪市 スナック GP

東大阪市 スナック J'adore -ジャドール-

東大阪市 スナック ＪＥＭ

東大阪市 スナック Kana

東大阪市 スナック Lazuli

東大阪市 スナック Lecoeur

東大阪市 スナック Lotus
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東大阪市 スナック Majuran

東大阪市 スナック Mix

東大阪市 スナック Na moon

東大阪市 スナック Neige

東大阪市 スナック night in fine

東大阪市 スナック NOUVEAU

東大阪市 スナック ONE

東大阪市 スナック ＰＡＲＡＤＩＳＥ

東大阪市 スナック Peachman

東大阪市 スナック Pink Soda

東大阪市 スナック Re g i n a

東大阪市 スナック Ｒubino

東大阪市 スナック serve

東大阪市 スナック Snack Liber

東大阪市 スナック ＳＮＡＣＫmama友

東大阪市 スナック SUN

東大阪市 スナック VOLAGE　ヴォラージュ

東大阪市 ｽﾅｯｸ あみ～ご

東大阪市 スナック アルバトロス

東大阪市 スナック アンジュ

東大阪市 スナック カジュアルバー　アン

東大阪市 スナック けいこ

東大阪市 スナック シェリー

東大阪市 スナック スカイ

東大阪市 スナック スナック　　遊＆YOU

東大阪市 スナック スナック　A-Z

東大阪市 スナック スナック　ジャイ子

東大阪市 スナック すなっく　スマイル

東大阪市 スナック スナック たぁ～んと

東大阪市 スナック すなっく　ぬく　温　もり

東大阪市 スナック スナック　彩

東大阪市 スナック スナック　馬ちゃん

東大阪市 スナック スナック　由紀

東大阪市 スナック スナック　和歌

東大阪市 スナック すなっくDON

東大阪市 スナック すなっくティアラ

東大阪市 スナック スナック阿僧祇

東大阪市 スナック スナック佳代

東大阪市 スナック スナック誉

東大阪市 スナック すみれ

東大阪市 スナック スワン

東大阪市 スナック セリシン

東大阪市 スナック トシ

東大阪市 スナック ビリーブ

東大阪市 スナック ふぃっと

東大阪市 スナック まぐろ

東大阪市 スナック まんてん

東大阪市 スナック みつこ

東大阪市 スナック ムーンジュエリー

東大阪市 スナック メンバーズ　ｊｅｗｅｌ

東大阪市 スナック めんばーず Paire

東大阪市 スナック ラウンジ美鈴

東大阪市 スナック ルック

東大阪市 スナック 阿僧祇

東大阪市 スナック 磯吹風

東大阪市 スナック 夢乃

東大阪市 スナック 遊倶楽部

東大阪市 スナック 澪

東大阪市 スナック　ラウンジ lounge  メリッサ

東大阪市 スナック　ラウンジ ラウンジreve

東大阪市 スナック・ラウンジ クロム
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東大阪市 スナック・ラウンジ メンバーズ　Takako

東大阪市 そば屋 総本家生そば伊吹

東大阪市 ダーツバー Dart & shot bar  TOP

東大阪市 ダーツバー DINING BAR AJITO

東大阪市 ダーツバー LOOP.ｖｇ

東大阪市 ダーツバー ピンクドルフィン

東大阪市 ダイニング バー DINING BAR Loop

東大阪市 たいやき屋 白いたいやき

東大阪市 たこ焼き、お好み焼き屋 力吉

東大阪市 たこ焼き屋 かちのら

東大阪市 たこ焼き屋 たこはる

東大阪市 たこ焼き屋 たこ焼きBamboo

東大阪市 たこ焼き屋 たこ焼きKAZU

東大阪市 たこ焼き屋 愛商店

東大阪市 たこ焼き屋 笑蛸

東大阪市 たこ焼き屋、居酒屋 たこ焼き　ぴぃ

東大阪市 ちりとり鍋 もつ鍋 黒毛和牛鉄板焼き店 ちりとり鍋 鉄板焼 一

東大阪市 トンカツ・しゃぶしゃぶ居酒屋 桜島

東大阪市 とんかつと洋食 とんかつと洋食 瓢亭

東大阪市 ナイトクラブ 17 mile drive 布施

東大阪市 ナイトクラブ Lounge TIPSY

東大阪市 ナイトクラブ Sound  Lounge  OMARA

東大阪市 ナイトスナック Jewel  ジュエル

東大阪市 バー & GOD  アンドゴッド

東大阪市 バー 044　プーチー

東大阪市 バー BAR BOO

東大阪市 バー BAR el camino

東大阪市 バー Bar Lounge CoCo

東大阪市 バー bar 杏

東大阪市 バー BAR 村尾

東大阪市 バー Basic

東大阪市 バー Cafe&Bar IRIS

東大阪市 バー CHEGO

東大阪市 バー Happiness　Reptiles

東大阪市 バー KG SURF&SHOT

東大阪市 バー MUSIC BAR STAND BY ME

東大阪市 バー Ｑｏｏ

東大阪市 バー shot bar PolePole

東大阪市 バー WHATEVER

東大阪市 バー アミューズメントBar HERD s

東大阪市 バー バー　カンガルー

東大阪市 バー バーエン

東大阪市 バー 隠れ家的MusicBar UNDERGROUND GARDEN

東大阪市 バー 焼酎バー　りばーてぃ

東大阪市 バー(カラオケ有り) BAR  SMILE

東大阪市 パフェ専門店 りーぶるらぱん

東大阪市 ピザ屋 ザッツピザ

東大阪市 ファーストフード ＫＦＣ近鉄河内小阪駅店

東大阪市 ファーストフード てんや近鉄河内小阪駅店

東大阪市 ファーストフード モスバーガー近鉄布施店

東大阪市 ファストフード モスバーガーニトリモール東大阪店

東大阪市 ファミリーレストラン カウボーイ家族　布施南店

東大阪市 ファミリーレストラン ガスト近大前店

東大阪市 ファミリーレストラン ガスト荒本駅前店

東大阪市 ファミリーレストラン ガスト東大阪額田店

東大阪市 ファミリーレストラン ガスト東大阪小阪店

東大阪市 ファミリーレストラン ガスト布施店

東大阪市 ファミリーレストラン から好し東大阪瓜生堂店

東大阪市 ファミリーレストラン ザめしや　荒本店

東大阪市 ファミリーレストラン しゃぶ葉東大阪瓜生堂店

東大阪市 ファミリーレストラン じゅうじゅうカルビ八戸ノ里駅前店
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東大阪市 ファミリーレストラン ロイヤルホスト八戸の里店

東大阪市 ファミリーレストラン ロイヤルホスト菱江店

東大阪市 ファミリーレストラン 不二家レストラン　東大阪店

東大阪市 フィットネスジム ワールドプラスジム小阪店

東大阪市 フード&バー Food&Bar527

東大阪市 ふぐ料理 海一

東大阪市 ふぐ料理屋 もり井

東大阪市 ふぐ料理屋 戴天ふぐ布施御坊

東大阪市 フランス料理 おやさい料理　ふれんちん

東大阪市 フランス料理店 Artisan de la TRUFFE 大丸心斎橋店

東大阪市 やきとり やきとり大

東大阪市 やきにく店 焼物処 やきにく まえだ

東大阪市 ラーメン屋 ラーメンまこと屋外環横小路店

東大阪市 ラーメン屋 ラーメンまこと屋近大前店

東大阪市 ラーメン屋 細見商店

東大阪市 ラーメン屋 戦国家

東大阪市 ラーメン屋 中華そば九兵衛本店

東大阪市 ラーメン屋 布施丿貫

東大阪市 ラーメン屋 麺屋こころ長瀬店

東大阪市 ラーメン屋 来来亭玉串店

東大阪市 ラーメン店 ラーメン　司

東大阪市 ラーメン店 ラーメン横綱　東大阪店

東大阪市 ラーメン店 中華そば　餃子酒場　つち家

東大阪市 ラーメン店 天理スタミナラーメン東花園店

東大阪市 ライヴ喫茶 ベアズカフェ

東大阪市 ライブハウス＆カラオケ＆バー music bar WING

東大阪市 ラウンジ Adrett

東大阪市 ラウンジ Allora

東大阪市 ラウンジ Aunjyu.

東大阪市 ラウンジ BERINDA

東大阪市 ラウンジ Lounge CRASTAR

東大阪市 ラウンジ Lounge KURONO

東大阪市 ラウンジ Lounge La.mer

東大阪市 ラウンジ ONE PIECE

東大阪市 ラウンジ toujours

東大阪市 ラウンジ Vivogue

東大阪市 ラウンジ ラウンジ　CHERI

東大阪市 ラウンジ ラウンジ　瑠樹

東大阪市 ラウンジ ラウンジぷれじーる

東大阪市 ラウンジ ラウンジリボン

東大阪市 ラウンジスナック ガ・ジュール プレミア

東大阪市 レストラン Bobburg

東大阪市 レストラン あずさ珈琲東大阪小阪店

東大阪市 レストラン かごの屋花園ラグビー場北店

東大阪市 レストラン かごの屋菱屋西店

東大阪市 レストラン キッチンAi

東大阪市 レストラン スカイラウンジ２２

東大阪市 レストラン レストランキングスポート

東大阪市 レストラン レストランシャロン

東大阪市 レストラン 四六時中　東大阪店

東大阪市 レストラン、ハンバーグ、ステーキ 肉‘ｓ　kitchin きたうち

東大阪市 飲食＆カラオケ やぶれかぶれ

東大阪市 飲食店 BAR Ocean's

東大阪市 飲食店 Crafty

東大阪市 飲食店 あや田

東大阪市 飲食店 お食事処　わかば

東大阪市 飲食店 かつや　東大阪西堤店

東大阪市 飲食店 すし秀

東大阪市 飲食店 スナック Family

東大阪市 飲食店 そば、うどん 山びこ

東大阪市 飲食店 たこつぼ



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

東大阪市 飲食店 なかなか

東大阪市 飲食店 びっくりドンキー岸田堂店

東大阪市 飲食店 よもぎうどんの店　大和屋

東大阪市 飲食店 魚竹

東大阪市 飲食店 錦泉堂

東大阪市 飲食店 出雲ぞは　橋本

東大阪市 飲食店 村田屋

東大阪市 飲食店 和牛処　助春

東大阪市 飲食店（ダイニングバー） JUICY GOSSIP

東大阪市 宴会場 WONDERFUL　LIFE

東大阪市 家庭料理店 なかなか

東大阪市 菓子屋 おやつ処　遊心庵

東大阪市 菓子製造販売（カステラ、大判焼き等） 王様印　蛍池店

東大阪市 会席料理店 味彩旬香　菜ばな

東大阪市 回転寿司 くら寿司横小路店

東大阪市 回転寿司 くら寿司角田店

東大阪市 回転寿司 くら寿司岸田堂店

東大阪市 回転寿司 くら寿司高井田店

東大阪市 回転寿司 くら寿司若江店

東大阪市 海鮮　小売店 石切　海鮮市場　おか本

東大阪市 海鮮れすとらん 魚輝水産れすとらん　岸田堂店

東大阪市 海鮮れすとらん 魚輝水産れすとらん　東鴻池店

東大阪市 割烹　海鮮居酒屋 太公望　ほっぺち

東大阪市 割烹料理 味工房まんま別館

東大阪市 韓国食堂 韓国ダイニングゆう（裕）

東大阪市 企業社員寮 三菱UFJ銀行  第2長瀬寮

東大阪市 喫茶 MONA

東大阪市 喫茶 ラン

東大阪市 喫茶 喫茶シーアンドスカイ

東大阪市 喫茶 和カフェ　のば

東大阪市 喫茶 珈琲工房

東大阪市 喫茶 定食 ごはんカフェ　こここのみ

東大阪市 喫茶、サンドイッチ、焼パン販売 CAFE&PAN 汎茶

東大阪市 喫茶・お食事処 お母さんの店 艪便村

東大阪市 喫茶店 Cafe TUK TUK

東大阪市 喫茶店 Coco’s Cafe

東大阪市 喫茶店 オリーブ

東大阪市 喫茶店 カフェ　BULL

東大阪市 喫茶店 カフェ　アリカ

東大阪市 喫茶店 カフェ?アンブロジア

東大阪市 喫茶店 コメダ珈琲店東大阪吉田店

東大阪市 喫茶店 サウサリート

東大阪市 喫茶店 ハーバーズ・カフェ

東大阪市 喫茶店 ラ　スゥールカフェ

東大阪市 喫茶店 街路樹

東大阪市 喫茶店 喫茶　モア

東大阪市 喫茶店 喫茶コーヒーハウスsea&sky

東大阪市 喫茶店 喫茶マインド

東大阪市 喫茶店 喫茶白い家

東大阪市 喫茶店 喫茶珈琲邸

東大阪市 居酒屋 ～家庭料理～　ひよこ

東大阪市 居酒屋 American diner Bamboo

東大阪市 居酒屋 COCOA-心愛-

東大阪市 居酒屋 coffee & spirit merchant Agit

東大阪市 居酒屋 Craftbeer Tavern

東大阪市 居酒屋 Dining居酒屋 BIG ThuMb 

東大阪市 居酒屋 ESORA

東大阪市 居酒屋 NONDECO

東大阪市 居酒屋 Ｎ白木屋 河内花園北口駅前店

東大阪市 居酒屋 Ｎ白木屋 長瀬駅前店

東大阪市 居酒屋 Ｎ白木屋 布施北口駅前店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

東大阪市 居酒屋 SAKABA de KOSAKA

東大阪市 居酒屋 Ｗhity

東大阪市 居酒屋 あーと　春

東大阪市 居酒屋 あじわいきっちん

東大阪市 居酒屋 あづち

東大阪市 居酒屋 あっとらんだむ亭

東大阪市 居酒屋 イカ焼き　ゆみちゃん

東大阪市 居酒屋 いざかやちなつ

東大阪市 居酒屋 いま岡

東大阪市 居酒屋 うまいもの処ゆめぜん

東大阪市 居酒屋 うまいもんや 陣

東大阪市 居酒屋 おばんざい絆

東大阪市 居酒屋 お魚スタンド　ゆうじ

東大阪市 居酒屋 お好み焼き　寿屋

東大阪市 居酒屋 お酒処はな

東大阪市 居酒屋 お寿司と焼鳥キッチン　祐星　小阪

東大阪市 居酒屋 かき小屋　鳥羽水産

東大阪市 居酒屋 かずりん亭

東大阪市 居酒屋 ガソリンスタンド風居酒屋　布施駅前給油所

東大阪市 居酒屋 がらっぱち家

東大阪市 居酒屋 きてや小川

東大阪市 居酒屋 くいもんやいっきゅう

東大阪市 居酒屋 グーdining

東大阪市 居酒屋 くし若まる　高井田店

東大阪市 居酒屋 コリアンダイニングえふぃ

東大阪市 居酒屋 こんぴらや

東大阪市 居酒屋 さち

東大阪市 居酒屋 じとっこ組合　大阪布施店

東大阪市 居酒屋 しょうちゃん

東大阪市 居酒屋 ダイニングキッチンバー　アジト

東大阪市 居酒屋 ダイニング居酒屋WOOD VILLAGE近大前店

東大阪市 居酒屋 たこ焼きバル　FLOW

東大阪市 居酒屋 だるま

東大阪市 居酒屋 チキンハート

東大阪市 居酒屋 ぢどり亭 布施店

東大阪市 居酒屋 ちび蔵

東大阪市 居酒屋 ちゃきちゃき

東大阪市 居酒屋 ちょい呑み　かぁ?ちゃん

東大阪市 居酒屋 ちょい呑み　かぁーちゃん

東大阪市 居酒屋 ちょっと居酒屋　ぜろ

東大阪市 居酒屋 テスト

東大阪市 居酒屋 テッパンイザカヤ　ワライヤ

東大阪市 居酒屋 どて焼　やまと

東大阪市 居酒屋 とりなべ亭　布施

東大阪市 居酒屋 なごみ

東大阪市 居酒屋 なごみ千

東大阪市 居酒屋 はな

東大阪市 居酒屋 はなの里

東大阪市 居酒屋 ハニー

東大阪市 居酒屋 ひぐちン家

東大阪市 居酒屋 ミニィ

東大阪市 居酒屋 モンキー×モンキーズ

東大阪市 居酒屋 やきとり大

東大阪市 居酒屋 やきとり大吉布施店

東大阪市 居酒屋 ゆずの小町 布施店

東大阪市 居酒屋 わん　鴻池新田駅前店

東大阪市 居酒屋 一竜

東大阪市 居酒屋 芋づる

東大阪市 居酒屋 沖縄家庭料理　　琉　華

東大阪市 居酒屋 沖縄家庭料理　琉華

東大阪市 居酒屋 屋台居酒屋 大阪 満マル 布施店
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東大阪市 居酒屋 我が家～絆～

東大阪市 居酒屋 海鮮れすとらん 魚輝水産 高井田店

東大阪市 居酒屋 海鮮炉端イタリアンmateli

東大阪市 居酒屋 楽

東大阪市 居酒屋 楽しい酒と味の店　中津江

東大阪市 居酒屋 缶激酒場ドラム

東大阪市 居酒屋 喜多朗

東大阪市 居酒屋 吉鳥　吉田駅前店

東大阪市 居酒屋 吉鳥　若江岩田店

東大阪市 居酒屋 吉鳥　小阪駅前店

東大阪市 居酒屋 吉鳥　長瀬駅前店

東大阪市 居酒屋 吉鳥　八戸ノ里店

東大阪市 居酒屋 吉鳥俊徳道駅前店

東大阪市 居酒屋 居酒屋　さわ

東大阪市 居酒屋 居酒屋　まねき

東大阪市 居酒屋 居酒屋　将軍

東大阪市 居酒屋 居酒屋　瑞穂

東大阪市 居酒屋 居酒屋　中丸

東大阪市 居酒屋 居酒屋　土佐

東大阪市 居酒屋 居酒屋　葉菜

東大阪市 居酒屋 居酒屋 麒麟

東大阪市 居酒屋 居酒屋Bench

東大阪市 居酒屋 居酒屋あいちゃん

東大阪市 居酒屋 居酒屋エミー

東大阪市 居酒屋 居酒屋かっぱ

東大阪市 居酒屋 居酒屋かんぱい

東大阪市 居酒屋 居酒屋さわ

東大阪市 居酒屋 居酒屋ダイニングごくう荒本店

東大阪市 居酒屋 居酒屋てっぴん

東大阪市 居酒屋 居酒屋ばす亭

東大阪市 居酒屋 居酒屋らふ

東大阪市 居酒屋 居酒屋育

東大阪市 居酒屋 居酒屋一郎

東大阪市 居酒屋 居酒屋縁~ENISHI ~

東大阪市 居酒屋 居酒屋幸

東大阪市 居酒屋 居酒屋将軍

東大阪市 居酒屋 居酒屋村一番

東大阪市 居酒屋 居心伝　長田店

東大阪市 居酒屋 九州魂　布施店

東大阪市 居酒屋 串かつ 一

東大阪市 居酒屋 串カツ田中　鴻池新田店

東大阪市 居酒屋 串しゃ串しゃ

東大阪市 居酒屋 串もん酒家　じげん

東大阪市 居酒屋 串茶屋  粋酔

東大阪市 居酒屋 串茶屋粋酔

東大阪市 居酒屋 串揚げと炭火焼　串亀

東大阪市 居酒屋 鶏のジョージ 河内小阪北口駅前店

東大阪市 居酒屋 鶏のジョージ 荒本駅前店

東大阪市 居酒屋 鶏鳥Ｋｉｔｃｈｅｎゆう　布施本店

東大阪市 居酒屋 源平

東大阪市 居酒屋 紅まる

東大阪市 居酒屋 最北酒場すことん

東大阪市 居酒屋 三六九

東大阪市 居酒屋 山内農場 鴻池新田南口駅前店

東大阪市 居酒屋 斬

東大阪市 居酒屋 四季折々の和食＆ビストロ　SAKURA

東大阪市 居酒屋 四代目　尾崎

東大阪市 居酒屋 手作り料理　みなみ

東大阪市 居酒屋 酒場　安仁屋

東大阪市 居酒屋 寿司居酒屋きろく

東大阪市 居酒屋 十四郎　瓢箪山店
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東大阪市 居酒屋 春夏秋冬料理　山ぎし

東大阪市 居酒屋 匠海　隠れ家

東大阪市 居酒屋 松崎屋

東大阪市 居酒屋 焼きとり居酒屋　壱番坊

東大阪市 居酒屋 焼き鳥　庵

東大阪市 居酒屋 焼鳥庄ちゃん

東大阪市 居酒屋 食彩酒房居酒屋ヌーボ

東大阪市 居酒屋 食事処　みつぼし

東大阪市 居酒屋 心八剣伝　東花園駅前店

東大阪市 居酒屋 深海

東大阪市 居酒屋 粋酔アランビック

東大阪市 居酒屋 青松

東大阪市 居酒屋 赤ちょうちん

東大阪市 居酒屋 千の笑い

東大阪市 居酒屋 大源

東大阪市 居酒屋 炭火焼き鳥　とりふじ

東大阪市 居酒屋 炭火焼鳥 笑っしょい

東大阪市 居酒屋 炭火焼鳥　心

東大阪市 居酒屋 炭火焼鳥炭人

東大阪市 居酒屋 炭酒食俺　　清屋

東大阪市 居酒屋 炭酒食俺　清屋

東大阪市 居酒屋 炭焼酒場　翔

東大阪市 居酒屋 地鶏と魚菜　　　爆天

東大阪市 居酒屋 鳥貴族長田店

東大阪市 居酒屋 鳥長

東大阪市 居酒屋 鶴や

東大阪市 居酒屋 鉄板居酒屋　笑屋

東大阪市 居酒屋 鉄板串と美味しいお酒　笑太郎　八戸ノ里店

東大阪市 居酒屋 豚魚酒菜処　和顔施

東大阪市 居酒屋 豚串居酒屋　とんかしら

東大阪市 居酒屋 呑み処　酒楽

東大阪市 居酒屋 馬と酒?布施の社交場?時代おくれ

東大阪市 居酒屋 八剣伝　長瀬駅前店

東大阪市 居酒屋 八剣伝徳庵駅前店

東大阪市 居酒屋 浜焼太郎瓢箪山店

東大阪市 居酒屋 布施個室居酒屋　宴丸～ＥＮmaru～　布施駅前店

東大阪市 居酒屋 風-Fu-

東大阪市 居酒屋 満マル　瓢箪山店

東大阪市 居酒屋 味地歩心

東大阪市 居酒屋 民美八

東大阪市 居酒屋 目利きの銀次 八戸ノ里駅前店

東大阪市 居酒屋 立ち呑み　まさ　徳庵駅前本店

東大阪市 居酒屋 炉ばた　うな武

東大阪市 居酒屋 炉ばた　みち

東大阪市 居酒屋 炉ばた　ゆたか

東大阪市 居酒屋 炉ばた　漁火

東大阪市 居酒屋 炉ばた　村祭り

東大阪市 居酒屋 炉ばたみち

東大阪市 居酒屋 炉端　安来や

東大阪市 居酒屋 和んば

東大阪市 居酒屋 和心　侍

東大阪市 居酒屋 和風ダイニング　はん蔵

東大阪市 居酒屋 和遊膳馬関

東大阪市 居酒屋 餃子専門店 味力亭 森河内店

東大阪市 居酒屋　弁当 HIYOKOYA UEDA

東大阪市 居酒屋食堂 お食事処　つかさ

東大阪市 業務用スーパーマーケット C&Cエンド　東大阪店

東大阪市 串あげ専門店 串あげ  菱屋

東大阪市 串かつ 串かつ　一

東大阪市 串かつ屋 串っぱち

東大阪市 串カツ居酒屋 大衆串カツ酒場なかむら布施店
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東大阪市 串かつ専門店 串かつ ちとせ

東大阪市 串カツ店 串カツ浪漫亭

東大阪市 串焼屋 串焼三玄

東大阪市 串揚げ 串揚げ ふじ川

東大阪市 串揚げ 串揚げ　串ぼうず

東大阪市 串揚げ屋 法善寺別家

東大阪市 仕出し料理 竟宴料理　赤心

東大阪市 手打ち蕎麦屋 手打ちそば屋　庵

東大阪市 酒屋 株式会社かがわ本店

東大阪市 酒屋 石田酒店

東大阪市 酒類小売業、有料ワイン試飲場 南アフリカワイン専門店　ワイン部

東大阪市 酒類販売小売業 お酒のひょうたん屋

東大阪市 寿し割烹 いっぺい

東大阪市 寿司 酒房、寿司、源之助

東大阪市 寿司 寿司清水

東大阪市 寿司　和食 すし 政とみ

東大阪市 寿司・会席料理 末広

東大阪市 寿司・料理 太平寺　銀寿司

東大阪市 寿司うどん 大八寿司

東大阪市 寿司うどん店 大八寿司

東大阪市 寿司バー 魚組BAR　　大丸心斎橋店

東大阪市 寿司屋 SUSHI DINING 澄家

東大阪市 寿司屋 きむら寿し

東大阪市 寿司屋 楽天寿司

東大阪市 寿司屋 寿司 清水

東大阪市 寿司屋 東鮓

東大阪市 寿司屋 美よし野

東大阪市 寿司割烹 石田寿し

東大阪市 寿司季節料理 すし丸

東大阪市 寿司店 魚正いまい

東大阪市 小売店 おつけもの処　たつみ

東大阪市 小売店 こまつ

東大阪市 小売店 まめや　岩瀬商店

東大阪市 小売店 むさし屋

東大阪市 小売店 胡麻　雑穀専門店　みかみ

東大阪市 小売店 寿々屋　和菓子店

東大阪市 小売店 大晴堂

東大阪市 小売店 珍味堂

東大阪市 小売店 辻中食料品店

東大阪市 小売店 宝玉堂

東大阪市 焼きとり居酒屋 焼きとり居酒屋 壱番坊

東大阪市 焼き鳥 やきとりだいぶ

東大阪市 焼き鳥屋 やきとり　千代

東大阪市 焼き鳥屋 炭火焼　けんけん

東大阪市 焼き鳥屋 炭火焼き　よしや

東大阪市 焼き鳥屋 炭火焼き鳥とさか

東大阪市 焼き鳥屋 地鶏軍曹

東大阪市 焼き鳥屋 徹平

東大阪市 焼き鳥屋焼き鳥屋 鳥頭サブロー布施高井田店

東大阪市 焼鳥屋 炭火焼鳥　梅ちゃん

東大阪市 焼鳥屋 炭火焼鳥野武士

東大阪市 焼鳥屋 鳥貴族荒本店

東大阪市 焼鳥居酒屋 とり皮と美酒一　はじまり

東大阪市 焼肉 ホルモンこじまる

東大阪市 焼肉 王道　花園店

東大阪市 焼肉 王道　布施店

東大阪市 焼肉 加納酒場情熱ホルモン

東大阪市 焼肉 焼肉五苑　布施店

東大阪市 焼肉 西光園

東大阪市 焼肉 西光園　岸田堂店

東大阪市 焼肉 炭火焼肉　我流
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東大阪市 焼肉 瓢箪山酒場情熱ホルモン

東大阪市 焼肉 布施酒場情熱ホルモン

東大阪市 焼肉・ホルモン・居酒屋等 荒本酒場　情熱ホルモン

東大阪市 焼肉レストラン 焼肉ダイニング　月　つきへん

東大阪市 焼肉屋 はらみどころ 笑顔のまんま

東大阪市 焼肉屋 河内屋総本店

東大阪市 焼肉屋 河内屋枚岡店

東大阪市 焼肉屋 株式会社スピリッツ

東大阪市 焼肉屋 結

東大阪市 焼肉屋 焼肉　Kirari

東大阪市 焼肉屋 焼肉　あさひ

東大阪市 焼肉屋 焼肉　西光園 布施店

東大阪市 焼肉屋 焼肉　肉八　東花園店

東大阪市 焼肉屋 焼肉いつき

東大阪市 焼肉屋 焼肉の多喜万

東大阪市 焼肉屋 焼肉本間

東大阪市 焼肉屋 西光園

東大阪市 焼肉屋 西光園　布施店

東大阪市 焼肉屋 太昌園

東大阪市 焼肉屋 炭火焼肉　河内屋　高井田店

東大阪市 焼肉屋 炭火焼肉　河内屋　枚岡店

東大阪市 焼肉屋 炭火焼肉 我流

東大阪市 焼肉屋 炭火焼肉河内屋　総本店

東大阪市 焼肉屋 炭火焼肉南大門

東大阪市 焼肉屋 肉料理の八段

東大阪市 焼肉屋 風林火山 石切店

東大阪市 焼肉店 じゅうじゅうカルビ八戸ノ里駅前店

東大阪市 焼肉店 一歩堂外環東大阪店

東大阪市 焼肉店 焼肉　一山

東大阪市 焼肉店 焼肉・韓流鉄板鍋　すずらん

東大阪市 焼肉店 焼肉でん　東大阪店

東大阪市 焼肉店 焼肉牛伝　東大阪店

東大阪市 焼肉店 炭火焼肉牧場サカエ屋

東大阪市 食パン専門店 ＨＡＲＥ/ＰＡＮ鴻池新田店

東大阪市 食事提供施設 アメリカンダイナースター

東大阪市 食堂 お食事処　大坂屋

東大阪市 食堂 なかなか

東大阪市 食堂 なにわ食堂

東大阪市 食堂 ひさご食堂

東大阪市 食堂 大坂屋

東大阪市 食堂 東大阪市本庁舎内　食堂

東大阪市 食堂 味処たちばな

東大阪市 水産物小売店 街のみなと　瓢箪山店

東大阪市 精肉店 いつき精肉店

東大阪市 精肉店 松坂屋 米十

東大阪市 接待を伴う飲食店 ラウンジ　ぷれじ?る

東大阪市 煎餅屋 布一屋

東大阪市 鮮魚店 ?八海兵衛 

東大阪市 創作料理 創作料理一喜

東大阪市 創作和食 和食創作ダイニング　極

東大阪市 惣菜バー FILL INN

東大阪市 炭焼き 炭焼　たぁ

東大阪市 中華料理 CHINA 進

東大阪市 中華料理 錦

東大阪市 中華料理 大阪王将高井田店

東大阪市 中華料理 東秀楽

東大阪市 中華料理レストラン 餃子の王将　河内花園駅前店

東大阪市 中華料理レストラン 餃子の王将　外環横小路店

東大阪市 中華料理レストラン 餃子の王将 久宝寺店

東大阪市 中華料理レストラン 餃子の王将　鴻池新田店

東大阪市 中華料理レストラン 餃子の王将　若江岩田店
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東大阪市 中華料理レストラン 餃子の王将　中央大通り長田店

東大阪市 中華料理レストラン 餃子の王将　中環巨摩橋店

東大阪市 中華料理レストラン 餃子の王将　長瀬店

東大阪市 中華料理レストラン 餃子の王将 八戸ノ里店

東大阪市 中華料理レストラン 餃子の王将 布施店

東大阪市 中華料理レストラン 餃子の王将　箕輪口店

東大阪市 中華料理店 チャイニーズダイニング リーシャン

東大阪市 中華料理店 中華料理　鶴宴

東大阪市 中華料理店 中華料理999

東大阪市 中華料理店 中国飯店　昇龍

東大阪市 中華料理店 福聚軒

東大阪市 中華料理店 珉珉 瓢箪山店

東大阪市 中国料理 創作中国料理ダイニング　極

東大阪市 長崎ちゃんぽんレストラン リンガーハット　布施店

東大阪市 定食 居酒屋 居酒屋 てっぴん

東大阪市 定食屋 やよい軒　長田店

東大阪市 定食屋 やよい軒　布施店

東大阪市 定食屋 街かど屋 若江南店

東大阪市 定食屋 街かど屋近大前店

東大阪市 鉄板焼 鉄板焼　TEN 

東大阪市 鉄板焼 鉄板焼創作ダイニング　極

東大阪市 鉄板焼き 鉄板dining神咲

東大阪市 鉄板焼き、お好み焼き 鉄板居酒屋　笑屋

東大阪市 天ぷら屋 天ぷら  大喜

東大阪市 天婦羅専門店 天ぷら　いち

東大阪市 土産物屋 公楽軒

東大阪市 鍋、焼肉 テッチャン鍋・肉料理　よし治

東大阪市 肉バル 肉バル ミートキッチン298

東大阪市 日本料理 あや田

東大阪市 日本料理 割烹いちかわ

東大阪市 日本料理　寿司 駒すし

東大阪市 日本料理店 玄品　長田

東大阪市 日本料理店 日本料理　山ぶき

東大阪市 日本料理店 料亭若葉

東大阪市 八番 立飲み八番

東大阪市 美容、ラーメン、欧風カレー CORD & COUDO

東大阪市 弁当、惣菜持ち帰り専門店 Kitchen friend 怜

東大阪市 麺類、丼、おはぎ等の食堂 力餅

東大阪市 洋菓子店 パティスリー グレイス

東大阪市 洋菓子店 菓子工房レジェール　吉田店

東大阪市 立ちのみ屋 立ちのみ処ひより

東大阪市 立ち飲み屋 微笑

東大阪市 料理屋 寿司酒肴　笑福

東大阪市 和菓子屋 梅月堂

東大阪市 和菓子催事 いきなり口どけ本わらび餅

東大阪市 和食 海席 与志乃

東大阪市 和食レストラン ザめしや　高井田店

東大阪市 和食店 すし半　布施店

東大阪市 和食店 どんどん亭

東大阪市 和食店 四季折々の和食SAKURA

東大阪市 和食店 創作美食　梅ヶ丘

東大阪市 和食店 奴寿司

東大阪市 和食店 和食の店　どこへ

東大阪市 和食麺類店 サがミ東大阪石切店

東大阪市 和食料理店 旬菜さか田

東大阪市 和洋菓子販売 ㈲寿屋　タカラブネ若江岩田駅前店

東大阪市 アニメショップ アニメイト布施

東大阪市 アパレル ハニーズイオンタウン小阪店

東大阪市 アパレル ハニーズ東大阪フッセ店

東大阪市 アパレル ハニーズ東大阪店

東大阪市 アロマトリートメントサロン ココロアロマサロン to be



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

東大阪市 インターネット マックスリサーチ

東大阪市 エステ・脱毛・鍼灸 山本鍼灸整骨院Astyle 

東大阪市 エステサロン Ｂｉａｎｃａ

東大阪市 エステサロン La・Fuwary ?ラ・フワリィ?

東大阪市 エステサロン POLA  Ratna  鴻池店

東大阪市 エステサロン POLA  瓢箪山

東大阪市 エステサロン エルローザ

東大阪市 エステサロン モンテセラピーサロン　コンパートメント

東大阪市 エステティックサロン バストアップサロンfleurire

東大阪市 エステティックサロン 草木香

東大阪市 オートバイの買取、販売 東大阪店

東大阪市 オートバイ販売整備 ハーレーダビッドソン東大阪　

東大阪市 オートバイ販売整備　 八尾カワサキ東大阪

東大阪市 お土産屋 安田商店　ジュン

東大阪市 カーテンじゅうたん販売 カーテンじゅうたん王国　北巽店

東大阪市 カジノディーラースクール POOLJAM

東大阪市 ガソリンスタンド 東大阪トラックターミナルサービスステーション

東大阪市 ガソリンスタンド 布施西給油所

東大阪市 かふぇれすとBee かふぇれすとBee

東大阪市 カメラ販売　デジカメプリント　証明写真 ミカサカメラ

東大阪市 カラオケ DUX東大阪店

東大阪市 カラオケ JOYSOUND鴻池新田店

東大阪市 カラオケ カラオケhanahana

東大阪市 カラオケ ジャンボカラオケ広場　鴻池新田店

東大阪市 カラオケ ジャンボカラオケ広場　八戸ノ里駅前店

東大阪市 カラオケ ジャンボカラオケ広場　瓢箪山駅前店

東大阪市 カラオケ ジャンボカラオケ広場　布施駅前2号店

東大阪市 カラオケ ヒロ

東大阪市 カラオケ ベストカップル

東大阪市 カラオケBOX NB　SOUND　長瀬店

東大阪市 カラオケスタジオ 遊心

東大阪市 カラオケボックス カラオケ　サウンドＪ近大通り店【キンカラ】

東大阪市 カラオケボックス カラオケサウンドキューブ布施店

東大阪市 カラオケボックス カラオケライブ河内小阪店

東大阪市 カラオケボックス カラオケライブ東大阪店

東大阪市 カラオケボックス カラオケライブ徳庵駅前店

東大阪市 カラオケボックス カラオケライブ南上小阪店

東大阪市 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　布施駅前店

東大阪市 カラオケボックス まねきねこ新石切店

東大阪市 カラオケボックス まねきねこ八戸ノ里店

東大阪市 キャンプ場 東大阪市立野外活動センター

東大阪市 クリニック なかむら内科・内視鏡クリニック

東大阪市 こども教室 講談社こども教室

東大阪市 ゴルフ室内練習場 ABCゴルフ室内練習場

東大阪市 ゴルフ用品販売 ヤトゴルフ　東大阪店

東大阪市 コンタクトレンズ・メガネ専門店 ハートアップ瓢箪山店

東大阪市 コンビニエンスストア ファミリーマート高井田元町店

東大阪市 コンビニエンスストア ファミリーマート東大阪御厨栄町店

東大阪市 コンビニエンスストア ファミリーマート東大阪足代北一丁目店

東大阪市 サロン 巻き爪矯正・喜良々

東大阪市 シェアリングスペース 快活CLUB外環中石切店

東大阪市 シェアリングスペース 快活CLUB東大阪荒本店

東大阪市 シェアリングスペース 快活CLUB布施駅前店

東大阪市 シューズショップ シューズピエ河内小阪店

東大阪市 スーパーマーケット イオン鴻池店

東大阪市 スーパーマーケット イオン東大阪店

東大阪市 スーパーマーケット イオン布施駅前店

東大阪市 スーパーマーケット サンプラザ布施店

東大阪市 スーパー銭湯 なにわ健康ランド湯~トピア

東大阪市 スーパー銭湯 極楽湯東大阪店

東大阪市 スーパー銭湯 風の湯新石切店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

東大阪市 スピード名刺、はんこ、コピー、Tシャツ スピード名刺ピース

東大阪市 スポーツクラブ Be-fit24鴻池新田店

東大阪市 スポーツクラブ エールスペース

東大阪市 スポーツクラブ エニタイム フィットネス東大阪下六万寺町店

東大阪市 スポーツクラブ グーフィット

東大阪市 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 新石切

東大阪市 スポーツクラブ コンビニフィットネス　スターサップ東鴻池

東大阪市 スポーツクラブ ジョイフィット布施

東大阪市 スポーツクラブ スポーツクラブNAS小阪

東大阪市 スポーツクラブ スポーツスクエア 　スターサップ

東大阪市 スポーツクラブ ティップネス 布施

東大阪市 スポーツクラブ ホットヨガスタジオLAVA　布施店

東大阪市 スポーツジム GLANZ FITNESS 24

東大阪市 スポーツジム エニタイム  フィットネス東大阪下六万寺町店

東大阪市 スポーツジム ギオンスポーツジム　岸田堂店

東大阪市 スポーツジム ワールドプラスジム　善根寺店

東大阪市 スポーツ広場 東大阪市ウィルチェアースポーツ広場

東大阪市 スポーツ用品・生活用品複合店 スーパースポーツゼビオ東大阪菱江店

東大阪市 スポーツ用品店 ゴルフ５ 東大阪長田店

東大阪市 スポーツ用品店 スポーツデポ 東大阪長田店

東大阪市 その他 鴻池スカイランド（西側）

東大阪市 その他 鴻池スカイランド（東側）

東大阪市 その他 鴻池ふれあいプラザ

東大阪市 そろばん教室 興珠会シナプスクラブ東大阪校

東大阪市 そろばん教室 幸そろばん教室

東大阪市 そろばん塾 希望そろばん 森河内校

東大阪市 ダイビングショップ MAKO　DIVE

東大阪市 タクシー事業 Hamada World TAXI

東大阪市 ダンススタジオ Up Joy Dance Studio

東大阪市 ダンススタジオ ダンススタジオデイジー

東大阪市 ダンススタジオ ともさかダンススタジオ

東大阪市 ダンススタジオ ハッピータイムダンススタジオ

東大阪市 ダンス教室 DANCE STUDIO 8888

東大阪市 デイサービス ミック健康の森瓢箪山

東大阪市 ドラッグストア ドラッグミック瓢箪山駅前店

東大阪市 ドラッグストア ドラッグミック瓢箪山店

東大阪市 ドラッグストア マザーピア 西岩田店

東大阪市 ドラッグストア 山田漢方薬局

東大阪市 ネイル　まつげエクステサロン Nail&まつげエクステSalon Cure-キュア-

東大阪市 ネイル、エステサロン Le Blanc

東大阪市 ネイルサロン esilarante

東大阪市 ネイルサロン F-NAIL

東大阪市 ネイルサロン nail salon EN

東大阪市 パーソナルトレーニングジム Restart リスタート

東大阪市 パーラー パーラーキング

東大阪市 バイク屋 バイクショップＱｕｉｃｋ

東大阪市 パソコン・プログラミング教室 パソコン市民講座イオン東大阪教室

東大阪市 パソコン教室 パソコン教室マイドゥ東大阪校

東大阪市 パチンコ＆スロット マジックバード若江

東大阪市 パチンコ屋 プレジール玉串店

東大阪市 ぱちんこ店 SUPER COSMO AREA

東大阪市 パチンコ店 SUPER COSMO SPACE

東大阪市 パチンコ店 アズ東大阪店

東大阪市 ぱちんこ店 キコーナ高井田店

東大阪市 パチンコ店 キコーナ東大阪店

東大阪市 パチンコ店 キコーナ布施店

東大阪市 パチンコ店 タウンライト布施店

東大阪市 パチンコ店 ニュー大池会館

東大阪市 パチンコ店 はりまや　俊徳道店

東大阪市 パチンコ店 はりまや　徳庵駅前店

東大阪市 パチンコ店 マルハンきずり店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

東大阪市 パチンコ店 マルハン水走店

東大阪市 パチンコ店 マルハン中石切店

東大阪市 パチンコ店 マルハン東大阪店

東大阪市 パチンコ店 マルハン布施店

東大阪市 バレエ用品販売 グランプランニング株式会社

東大阪市 ビリヤード ビリヤード松屋

東大阪市 ビリヤード、ダーツ MATSUYAプラス

東大阪市 フォトスタジオ 尾上写真場

東大阪市 ヘアサロン　ネイルサロン Hair＆Nail FOREST.

東大阪市 ペット美容 ペットサロン・アン

東大阪市 ボウリング、カラオケ、ダーツ、卓球、ビリヤード、アミューズメントラウンドワン　東大阪店

東大阪市 ボーカル教室 USボーカル教室　布施駅前校

東大阪市 ボーカル教室 布施駅前校

東大阪市 ホームセンター コーナンPRO東大阪店

東大阪市 ホームセンター スーパービバホーム東大阪店

東大阪市 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO外環新石切店

東大阪市 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO東大阪菱江店

東大阪市 ホームセンター ホームセンターコーナンフレスポ東大阪稲田店

東大阪市 ホームセンター ホームセンターコーナン外環新石切店

東大阪市 ホームセンター ホームセンターコーナン東大阪菱江店

東大阪市 ホームセンター ホームセンターコーナン布施駅前店

東大阪市 ボクシングジム ソアーボクシング

東大阪市 ホテル リッチモンドホテル東大阪

東大阪市 ホテル業 ホテルウイングインターナショナルセレクト東大阪

東大阪市 まつえくサロン Beauty Design R.

東大阪市 マツゲエクステ BeautysalonLaele

東大阪市 マッサージサロン 小顔美容整体サロンLucy

東大阪市 まつ毛エクステ、ネイル EyelashSalon LILLY

東大阪市 まつ毛エクステサロン プライベートサロンハルハル

東大阪市 ヨガ＆ピラティス教室 ディラ

東大阪市 ヨガスタジオ ヨガスタジオ8710

東大阪市 ヨガスタジオ　併設（リラクゼーションサロン） スタジオ＆マッサージ　RIRA布施本店

東大阪市 ライブハウス A-kukan

東大阪市 ラグビー場 東大阪市花園ラグビー場

東大阪市 ランドセル小売り カザマランドセル

東大阪市 リサイクルショップ リサイクルショップはっぴぃ

東大阪市 リラクゼーション ほぐし処・極

東大阪市 リラクゼーション ラフィネ　イオン東大阪店

東大阪市 リラクゼーション ラフィネ　近鉄フッセ店

東大阪市 リラクゼーション 風の湯新石切店　手もみ処

東大阪市 リラクゼーションサロン Asian tree

東大阪市 リラクゼーションサロン ドライヘッドスパ&スイソニア LAXIA-ラクシア-

東大阪市 リラクゼーションサロン リフレッシュ　スペース　元

東大阪市 リラクゼーションサロン リラクゼーションサロン釆香

東大阪市 リラクゼーションスペース りらくる東大阪稲田店

東大阪市 リラクゼーションマッサージ ナイスマッサージ

東大阪市 リラクゼーション施設 ここもみ　東大阪長田店

東大阪市 レンタカー事業 ニコニコレンタカー　近鉄布施駅前店

東大阪市 レンタルハウス コミュニティハウスゆう×ゆう×ゆう

東大阪市 衣料雑貨 さわい洋品店

東大阪市 衣料品 HEART・LAND

東大阪市 衣料品 アウトレットＪ　イオン東大阪店

東大阪市 衣料品 おしゃれショップ大和屋

東大阪市 衣料品 シズタニ

東大阪市 衣料品 マックハウス　東大阪若江店

東大阪市 衣料品 まるいち衣料店

東大阪市 衣料品 亀屋

東大阪市 衣料品 村尾衣料店

東大阪市 衣料品店 洋服の青山　東大阪御厨東店

東大阪市 衣料品店 洋服の青山　東大阪石切店

東大阪市 衣料品店 洋服の青山　布施南店
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東大阪市 医療機器、健康食品の販売 ハクジュプラザ　鴻池店

東大阪市 医療機器、健康食品の販売 ハクジュプラザ　瓢箪山店

東大阪市 一級建築士事務所 株式会社 桝本工務店

東大阪市 運動施設 スポーツホールかがやき

東大阪市 英会話教室 Beat英会話教室

東大阪市 英会話教室・学習塾 イングリッシュガーデン

東大阪市 英会話教室・学習塾 イングリッシュガーデン　若江岩田校

東大阪市 英語教室 ECCジュニア日下東教室

東大阪市 英語教室 こども英語教室Marc's English School

東大阪市 屋外公園 川俣スカイランド

東大阪市 卸、小売 セルフのフルセ東大阪店

東大阪市 卸売業 株式会社天野福助号

東大阪市 化粧品屋 コスメティックハウス ウチダ

東大阪市 家具販売店 湯川家具　東大阪店

東大阪市 家電販売店 エディオン東大阪店

東大阪市 家電量販店 ジョーシン 高井田店

東大阪市 家電量販店 ジョーシン 新石切店

東大阪市 家電量販店 ジョーシン 東大阪長田店

東大阪市 家電量販店 ジョーシン 東大阪店

東大阪市 家電量販店 マツヤデンキ八戸ノ里店

東大阪市 家電量販店 中環東大阪店

東大阪市 花屋 詩風花

東大阪市 介護保険事業 社会福祉法人　逢花

東大阪市 介護老人福祉施設 特別養護老人ホームくつろぎ・友井荘

東大阪市 外科医院 岸外科

東大阪市 学習塾 トライプラス八戸ノ里校

東大阪市 学習塾 学習塾スピカ

東大阪市 学習塾 関塾東大阪市庁前進学学院

東大阪市 学習塾 関西個別指導学院 八戸ノ里教室

東大阪市 学習塾 関西個別指導学院 布施教室

東大阪市 学習塾 京進スクール・ワン 鴻池教室

東大阪市 学習塾 京進スクール・ワン 若江教室

東大阪市 学習塾 京進スクール・ワン　新石切教室

東大阪市 学習塾 現役大学受験専門塾　高学館　八戸ノ里校

東大阪市 学習塾 馬渕教室 新石切校

東大阪市 学習塾 馬渕個別 新石切校

東大阪市 学習塾 未来歩学院

東大阪市 学習塾 幼児教室ブロッサム

東大阪市 株式会社 協栄薬品株式会社

東大阪市 簡易宿所 TAKIO Guesthouse

東大阪市 眼鏡 メガネのＳＨＩＫＯ

東大阪市 企業 プリントアース

東大阪市 勤労者福祉サービス施設 東大阪市立勤労市民センター「ユトリート東大阪」

東大阪市 金属加工工場 砂山製作所

東大阪市 金融・保険業 IFX株式会社

東大阪市 空手道場 壯和館空手道場

東大阪市 携帯ショップ auショップ東大阪みくりや

東大阪市 携帯ショップ auショップ布施

東大阪市 携帯ショップ UQスポット布施

東大阪市 携帯修理業 スマホRisE布施店

東大阪市 携帯電話販売 auショップ鴻池新田店

東大阪市 携帯電話販売 auショップ若江店

東大阪市 建設業 株式会社龍建

東大阪市 個人タクシー 水島タクシー

東大阪市 呉服屋 中矢呉服店

東大阪市 呉服宝飾品店 おしゃれ工房みつわ

東大阪市 公益法人　事務局 公益財団法人　東大阪市産業創造勤労者支援機構

東大阪市 公共交通機関 近鉄バス株式会社

東大阪市 公衆浴場 なにわ健康ランド　湯～トピア

東大阪市 公衆浴場 永和湯

東大阪市 工場 テ・トラテック



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

東大阪市 広告・印刷業 有限会社長谷川印刷

東大阪市 高齢者グループホーム くつろぎの家エルフ・ひらおか

東大阪市 高齢者グループホーム くつろぎの家エルフ・みと

東大阪市 高齢者の職業紹介 公益社団法人東大阪市シルバー人材センター

東大阪市 高齢者施設 アーバンケア稲田

東大阪市 高齢者施設 アーバンケア御厨

東大阪市 高齢者施設 アーバンケア島之内

東大阪市 高齢者施設 アーバンケア八戸ノ里

東大阪市 高齢者施設 グループホーム香寿庵

東大阪市 高齢者施設 介護老人保健施設アーバンケア

東大阪市 高齢者施設 社会福祉法人 由寿会

東大阪市 高齢者施設 地域包括支援センター アーバンケア新喜多

東大阪市 昆布食品小売り店 北前船のカワモト　石切店

東大阪市 司法書士事務所 司法書士にしむら事務所

東大阪市 歯科医院 のざき歯科

東大阪市 歯科医院 まえだ歯科医院

東大阪市 歯科医院 医療法人　中村歯科

東大阪市 歯科医院 青木歯科

東大阪市 歯科医院 大橋歯科医院

東大阪市 歯科医院 木下歯科医院

東大阪市 歯科診療所 歯科　山崎

東大阪市 事務所 アクセスネット

東大阪市 事務用品文具駄菓子販売 有限会社堀商店

東大阪市 寺 宗教法人　重願寺

東大阪市 寺院 息徳寺

東大阪市 時計・宝石の販売 宝石・時計　永畑

東大阪市 耳鼻咽喉科医院 甲田耳鼻咽喉科

東大阪市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　御厨店

東大阪市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　東大阪北店

東大阪市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　布施店

東大阪市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社ＵＣＡＲＳ東大阪店

東大阪市 自動車ディラー 日産大阪販売株式会社　菱江店

東大阪市 自動車の販売及び関連するサービス Hｏｎｄａ Ｃａｒｓ 大阪　Ｕ-Ｓｅｌｃｔ 東大阪

東大阪市 自動車の販売及び関連するサービス Honda　Cars　大阪　外環六万寺店

東大阪市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪 水走店

東大阪市 自動車の販売及び関連するサービス Honda　Cars大阪　布施高井田店

東大阪市 自動車整備工場 株式会社シルバースター

東大阪市 自動車電装整備 マエカワ東大阪店

東大阪市 自動車電装品　分解・組立 マエカワ　リビルドセンター

東大阪市 自動車販売　修理 日産大阪販売株式会社　石切店

東大阪市 自動車販売・整備 株式会社　大和サービス

東大阪市 自動車販売会社 有限会社チェックマン

東大阪市 自動車販売整備業 村上自動車工業株式会社

東大阪市 自動車販売店 オートギャラリーＨＡＬ

東大阪市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）東大阪店

東大阪市 自動車販売店、自動車部品販売店 (株)進光自動車

東大阪市 質屋 質と買取タチバナ屋

東大阪市 写真すたじお 古民家すたじお わが家

東大阪市 写真スタジオ 写真(スタジオカメラート)

東大阪市 写真スタジオ 写真のマキ

東大阪市 写真屋 とくあんナニワ

東大阪市 写真撮影 近畿大学ブックセンター梅の木

東大阪市 写真店 イナバカメラ店

東大阪市 社会福祉法人 花園精舎

東大阪市 車買取店 ユーポス外環東大阪店

東大阪市 手芸教室 アトリエつげ

東大阪市 手芸店 さわい手芸店

東大阪市 宗教施設 花園キリスト教会

東大阪市 宗教法人　寺院 真宗大谷派　眞願寺

東大阪市 就労支援施設 意岐部就労支援センター

東大阪市 就労支援施設 永和就労支援センター



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

東大阪市 就労支援施設 就活ファクトリー東大阪

東大阪市 宿泊、レストラン SEKAI HOTEL Fuse

東大阪市 宿泊施設 ホテルセイリュウ

東大阪市 宿泊施設(ビジネスホテル) U・コミュニティホテル

東大阪市 塾 個別指導塾YES  YESオンラインスクール YES検定指導学院

東大阪市 書店 つつみ書店

東大阪市 小売店 AOKI　ニトリモール東大阪店

東大阪市 小売店 辰巳種苗園芸店

東大阪市 障がい児通所支援事業所 慶生会ＫＩＤＳステージ鴻池

東大阪市 障害者グループホーム あかりの家エルフ・みと

東大阪市 信用金庫 大阪信用金庫　永和支店

東大阪市 信用金庫 大阪信用金庫　荒本支店

東大阪市 信用金庫 大阪信用金庫　東大阪支店

東大阪市 紳士服・洋品小売店 メンズウェア　MITSUYA

東大阪市 図書館 大阪府立中央図書館

東大阪市 雀荘 タオ牌牌

東大阪市 整骨院 あいはら整骨院

東大阪市 整骨院 あすなろ整骨院　

東大阪市 整骨院 あん整骨院

東大阪市 整骨院 いしきり整骨院

東大阪市 整骨院 おおにし整骨院

東大阪市 整骨院 さなだ整骨院

東大阪市 整骨院 しまだ整骨院

東大阪市 整骨院 つくだ整骨院

東大阪市 整骨院 ふだもと整骨院

東大阪市 整骨院 やすらぎ整骨院

東大阪市 整骨院 快信整骨院

東大阪市 整骨院 三久保整骨院

東大阪市 整骨院 森河内かげとみ整骨院

東大阪市 整骨院 布施足代整骨院

東大阪市 整体院 足の治療院　ゆき鍼灸整体院

東大阪市 生花店 ＦＬＥＵＲ　ＳＥＰＴ　7

東大阪市 生花店 フラワーショップ花園

東大阪市 生活雑貨 中尾紙店

東大阪市 生命保険・損害保険募集代理店 保険デザイン イオンタウン東大阪店

東大阪市 石材店 大阪石材工業株式会社　お墓の展示館

東大阪市 設計事務所 近藤設計事務所

東大阪市 占い　カウンセリング 心の糸　カウンセリングルームあっどあい

東大阪市 占い屋 心の糸　／　 カウンセリングルームあっどあい

東大阪市 総合儀式場 メイプルホール高井田

東大阪市 総合儀式場 メイプルホール石切

東大阪市 総合儀式場 東大阪玉泉院

東大阪市 総合健康づくり施設（スポーツクラブ、カルチャースクール、スイミングスクール、喫茶、カラオケなど） 宝持会総合健康づくりセンター Holly EIWA

東大阪市 葬儀会館 シティホール東大阪

東大阪市 葬儀会館 シティホール八戸ノ里

東大阪市 葬儀会館 小阪駅前ホール

東大阪市 葬儀式場 東阪社 マイホール

東大阪市 葬儀式場 東大阪祭典

東大阪市 葬祭業 シティホール衣摺

東大阪市 体育館 東大阪市立東体育館

東大阪市 体育館、屋内プール 東大阪市立総合体育館

東大阪市 体育館、貸部屋 東大阪市立市民ふれあいホール

東大阪市 体操教室 カーブス東大阪八戸ノ里駅前

東大阪市 体操教室 カーブス瓢箪山

東大阪市 貸会議室 クリエイターズプラザ

東大阪市 貸会議室 東大阪市立　産業技術支援センター

東大阪市 卓球場、卓球教室 布施卓球場

東大阪市 脱毛サロン 移動脱毛サロンカー　ルチアーノ大阪

東大阪市 中古自動車販売店 car freemarket CHANGE

東大阪市 中古車センター ＵＣＡＲＳ　石切

東大阪市 中古車販売 ガレージ大阪東
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東大阪市 中古車販売店 八屋オート

東大阪市 電気屋 ソニーショップ Ｄｏ夢

東大阪市 電気工事店 岡口電気

東大阪市 電気店 おおにしでんき

東大阪市 塗装店 我妻塗装

東大阪市 陶器、神具、土産物 山崎陶磁器店

東大阪市 動物病院 東大阪動物病院

東大阪市 認知症対応型共同生活介護 グループホームくつろぎ・友井荘

東大阪市 買取専門店 買取GO！

東大阪市 美容院 brasso hair

東大阪市 美容院 Hair Make AgeーMix

東大阪市 美容院 MAMA'S鴻池店

東大阪市 美容院 MEEK to Y

東大阪市 美容院 moi-meme モワ・メーム

東大阪市 美容院 totto hair

東大阪市 美容院 美容室カークス

東大阪市 美容業 オアシス

東大阪市 美容室 ais?　八戸ノ里

東大阪市 美容室 ais?エゼ

東大阪市 美容室 B.S.つつい

東大阪市 美容室 BEATY HAIR SALON angle八戸ノ里店

東大阪市 美容室 Be-Reborn HAIS

東大阪市 美容室 Champ花園店

東大阪市 美容室 Champ瓢箪山店

東大阪市 美容室 Club Kengo

東大阪市 美容室 cpc花園店

東大阪市 美容室 CREED 瓢箪山店

東大阪市 美容室 CURE hair

東大阪市 美容室 Dipe

東大阪市 美容室 DOCHE HAIR

東大阪市 美容室 Figaro DouDou

東大阪市 美容室 Figaro MAGIE

東大阪市 美容室 Gem Stone

東大阪市 美容室 ＨＡＩＲ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＣＲＡＦＴ

東大阪市 美容室 hair design DRESS

東大阪市 美容室 hair mode 37 avenue

東大阪市 美容室 hair salon Hajy

東大阪市 美容室 HAIR'S GATE　フレスポ東大阪長田店

東大阪市 美容室 JILL franc

東大阪市 美容室 JILL TOTAL BEAUTY SALON 

東大阪市 美容室 Liberta

東大阪市 美容室 MASHU ADOBE店

東大阪市 美容室 MASHU GRANDVASE店

東大阪市 美容室 MASHU MACHELA店

東大阪市 美容室 Merci

東大阪市 美容室 SaLLe BLANCHEUR

東大阪市 美容室 Soin de Blanche LIFE八戸ノ里店

東大阪市 美容室 STONE 徳庵店

東大阪市 美容室 Strawberry  candle

東大阪市 美容室 Verbena

東大阪市 美容室 zest-hair

東大阪市 美容室 ザ.ヘアメイクPOO

東大阪市 美容室 サロンド・ボーテAmie（アミ）

東大阪市 美容室 スノードロップ　ヘア

東大阪市 美容室 チョキチョキハウス

東大阪市 美容室 テュラスハティ

東大阪市 美容室 ビーリボーンヘアーズ

東大阪市 美容室 びしゅう美容室

東大阪市 美容室 ヘアカラープロ

東大阪市 美容室 ヘアメイク  グローリー

東大阪市 美容室 ヘアメイクニア
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東大阪市 美容室 ボヌール美容室

東大阪市 美容室 ル シエル  

東大阪市 美容室 美容室kamibito 東大阪店

東大阪市 美容室 美容室Over

東大阪市 美容室 美容室モノトーン

東大阪市 美容室、居宅介護サービス ヘアーモードアッシュ

東大阪市 不動産 Gather Home

東大阪市 不動産屋 株式会社ハウスリー

東大阪市 不動産会社 株式会社ハイパーフェニックス　えきまえ不動産

東大阪市 不動産管理　接客業 アイトラスト有限会社

東大阪市 不動産業 クローバーライフ株式会社

東大阪市 不動産業 株式会社サム・エステイト

東大阪市 不動産業 ㈱キャメルジャパン

東大阪市 不動産仲介会社 株式会社リナホーム

東大阪市 不動産賃貸管理業 株式会社ナニワ企画

東大阪市 不動産店 株式会社Ｓイノベーション

東大阪市 府営公園 枚岡公園

東大阪市 服屋 ANLabel

東大阪市 服屋 グース

東大阪市 服屋 販売GO!

東大阪市 福祉用具のレンタル ダイキチレントオール株式会社

東大阪市 保育園 アーバンチャイルドこども園

東大阪市 保育園 アーバンチャイルド保育園

東大阪市 保険代理店 ほけんの窓口　イオン東大阪店

東大阪市 保険代理店 ほけんの窓口　布施店

東大阪市 放課後等デイサービス cocolo児童デイサービス

東大阪市 放課後等デイサービス 児童発達支援 放課後等デイサービス みらい

東大阪市 訪問看護ステーション イーリハ東大阪訪問看護ステーション

東大阪市 訪問看護ステーション 株式会社　ルピナス　リハビリ訪問看護ステーション　ルピナス

東大阪市 訪問看護ステーション　ルピナス リハビリ訪問看護ステーション　ルピナス　瓢箪山

東大阪市 麻雀 麻雀クラブ芸夢

東大阪市 麻雀屋 麻雀クラブ センチュリー

東大阪市 麻雀店 まーじゃん　ピース

東大阪市 輸入自動車ディーラー ボルボ カー 東大阪

東大阪市 洋品店 有限会社ミニハウスコーポレーション

東大阪市 洋服リフォーム お直しのきもと

東大阪市 理髪店 理容大丸

東大阪市 理美容 BANANAS hair design

東大阪市 理美容 hair station gather

東大阪市 理美容室 ART CUBE

東大阪市 理美容室 ランダム

東大阪市 理美容店 ヘアサロン富士西

東大阪市 理容 理容ムラタ

東大阪市 理容業 SMARF hair

東大阪市 理容業 ヘアーサロン　コトブキ

東大阪市 理容業 ヘアーサロン　モウリ

東大阪市 理容業 マサキ理容

東大阪市 理容室 Hair  Zoom  A・S・H

東大阪市 理容室 HEAD'S

東大阪市 理容室 PAPA'S鴻池店

東大阪市 理容室 SALON DU FATHER & MOTHER

東大阪市 理容室 TOTAL SALON NY

東大阪市 理容室 ヘアーサロン　おしきり

東大阪市 理容室 ヘアーサロン大東

東大阪市 理容室 理髪館　若江岩田店

東大阪市 理容店 ヘアーサロン夢炭酸

東大阪市 理容店 理容ふるおか

東大阪市 旅行代理店 Y'sトラベル株式会社(ワイズトラベル)

東大阪市 鍼灸マッサージ院 鍼灸マッサージ院　ここゆ（心癒）

東大阪市 鍼灸院 Hari spa Amitabha

東大阪市 鍼灸院 こささ鍼灸院



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

東大阪市 鍼灸院 花楽鍼灸院　耳ツボダイエットサロンHANARAKU　併設

東大阪市 鍼灸院 三久保鍼灸院

東大阪市 鍼灸院 村田鍼灸院

東大阪市 鍼灸整骨院 かげとみ鍼灸整骨院

東大阪市 鍼灸整骨院 たけだ鍼灸整骨院

東大阪市 鍼灸整骨院 赤井整骨院

八尾市 BAR BAR HUMPTY DUMPTY

八尾市 bar Bluessy

八尾市 bar Shakee's Bar

八尾市 BAR はしっこBAR

八尾市 Barラウンジ chouchou

八尾市 BARラウンジ SHY&CO

八尾市 ＢＡＲラウンジ ＳＨＹ＆ＣＯ

八尾市 cafe&bar ＭＡｒｃ

八尾市 ＣａｆｅＢａｒ CafeBar ＭＡｒｃ

八尾市 Snack Snack　ＳＫＹ

八尾市 イタリア料理店 Tokiaprofumo

八尾市 うどん・そば・丼 八尾製麺所　イズミヤ八尾店

八尾市 うどん屋 うどん山川　八尾店

八尾市 うどん屋 うどん処加門

八尾市 うどん屋 ふじ

八尾市 うどん店 うどん亭　たからや

八尾市 エスニック飲食店 flavor of Saigon

八尾市 オーセンティックバー cafe bar   re  cher

八尾市 お菓子販売 まるしげ近鉄八尾店

八尾市 お好み焼 千房 リノアス八尾支店

八尾市 お好み焼・鉄板焼 お好み焼・鉄板焼　まま家

八尾市 お好み焼き屋 オコノミヤキベイベー

八尾市 お好み焼き屋 お好み焼　ぐー

八尾市 お好み焼き屋 お好み焼き ふうふう

八尾市 お好み焼き屋 ファミリエ

八尾市 お好み焼き屋 鶴橋風月アリオ八尾店

八尾市 お好み焼き店 のより

八尾市 お好み焼き店 錦わらい 八尾店

八尾市 お好み焼屋 お好み焼・鉄板焼・きん太　八尾店　

八尾市 お好み焼屋 お好み焼はここやねん八尾高美店

八尾市 カフェ Hanayaka Cafe

八尾市 カフェ Salon de the USAGI

八尾市 カフェ カフェコスモス

八尾市 カフェ ハレノヒカフェ

八尾市 カフェ ゆすら cafe

八尾市 カフェ、バル カフェとワインとごはんのお店　APETY

八尾市 カフェ・レストラン GRAND lodge CAFE & RESTAURANT

八尾市 カフェバー Cafe Bar DONNA

八尾市 カフェレストラン　 カフェレストラン　美遊食倶楽部　杏

八尾市 カラオケ ＪＪ

八尾市 カラオケ lovely

八尾市 カラオケ カラオケ　よっちゃん

八尾市 カラオケ カラオケ　よっちゃん２

八尾市 カラオケ ポーのへや

八尾市 カラオケ 酒きっさくろ

八尾市 カラオケ スナック スナック ニューマリア

八尾市 カラオケスナック アフロディーテ

八尾市 カラオケスナック カラオケ 桜島

八尾市 カラオケスナック カラオケ・スナック ポパイ

八尾市 カラオケスナック カラオケスナック YOU

八尾市 カラオケスナック すなっく すず

八尾市 カラオケスナック スナックさくら

八尾市 カラオケスナック ニューみやこ

八尾市 カラオケスナック メロディー

八尾市 カラオケスナック 沙昏



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

八尾市 カラオケスナック 遊び心 鈴鈴

八尾市 カラオケスナック 漣

八尾市 カラオケスナック えみりー カラオケスナック えみりー

八尾市 カラオケバー カラオケBarBar

八尾市 カラオケ喫茶 Blue

八尾市 カラオケ喫茶 おもーれ

八尾市 カラオケ喫茶 カラオケヒダカ

八尾市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　まどんな

八尾市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　館

八尾市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶さくら

八尾市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶ピエロ

八尾市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶フレンド

八尾市 ｶﾗｵｹ喫茶 スナック　遥

八尾市 カラオケ喫茶 バロンドール

八尾市 カラオケ喫茶 和らい

八尾市 カラオケ喫茶＆スナック カラオケ　エイコー

八尾市 カラオケ喫茶、スナック カラオケ蘭

八尾市 カラオケ居酒屋 酒場一輪

八尾市 キャバクラ Club Diva

八尾市 コーヒーショップ ドトールコーヒー　イズミヤ八尾店

八尾市 ショットバー shotbar nakako

八尾市 すし屋 すし処  恵比寿

八尾市 すし屋 紀文すし

八尾市 ステーキ＆ハンバーグレストラン PAUHANA　リノアス店

八尾市 ステーキ＆ハンバーグレストラン PAUHANA 八尾店

八尾市 スナック BRENDA

八尾市 スナック COCO

八尾市 スナック delfino

八尾市 スナック DRESS

八尾市 スナック funny

八尾市 スナック garden

八尾市 スナック J.bros

八尾市 スナック J.one

八尾市 スナック JJ

八尾市 スナック MERIA メリア

八尾市 スナック Ravir

八尾市 スナック Rush

八尾市 スナック Sea

八尾市 スナック will be

八尾市 スナック あいちゃん

八尾市 スナック かおり

八尾市 スナック カラオケもも

八尾市 スナック くろねこ

八尾市 スナック ゴダイゴ

八尾市 スナック さくら

八尾市 スナック スナック  デルフィーノ

八尾市 スナック スナック　かるがも

八尾市 スナック スナック スワロウテイル

八尾市 スナック スナック ちえ美

八尾市 スナック すなっく　ようこ

八尾市 スナック スナック　樽

八尾市 スナック すなっく　美月　さつき

八尾市 スナック スナックＭＩＲＡＩ

八尾市 スナック スナックSAY

八尾市 スナック スナックパートナー

八尾市 スナック ティアラ2

八尾市 スナック とんとん

八尾市 スナック とんぼ

八尾市 スナック ナイト・イン プリーズ

八尾市 スナック ニュースター２

八尾市 スナック はるみ



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

八尾市 スナック べるふらわぁ

八尾市 スナック めーぷる

八尾市 スナック より道

八尾市 スナック ラウンジ樹里　

八尾市 スナック リアラ

八尾市 スナック ルピナス

八尾市 スナック 艶

八尾市 スナック 花吉

八尾市 スナック 喜愛-Kanon-

八尾市 スナック 胡蝶

八尾市 スナック 菜花

八尾市 スナック 酒きっさくろ

八尾市 スナック 寿々

八尾市 スナック 赤坂

八尾市 スナック 恋

八尾市 スナック　カラオケ喫茶 たっちゃん

八尾市 スナックバー マブハイⅡ

八尾市 スパゲッティー専門店 パスタハウスマーチャン

八尾市 そば店、居酒屋 そば処　楠喜

八尾市 そろばん教室 興珠会シナプスクラブ八尾校

八尾市 ダーツバー PLUS ALPHA

八尾市 ダイニングバー DINING BAR CROWD

八尾市 ダイニングバー Waveee dining bar

八尾市 たこ焼き屋 たこ焼 あほや 志紀駅前店

八尾市 ドーナツ製造・販売 ミスタードーナツアリオ八尾店

八尾市 ドーナツ製造・販売 ミスタードーナツ八尾ペントプラザ店

八尾市 ナイトクラブ ブレンダ

八尾市 バー Bar 333

八尾市 バー Bar BEAR 

八尾市 バー BAR PAIN

八尾市 バー CHAIN

八尾市 バー Dinig＆Bar  Shirohige

八尾市 バー Eccola

八尾市 バー Hip・Lip

八尾市 バー Orion

八尾市 バー Xana

八尾市 バー ナッシュビル

八尾市 バー ヤチャバー

八尾市 バー 日南

八尾市 バル 炭火とワイン八尾店

八尾市 ハンバーガー等製造販売 モスバーガー八尾かやふり店

八尾市 ビュッフェ 串家物語アリオ八尾店

八尾市 ビュッフェレストラン 神戸クックワールドビュッフェ　リノアス八尾店

八尾市 ファミリーレストラン ガスト八尾久宝寺店

八尾市 ファミリーレストラン ガスト八尾高美店

八尾市 ファミリーレストラン ザめしや　八尾久宝寺口店

八尾市 ファミリーレストラン しゃぶ葉八尾老原店

八尾市 ファミリーレストラン とんから亭八尾店

八尾市 ファミリーレストラン バーミヤン八尾南店

八尾市 ファミリーレストラン 和食さと　八尾青山店

八尾市 ベーカリー 麻布十番モンタボー

八尾市 ベーカリーレストラン 夢厨房アリオ八尾店

八尾市 もつ鍋屋 もつ鍋蝶屋

八尾市 ラーメン 麺麺家　イズミヤ八尾店

八尾市 ラーメン屋 ラーメンまこと屋八尾南太子堂店

八尾市 ラーメン屋 来来亭八尾植松店

八尾市 ラーメン店 どうとんぼり神座　長吉店

八尾市 ラーメン店 一蘭八尾店

八尾市 ラウンジ ainori

八尾市 ラウンジ chou chou

八尾市 ラウンジ ニューラウンジルカ
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八尾市 ラウンジ マシュマロ

八尾市 ラウンジ ラウンジAYA

八尾市 ラウンジ・スナック フレンズ

八尾市 ラウンジ樹里　 ラウンジ樹里　

八尾市 レストラン あずさ珈琲八尾店

八尾市 レストラン かごの屋八尾高安店

八尾市 レストラン グリル・喫茶 メープル

八尾市 レストラン 菜

八尾市 レストラン 昔洋食みつけ亭　アリオ八尾店

八尾市 レストラン 籠乃屋 本店

八尾市 レストランバー ピースアシュベリー

八尾市 飲食　台湾茶館　台湾料理 台湾茶館　金萱堂

八尾市 飲食店 びっくりドンキー外環八尾店

八尾市 飲食店 街かど屋　八尾青山店

八尾市 沖縄そば 沖縄そばKOKORO

八尾市 屋台 小平商店

八尾市 回転寿司 くら寿司アクロスプラザ八尾店

八尾市 回転寿司 くら寿司青山店

八尾市 回転寿司 大起水産回転寿司　八尾店

八尾市 海鮮れすとらん 魚輝水産れすとらん　新家町店

八尾市 海鮮れすとらん 魚輝水産れすとらん　八尾南店

八尾市 海鮮料理 裏町酒場・誠貴や

八尾市 割烹 割烹 与志の

八尾市 割烹 割烹四季

八尾市 甘党喫茶 甘党まえだ　八尾店

八尾市 韓国料理 ぱんちゃん

八尾市 喫茶店 Cafe Rocca

八尾市 喫茶店 coffee　PASSION

八尾市 喫茶店 カフェ・ベリー

八尾市 喫茶店 庵逗珈琲

八尾市 喫茶店 可緋処 雪人

八尾市 喫茶店 珈琲屋　らんぷ　八尾店

八尾市 喫茶店 珈琲専門店　WING

八尾市 居酒屋 GAYA

八尾市 居酒屋 ＨＯＰＳ

八尾市 居酒屋 Pit　Break

八尾市 居酒屋 あさちゃん

八尾市 居酒屋 あじ処なる　八尾店

八尾市 居酒屋 いろどり近鉄八尾駅前店

八尾市 居酒屋 うまいもんや　もり河

八尾市 居酒屋 おでん　季節料理　実の花

八尾市 居酒屋 おばんざいバル　りんご屋

八尾市 居酒屋 じとっこ組合近鉄八尾店

八尾市 居酒屋 ダイニングなごみ

八尾市 居酒屋 たなかや

八尾市 居酒屋 ちょい呑み処　MAKO家

八尾市 居酒屋 とり家族八尾北本町店

八尾市 居酒屋 なみなみ

八尾市 居酒屋 ビストロ酒場　Ｗａｈａｈａ

八尾市 居酒屋 ひでぼん東久宝寺店

八尾市 居酒屋 もつ鍋とホルモンの店　蝶屋

八尾市 居酒屋 やきとりの扇屋　八尾志紀店

八尾市 居酒屋 やきとり大吉高安駅前店

八尾市 居酒屋 やんちゃ坊’ｓ

八尾市 居酒屋 ゆめかさご

八尾市 居酒屋 王道居酒屋のりをＪＲ八尾駅前店

八尾市 居酒屋 王道居酒屋のりを近鉄八尾駅前店

八尾市 居酒屋 沖縄料理ち?ちゃん

八尾市 居酒屋 海臨丸

八尾市 居酒屋 活魚料理　いし田

八尾市 居酒屋 牛串屋　ぽん次郎
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八尾市 居酒屋 居酒屋　南

八尾市 居酒屋 居酒屋あすか

八尾市 居酒屋 居酒屋かずや

八尾市 居酒屋 居酒屋たなちゃん

八尾市 居酒屋 魚の肴

八尾市 居酒屋 魚菜料理　魚uo

八尾市 居酒屋 串かつ  こもり

八尾市 居酒屋 串一

八尾市 居酒屋 串清

八尾市 居酒屋 鶏魚Kitchenゆう　八尾

八尾市 居酒屋 源家

八尾市 居酒屋 三郎丸

八尾市 居酒屋 酒実

八尾市 居酒屋 酒処 大ちゃん

八尾市 居酒屋 旬魚菜正や

八尾市 居酒屋 旬幸旬美　深登吏

八尾市 居酒屋 旬彩酒家　秀

八尾市 居酒屋 勝山亭

八尾市 居酒屋 焼き鳥ダイニングハマー八尾店

八尾市 居酒屋 政ごろう

八尾市 居酒屋 千両箱

八尾市 居酒屋 大衆酒場　がちや

八尾市 居酒屋 炭火串焼き　よってきぃ家

八尾市 居酒屋 炭火焼岡田屋

八尾市 居酒屋 炭焼きキッチンとりこ

八尾市 居酒屋 鉄板串と美味しいお酒　笑太郎　八尾店

八尾市 居酒屋 土間土間八尾店

八尾市 居酒屋 農家直送野菜ぺっこりん食堂

八尾市 居酒屋 梅本

八尾市 居酒屋 博多もつ鍋まぁる。

八尾市 居酒屋 美味魚菜いとう

八尾市 居酒屋 浜料理　かつらぎ

八尾市 居酒屋 北海道知床漁場 八尾店

八尾市 居酒屋 味どころ　しょうらく

八尾市 居酒屋 味彩

八尾市 居酒屋 癒炉とりどり

八尾市 居酒屋 炉ばた焼　山力

八尾市 居酒屋 和っか

八尾市 居酒屋 たこ焼き屋 定食屋 けんちゃんち

八尾市 魚料理専門店 魚小屋よしき

八尾市 蕎麦屋 山がや

八尾市 蕎麦屋 手打ち蕎麦 にし田

八尾市 串かつ屋 串かつ・一品料理　串花

八尾市 串カツ居酒屋 串料理 りき

八尾市 串揚げ専門店 串揚げ専門店 串のアイワ

八尾市 寿し割烹 寿し 割烹　魚　市

八尾市 寿司 割烹 寿し割烹 魚市

八尾市 寿司屋 やさと

八尾市 寿司屋 真　macoto

八尾市 寿司店 寿し処　美よ志

八尾市 小料理屋 小料理　ゆるり

八尾市 焼き鳥屋 とり焼　たまる

八尾市 焼き鳥屋 やきとり大吉志紀店

八尾市 焼き鳥屋 炭焼　陽なたや

八尾市 焼き鳥屋 本格やきとり　楽笑

八尾市 焼き鳥屋 遊食空間 晴ればれ

八尾市 焼き鳥店 炭火焼きとり　うしお

八尾市 焼鳥 炭焼尚店

八尾市 焼鳥屋 (炭)KASIWA屋

八尾市 焼鳥屋 鶏屋くだかけ

八尾市 焼鳥屋 焼鶏くだかけ
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八尾市 焼鳥屋 炭屋ご神木

八尾市 焼鳥屋 炭火焼とり　えんや　青獅子店

八尾市 焼鳥屋 炭火焼とり　えんや　赤獅子店

八尾市 焼肉 王道　八尾店

八尾市 焼肉レストラン 肉処 和 喰 wakuu^^

八尾市 焼肉飲食店 YAKINIKU BUFFET左近　リノアス八尾店

八尾市 焼肉屋 志紀店

八尾市 焼肉屋 焼肉  縁宴

八尾市 焼肉屋 焼肉　肉ちゃん

八尾市 焼肉屋 焼肉あんど

八尾市 焼肉屋 焼肉いまちゃん

八尾市 焼肉屋 焼肉ホルモン 勝万

八尾市 焼肉屋 焼肉ホルモンつねちゃん

八尾市 焼肉屋 焼肉らんど

八尾市 焼肉屋 肉彩酒場クアトロ

八尾市 焼肉屋 風林火山 萱振店

八尾市 焼肉屋 風林火山 志紀店

八尾市 焼肉店 一歩堂　八尾店

八尾市 焼肉店 焼屋和楽亭

八尾市 焼肉店 炭火焼肉　鶴兆　八尾店

八尾市 食事．喫茶．カラオケ 喫茶　桃

八尾市 食堂 ごはんやかれん

八尾市 食堂 八尾食堂

八尾市 水産物小売店 街のみなと　近鉄八尾店

八尾市 水産物小売店 街のみなと　八尾店

八尾市 惣菜・弁当 手づくりのお惣菜　ミモザ

八尾市 惣菜・弁当 手づくりの惣菜　ミモザ

八尾市 宅配食 かまどや八尾桜ヶ丘店

八尾市 宅配食 八尾桜ヶ丘店

八尾市 中華料理 てんぺい

八尾市 中華料理レストラン 餃子の王将 アリオ八尾店

八尾市 中華料理レストラン 餃子の王将　河内山本駅前店

八尾市 中華料理店 大阪王将JR八尾駅前店

八尾市 中国料理店 中国菜館 福龍園

八尾市 中国料理店 中国菜館　福龍園

八尾市 中国料理店 福龍園

八尾市 定食屋 街かど屋八尾青山町店

八尾市 鉄板焼き　居酒屋 鉄板＆居酒屋　JU-JU

八尾市 鉄板焼き屋 鉄板ホルモン艶

八尾市 天ぷら屋 天ぷら旬菜　天花

八尾市 日本料理 割烹御料理仕出し彩膳

八尾市 日本料理 割烹彩膳

八尾市 日本料理 日本料理  笠置

八尾市 日本料理店 割烹お料理仕出し彩膳

八尾市 日本料理店 玄品　八尾

八尾市 日本料理店 日本料理・鍋料理　おおはた

八尾市 野菜料理とカフェ すてんしょんかふぇ  

八尾市 揚げ物、惣菜 あげもんや

八尾市 洋菓子店 ケーキハウス　ミツハシ

八尾市 立ち飲み 立呑み処 よっちゃん

八尾市 立呑み居酒屋 立呑み金田酒店

八尾市 立呑屋 立呑み まんま。

八尾市 和食 家族亭　リノアス八尾店

八尾市 和食 日本料理　天山

八尾市 和食レストラン やまと

八尾市 和食レストラン れすとらん高砂

八尾市 和食店 海鮮酒菜げんげ

八尾市 和食料理店 酒惣菜    味楽

八尾市 珈琲店 輪留都珈琲店

八尾市 鍼灸整骨院 おかもと整体院

八尾市 餃子専門店 華龍
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八尾市 CD＆DVD、楽器販売、音楽教室 (株)山野楽器リノアス八尾店

八尾市 アイラッシュサロン リノアス八尾

八尾市 アウトドア用品販売 おおさかキャンパル

八尾市 アパレル ハニーズリノアス八尾店

八尾市 アロマサロン aroma-forest

八尾市 エステ POLA THE BEAUTY 八尾ひかり店

八尾市 エステティックサロン エステティック　アンジェリカ

八尾市 エステティックサロン ビューティバランスforever

八尾市 エンターテイメント教室 STUDIO-TOTOLA

八尾市 オートバイ販売整備 ホンダヤオ　

八尾市 カーテンじゅうたん販売 カーテンじゅうたん王国　八尾店

八尾市 カラオケ カラオケまねきねこ八尾駅前店

八尾市 カラオケ カラオケ館  八尾志紀店

八尾市 カラオケ コート・ダジュール八尾青山店

八尾市 カラオケ スナック　　昴

八尾市 カラオケボックス ジャンボカラオケ広場　近鉄八尾店

八尾市 カラオケボックス まねきねこ八尾駅前店

八尾市 カルチャースクール Re・Fine

八尾市 キックボクシングジム CRISS-CROSS

八尾市 クライミング専用ジム ロックオンクライミングジム

八尾市 グラウンド 八尾市立曙町市民運動広場

八尾市 グラウンド 八尾市立新家町市民運動広場

八尾市 グラウンド 八尾市立青少年運動広場

八尾市 グラウンド 八尾市立福万寺町市民運動広場

八尾市 ゲームセンター タイトーステーションアリオ八尾

八尾市 コミュニティセンター 八尾市立龍華コミュニティセンター

八尾市 コンタクトレンズ専門店 ビジョンスタイル八尾店

八尾市 コンビニ ローソン　八尾東山本新町三丁目店

八尾市 シェアリングスペース 快活CLUB外環八尾店

八尾市 シェアリングスペース 快活CLUB近鉄八尾駅前店

八尾市 シェアリングスペース 快活CLUB八尾宮町店

八尾市 ショッピングセンター LINOAS

八尾市 スーパーマーケット イオン八尾御坊前店

八尾市 スーパー銭湯 源気温泉　八尾おゆば

八尾市 スポーツクラブ カーブス近鉄八尾

八尾市 スポーツクラブ カーブス八尾志紀

八尾市 スポーツクラブ カーブス八尾太子堂

八尾市 スポーツクラブ スポーツクラブ＆スパ　ルネサンス久宝寺

八尾市 スポーツクラブ パシオスポーツクラブ八尾

八尾市 スポーツクラブ ビオス･クリエイティブ･スポーツクラブ

八尾市 スポーツクラブ ﾌｨｯﾄﾈｽ&ｽﾊﾟ　オンフィット

八尾市 スポーツクラブ ワールドプラスジム高安店

八尾市 スポーツジム ワールドプラスジム　志紀店

八尾市 スポーツジム ワールドプラスジム　八尾光町店

八尾市 ｽﾎﾟｰﾂ用品販売 スーパースポーツゼビオスポーツタウン久宝寺店

八尾市 そろばん塾 希望そろばん 上之島校

八尾市 デイサービス たのし処いろは

八尾市 テニスクラブ コ・ス・パ　八尾南

八尾市 テニススクール テニスラウンジ八尾

八尾市 テニススクール ノアインドアステージ大阪久宝寺

八尾市 テニス場 八尾市立志紀テニス場

八尾市 テニス場 八尾市立小阪合テニス場

八尾市 テント加工 テント加工、縫製

八尾市 ナイトクラブ lounge ViVi

八尾市 ナイトクラブ スナック翔

八尾市 ネイルサロン HAPPY NAIL

八尾市 ネイルサロン mammynail

八尾市 ネイルサロン Petit Chouchou  

八尾市 ネイルサロン PINE'S NAIL

八尾市 ネイルサロン pipinails

八尾市 ネイルサロン ナイスネイル八尾店
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八尾市 パーソナルトレーニングスタジオ Training Studio12

八尾市 パーソナルトレーニングスタジオ Training Studio12 

八尾市 バスケットボールレンタルコート＆ショップ NKS-405　BASKETBALL COURT & SHOP

八尾市 パソコン・プログラミング教室 パソコン市民講座　IY八尾教室

八尾市 パソコン教室 市民パソコン塾　八尾校

八尾市 ぱちんこ SUPER COSMO志紀店

八尾市 パチンコ アミューズ八尾

八尾市 パチンコ店 OK牧場八尾店

八尾市 パチンコ店 ガンバ

八尾市 パチンコ店 ガンバ久宝寺駅前店

八尾市 パチンコ店 キコーナ八尾太子堂店

八尾市 パチンコ店 マルハン八尾泉店

八尾市 ピアノ・リトミック教室 八尾南音楽館

八尾市 フィットネスクラブ コ・ス・パ　八尾

八尾市 フィットネスジム FITBASE24 八尾太子堂

八尾市 フィットネス教室 ジャザサイズ八尾市志紀、田中恵美クラス

八尾市 ブランド買取専門店 リノアス八尾店

八尾市 ヘアサロン am?se(アミューズ)

八尾市 ボーカル教室 USボーカル教室　八尾駅前校

八尾市 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO八尾楠根店

八尾市 ホームセンター ホームセンターコーナンリックス店

八尾市 ホームセンター ホームセンターコーナン外環八尾山本店

八尾市 ホームセンター ホームセンターコーナン南植松店

八尾市 ホームセンター ホームセンターコーナン八尾楠根店

八尾市 ホットヨガ ホットヨガスタジオLAVA近鉄八尾店

八尾市 まつ毛エクステサロン Lash

八尾市 まつ毛エクステサロン アイサロン シャルム

八尾市 ヨガスタジオ space link

八尾市 ライヴハウス Crenshaw

八尾市 ライブハウス 八尾　シルキーホール

八尾市 ラジオ放送局、スタジオ エフエムちゃお

八尾市 リサイクルショップ リサイクルマート アリオ八尾店

八尾市 リフォーム店（来店型） 株式会社ワーキング・ビー

八尾市 リラクゼーション ニューらく・らく

八尾市 リラクゼーション ラフィネ　リノアス八尾店

八尾市 リラクゼーションサロン ほぐし処　真心

八尾市 リラクゼーションスペース りらくる八尾高安店

八尾市 リラクゼーションスペース りらくる八尾太子堂店

八尾市 リラクゼーションスペース りらくる八尾店

八尾市 衣料品店 洋服の青山　八尾店

八尾市 印刷会社 大阪印刷工業株式会社

八尾市 英会話教室 ECCジュニア青山町教室

八尾市 屋外ゴルフ練習場 ロブゴルフプラザ

八尾市 屋内ゴルフ練習場 GOLDIA八尾校

八尾市 屋内運動施設 YAO加圧トレーニングスタジオ

八尾市 化粧品店 かもじや　アリオ店

八尾市 化粧品店 かもじや　リノアス店

八尾市 化粧品店 かもじや　本店

八尾市 家庭電気販売店 香川電化

八尾市 家電量販店 エディオン　八尾店

八尾市 家電量販店 ジョーシン 外環八尾店

八尾市 家電量販店 ジョーシン 久宝寺店

八尾市 家電量販店 ビックカメラアリオ八尾店

八尾市 家電量販店 マツヤデンキ山本店

八尾市 家電量販店 八尾南店

八尾市 介護老人福祉施設 あすか八尾

八尾市 介護老人福祉施設 あすか八尾　第２デイサービスセンター

八尾市 介護老人福祉施設 あすか八尾グループホーム

八尾市 介護老人福祉施設 グレイス八尾

八尾市 介護老人福祉施設 グレイス八尾・あすか八尾

八尾市 学習塾 ナビ個別指導学院　高安校
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八尾市 学習塾 関西個別指導学院 近鉄八尾教室

八尾市 学習塾 京進スクール・ワン　八尾教室

八尾市 学習塾 現役大学受験専門塾　高学館　近鉄八尾校

八尾市 学習塾 公文式　八尾堤町教室

八尾市 学習塾 馬渕教室 山本校

八尾市 学習塾 馬渕教室 八尾校

八尾市 球場 八尾市立山本球場

八尾市 携帯ショップ auショップアリオ八尾

八尾市 携帯ショップ auショップ外環八尾柏原

八尾市 携帯ショップ auショップ八尾太子堂

八尾市 携帯ショップ auショップ八尾南本町

八尾市 携帯ショップ UQスポットアリオ八尾

八尾市 劇場 八尾市文化会館（プリズムホール）

八尾市 個人タクシー 松枝タクシー

八尾市 公園 久宝寺緑地

八尾市 公園 八尾市立南木の本防災公園

八尾市 在宅介護サービス 株式会社　在宅介護トラスト

八尾市 雑貨（小物）製造販売 りんごの木

八尾市 雑貨屋 自遊本舗

八尾市 歯科医院 デンタルオフィスクローバー

八尾市 歯科医業 医療法人 上田歯科

八尾市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　U CARS 八尾店

八尾市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　八尾店

八尾市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪 外環都塚店

八尾市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪 八尾西店

八尾市 自動車修理業 GRAND FACTORY

八尾市 自動車整備業 株式会社　オビュール

八尾市 自動車販売及び関連するサービス提供 Honda Cars 大阪 太子堂店

八尾市 自動車販売整備事業 株式会社クラス　スマイル車検八尾南店

八尾市 自動車販売整備事業 八尾支店

八尾市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）八尾店

八尾市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売㈱U-CAR八尾

八尾市 写真スタジオ Shasta80

八尾市 写真スタジオ ひかり写真室

八尾市 写真屋 フォトランドアマノ

八尾市 写真館 株式会社　岡本スタジオ

八尾市 車買取店 ユーポス外環八尾店

八尾市 住宅施工販売 ㈱シオンハウジング

八尾市 柔道整復　施術所 平岡整骨院

八尾市 小売店 AOKI　八尾店

八尾市 小売店 ORIHICA　アリオ八尾店

八尾市 食料品雑貨販売店 宮廷

八尾市 信用金庫 大阪信用金庫　八尾桜ヶ丘支店

八尾市 信用金庫 大阪信用金庫　八尾支店

八尾市 図書館 八尾市立山本図書館

八尾市 図書館 八尾市立志紀図書館

八尾市 図書館 八尾市立龍華図書館

八尾市 図書館 八尾図書館

八尾市 整骨院 あすなろ整骨院　山本

八尾市 整骨院 あすなろ整骨院　北本町

八尾市 整骨院 小林整骨院　本院

八尾市 整体サロン カラダファクトリーリノアス八尾店

八尾市 整体院 整体の森愈庵

八尾市 製造業 株式会社ミューパック・オザキ

八尾市 製造工場 菱 屋

八尾市 製造工場・事務所 株式会社レザック

八尾市 税理士事務所 桑野会計事務所

八尾市 接骨院 中野整骨院

八尾市 総合儀式場 八尾玉泉院

八尾市 体育館 八尾市立総合体育館

八尾市 体育館 八尾市立南木の本防災体育館
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八尾市 体操教室 カーブス近鉄河内山本

八尾市 貸切バス事業者 光輝観光バス　大阪営業所

八尾市 貸切バス事業者 大阪営業所

八尾市 地域密着型通所介護施設 デイサービスひらおか

八尾市 調剤薬局 ヒカリ薬局

八尾市 通所介護 リハビリテーション専門型デイサービスひなぎく

八尾市 博物館 八尾市立しおんじやま古墳学習館

八尾市 美容院 private salon cocochi

八尾市 美容業 BCPリノアス八尾店

八尾市 美容業 美容室vip

八尾市 美容室 Ａlert Work

八尾市 美容室 ｂｒａｃｅ八尾

八尾市 美容室 Charm affect八尾店

八尾市 美容室 HAIR MAKE D'club

八尾市 美容室 riita　HappyHairLife

八尾市 美容室 room hair+

八尾市 美容室 swordlief

八尾市 美容室 VAN COUNCIL 八尾店

八尾市 美容室 スタジオＴＫ

八尾市 美容室 パーマクラブアネックス

八尾市 美容室 ヘアーズ シャン

八尾市 美容室 髪香る　

八尾市 美容室 美容室　peer's family

八尾市 不動産業 株式会社アンジュ　八尾店

八尾市 府営公園有料バーベキュー場 久宝寺緑地有料BBQエリア

八尾市 服屋 （株）マーキーズ アリオ八尾店

八尾市 文化財施設 安中新田会所跡旧植田家住宅

八尾市 文具事務用品 イマナカ文具

八尾市 保険代理店 ほけんの窓口　近鉄八尾店

八尾市 麻雀店 麻雀　喜楽

八尾市 埋蔵文化財収蔵展示施設(公共施設) 八尾市立埋蔵文化財調査センター

八尾市 幼児教室 七田式　久宝寺教室

八尾市 理髪店 hair's集

八尾市 理容業 matsu-man B.B

八尾市 理容室 JohDan hair works

八尾市 理容室 ヘアーズニシムラ

八尾市 理容店 BAR BER   IZUMI

八尾市 旅館 八尾グランドホテル

八尾市 歴史民俗資料館 八尾市立歴史民俗資料館

八尾市 鍼灸マッサージ 佐藤指圧

柏原市 うどん屋 うどん山川　国分店

柏原市 うどん屋 麺のろちん

柏原市 おそうざい  おべんとう おそうざい  おべんとう  tant-tant

柏原市 おそうざい　おべんとう おそうざい　おべんとう　tant-tant

柏原市 カフェ、物販 ファイト！！マルシェ＆カフェ

柏原市 カフェバー CAN CAN

柏原市 カラオケスナック すまいる

柏原市 カラオケ喫茶 カラオケスタジオ  サンマルコ

柏原市 スナック きまま

柏原市 スナック スナックしず

柏原市 ファミリーレストラン ガスト柏原国分店

柏原市 ラーメン店 ラーメン横綱　柏原店

柏原市 レストラン サンヒル柏原　柏原大食堂

柏原市 ワインバー wine garden ワインガーデン

柏原市 飲食店 Key Lime Saloon

柏原市 居酒屋 なんぽこ

柏原市 居酒屋 へのへのもへじ

柏原市 居酒屋 やきとり大吉河内国分駅前店

柏原市 居酒屋 居酒屋城

柏原市 居酒屋 魚 food UROKO

柏原市 居酒屋 魚民 柏原東口駅前店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

柏原市 居酒屋 四季料理　卓美亭

柏原市 居酒屋 庄や浪漫

柏原市 居酒屋 食の雑貨屋   たあ坊

柏原市 居酒屋 創作料理膳所

柏原市 居酒屋 鳥貴族　近鉄河内国分店

柏原市 居酒屋 鳥鳥国分店

柏原市 居酒屋 八剣伝　国分駅前店

柏原市 居酒屋 味わい工房庄や

柏原市 居酒屋 和バル　楓

柏原市 居酒屋 和洋創作  圓山

柏原市 居酒屋  食事処 あきない

柏原市 手打ちそば屋 そば工房　けんぞう

柏原市 寿司 奴壽司

柏原市 焼き鳥のあじもり 焼き鳥のあじもり

柏原市 焼肉屋 焼肉牛山

柏原市 焼肉店 炭火焼肉食神苑　母屋店

柏原市 食堂食堂 三佳食堂

柏原市 食品 やまもと商店

柏原市 中華料理 中国料理橘屋　柏原店

柏原市 中華料理レストラン 餃子の王将　国分駅前店

柏原市 定食屋 S-FACTORY 

柏原市 麺酒屋 ガンズ麺酒屋

柏原市 和食料理店 うまいもん南部屋

柏原市 カラオケ カラオケスタジオ　ライブ

柏原市 カラオケ店 カラオケエースタイル

柏原市 ケータイデンワ販売 本社

柏原市 サービス付き高齢者向け住宅 ぶどうの里国分

柏原市 サバイバルゲームフィールド KILLING-HOUSE

柏原市 スポーツクラブ カーブス河内国分

柏原市 スポーツジム ワールドプラスジム　柏原店

柏原市 デイサービス ミック健康の森柏原

柏原市 テニスクラブ コ・ス・パ　柏原

柏原市 テニスコート・テニススクール 柏原市立サンヒルスポーツセンター

柏原市 テニス場 柏原市堅下庭球場

柏原市 テニス場 柏原市片山庭球場

柏原市 ドラッグストア ドラッグミック柏原駅西口店

柏原市 パソコン・プログラミング教室 パソコン市民講座ライフ国分教室

柏原市 ぱちんこ店 SUPER COSMO PREMIUM 柏原店

柏原市 パチンコ店 遊遊亭　柏原店

柏原市 ピアノ教室 ラルゴピアノ教室

柏原市 フィットネスジム ミック健康の森アクティブ柏原

柏原市 屋外スポーツ施設（グラウンド） 柏原市立堅下北スポーツ広場

柏原市 家電量販店 ジョーシン 外環柏原店

柏原市 介護タクシー 福祉タクシーらくや

柏原市 学習塾 クスタニ塾

柏原市 学習塾 公文式　国分本町教室

柏原市 学習塾 次世代型子別指導クスタニ塾

柏原市 学習塾 受験研究塾　耀慧

柏原市 学習塾 明光義塾　柏原教室

柏原市 簡易宿泊施設 Bed & Bicycle

柏原市 携帯ショップ auショップ国分

柏原市 公園 竜田古道の里山公園

柏原市 公衆浴場 新柏原温泉　（ヘルシーバス新柏原）

柏原市 公民館 柏原市立堅下合同会館

柏原市 公民館 柏原市立公民館

柏原市 公民館 柏原市立公民館国分分館

柏原市 市民文化会館 柏原市民文化会館　リビエールホール

柏原市 歯科医院 医療法人仁恵会なかむら歯科医院

柏原市 手技療法 カイロプラクティック国分研究所

柏原市 図書館 柏原市立国分図書館

柏原市 図書館 柏原市立柏原図書館



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

柏原市 接骨院 くるみ接骨院

柏原市 体育館 柏原オーエンスアリーナ（柏原市立体育館）

柏原市 体育館 柏原オーエンス第二アリーナ

柏原市 貸会議室 柏原市立男女共同参画センター

柏原市 貸館 柏原市立健康福祉センター

柏原市 大学 国立大学法人大阪教育大学

柏原市 博物館 柏原市立歴史資料館

柏原市 皮膚科・アレルギー科 （医）仁恵会　皮膚科・アレルギー科　モアクリニック

柏原市 肥料販売店 中原物産株式会社　本社・大阪工場

柏原市 美容業 お天気の部屋

柏原市 美容室 OVALhair relaxation

柏原市 美容室 パーマーク美容室

柏原市 美容室 ヘアーズ自由の女神

柏原市 美容室 美容室　イメージマジックイシダ

松原市 イタリア料理 ラ　プリンチぺッサ

松原市 お好み焼  鉄板焼 お好み焼　鉄板焼　福

松原市 お好み焼き お好み焼き大ちゃん

松原市 お好み焼き、鉄板焼き 風の街松原駅前店

松原市 お好み焼き屋 ポピー

松原市 お好み焼き店 錦わらい 松原店

松原市 お弁当製造販売 ほっかほっか亭阿保6丁目店

松原市 お弁当製造販売 ほっかほっか亭松原南店

松原市 かに料理 かに道楽　松原店

松原市 カフェ cafe vivo

松原市 カフェ MJ CAFE

松原市 カフェ ミルキーウェイ

松原市 カラオケスナック カラオケスナックとも

松原市 カラオケ喫茶 ハローエイト

松原市 ガンス 居酒屋 ガンズ 居酒屋

松原市 スナック さら

松原市 スナック スナック　Ｊｕｎｋｏ

松原市 スナック スナック　ビーチ

松原市 スナック すなっく　ひよこ

松原市 スナック スナック　優花

松原市 スナック スナック19組

松原市 スナック スナックＲ（アール）

松原市 スナック スナックエンジェル

松原市 ハンバーガーレストラン マクドナルド　河内天美店

松原市 ハンバーガーレストラン マクドナルド松原イズミヤ店

松原市 ハンバーガーレストラン マクドナルド中環松原店

松原市 ピザデリバリー ピザハットデイリーカナート松原店

松原市 ファーストフード ＫＦＣ松原店

松原市 ファミリーレストラン ガスト松原南店

松原市 フランス料理 フレンチ食堂BochiBochi

松原市 ラーメン店 ラーメン　三宅吉祥

松原市 ラーメン店 綿麺

松原市 らーめん店 麺酒屋 GUNS ガンズ

松原市 ラーメン店 麺場 田所商店 松原店

松原市 ライブバー Live&Bar K's2

松原市 レストラン 和食さと　松原三宅店

松原市 飲食店 かわち

松原市 飲食店 山崎屋

松原市 飲食店 炭火焼肉ENMAN

松原市 宴会場、寿司屋、仕出し料理店 花むすび魚周

松原市 回転寿司 くら寿司松原店

松原市 喫茶店 Chatoka

松原市 喫茶店 カフェルーフ

松原市 喫茶店 コーヒーハウス　芝

松原市 喫茶店 コメダ珈琲店　河内松原駅前店

松原市 喫茶店 コメダ珈琲店　松原三宅店

松原市 喫茶店 フレンド



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

松原市 居酒屋 oneway

松原市 居酒屋 おでん研究所

松原市 居酒屋 スペアリブ居酒屋｢今日だけ…｣

松原市 居酒屋 す太んど85

松原市 居酒屋 そんちゃん家

松原市 居酒屋 なつき

松原市 居酒屋 ハリマオ

松原市 居酒屋 ままや  

松原市 居酒屋 阿修羅

松原市 居酒屋 王道居酒屋のりを松原店

松原市 居酒屋 屋台居酒屋大阪満マル河内天美店

松原市 居酒屋 株式会社てんてん満マル河内天美店

松原市 居酒屋 韓国・アジアン創作酒場　月のうさぎ

松原市 居酒屋 居酒屋 森

松原市 居酒屋 居酒屋ダイニング　ふぁいみぃる

松原市 居酒屋 居酒屋よっ写

松原市 居酒屋 居酒屋心

松原市 居酒屋 居酒屋天

松原市 居酒屋 魚輝水産　天美店

松原市 居酒屋 串カツ一品、常勝

松原市 居酒屋 鶏バルEBIS

松原市 居酒屋 小料理やまと

松原市 居酒屋 焼肉ホルモンげんた

松原市 居酒屋 大衆酒場　こづち

松原市 居酒屋 鳥きんぐ松原店

松原市 居酒屋 鉄板竜

松原市 居酒屋 南欧バルHoLa！

松原市 居酒屋 野菜食堂

松原市 居酒屋 立ち飲み　北川酒店

松原市 居酒屋 浪花友あれ

松原市 串カツ屋 串揚げ処　つくし

松原市 串カツ専門店 四季一善

松原市 寿司屋 櫓寿司

松原市 純喫茶 純喫茶エンドル

松原市 焼き鳥屋 やきとり　おしょう

松原市 焼き鳥屋 鶏晴

松原市 焼鳥 七輪焼鳥一鳥　松原店

松原市 焼肉 王道　松原店

松原市 焼肉屋 焼肉こじま?離れ?

松原市 焼肉屋 炭火焼肉 大和屋

松原市 焼肉屋 炭火焼肉ホルモン真ちゃん

松原市 焼肉屋 風林火山 松原店

松原市 食肉惣菜加工販売 まついミートショップ

松原市 精肉・焼肉 牛萬　松原店

松原市 創作揚げ物店 創作揚げ工房　さんぽ

松原市 中華料理レストラン 餃子の王将　松原三宅店

松原市 中華料理屋(居酒屋) にこにこ亭

松原市 中華料理店 キッチンちぃちゃん

松原市 定食屋 笑喜

松原市 定食軽食店 壱富亭

松原市 日本料理店 和味?なごみ?

松原市 麺酒屋 ガンズ　麺酒屋

松原市 麺酒屋 ガンズ麺酒屋

松原市 麺酒屋 麺酒屋　GUNS　ガンズ

松原市 立ち飲み 立ち飲み処　ほりうち

松原市 立ち呑み 立ち呑み　あおいや

松原市 立飲み 立飲みあおいや

松原市 立飲み酒場 HIDEOUT

松原市 和食・寿司 魚重寿司

松原市 和食めん処 和食麺処　サガミ松原店

松原市 和食レストラン すし半　松原三宅店
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松原市 和食レストラン すし半松原三宅店

松原市 和食レストラン 和食さと  河内松原店

松原市 和食レストラン 和食さと河内松原店

松原市 和洋菓子製造販売 和洋菓子　ヤマゲン

松原市 餃子店 寺田さんちの健やか餃子

松原市 アパレル ハニーズ河内松原店

松原市 インターネットカフェ メディアカフェ　キューブ　松原店

松原市 インドアテニススクール テニスラウンジ松原

松原市 エステ メナード　エステ　サロン ド  ｍｏｒｅ

松原市 エステサロン POLA THE BEAUTY 松原店

松原市 エステサロン メナードフェイシャルサロン　キヤーロ

松原市 カーテンじゅうたん販売 カーテンじゅうたん王国　松原店

松原市 カラオケボックス カラオケZERO　河内天美店

松原市 キックボクシングジム 若獅子会館TEAM MATSUBARA

松原市 クリーニング取次 フタバクリーニング　松原店

松原市 コピー・印刷屋 カンプリ松原店

松原市 コミュニティセンター 松原南コミュニティセンター

松原市 コミュニティセンター 城連寺コミュニティセンター

松原市 ゴルフ用品販売 ヤトゴルフ　松原インター店

松原市 ゴルフ用品販売 ヤトゴルフ　松原店

松原市 スポーツクラブ YTSスポーツクラブ

松原市 スポーツクラブ オレンジハウス・ナッティー

松原市 デイサービス ミック健康の森松原

松原市 ドッグラン　犬の預かり おおいずみドッグスポーツワン

松原市 トレーニングジム 楓ジム

松原市 バイク販売修理 ホンダ関西エイト

松原市 パチンコ店 HAPPY BOX 天美店

松原市 パチンコ店 キング遊技場

松原市 パチンコ店 パチンコメトロ松原店

松原市 パチンコ店 マルハン松原店

松原市 フットサルコート・スケートボードパーク（いずれも屋外施設） スポーツパークまつばら

松原市 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO松原市役所前店

松原市 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO天美西店

松原市 ホームセンター ホームセンターコーナン松原市役所前店

松原市 ホテル ロアール

松原市 移動販売車 オークルボックス

松原市 衣料品店 洋服の青山　松原店

松原市 医療サービス 布忍鍼灸整骨院

松原市 運送業 株式会社　大運航社

松原市 家電量販店 エディオンカナートモール松原店

松原市 家電量販店 カナートモール松原店

松原市 学習塾 現役大学受験専門塾　高学館　松原本校

松原市 学習塾 公文式　松原上田教室

松原市 学習塾 田中塾

松原市 学習塾 馬渕教室 松原校

松原市 官公庁 松原市人権交流センター（はーとビュー）

松原市 眼鏡店 メガネのヤマザキ

松原市 居宅介護支援事業所 ケアプランセンター咲楽

松原市 高齢者デイサービスセンター パームコートまつばらデイサービスセンター

松原市 高齢者施設 パームコートまつばら

松原市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　松原店

松原市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　中環松原店

松原市 自動車の販売及び関連するサービス HondaCars大阪　松原店

松原市 自動車整備業 松原整備センター

松原市 自動車整備修理販売店 山野自動車株式会社

松原市 自動車販売 カーライズマエダ

松原市 自動車販売、買取、修理、点検、任意保険取扱い スズキプラザ松原

松原市 自動車販売・整備業 株式会社 菱和近畿自動車

松原市 自動車販売店 azzurro（アズーロ）

松原市 自動車販売店 IFUU大阪 STEALTH大阪 IFUUIndustry

松原市 社会教育施設 三宅公民館



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

松原市 社会教育施設 松原公民館

松原市 社会教育施設 松原市民恵我図書館

松原市 社会教育施設 松原市民三宅図書館

松原市 社会教育施設 松原市民情報ライブラリー

松原市 社会教育施設 松原市民天美図書館

松原市 社会教育施設 松原市民天美西図書館

松原市 社会教育施設 新町公民館

松原市 社会教育施設 中央公民館

松原市 社会教育施設 天美公民館

松原市 集会場 松原コミュニティ消防センター

松原市 信用金庫 大阪信用金庫　松原支店

松原市 信用金庫 大阪信用金庫　天美支店

松原市 診療所 医療法人ほづみ小児科クリニック

松原市 診療所 医療法人香松会　松本医院

松原市 図書館 読書の森　松原市民松原図書館

松原市 整骨院 ながまち整骨院

松原市 整骨院 なかむら整骨院

松原市 税理士事務所 横畑淳税理士事務所

松原市 葬儀会館 松原メモリアルホール

松原市 葬儀社 和想空間～奏～

松原市 多目的グランド 今池風の広場

松原市 体育館 松原市民体育館

松原市 貸しホール ゆめニティプラザ

松原市 中古自動車販売及自動車整備業 TAX中環松原店

松原市 中古車販売店 テック松原

松原市 通所介護事業所 デイサービスはつらつ館　松原松ヶ丘

松原市 美容室 Bless Hair Design

松原市 美容室 Hair Honeys82’ｓ

松原市 美容室 HAIR'S GATE　カナートモール松原店

松原市 美容室 HONDA

松原市 美容室 moanihair

松原市 美容室 MODE K's 松原店

松原市 美容室 MON-ANJU

松原市 美容室 Ray by CRYSTAL MAGIC

松原市 美容室 ノン美容室

松原市 美容室 ビューティ　サトウ

松原市 美容室 ブリエバイマロニエ

松原市 美容室 ヘアー＆メイクマロニエ

松原市 美容室 マロニエ　グラント

松原市 美容室 美容室カール

松原市 婦人服の小売 Ｄ・まあも

松原市 武道場 松原市民道夢館

松原市 福祉タクシー まいど福祉タクシー

松原市 福祉施設 松原市総合福祉会館

松原市 文化施設 松原市文化会館

松原市 保険代理店 ほけんの窓口　ゆめニティまつばら店

松原市 薬局 漢薬堂薬局

松原市 旅行代理店 株式会社太陽観光インターナショナル　本社

松原市 歴史資料館 松原市民ふるさとぴあ

松原市 焙煎珈琲豆卸小売り業 有限会社スミカワコーヒ院研究所

松原市 爬虫類ショップ ミニラ‘ｓ　ＦＡＣＴＯＲＹ

松原市 鍼灸整骨院 あい鍼灸整骨院

羽曳野市 cafe&BAR cafe&BAR  KOOL

羽曳野市 イタリア料理店 sprout di goccia

羽曳野市 イタリア料理店 ラミーカ

羽曳野市 うどん屋 のやや羽曳野店

羽曳野市 うどん屋 のらや羽曳野店

羽曳野市 うどん屋 はびきのうどん

羽曳野市 お好み焼き こぞう

羽曳野市 お好み焼き店 錦わらい　羽曳野店

羽曳野市 お好み焼き店 麺処 森元 羽曳野店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

羽曳野市 カフェ アップルコーヒー

羽曳野市 カフェ ごちそうカフェ　うかたま

羽曳野市 カラオケ Kanon

羽曳野市 カラオケ すなっく　MISA

羽曳野市 カラオケ 赤坂

羽曳野市 カラオケスナック YANCHA姫

羽曳野市 カラオケバー meika

羽曳野市 カラオケ喫茶 ｶﾗｵｹタムタム

羽曳野市 ケーキ屋　カフェ パティスリーバロン

羽曳野市 スナック Nagomi

羽曳野市 スナック スナックefu

羽曳野市 スナック 鈴蘭

羽曳野市 スナックBAR スナックBARはぁ

羽曳野市 ファミリーレストラン ガスト羽曳野店

羽曳野市 ファミリーレストラン ステーキガスト羽曳野店

羽曳野市 フランス料理店 レストランマリー

羽曳野市 フレンチレストラン セラヴィ

羽曳野市 ラーメン ラーメン ごん太

羽曳野市 ラーメン屋 ラーメンまこと屋羽曳野尺度外環店

羽曳野市 ラーメン店 蔵出し醤油　麺処　森元　羽曳野店

羽曳野市 レストラン かごの屋藤井寺インター南店

羽曳野市 喫茶店 ピット・イン

羽曳野市 喫茶店 プチカフェゆるる

羽曳野市 居酒屋 こんばんわ

羽曳野市 居酒屋 とし庵

羽曳野市 居酒屋 ひぃ

羽曳野市 居酒屋 やきとりの扇屋　恵我之荘店

羽曳野市 居酒屋 より道きよせ

羽曳野市 居酒屋 宮崎地頭鶏料理と肴の店　ゆたか

羽曳野市 居酒屋 居酒屋

羽曳野市 居酒屋 居酒屋ふくや(城山店)

羽曳野市 居酒屋 喰亭　eatles

羽曳野市 居酒屋 彩羽

羽曳野市 居酒屋 手しごと家　くる

羽曳野市 居酒屋 旬彩割鮮　きむら

羽曳野市 居酒屋 鳥鳥古市店

羽曳野市 居酒屋 八剣伝　羽曳野店

羽曳野市 串カツ居酒屋 昭和酒場 満海

羽曳野市 焼肉屋 焼肉東野　羽曳野店

羽曳野市 焼肉屋 和牛炭火焼肉　快ーKAIー

羽曳野市 焼肉店 我流焼肉　宗左ヱ門

羽曳野市 焼肉店 焼肉やわらぎ 

羽曳野市 焼肉店 焼肉甲子園

羽曳野市 惣菜のテイクアウト及びダイニングバー DELI＆DINING　PEKOHOUSE

羽曳野市 中華料理レストラン 餃子の王将　外環藤井寺店

羽曳野市 中華料理屋 天楽

羽曳野市 中華料理店 香港海鮮料理　季し菜

羽曳野市 鍋と和食の店 味喰笑羽曳野店

羽曳野市 農産物直売所 あすかてくるで　羽曳野店

羽曳野市 洋菓子製造販売　カフェ パティスリーバロン　恵我ノ荘店

羽曳野市 料理屋 河田

羽曳野市 和菓子屋 和菓子工房あん庵

羽曳野市 アパレル ハニーズ古市店

羽曳野市 エステサロン Privatesalon Bluemoon

羽曳野市 エステサロン エステサロンaile

羽曳野市 エステサロン エステサロンPlem

羽曳野市 エステサロン メナードフェイシャルサロン羽曳野翠鳥園

羽曳野市 エステティックサロン アイビー化粧品大阪第38販社　プラザB.B.P

羽曳野市 カイロプラクティック（整体） アップルカイロ

羽曳野市 カラオケ カラオケルーム りぼん

羽曳野市 カラオケ ひまわり



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

羽曳野市 カラオケボックス ビッグエコー羽曳野恵我之荘店

羽曳野市 カラオケボックス ビッグエコー近鉄古市駅前店

羽曳野市 コンビニエンスストア ファミリーマート羽曳野誉田店

羽曳野市 スポーツクラブ カーブス　羽曳野古市

羽曳野市 スポーツクラブ グンゼスポーツはびきの

羽曳野市 スポーツ用品店 ゴルフ５ 羽曳野西浦店

羽曳野市 スポーツ用品店 スポーツデポ 羽曳野西浦店

羽曳野市 そろばん教室 興珠会シナプスクラブ羽曳野校

羽曳野市 ダンス教室 SKY★STUDIO

羽曳野市 ドッグサロン ドッグサロン　ILIO

羽曳野市 パソコン教室 パソコン教室かるん♪

羽曳野市 パチンコ・パチスロ店 マルハンメガシティ羽曳野

羽曳野市 ぱちんこ店 123羽曳野店

羽曳野市 ペットサロン schnipp schnapp

羽曳野市 ペットホテル、トリミング センチュリーペット羽曳野店

羽曳野市 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO羽曳野伊賀店

羽曳野市 ホームセンター ホームセンターコーナン羽曳野伊賀店

羽曳野市 ホームセンター ホームセンターコーナン羽曳野西浦店

羽曳野市 ホームセンター ホームセンターコーナン羽曳野店

羽曳野市 まつエク Cana.

羽曳野市 メガネ屋 ビジョンメガネ　羽曳野店

羽曳野市 営業写真館 ピカイチ写真工房

羽曳野市 化粧品販売・エステサロン ＰＯＬＡ　プリーマ・ラピーヌ

羽曳野市 家電量販店 ジョーシン 羽曳が丘店

羽曳野市 介護タクシー 合同会社まごころケアサービス

羽曳野市 学習塾 現役大学受験専門塾　高学館　古市校

羽曳野市 学習塾 公文式伊賀教室

羽曳野市 学習塾 馬渕個別 古市校

羽曳野市 学習塾 明光義塾　羽曳が丘教室

羽曳野市 簡易宿泊施設 ゲストハウス庵（いおり）大阪

羽曳野市 携帯電話販売 auショップ羽曳野伊賀店

羽曳野市 自動車・バイク・自転車の販売修理 藤田自動車

羽曳野市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　羽曳野ＢＰ工場

羽曳野市 自動車整備工場 羽曳野車検センター

羽曳野市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）羽曳野店

羽曳野市 写真屋 IWAMARU

羽曳野市 乗馬クラブ　スポーツクラブ 乗馬クラブクレイン　大阪

羽曳野市 食肉卸売 BBC

羽曳野市 食肉加工品製造卸、食肉卸 タケダハム株式会社　食肉事業本部

羽曳野市 食料品店 ワタモト商店

羽曳野市 整骨院 シンタイ整骨院

羽曳野市 整骨院 ひかり整骨院

羽曳野市 整骨院 ふじむら鍼灸整骨院

羽曳野市 整骨院 和田整骨院

羽曳野市 整体 Ｋａｒｋａ

羽曳野市 占い鑑定 ストーンショップ　マナアクア

羽曳野市 葬儀会館 羽曳野ファミリーホール

羽曳野市 中古自動車販売 Ｕ ＣＡＲＳ藤井寺

羽曳野市 道の駅　物品販売 道の駅　タケル館

羽曳野市 美容室 hair&spa pleco

羽曳野市 美容室 Megu hair

羽曳野市 美容室 Sereno

羽曳野市 美容室 S-TAGE

羽曳野市 美容室 アート・クリップ

羽曳野市 美容室 クリスタルマジック 軽里店

羽曳野市 美容室 クリスタルマジックZEN

羽曳野市 美容室 ビゴロッソ・ヘア

羽曳野市 美容室 ヘアーズ自由の女神

羽曳野市 美容室 わたぼうし　hair make studio

羽曳野市 美容室 美容室　マロン

羽曳野市 不動産屋 株式会社フジワラホーム
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感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

羽曳野市 府営公園 石川河川公園

羽曳野市 理美容業 .un

羽曳野市 理容業 カットハウスあじさか

羽曳野市 理容業 竹本商店

羽曳野市 理容店 ヘアーサロン　青嶋

羽曳野市 里親支援機関 里親支援機関　高鷲学園with里親

羽曳野市 霊園 はびきの中央霊園

羽曳野市 霊園 美原東ロイヤルメモリアルパーク

羽曳野市 鍼灸あんま指圧マッサージ 川内りょうてん鍼灸院

羽曳野市 鍼灸整骨院 タスケ鍼灸整骨院

羽曳野市 鍼灸整骨院 田中はり灸整骨院

羽曳野市 鍼灸整骨院 馬場鍼灸整骨院

藤井寺市 BAR BAR  Fairey Earth

藤井寺市 Bar Bar What'sMichael？

藤井寺市 うどん店 掌　たなごころ

藤井寺市 お菓子屋 大阪前田製菓　直売店

藤井寺市 お茶販売店 岡田園茶舗

藤井寺市 カフェ からふね屋CAF? イオン藤井寺ＳＣ店

藤井寺市 カフェ よりみち　cafe & sour

藤井寺市 カフェ&バー Hide-out

藤井寺市 カラオケ Eight 5

藤井寺市 カラオケＢａｒ カラオケＢａｒ　Ｇａｋｕ

藤井寺市 カラオケバー Ｍｅｎｂｅｒ’ｓ　Ｂａｒ　Ｒ指定　和音

藤井寺市 カラオケバー ちょいワルBAR Ｍ&M

藤井寺市 カラオケ喫茶 カラオケ　春日

藤井寺市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶 ビッグスター

藤井寺市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶夢乃

藤井寺市 カラオケ喫茶 花れん

藤井寺市 カラオケ居酒屋 Y's

藤井寺市 カラオケ居酒屋 おばんざい喫酒　髑髏

藤井寺市 クレープ店 ディッパーダンイオン藤井寺

藤井寺市 すし屋 松すし

藤井寺市 ステーキハウス BigJoe藤井寺店

藤井寺市 スナック Amuse

藤井寺市 スナック bijou

藤井寺市 スナック Buono

藤井寺市 スナック Ciel

藤井寺市 スナック Doble

藤井寺市 スナック Platinum

藤井寺市 スナック snack　ACE

藤井寺市 スナック カラオケスナック　こもも

藤井寺市 スナック しゃむすん

藤井寺市 スナック ジュノーM

藤井寺市 スナック スナック チャギヤ

藤井寺市 スナック スナック 零 zero

藤井寺市 スナック スナックジョーカー

藤井寺市 スナック スナックはなはな

藤井寺市 スナック スナック海豚

藤井寺市 スナック ひまわり

藤井寺市 スナック 釜山

藤井寺市 スナック 珊瑚礁

藤井寺市 スナック 和(MASU)

藤井寺市 セルフ式うどん はなまるうどん　イオン藤井寺店

藤井寺市 ダイニングバー Italiandiningbar MOGU

藤井寺市 ダイニングバー ふくろう

藤井寺市 たこ焼き屋 たこ焼きクーちゃん

藤井寺市 ドーナツ屋 ドーナツハウスLOOP

藤井寺市 ナイトクラブ ラウンジぼてじゃこ

藤井寺市 バー #rockbar _radio

藤井寺市 バー N.Dining Bar MIYAG-Style

藤井寺市 バー ちょいワルBAR M&M
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藤井寺市 ファミリーレストラン ガスト藤井寺店

藤井寺市 ラーメン屋 ラーメン五味八珍

藤井寺市 らーめん店 ?屋一刃

藤井寺市 ラーメン店 らー麺藤平　藤井寺ソリヤ店

藤井寺市 ライブカフェ＆貸スタジオ 藤井寺JAMJAM

藤井寺市 ラウンジ lounge 椿

藤井寺市 ラウンジ ラウンジ　ボビー

藤井寺市 レストラン あずさ珈琲藤井寺店

藤井寺市 レストランバー Dining Bar SHiN

藤井寺市 飲食店 ちょっとBARセルフィッシュ

藤井寺市 飲食店 ひーくん

藤井寺市 回転寿司 くら寿司藤井寺店

藤井寺市 割烹料理屋 春夏秋冬　はな

藤井寺市 韓国料理専門店 韓水山

藤井寺市 喫茶店 道明寺Cafe

藤井寺市 居酒屋 753 NAGOMI

藤井寺市 居酒屋 And.R

藤井寺市 居酒屋 おたる八角屋

藤井寺市 居酒屋 お好み焼居酒屋きそじ

藤井寺市 居酒屋 お食事居酒屋　せきちゃん

藤井寺市 居酒屋 からあげ酒場ゆうちゃん

藤井寺市 居酒屋 バリヤス酒場 藤井寺北口駅前店

藤井寺市 居酒屋 一期一会

藤井寺市 居酒屋 壱喜鶏

藤井寺市 居酒屋 沖縄料理 キジムナー

藤井寺市 居酒屋 居酒屋  黒兵衛

藤井寺市 居酒屋 居酒屋つじ坊

藤井寺市 居酒屋 居酒屋なっちゃん

藤井寺市 居酒屋 居酒屋やんちゃの郷

藤井寺市 居酒屋 串かつ どて焼き 和典

藤井寺市 居酒屋 串揚げ居酒屋 せきちゃん

藤井寺市 居酒屋 手作り酒房　ひさみ

藤井寺市 居酒屋 焼鳥ダイニング　すみか

藤井寺市 居酒屋 地鶏&和牛　咲

藤井寺市 居酒屋 粉もん＆鉄板焼　にちべー

藤井寺市 居酒屋、立ち飲み 笑華

藤井寺市 寿司店 金鮨

藤井寺市 焼き鳥屋 焼鳥 花風

藤井寺市 焼鳥屋 焼鳥幽霊

藤井寺市 焼肉 外環藤井寺酒場情熱ホルモン

藤井寺市 焼肉 焼肉　ホルモン　まんてん楼

藤井寺市 焼肉 焼肉　まんてん楼

藤井寺市 焼肉、ステーキ 肉料理さかもと藤井寺店

藤井寺市 焼肉屋 焼肉かっちゃん

藤井寺市 食堂 家庭料理　節

藤井寺市 食堂 入船食堂

藤井寺市 定食軽食店 壱富亭

藤井寺市 鉄板焼き屋 鉄板焼き　比呂

藤井寺市 鍋屋 水晶鍋屋 いち 駅前店

藤井寺市 日本料理店 天ぷら  のじ菊

藤井寺市 洋菓子製造販売 パティスリーバロン　イオン藤井寺ＳＣ店

藤井寺市 洋菓子製造販売 パティスリーバロン　藤井寺店

藤井寺市 立ち飲み屋 もりたや

藤井寺市 和食 和楽心

藤井寺市 アパレル ハニーズイオン藤井寺店

藤井寺市 エステサロン FELICE フェリーチェ

藤井寺市 エステサロン POLA   エステイン　アイリス

藤井寺市 エステサロン well nico

藤井寺市 オートバイ販売整備　 八尾カワサキ藤井寺　

藤井寺市 ガイダンス棟 史跡城山古墳ガイダンス棟「まほらしろやま」

藤井寺市 カラオケ ジャンボカラオケ広場　藤井寺駅前店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

藤井寺市 カラオケボックス カラオケレインボー藤井寺店

藤井寺市 カラオケボックス ビッグエコー藤井寺店

藤井寺市 コンタクトレンズ コンタクト工房

藤井寺市 コンタクトレンズ・メガネ専門店 ハートアップ藤井寺店

藤井寺市 コンタクトレンズ販売店 コンタクト工房イオン藤井寺店

藤井寺市 スポーツクラブ カーブスイオン藤井寺ショッピングセンター

藤井寺市 スポーツクラブ グレイドスポーツクラブ

藤井寺市 ネイルサロン ネイルサロン　Myu-A

藤井寺市 パチンコ店 ＢＡＮＢＡＮ

藤井寺市 パチンコ店 イルサローネ藤井寺店

藤井寺市 パチンコ店 はりまや　藤井寺店

藤井寺市 フィットネスクラブ コ・ス・パ　藤井寺

藤井寺市 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオLAVA　藤井寺店

藤井寺市 リラクゼーション ラフィネ　イオン藤井寺ショッピングセンター店

藤井寺市 リラクゼーションスペース りらくる藤井寺沢田店

藤井寺市 衣料品店 Natural Emotion Wear 

藤井寺市 衣料品店 洋服の青山　藤井寺店

藤井寺市 屋内体育施設 藤井寺市立市民総合体育館

藤井寺市 家庭用医療機器及び健康食品の販売 ハクジュプラザ　藤井寺店

藤井寺市 家電量販店 ジョーシン 藤井寺イオン店

藤井寺市 学習塾 京進スクール・ワン 土師ノ里教室

藤井寺市 学習塾 公文式　道明寺教室

藤井寺市 学習塾 公文式藤井寺教室

藤井寺市 学習塾 馬渕教室 藤井寺校

藤井寺市 学習塾 馬渕個別 藤井寺校

藤井寺市 学習塾 明光義塾 藤井寺駅前教室

藤井寺市 空手教室 誠輪館 柏原支部

藤井寺市 携帯ショップ auショップ藤井寺小山

藤井寺市 公園 大井水みらいセンター　ふれあいらんど

藤井寺市 公衆浴場 藤井寺温泉

藤井寺市 市民会館 藤井寺市立市民総合会館　分館

藤井寺市 市民会館 藤井寺市立市民総合会館　別館

藤井寺市 市民会館 藤井寺市立市民総合会館　本館

藤井寺市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　藤井寺インター店

藤井寺市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社藤井寺店

藤井寺市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪 藤井寺中央店

藤井寺市 自動車の販売及び関連するサービス Honda　Cars　大阪　藤井寺南店

藤井寺市 車用品販売 AS-DESIGN

藤井寺市 小売店 AOKI　藤井寺店

藤井寺市 図書館 藤井寺市立図書館

藤井寺市 整骨院 みつば整骨院・鍼灸院

藤井寺市 接骨院 荒戸接骨院

藤井寺市 調剤薬局 春日丘薬局

藤井寺市 美容業 モディープ泰夢

藤井寺市 美容業 松下美容室

藤井寺市 美容室 ar HAIR 小山店

藤井寺市 美容室 B1hair【ビーワンヘアー】

藤井寺市 美容室 hair make rely

藤井寺市 美容室 JYSS TALE

藤井寺市 美容室 Li Gee

藤井寺市 美容室 LIDDELL

藤井寺市 美容室 mo'Deep 泰夢 

藤井寺市 美容室 SPEC HOLDER

藤井寺市 美容室 ゆみ美容室

藤井寺市 美容室 美容室　ソフィア

藤井寺市 美容室 美容室HaNaMiZuKi

藤井寺市 福祉施設 藤井寺市立老人福祉センター松水苑

藤井寺市 複合施設 藤井寺市立生涯学習センター

藤井寺市 保険代理店 ほけんの窓口　藤井寺店

藤井寺市 墓石 石留石材株式会社

藤井寺市 麻雀店 マルシン



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

藤井寺市 理容 ヘアーサロンーキング

藤井寺市 理容業 ヘアーサロンオカモト

藤井寺市 理容室 Barber Shop ハロンボ

藤井寺市 理容店 HARE SALON － k I N G

藤井寺市 理容店 ヘアーサロン　タケザワ

藤井寺市 旅館（ビジネスホテル） 旅館　千成家

藤井寺市 旅行代理店 株式会社大喜ツーリストサービス

藤井寺市 鍼灸、整骨院 まきた はり.きゅう 整骨院

太子町 レストラン RESTAURANT　SAKURA

太子町 飲食店 懐食　吉田

太子町 ゴルフ場 太子カントリー倶楽部

太子町 リラクゼーションサロン サロン・ド・ミー

太子町 学習塾 公文式　太子春日教室

太子町 整骨院 すずらん整骨鍼灸院

太子町 整体院 整体院　楽壽

太子町 美容室 ATELIER globe

太子町 美容室 pia

河南町 カラオケ喫茶 カラオケ 響

河南町 喫茶店 ガーデンカフェ　キッチンハート

河南町 居酒屋 居酒屋いろり

河南町 道の駅 道の駅かなん

河南町 日本料理店 旬彩三谷　創作和柳

河南町 スポーツクラブ かなんぴあ

河南町 ビリヤード場 ビリヤード　ハスラー１０芸大前

河南町 学習塾 公文式　河南寺田教室

河南町 学習塾 公文式　大宝教室

河南町 研修及び講習機関 株式会社NRS本部　（全日本ロードサービススクール）

河南町 事務所 エコ健システム株式会社

河南町 自動車整備工場 竹田オート株式会社

河南町 宿泊施設 ワールドヴィレッジ

河南町 美容室 ks hair

河南町 理美容室 ニコヘアーデザイン

河南町 理容店 CUT SHOP  ・ NAKA

千早赤阪村 カフェ グリーン山荘　千早の風

千早赤阪村 農産物直売所 道の駅ちはやあかさか

富田林市 BAR BAR PADLOCK

富田林市 うどん、焼き肉 KASUYA富田林

富田林市 うどんそば店 手打ちうどん初太

富田林市 うどんと明石焼き 美佳月

富田林市 うどん屋 のらや富田林店

富田林市 お好み焼き お好み焼き ブー太郎

富田林市 お好み焼き屋 お好み焼・鉄板焼　竹家

富田林市 お好み焼き屋 はんじょう

富田林市 お好み焼き鉄板焼 お好み焼き鉄板焼ここ

富田林市 お好み焼屋 千房 金剛店

富田林市 カジュアルダイニング キッチンブルドッグ

富田林市 カフェ Cafe Yu

富田林市 カフェ ビストロカフェ和

富田林市 カフェ 桜珈琲　富田林店

富田林市 カフェ 昭和堂Ｑ

富田林市 カフェ 富田林珈琲/ホンマルラジオ南大阪局

富田林市 カフェ　ダイニング cafe dining apricot

富田林市 カフェダイニング cafe　dining　apricot

富田林市 カラオケ　スナック カラオケ喫茶　キー坊　スナック　ひろみ

富田林市 カラオケスナック 茶乃木

富田林市 カラオケスナック、居酒屋 茶乃木

富田林市 カラオケスナック居酒屋 居酒屋茶乃木

富田林市 カラオケ喫茶 カラオケホールめいちゃ

富田林市 カラオケ喫茶 カラオケ夏

富田林市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　マリ

富田林市 ケーキ屋 菓子工房yamao
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富田林市 ケーキ屋 菓子工房yamao富田林駅前店

富田林市 ステーキハウス BigJoe富田林店

富田林市 ステーキレストラン ステーキレストラン　千一夜

富田林市 ステーキレストラン ステーキレストラン千一夜

富田林市 スナック スナック　結

富田林市 スナック ミミ

富田林市 たこ焼き屋 たこ焼き  勝

富田林市 たこ焼き屋 たこ焼き 勝

富田林市 バー レイドバック

富田林市 パン屋 パン工房ルボワール

富田林市 ファミリーレストラン ガスト富田林店

富田林市 ファミリーレストラン サガミ富田林店

富田林市 ファミリーレストラン 和食サト　金剛東店

富田林市 ポップコーン店 ジェリーズポップコーン富田林工場・スマイルＫＯＢＯ

富田林市 ラーメン屋 ラーメンまこと屋富田林甲田店

富田林市 ラーメン店 天下第一ラーメン　富田林店

富田林市 ラウンジ ラウンジAI

富田林市 ラウンジ ラウンジ千扇

富田林市 ランチ・カフェ 寺内町きっちんあい

富田林市 レストラン RAiD BACK

富田林市 レストラン レストラン　オゼルブ

富田林市 ろばた焼き ろばた焼きまつり小僧

富田林市 飲食店 大いちょう

富田林市 飲食店　焼肉店 炭火焼肉　心斎　富田林店

富田林市 回転寿司 くら寿司富田林店

富田林市 割烹居酒屋 きっちん花吉祥

富田林市 喫茶店 たんぽぽ

富田林市 喫茶店 みぃ珈琲

富田林市 居酒屋 おかえり

富田林市 居酒屋 ダイニング　バー　TaMaRaN

富田林市 居酒屋 やきとり大吉　富田林西口店

富田林市 居酒屋 よりどり味鳥

富田林市 居酒屋 居酒屋　照

富田林市 居酒屋 居酒屋　笑暖

富田林市 居酒屋 居酒屋ぼちぼち

富田林市 居酒屋 居炉鶏鳥

富田林市 居酒屋 魚民 富田林南口駅前店

富田林市 居酒屋 串カツ＆もつ鍋　うっでぃ

富田林市 居酒屋 焼き鳥・釜めし　とりぞう 

富田林市 居酒屋 笑暖

富田林市 居酒屋 食彩酒宴　雑魚屋

富田林市 居酒屋 食彩酒宴雑魚屋

富田林市 居酒屋 養老乃瀧　滝谷不動店

富田林市 居酒屋 炉端　大海

富田林市 居酒屋 和洋空間居食屋いさりび富田林

富田林市 居酒屋とカラオケスナック 居酒屋茶乃木とカラオケスナック茶の木

富田林市 串かつ屋 串かつはやし

富田林市 鶏料理 川田屋

富田林市 寿司 割烹 有限会社南喜久

富田林市 寿司、懐石料理 寿司、懐石　内海

富田林市 寿司、割烹 寿司　割烹　南喜久

富田林市 寿司・割烹 料理すし処おのや

富田林市 焼き鳥屋 やきとりしば家

富田林市 焼肉 焼肉五苑　富田林店

富田林市 焼肉屋 焼肉まるかわ

富田林市 食事・喫茶提供 町家カフェ 栞

富田林市 中華レストラン 餃子の王将　外環富田林店

富田林市 中華居酒屋 蒼河

富田林市 中華料理 中華料理　味平

富田林市 中華料理 餃子の王将　富田林店

富田林市 中華料理店 旬彩中華　明宝(明宝飯店)
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富田林市 天ぷら屋 天ぷら三丁目

富田林市 日本料理　てっちり ふぐ政　富田林店

富田林市 日本料理屋 朝日屋　割烹髙野

富田林市 洋菓子店 お菓子の夢工房　樹

富田林市 和食・焼肉 一心太助富田林店

富田林市 　寝具・インテリア販売 インテリア寝装　道端

富田林市 エステサロン 1st

富田林市 オステオパシー レディースオステオパシー藤沢台

富田林市 カラオケボックス カラオケライブ富田林駅前店

富田林市 クリーニング店 トータルクリーニングスエヒロ

富田林市 スーパーマーケット イオン金剛東店

富田林市 スポーツクラブ カーブス　喜志駅前

富田林市 スポーツクラブ くまジム・くま整骨院・Best body鍼灸院

富田林市 ネイルサロン relaxing space R.ROBED

富田林市 パーソナルトレーニングジム Ｋｅｅｐ　Ｆｉｔ

富田林市 バイク・自転車販売修理 プラザ二輪館

富田林市 パソコン・プログラミング教室 パソコン市民講座　エコール・ロゼ教室

富田林市 パチンコ アミューズ富田林店

富田林市 パチンコ店 キコーナ富田林

富田林市 ぱちんこ店 大一会館

富田林市 フィットネスジム セルフィットネス富田林店

富田林市 ホームセンター ホームセンターコーナン富田林店

富田林市 マツエクネイル Re:Beau

富田林市 マツエクネイルサロン Re:Beau

富田林市 家電量販店 エディオン富田林店

富田林市 家電量販店 ジョーシン 富田林店

富田林市 画廊・ギャラリー Gallery Blau Katze

富田林市 介護タクシー 介護タクシー　たいよう

富田林市 学習塾 ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー金剛教室

富田林市 学習塾 学習塾

富田林市 学習塾 現役大学受験専門塾　高学館　富田林校

富田林市 学習塾 公文式　レインボー教室

富田林市 学習塾 公文式　富田林西口駅前教室

富田林市 学習塾 総合進学塾リード

富田林市 学習塾 馬渕教室 金剛東校

富田林市 眼鏡店 メガネの三城　富田林駅前店

富田林市 健康づくり施設 ウエルネスけあぱる

富田林市 歯科医院 あらき歯科医院

富田林市 自動車 ピッカーズ

富田林市 自動車 軽の森 富田林店

富田林市 自動車 軽パーク

富田林市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　富田林北店

富田林市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪　富田林南店

富田林市 自動車販売業・修理業 Do-Up

富田林市 就労継続支援事業所B型 スマイルＫＯＢＯB型須賀事業所

富田林市 宿泊施設 ビジネスinn  翆月

富田林市 書店/文具雑貨/CD販売　レンタルDVD/CD/コミック ＷＡＹ書店ＴＳＵＴＡＹＡ富田林店

富田林市 小売店 AOKI　金剛東店

富田林市 診療所 森口医院

富田林市 整骨院 前川整骨院

富田林市 整骨院 和らぎ整骨院　なごみ

富田林市 貸室・貸ホール、音楽教室 楠徳寺・かがりホール

富田林市 大阪府都市公園　錦織公園 錦織公園

富田林市 認知症対応型共同生活介護事業所 グループホーム富田林

富田林市 美容サロン サロン美翔庵

富田林市 美容院 ヴィーヴ　ドゥ

富田林市 美容業 谷口美容室

富田林市 美容室 CLOVER HAIR SALON

富田林市 美容室 HAIR'S GATE　コノミヤ富田林店

富田林市 美容室 salon.de.Ai

富田林市 美容室 エメールヘア
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富田林市 美容室 ポジティブ　メイキング　イナーヴ

富田林市 保険代理店 ほけんの窓口　エコール・ロゼ店

富田林市 理美容室 へあ?さろんパンサー   ビューティーまどんな

富田林市 理容業 カットサロンムカイヂ

富田林市 理容業 ヘアーサロンナガヨシ

富田林市 理容業 谷口理容室

富田林市 理容業 理容マツヤ

富田林市 理容室 ヘアーサロン・エイト

富田林市 理容室 髪匠 太田屋

富田林市 理容店 理容たねだ

富田林市 旅館 グランドホテル二葉

富田林市 旅館・ホテル かんぽの宿　富田林

大阪狭山市 Bar bar plum pot

大阪狭山市 イタリアン アーラキッチン

大阪狭山市 イタリア料理店 イタリア家庭料理グウフォ

大阪狭山市 インド料理 Indian dining ハスノハナ

大阪狭山市 インド料理 ハスノハナ

大阪狭山市 うどん屋 大国うどん

大阪狭山市 うどん店 日光うどん

大阪狭山市 お好み焼き。居酒屋 テッパンキッチン　るぱん

大阪狭山市 お好み焼きたこ焼き屋 七福堂金剛店

大阪狭山市 お好み焼き屋 喃風　大阪狭山店

大阪狭山市 カフェ cafe AINA HAINA

大阪狭山市 カフェ 京茶房くるみ

大阪狭山市 カフェレストラン　ギャラリー　イベントスペース 時空間くりや

大阪狭山市 カフェ喫茶店 NOB CAF?

大阪狭山市 カラオケバー Bar mahalo

大阪狭山市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　パール

大阪狭山市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶たろう

大阪狭山市 カラオケ喫茶 ミュージックスタジオ１２３

大阪狭山市 カレー屋 カレーハウス　杏具

大阪狭山市 クレープ店 ディッパーダンイオン金剛

大阪狭山市 ステーキハウス 逢喜の郷

大阪狭山市 スナック lirio

大阪狭山市 スナック Papillon

大阪狭山市 スナック グランブルー

大阪狭山市 たこ焼き レッドリボーン

大阪狭山市 たこ焼き屋 七福堂 金剛店

大阪狭山市 たこ焼屋 レストランSAYAKA

大阪狭山市 ちゃんこ鍋料理 大いちょう 狭山店

大阪狭山市 バー Bar JIN

大阪狭山市 パン屋 パリーネ狭山店

大阪狭山市 ピザデリバリー ピザハット狭山亀の甲店

大阪狭山市 ピッツェリア PIZZAOKA

大阪狭山市 ファミリーレストラン しゃぶ葉大阪狭山店

大阪狭山市 ファミレス 和食さと　狭山店

大阪狭山市 フランス料理店 Le Soleil WAGURI

大阪狭山市 ホルモン鍋屋 鉄板鍋屋　笑家

大阪狭山市 ラーメン屋 笑福亭

大阪狭山市 ラウンジ ラウンジ　ドルチェ

大阪狭山市 ランチ店 然

大阪狭山市 レストラン がんこ大阪狭山店

大阪狭山市 ワインバー ワインバー　グランヴァン

大阪狭山市 飲食店 遊魚材菜 昭

大阪狭山市 菓子飲料販売 お菓子のデパートよしや金剛

大阪狭山市 回転寿司 くら寿司くみの木店

大阪狭山市 回転寿司 大起水産回転寿司はなれ　金剛店

大阪狭山市 喫茶店 亜登里絵

大阪狭山市 居酒屋 ドリームハート

大阪狭山市 居酒屋 にじゅうまる

大阪狭山市 居酒屋 一軒目
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大阪狭山市 居酒屋 金剛酒場フリースタイル

大阪狭山市 居酒屋 鶏酒彩  匠

大阪狭山市 居酒屋 骨付鳥　鳥福

大阪狭山市 居酒屋 残波岬

大阪狭山市 居酒屋 焼き鳥・釜めし　とりぞう 

大阪狭山市 居酒屋 炭火焼鳥　千鳥

大阪狭山市 居酒屋 鉄板居酒屋まんぷく

大阪狭山市 居酒屋 八剣食堂　亀の甲交差点前店

大阪狭山市 居酒屋 八剣伝　金剛駅前店

大阪狭山市 居酒屋 遊魚材菜   昭

大阪狭山市 居酒屋 遊魚材菜  昭

大阪狭山市 寿司屋 はりまや

大阪狭山市 焼き鳥 大吉大野台店

大阪狭山市 焼鳥屋 大吉  狭山店

大阪狭山市 焼鳥屋 炭火焼鳥ときわや

大阪狭山市 焼肉 焼肉一心

大阪狭山市 焼肉レストラン さやま本店

大阪狭山市 焼肉レストラン 産直焼肉ビーファーズ　さやま本店

大阪狭山市 焼肉屋 焼肉くらべこ狭山店

大阪狭山市 焼肉屋 焼肉さくら

大阪狭山市 焼肉屋 焼肉みや狭山店

大阪狭山市 焼肉屋 焼肉東野　狭山店

大阪狭山市 焼肉屋 炭火焼肉やまごろ

大阪狭山市 食堂 食堂やまだ

大阪狭山市 食堂 創彩食堂ICHIKA

大阪狭山市 水産物小売店 街のみなと　南海金剛店

大阪狭山市 精肉専門店 肉処さだ源

大阪狭山市 中華料理 中華料理　清流

大阪狭山市 日本料理店 懐石料理加賀

大阪狭山市 洋食レストラン 洋食のラグー

大阪狭山市 立ち呑み処 立ち呑み処ひろ

大阪狭山市 和食 創作和食　風雅

大阪狭山市 鮨屋 鮨・和菜の心　横山

大阪狭山市 アパレル ハニーズイオン金剛店

大阪狭山市 カーディーラー 狭山店

大阪狭山市 カーテンじゅうたん販売店 カーテンじゅうたん王国　狭山店

大阪狭山市 カラオケ カラオケ館  大阪狭山店

大阪狭山市 カラオケボックス カラオケレインボー大阪狭山店

大阪狭山市 クリーニング業 金剛駅店

大阪狭山市 こども教室 講談社すこやか教室

大阪狭山市 スイミングクラブ 履正スイミングクラブ金剛

大阪狭山市 スーパーマーケット イオン金剛店

大阪狭山市 スポーツクラブ カーブスイオン金剛

大阪狭山市 ダンス・バレエ・ヨガスクール T.D.S(Tomomi Dance Space)ダンス＆カルチャースクール

大阪狭山市 ネイル、マツエクサロン Momo Nails

大阪狭山市 パン教室 無添加kitchen salon de bonheur

大阪狭山市 ピラティススタジオ トータルエクササイズスタジオFeeLink

大阪狭山市 フィットネスクラブ コ・ス・パ　金剛

大阪狭山市 ホームセンター ホームセンターコーナン狭山店

大阪狭山市 メガネ屋 ビジョンメガネ　金剛店

大阪狭山市 メガネ販売店 ビジョンメガネぐみのき店

大阪狭山市 ヨガ教室 yogastudio KALANI

大阪狭山市 リラクゼーションスペース りらくる狭山くみの木店

大阪狭山市 レンタルスペース colorful-smile

大阪狭山市 屋外運動広場 狭山かがやき広場

大阪狭山市 音楽教室 もりおか音楽教室

大阪狭山市 家電量販店 ジョーシン 狭山店

大阪狭山市 介護タクシー AT介護タクシー　高橋　章

大阪狭山市 介護タクシー 介護タクシー　きずな

大阪狭山市 介護タクシー 梅の枝介護タクシー

大阪狭山市 学習塾 関西個別指導学院 金剛教室
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大阪狭山市 学習塾 京進スクール・ワン 金剛教室

大阪狭山市 学習塾 現役大学受験専門塾　高学館　金剛校

大阪狭山市 学習塾 松陰塾大阪狭山校

大阪狭山市 学習塾 馬渕教室 金剛駅前校

大阪狭山市 学習塾 馬渕個別 金剛校

大阪狭山市 学習塾 明光義塾　金剛教室

大阪狭山市 高速乗合バス ㈱大阪さやま交通

大阪狭山市 自動車 マッハ車検 大阪狭山店

大阪狭山市 自動車 新車市場 大阪狭山店

大阪狭山市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　狭山北店

大阪狭山市 自動車の販売及び関連するサービス Ｈｏｎｄａ　Ｃａｒｓ　大阪　狭山西店

大阪狭山市 自動車整備・販売 株式会社　落合モータース

大阪狭山市 自動車販売店 アルファーオートカンパニー

大阪狭山市 障がい者福祉施設 おーじーライマン

大阪狭山市 整骨院 きよみ整骨院

大阪狭山市 整骨院 さやま駅前整骨院

大阪狭山市 整骨院 奏カナデ鍼灸整骨院

大阪狭山市 整体 みわカイロプラクティック整体院

大阪狭山市 整体院 リハビリ整体サロンKOKOJI

大阪狭山市 貸切バス ㈱さやま交通

大阪狭山市 博物館 大阪府立狭山池博物館

大阪狭山市 美容室 ApaKabar

大阪狭山市 美容室 Boston

大阪狭山市 美容室 granci

大阪狭山市 美容室 Hair House Chou-Chou

大阪狭山市 美容室 LaVie

大阪狭山市 美容室 TON-TOCO HAIR‘S トントコヘアーズ

大阪狭山市 美容室 スティル

大阪狭山市 美容室 ヘアカットありも

大阪狭山市 美容室 美容アリス

大阪狭山市 文化会館 大阪狭山市文化会館　SAYAKAホール

大阪狭山市 輸入車販売ショールーム リリーフ大阪狭山店

大阪狭山市 遊技場 キッズ　アイ・ラボ

大阪狭山市 理髪店 Salon de DeCo

大阪狭山市 理容室 hair's matsumoto

大阪狭山市 理容室 Salon de DeCo（サロンドデコ）

大阪狭山市 理容室 ヘアーサロン　ピノキオ

大阪狭山市 理容室 男爵狭山店

河内長野市 お好み焼 お好み焼幸

河内長野市 お好み焼き 竹の子

河内長野市 カフェ cafe花花

河内長野市 カフェ Sonrisa cafe

河内長野市 カフェ ライオンガーデン

河内長野市 カフェ 桜珈琲　河内長野店

河内長野市 カフェ＆レストラン ベビーフェイスプラネッツ河内長野店

河内長野市 カラオケ スナック　ティアラ

河内長野市 カラオケ はーと

河内長野市 カラオケ 町のカラオケシュシュ

河内長野市 カラオケ　 カラオケ　ことぶき

河内長野市 カラオケ．スナック カラオケスナック　　まき

河内長野市 カラオケ喫茶 カラオケ　まりん

河内長野市 カラオケ喫茶 カラオケステージらん

河内長野市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　プッチエル

河内長野市 カラオケ喫茶 ミュージックハウス猫太郎

河内長野市 カラオケ喫茶 唄い処　ぽっかぽか

河内長野市 カラオケ居酒屋 涼ちゃん

河内長野市 ケーキ屋・喫茶店 パティスリーノワ

河内長野市 スナック snack  heel

河内長野市 スナック スナック　トパーズ

河内長野市 スナック スナック 殿

河内長野市 スナック スナック　殿
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河内長野市 スナック スナック殿

河内長野市 スナック ルテシイア

河内長野市 ダイニングカフェ ズー

河内長野市 ダイニングバー シュクレベベ

河内長野市 たこ焼き屋 タコ焼きやきや

河内長野市 たこ焼き居酒屋 芦屋

河内長野市 ドッグカフェ、ドッグトリミング ペットライフ　パンプキン

河内長野市 ピザ・ジェラート 石窯PIZZA　ANTHONY

河内長野市 ピザデリバリー ピザハット南海千代田駅前店

河内長野市 ファミリーレストラン ガスト河内長野片添店

河内長野市 フランス料理・フランス菓子 グルメハウス　プシューケ

河内長野市 ラーメン屋 らぁめんhiro

河内長野市 ラーメン屋 ラーメンまこと屋 河内長野千代田店

河内長野市 ラーメン店 どうとんぼり神座　河内長野店

河内長野市 ラウンジ ラウンジ　リハク

河内長野市 レストラン かごの屋河内長野市役所前店

河内長野市 レストラン カフェ食堂　ゆるい

河内長野市 菓子飲料販売 お菓子のデパートよしや河内長野

河内長野市 回転寿司 くら寿司原町店

河内長野市 懐石料理 日本料理　喜一

河内長野市 海鮮・和豚しゃぶしゃぶ食べ放題 Ocean美豚　河内長野店

河内長野市 喫茶店 フルーツサンド＆カフェ　ツルザワ　南海河内長野店

河内長野市 喫茶店 喫茶　ビストロ

河内長野市 喫茶店（高齢者向け　憩いの場） 1/ffのゆらぎ

河内長野市 居酒屋 ＃hale bar 晴バル

河内長野市 居酒屋 Kitchen　孝心呂

河内長野市 居酒屋 SUMIBI　わんとーる

河内長野市 居酒屋 えびす亭

河内長野市 居酒屋 おが多幸

河内長野市 居酒屋 おばんざい咲佑

河内長野市 居酒屋 チャイニーズキッチンTAKUMI

河内長野市 居酒屋 ちょい飲みLamp

河内長野市 居酒屋 やきとり　克蔵　いざ出陣

河内長野市 居酒屋 やきとりの扇屋　河内長野原町店

河内長野市 居酒屋 やきとり大吉　河内長野店

河内長野市 居酒屋 より道きよせ

河内長野市 居酒屋 居酒屋　いろり

河内長野市 居酒屋 居酒屋　くーさん

河内長野市 居酒屋 居酒屋　ゆうき

河内長野市 居酒屋 居酒屋6

河内長野市 居酒屋 居酒屋とうりゃんせ

河内長野市 居酒屋 魚民 河内長野西口駅前店

河内長野市 居酒屋 酒菜亭　丸福

河内長野市 居酒屋 秀平 406

河内長野市 居酒屋 焼き鳥・釜めし　とりぞう

河内長野市 居酒屋 炭火焼鳥一徹

河内長野市 居酒屋 炭焼バル久-きゅう-

河内長野市 居酒屋 和洋スモークダイニング優

河内長野市 蕎麦屋 麺坊万作

河内長野市 寿司 寿司　南喜久　河内長野店

河内長野市 寿司屋 やを角

河内長野市 寿司屋 南喜久

河内長野市 寿司店 祇園寿司

河内長野市 宿泊施設 河内長野ユースホステル

河内長野市 焼き鳥屋 えむじぇい

河内長野市 焼き鳥屋 やきとり　やまや

河内長野市 焼き鳥屋 やきとり大吉　千代田店

河内長野市 焼き鳥屋 焼き鳥大吉河内長野店

河内長野市 水産物小売店 街のみなと　河内長野店

河内長野市 中華料理 餃子の王将　河内長野店

河内長野市 中華料理 餃子の王将　外環河内長野店
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河内長野市 中華料理 餃子の王将　外環高向店

河内長野市 農産物直売所 あすかてくるで　河内長野店

河内長野市 米穀類小売業 玄米屋の玄さん

河内長野市 洋菓子店 洋菓子の店 ラ・スリーズ

河内長野市 洋食 Bbcafe

河内長野市 洋食屋 カフェ・レスト・バー・トヤマ

河内長野市 洋食店 おとぎ屋

河内長野市 立ち飲み居酒屋 立呑屋　りきまる

河内長野市 和菓子屋 御菓子司　友井堂

河内長野市 和食 健美食彩処　柚乃香

河内長野市 和食 和食さと　河内長野西店

河内長野市 和食店 肉割烹　御箱

河内長野市 和食料理店 創作料理 靖浩

河内長野市 アパレル ハニーズ河内長野店

河内長野市 エステサロン POLAエステサロンポピー

河内長野市 エステサロン・整体 エステサロンNORMA（楽やせ美体研究所 河内長野店）　

河内長野市 エステティックサロン ポーラ　ザ　ビューティ-　南海長野駅前店

河内長野市 エステティックサロン 樹奈ショップ

河内長野市 カーテンじゅうたん販売 カーテンじゅうたん王国　河内長野店

河内長野市 カウンセリングルーム カウンセリングルームおーぷんざはーと

河内長野市 ガス機器・リフォーム商材のショールーム 河内長野ガスグループショールーム　クラッシモ

河内長野市 ガス機器販売取付及び配管工事店 有限会社マツミ

河内長野市 キャンプ場 大阪府営長野公園　天野山キャンプ場

河内長野市 ゲームコーナー わくわくアミーゴ河内長野店

河内長野市 こども教室 講談社すこやか教室

河内長野市 コンタクトレンズ専門店 ハートアップ５ミニ南海河内長野駅店

河内長野市 スイミングスクール 菊水スイミングスクール

河内長野市 スーパー銭湯 風の湯　河内長野店

河内長野市 スポーツクラブ アクトスWill_Gイズミヤ河内長野

河内長野市 スポーツクラブ カーブス河内長野三日市

河内長野市 スポーツクラブ ミライズフィットネス

河内長野市 スポーツ施設 下里運動公園人工芝球技場

河内長野市 スポーツ施設 河内長野市民総合体育館

河内長野市 スポーツ施設 赤嶺市民広場（キャンプ場含む）

河内長野市 デイサービス デイサービスすみか寿

河内長野市 トランポリン教室 フェニックストランポリンスクール

河内長野市 パソコン教室 市民パソコン塾　河内長野校

河内長野市 パチンコ・スロット店 OK牧場河内長野店

河内長野市 ホームセンター コーナンPRO河内長野310号線店

河内長野市 ホットヨガスタジオ LAVA　じゃんぼスクエア河内長野店

河内長野市 まつ毛エクステ Rush rash

河内長野市 ライブハウス 上堂本店　醤油蔵

河内長野市 リフォーム 山原住宅設備

河内長野市 リフォーム店 南海リフォームプラザ・河内長野

河内長野市 リラクゼーション ラフィネ　河内長野ノバティ店

河内長野市 リラクゼーションサロン Relax南海河内長野店

河内長野市 リラクゼーションスペース りらくる河内長野店

河内長野市 医院 溝口医院

河内長野市 音楽教室 廣瀬涼子クラリネットスクール

河内長野市 家電量販店 ジョーシン 河内長野店

河内長野市 家電量販店 河内長野店

河内長野市 介護タクシー 株式会社ルピナス介護タクシー

河内長野市 介護保険事業 社会福祉法人　慈恵園福祉会

河内長野市 学習塾 現役大学受験専門塾　高学館　河内長野校

河内長野市 学習塾 馬渕教室 河内長野校

河内長野市 学習塾 馬渕個別 河内長野校

河内長野市 学習塾 明光義塾　千代田教室

河内長野市 眼鏡屋 メガネの金剛　ノバティながの店

河内長野市 公園 大阪府営長野公園

河内長野市 工場 飛良鉄工株式会社

河内長野市 子育て支援施設 子ども・子育て総合センター　あいっく
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河内長野市 市議会議員事務所 河内長野市議会議員　みちばた俊彦　事務所

河内長野市 市民交流センター 河内長野市立市民交流センター

河内長野市 市立文化会館（コンサートホール、会議室など） ラブリーホール（河内長野市立文化会館）

河内長野市 自動車ディーラー 河内長野南店

河内長野市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　河内長野北店

河内長野市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）河内長野店

河内長野市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売㈱U-CAR河内長野

河内長野市 自動車保険 有限会社竹田自動車

河内長野市 就労継続支援事業Ａ型 スマイルＫＯＢＯＡ型木戸事業所

河内長野市 宿泊旅館業 天然温泉　河内長野荘

河内長野市 植物園 大阪府立花の文化園

河内長野市 身体移送業務　　介護タクシー 福祉タクシー　ひまわり

河内長野市 整骨院 南花台田辺整骨院

河内長野市 生花店 フラワースタジオ春季

河内長野市 総合葬儀会館 株式会社セルビス　河内長野メモリアルホール

河内長野市 葬儀会館 千代田メモリアルホール

河内長野市 体験施設 河内長野市立林業総合センター木根館

河内長野市 中古車買取店 ユーポス外環河内長野店

河内長野市 通所介護事業所 デイサービスセンター笑咲

河内長野市 通所介護事業所 デイサービスセンター陽気

河内長野市 美容院 Body magic 風の音

河内長野市 美容院 ヘアーズアッシュ

河内長野市 美容室 Bamse

河内長野市 美容室 blue bear factory

河内長野市 美容室 C-HOUSE

河内長野市 美容室 Dear

河内長野市 美容室 Hair salon mode

河内長野市 美容室 hair Sentier

河内長野市 美容室 hairs INGS

河内長野市 美容室 see-m

河内長野市 美容室 WITH HAIR　三日市店

河内長野市 美容室 ヒャクドリーム美容室

河内長野市 美容室 ヘアーズF ine R(ファインアール)

河内長野市 美容室 美容室　花水樹

河内長野市 美容室 美容室ハート

河内長野市 福祉タクシー 介護・福祉タクシー　ほっぷすてっぷ

河内長野市 福祉用具製造販売 ㈱スマイル工房

河内長野市 文具店 タケヨシ

河内長野市 本屋 三日市書店

河内長野市 薬局 オリーブ薬局

河内長野市 有料老人ホーム、訪問介護 有限会社ケアステーション青空

河内長野市 理美容室 Salon de age （サロンドアージュ）

河内長野市 理容業 カットハウス　カワエ

河内長野市 理容業 ヘヤーサロン　プラスワン

河内長野市 理容室 理容サービス　三日市店

河内長野市 理容室 理容サービス 千代田店

河内長野市 旅館 あまみ温泉南天苑

河内長野市 旅館 おばな旅館富貴亭

河内長野市 旅客運送事業 わだ介護タクシー

河内長野市 料理教室 HappySmileクッキング

河内長野市 鍼灸院 蓮鍼灸院

和泉市 BAR BAR  ナチュラル

和泉市 BAR BAR DOTECHIN

和泉市 Bar Bar MACHIKADO

和泉市 bar koiba

和泉市 bar Shot Bar REST

和泉市 イタリアン　レストラン ルチアーノ

和泉市 イタリア料理 カプリチョーザららぽーと和泉店

和泉市 イタリア料理店 pizzeria O.G.O

和泉市 インド料理レストラン インド料理レストランプジャ和泉店

和泉市 うどん、焼肉 kasuya和泉店
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和泉市 うどん、丼 じゅう兵衛

和泉市 うどん屋 のらや和泉店

和泉市 うどん屋、居酒屋 晴れ結び

和泉市 オーセンティックバー 酒肆Bar　KANEDA

和泉市 お好み焼きチェーン店 鶴橋風月　ららぽーと和泉店

和泉市 お好み焼き屋 いっぽ

和泉市 お好み焼き屋 道とん堀　和泉和気店

和泉市 お好み焼き屋 居酒屋 鉄板居酒屋  しえろ

和泉市 お好み焼き店 お好み焼栄吉

和泉市 お好み焼屋 お好み焼・鉄板焼・きん太　和泉店

和泉市 カフェ TREE

和泉市 カフェ 桜珈琲　和泉中央店

和泉市 カフェ、美容室 アロエベラサロンマダム英華

和泉市 カラオケ スナック渚凪

和泉市 カラオケ　スナック 月うさぎ

和泉市 カラオケ、スナック カラオケ、スナック　バンビー

和泉市 カラオケ・ビリヤード・マンガブース・卓球・ダーツ含む複合遊戯施設 遊空間　ザ☆ゴリラ

和泉市 カラオケBar カラオケ＆Bar　Allure

和泉市 カラオケBAR ピンクストーン

和泉市 カラオケスナック snack Asuka

和泉市 カラオケスナック 月花美人

和泉市 カラオケボックス カラオケレインボー和泉店

和泉市 カラオケ喫茶 『カラオケ　姫光』

和泉市 カラオケ喫茶 Cafe＆Bar   San Remo

和泉市 カラオケ喫茶 あかとんぼ

和泉市 カラオケ喫茶 カラオケ　魔女

和泉市 カラオケ喫茶 カラオケ　裕

和泉市 カラオケ喫茶 ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵ　ミュージカル

和泉市 カラオケ喫茶 カラオケスタジオ歌姫

和泉市 カラオケ喫茶 カラオケポパイ

和泉市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶メリー・ルゥー

和泉市 カラオケ居酒屋 カラオケおふくろの味　陽だまり

和泉市 クレープ店 ディッパーダン光明池

和泉市 スナック HIROMI

和泉市 スナック かくれ家　ａｉ

和泉市 スナック スナック サンドベージュ

和泉市 スナック スナック　愛

和泉市 スナック スナックキサラ

和泉市 スナック ちょーすけ

和泉市 スナック メルシー

和泉市 スナック らうんじ夢

和泉市 スナック 一休

和泉市 スナック 翔

和泉市 スポーツクラブ J-サーキット和泉寺門

和泉市 スポーツクラブ アクトスWill_G和泉中央駅前店

和泉市 スポーツクラブ カーブスイオン和泉府中

和泉市 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 和泉中央

和泉市 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 和泉府中

和泉市 スポーツジム ナイスフィットネス24和泉店

和泉市 スポーツ小売店 スーパースポーツゼビオららぽーと和泉店

和泉市 セルフうどん店 はなまるうどん和泉中央店

和泉市 そば屋 そば処天風納花店

和泉市 ダーツBAR BARうるる

和泉市 ダイニングカフェバー ダイニングカフェバーラーナ

和泉市 タピオカ BABY SWEET

和泉市 タピオカ＆コリアンフード店 CHIMU CHIMU

和泉市 とんかつ屋 とんかつ万福

和泉市 ナイトクラブ ラウンジ黒ねこ

和泉市 バー Bar  UKA

和泉市 バー bar G-ZONE

和泉市 バー BAR LOUISVILLE
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和泉市 バー Bar ナチュラル

和泉市 バー BarMACHIKADO

和泉市 バー WINWIN

和泉市 バー いないいないBAR

和泉市 バー ワイン＆バーヌフ

和泉市 バーラウンジ chopard

和泉市 バーラウンジ HARRY

和泉市 ピザ屋 ピッツァR

和泉市 ファストフード 松屋　和泉中央駅店

和泉市 ファストフード 松屋　和泉店

和泉市 ファミリーレストラン ガスト和泉店

和泉市 ファミリーレストラン しゃぶ葉光明池店

和泉市 ファミリーレストラン むさしの森珈琲和泉府中店

和泉市 ラーメン とまとらぁーめんあかり

和泉市 ラーメン らー麺スミイチ

和泉市 ラーメン屋 ?屋ひいらぎ和泉府中店

和泉市 ラーメン屋 けいしょう

和泉市 ラーメン屋 ラーメン屋　ありがとう

和泉市 ラーメン屋 三代目天竜

和泉市 らーめん屋 麺鍋処　とんこつ総本家　大福家

和泉市 ラーメン店 どうとんぼり神座　ららぽーと和泉店

和泉市 ラーメン店 南州軒　小田店

和泉市 ラーメン店 南洲軒　小田店

和泉市 ラウンジ ラウンジラーガ

和泉市 ラウンジ ラウンジるふらん

和泉市 レストラン ビストロ309 ららぽーと和泉店

和泉市 レストラン ミツケキッチン　ららぽーと和泉店

和泉市 レストラン レストラン　Makiya

和泉市 レストラン 四六時中　和泉府中店

和泉市 レストラン、職員食堂 (株)グリーンライフ　クンストハウス

和泉市 飲食業 あずみ

和泉市 飲食業 一光

和泉市 飲食業 煌

和泉市 飲食店 花月

和泉市 飲食店 花紋

和泉市 飲食店 三笠

和泉市 飲食店 三幸

和泉市 飲食店 俵屋

和泉市 飲食店 夢乃

和泉市 飲食店 蓮寿

和泉市 回転寿司 くら寿司和泉中央店

和泉市 割烹料理屋 人と喜

和泉市 甘味処 どるちぇ庵

和泉市 韓国料理 bibim’　ららぽーと和泉店

和泉市 喫茶 キッチンカフェミユキ

和泉市 喫茶カラオケ 喫茶カラオケ りん

和泉市 喫茶店 Cafe muricuri

和泉市 喫茶店 IZ珈琲

和泉市 喫茶店 けやき珈琲

和泉市 喫茶店 タリーズコーヒー光明池店

和泉市 喫茶店 幸せのパンケーキ　和泉中央店

和泉市 喫茶店 倉式珈琲店　ららぽーと和泉店

和泉市 居酒屋 @home kitchen 祐?たすく?

和泉市 居酒屋 72chai-makka

和泉市 居酒屋 BIG MAMA

和泉市 居酒屋 Ｎ白木屋 和泉府中駅前店

和泉市 居酒屋 きさんじ和泉府中店

和泉市 居酒屋 こまつ

和泉市 居酒屋 スタンド宝

和泉市 居酒屋 ダイニングあかざわ

和泉市 居酒屋 た藁や 和泉府中店
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和泉市 居酒屋 ぢどり亭和泉中央店

和泉市 居酒屋 ちょい飲み処 通天閣

和泉市 居酒屋 ぶらんきぃ

和泉市 居酒屋 まさるちゃん

和泉市 居酒屋 やきとり　よろこんで

和泉市 居酒屋 やきとり　克蔵　只今参上

和泉市 居酒屋 やきとり　大吉　鶴山台店

和泉市 居酒屋 ユウショクダイニングゲンベ

和泉市 居酒屋 一品料理   今川

和泉市 居酒屋 一品料理きよみ

和泉市 居酒屋 一品料理はかた

和泉市 居酒屋 隠れ家キッチン

和泉市 居酒屋 鰻 すっぽん 季節料理  利休

和泉市 居酒屋 海鮮炉端　匠

和泉市 居酒屋 居酒屋　あめや

和泉市 居酒屋 居酒屋　勝ちゃん

和泉市 居酒屋 居酒屋　前

和泉市 居酒屋 居酒屋Bar縁

和泉市 居酒屋 居酒屋ウタえもん

和泉市 居酒屋 居酒屋末よし

和泉市 居酒屋 串かつ　庵

和泉市 居酒屋 今川

和泉市 居酒屋 酒と肴  喜酔屋

和泉市 居酒屋 酒処　たまちゃん

和泉市 居酒屋 旬彩 まどんな亭

和泉市 居酒屋 旬彩居酒屋　福みみ

和泉市 居酒屋 焼き鳥ゆずや

和泉市 居酒屋 笑笑 和泉府中駅前店

和泉市 居酒屋 杉本居酒屋

和泉市 居酒屋 地鶏専科ぺこぺこ

和泉市 居酒屋 鳥あみ焼彩

和泉市 居酒屋 鉄板居酒屋 しえろ

和泉市 居酒屋 桃太郎

和泉市 居酒屋 道頓堀名物　串揚げ　鍋　串のれん

和泉市 居酒屋 呑み所なごみ

和泉市 居酒屋 鍋・一品料理　七

和泉市 居酒屋 馬肉ダイニング　ポニーテイル

和泉市 居酒屋 飯酒家 柚多香

和泉市 居酒屋 遊食家　闌

和泉市 居酒屋 夕食Dining げんべ

和泉市 居酒屋 料理屋　包丁一本

和泉市 居酒屋 料理屋包丁一本

和泉市 居酒屋 令

和泉市 串揚げビッフェ 串家物語　ららぽーと和泉店

和泉市 寿司 奴寿司

和泉市 寿司屋 寿司源

和泉市 寿司店（カラオケ含む） 旭寿し

和泉市 焼き鳥屋 こうぜん

和泉市 焼き鳥屋 ぢどり亭光明池店

和泉市 焼き肉屋 はやフードスタジアム和泉店

和泉市 焼鳥店 やきとり家　三十六

和泉市 焼肉 和泉府中酒場情熱ホルモン

和泉市 焼肉レストラン 産直焼肉ビーファーズ　光明池店

和泉市 焼肉屋 禾田喜山

和泉市 焼肉屋 喜連園

和泉市 焼肉屋 桃牛苑

和泉市 焼肉店 にくみつ

和泉市 焼肉店 焼肉 鬼瓦亭

和泉市 焼肉店 焼肉かわしま

和泉市 焼肉店 焼肉一両

和泉市 焼肉店 焼肉処　わらび
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和泉市 食堂 キッチン凛

和泉市 食堂 ワイン食堂すまいる

和泉市 親子丼・唐揚げ定食販売 鶏三和 ららぽーと和泉店

和泉市 精肉店 和泉直売店

和泉市 創作和食 きんぐ

和泉市 茶葉販売店 お茶の玉宗園　和泉府中店

和泉市 中華レストラン 大阪王将和泉中央店

和泉市 中華屋 大阪王将　北信太店

和泉市 中華料理 中国料理　十八番

和泉市 中華料理レストラン 餃子の王将 和泉中央店

和泉市 中華料理レストラン 餃子の王将 和泉府中店

和泉市 鍋・焼肉屋 神戸唐唐亭　和泉店

和泉市 鍋屋 博多もつ鍋楽和泉店

和泉市 日本料理店 新懐石井阪

和泉市 弁当屋 ライスマンクック鶴山台店

和泉市 洋食レストラン ベビーフェイス和泉R26店

和泉市 洋食屋 ダイニング オハナ

和泉市 洋食屋 レストラン逵田

和泉市 洋食店 カフェパーセント

和泉市 アパレル ハニーズららぽーと和泉店

和泉市 アパレル ハニーズ和泉府中店

和泉市 インターネット通販業 AUTOMAX izumi 株式会社

和泉市 エステ エイジア

和泉市 エステ わたしのハイフ。和泉中央店

和泉市 エステサロン welina＊salon

和泉市 ガーデニング店 グリーンプランナー

和泉市 カ－ディ－ラ－ 日産大阪販売株式会社光明池店

和泉市 カラオケスタジオ カラオケスタジオミュージカル

和泉市 キャンプ場、簡易宿泊施設 和泉市立青少年の家

和泉市 こども教室 エコール・いずみ北館　

和泉市 こども教室 講談社こども教室

和泉市 サッカークラブ 光明台少年サッカークラブ

和泉市 サッカークラブ 和泉市立光明台南小学校

和泉市 シェアリングスペース 快活CLUB26号和泉店

和泉市 スーパーマーケット イオン和泉府中店

和泉市 スポーツ用品店 ゴルフ５ 和泉中央店

和泉市 スポーツ用品店 スポーツデポ 和泉中央店

和泉市 スロット専門店 スロット　ＰＡＲＫＳ北信太駅前

和泉市 ダンススタジオ Studio八

和泉市 テニスクラブ コ・ス・パ　光明池テニスガーデン

和泉市 ハウスクリーニング はなクリーンサービス

和泉市 パソコン・プログラミング教室 パソコン市民講座　ダイエー光明池教室

和泉市 パチンコ　スロット パチンコ＆スロット　PARKS和泉中央店

和泉市 パチンコ＆スロット マルハン和泉店

和泉市 パチンコ店 HAPPYBOX和泉店

和泉市 パチンコ店 PARKS鶴山台

和泉市 パチンコ店 SUPER COSMO  PREMIUM和泉店

和泉市 パチンコ店 サニーヒル丸玉

和泉市 パチンコ店 でるぱちーの

和泉市 パチンコ店 パチンコ　PARKS和泉中央店

和泉市 ぱちんこ店 パチンコ　でるぱちーの

和泉市 パチンコ店 マルハン和泉寺田店

和泉市 パチンコ店 ミナノパート５

和泉市 ピアノ・音楽教室 うえのピアノ・音楽教室

和泉市 ピアノ教室 山形ピアノ教室

和泉市 ピアノ教室 上野音楽教室

和泉市 ビジネスホテル ホテルルートイン大阪和泉

和泉市 フィットネスジム エニタイムフィットネスのぞみ野店

和泉市 フォトスタジオ PHOTO CHOUETTE

和泉市 ブランド品の買取り・販売 キングラム　和泉府中店

和泉市 ホームセンター スーパービバホーム和泉中央店
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和泉市 ホームセンター ホームセンターコーナン和泉中央店

和泉市 ボランティア・市民活動センター アイ・あいロビー

和泉市 マツエクサロン Beauty Salon LUANA

和泉市 マツエクサロン Li'a#803

和泉市 まつ毛エクステ ビューティーアイラッシュららぽーと和泉店

和泉市 メガネ屋 ビジョンメガネ　光明池店

和泉市 ヨガスタジオ LAVAエコール・いずみ

和泉市 ラジコンショップ T-Jouer

和泉市 リサイクルショップ お宝家和泉中央店

和泉市 リラクゼーション ラフィネ　ららぽーと和泉店

和泉市 リラクゼーションサロン リフレーヌ　イオン和泉府中店

和泉市 衣料品 ふしぎや

和泉市 衣料品 マックハウスSSF　コムボックス光明池

和泉市 衣料品店 ティ・ロード

和泉市 運転代行業 アップ運転代行

和泉市 英会話教室 Maple Square

和泉市 屋内型テーマパーク リトルプラネット　ららぽーと和泉

和泉市 音楽教室(声楽教室) 浅野音楽教室

和泉市 家電量販店 エディオン　ダイエー光明池店

和泉市 家電量販店 エディオン　ららぽーと和泉店

和泉市 家電量販店 ジョーシン 光明池店

和泉市 家電量販店 ジョーシン 和泉中央店

和泉市 家電量販店 ダイエー光明池店

和泉市 介護・福祉タクシー 介護タクシー　　馬（まご）子の手			

和泉市 会議室、多目的ホール等 和泉市南部リージョンセンター

和泉市 学習塾 公文式　北松尾教室

和泉市 学習塾 馬渕教室 和泉中央校

和泉市 学習塾 馬渕個別 光明池校

和泉市 学習塾 馬渕個別 和泉中央校

和泉市 観光バス （株）ロマンス観光バス

和泉市 軽費老人ホーム ケアハウス・ＯＳＡＫＡ歓の里

和泉市 建設業 ハウジング・テック株式会社

和泉市 公文教室 公文観音寺町教室

和泉市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　和泉中央店

和泉市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪 Ｕ-Ｓｅｌｅｃｔ泉大津

和泉市 自動車販売　整備業 森内自動車工業株式会社

和泉市 自動車販売店 おーとらんど和泉中央

和泉市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）和泉店

和泉市 車買取店 ユーポス和泉店

和泉市 住宅展示場 ABCハウジング和泉・第二阪和住宅公園

和泉市 住宅展示場 パナソニック　ホームズ（株）　和泉中央展示場

和泉市 小売店 AOKI　ビバモール和泉中央店

和泉市 小売店 ORIHICA　COMBOX光明池店

和泉市 小売店 ORIHICA　ららぽーと和泉店

和泉市 障害者自立支援事業所 大阪ワークセンター

和泉市 障害者福祉事業所 自立訓練事業所（生活訓練）ととろ

和泉市 障害者福祉事業所 泉州北就業・生活支援センター

和泉市 信用金庫 大阪信用金庫　信太支店

和泉市 信用金庫 大阪信用金庫　北信太支店

和泉市 新車/中古車販売 エヌズオート

和泉市 整骨院 なごみ整骨鍼灸院

和泉市 整骨院 笑福整骨院

和泉市 整骨院　柔道整復 みなみ整骨院

和泉市 整体、マッサージ リラックスハンズ

和泉市 整体サロン カラダファクトリーららぽーと和泉店

和泉市 製造業 辻本製作所

和泉市 青少年教育施設 大阪市立信太山青少年野外活動センター

和泉市 接骨院 はら接骨院

和泉市 接骨院 人体力学　本山接骨院

和泉市 総合アミューズメント施設 ラウンドワンららぽーと和泉店

和泉市 葬儀会館 ファミリー葬　和泉
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和泉市 葬儀会館 和泉中央メモリアルホール

和泉市 葬儀場 ファミリー葬 和泉店

和泉市 葬儀場 株式会社　セルビス　和泉府中メモリアルホール

和泉市 通所介護 リハビリデイＳＨＡＰＥ

和泉市 通所介護施設 歓の里デイサービスセンター

和泉市 動物病院 しっぽ動物病院

和泉市 道の駅 道の駅いずみ山愛の里

和泉市 美容 ワミレスサロンApricot

和泉市 美容院 サン美容室

和泉市 美容室 CUORE+mo'hair

和泉市 美容室 CUT-SALON ＩＫＥ

和泉市 美容室 Ｇ－ｉ'ｍ

和泉市 美容室 Groove hair next

和泉市 美容室 hair make Mint

和泉市 美容室 HAIR'S GATE　オークワ和泉納花店

和泉市 美容室 NUANCE heart

和泉市 美容室 Shampoo　コムボックス光明池店

和泉市 美容室 Ultimate(アルチメイト)

和泉市 美容室 ビヨウシツトリコ

和泉市 美容室 美容室　神戸ウェーブ

和泉市 美容室 美容室　髪美人

和泉市 美容室 美容室イレブンカット　コープ和泉中央店

和泉市 不動産業 株式会社　ホームジャパン

和泉市 婦人服の小売 Ｄ・まあも　和泉府中店

和泉市 服屋 紳士服　ツカモト　イオン和泉府中店

和泉市 福祉施設 株式会社まほろば

和泉市 保険代理店 ほけんの窓口　エコール・いずみ店

和泉市 保険代理店 保険クリニック　コムボックス光明池店

和泉市 麻雀店 新生クラブ

和泉市 遊技場 パチンコ　PARKSプラス

和泉市 浴場業（銭湯） ラジューム温泉

和泉市 理髪店 カットスタジオ　ゆーじゅ

和泉市 理髪店 カットハウスアポロ

和泉市 理髪店 ヘアーアートピース

和泉市 理美容業 HAIR'S DANK

和泉市 理美容室 ZENON UNI

和泉市 理美容室 アズヘアデザイン

和泉市 理容室 理容サービス　和泉納花店

和泉市 旅館 みまつ旅館

和泉市 旅館 藤屋

和泉市 旅館 旅館   金太郎

和泉市 旅館 旅館　　侑

和泉市 旅館 旅館　月船

和泉市 旅行会社 株式会社ナイスツーリスト

和泉市 旅行会社 和泉旅行

和泉市 旅行業 田中観光センター

和泉市 旅行代理店 プライムツアー和泉中央店

和泉市 霊園 大阪泉北霊園　陽光の丘

和泉市 鍼灸整骨院 ほおずき鍼灸整骨院

和泉市 鍼灸整骨院 森田鍼灸整骨院

和泉市 鍼灸整骨院 野本鍼灸整骨院

高石市 BAR MOLE

高石市 BAR いないいないBAR

高石市 Bar、カラオケ Re楽xs

高石市 うどん屋 さぬきうどんの店　美麺

高石市 おにぎり店頭販売 きのすら

高石市 お好み焼き店 てこいっぽん

高石市 カフェ All day dining Hikari

高石市 カフェ カフェピアチェーレ

高石市 カフェ 喫茶   荻野目

高石市 カフェダイニング 羽衣テラス
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高石市 カラオケすなっく カラオケすなっく味音

高石市 カラオケバー hope

高石市 カラオケバー カラオケ酒場　中村家

高石市 カラオケ喫茶 カラオケ まぁ～♪こ

高石市 カラオケ喫茶 カラオケpeace

高石市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶花水木

高石市 カラオケ喫茶 音色カフェ　一子

高石市 カラオケ喫茶 喫茶・カラオケ ハーモニー

高石市 カラオケ喫茶　スナック サザンクロス

高石市 カラオケ居酒屋 家庭料理かかし

高石市 コロッケ屋 croquette

高石市 スナック 　スナック　ベティ

高石市 スナック casual snack    EN

高石市 スナック NIGHT.IN　Santa　fe

高石市 スナック Sho-chiku 

高石市 スナック snack  Eldorad

高石市 スナック エターナルムーン

高石市 スナック スナック　クールランド

高石市 スナック スナックお花

高石市 スナック スナックベティ

高石市 スナック スナック暁

高石市 スナック スナック有希子

高石市 スナック メンバーズ有希子

高石市 スナック 花朋

高石市 スナック 地下スナック　misumi

高石市 スナックバー スナックバー23twentythree

高石市 ダイニング 和食・中華dining 彩

高石市 ちゃんこ鍋 ちゃんこ鍋　力士料理　天籟山

高石市 バー chott bar

高石市 バー M I S T

高石市 バー Member's Bar Lana

高石市 バー、ラーメン BAR GARDEN

高石市 もつ鍋屋 もつ鍋屋かっさん

高石市 ラーメンチェーン店 丸源ラーメン　高石店　

高石市 ラウンジ night Lounge 舞

高石市 飲食店 スナック　カサブランカ

高石市 回転寿司 くら寿司高石店

高石市 喫茶店 滝の流れるカフェ ら・さぼうる

高石市 居酒屋 Dining わくら

高石市 居酒屋 Family Bal Rhyme

高石市 居酒屋 izakayaざわわ

高石市 居酒屋 ＳＡＮＴＡＳＡＮ

高石市 居酒屋 いち輪 羽衣

高石市 居酒屋 げんせん

高石市 居酒屋 ちょい呑み　どらごん

高石市 居酒屋 ちょい呑みどらごん

高石市 居酒屋 やきとりの扇屋　高石店

高石市 居酒屋 海鮮工房 中川

高石市 居酒屋 楽庵

高石市 居酒屋 居酒屋 あっちゃん

高石市 居酒屋 魚民 高石駅前店

高石市 居酒屋 旨いもん屋　漁火

高石市 居酒屋 酒と肴　櫻井

高石市 居酒屋 旬の彩　ゆめや

高石市 居酒屋 人情家　浜ちゃん酒場

高石市 居酒屋 太炉寧

高石市 居酒屋 鉄板居酒屋　あいま

高石市 居酒屋 鉄板居酒屋まさちゃん

高石市 居酒屋 呑喰処　ぎん

高石市 居酒屋 八剣伝富木店

高石市 居酒屋 晩酌 万?
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高石市 居酒屋 立飲酒場　ＩＣＯ家

高石市 寿し屋 海鮮居酒家すし竜

高石市 宿泊施設の食堂 大阪国際ユースホステル

高石市 焼き鳥 ごんや

高石市 焼き鳥屋 やきとり響。

高石市 焼鳥 くるみ屋

高石市 焼肉 焼肉　味楽

高石市 焼肉屋 黒毛和牛　梅乃里

高石市 焼肉屋 焼肉はぐれ雲

高石市 焼肉屋 焼肉酒場　居心家

高石市 食堂 お食事処　加茂

高石市 食堂 千早食堂

高石市 精肉店、焼肉屋 大津屋高石店

高石市 中華料理屋 大阪王将高石店

高石市 定食 てんじんさん

高石市 鉄板焼店 鉄板焼専門のお店　脇田

高石市 麺処 友泉

高石市 和食店 かっぽう 美坂

高石市 ＢＢＱ場　体育館　研修室　音楽室 大阪府羽衣青少年センター

高石市 アパレル ハニーズ高石アプラ店

高石市 カラテ道場 新極真会大阪神戸湾岸支部　高石道場

高石市 コミュニティセンター コミュニティセンター

高石市 スケートリンク　体育室　会議室 大阪府立臨海スポーツセンター

高石市 スポーツクラブ カーブスアプラ高石

高石市 スポーツ用品店 ゴルフ５ 高石店

高石市 そろばん教室 羽衣そろばん教室

高石市 バイク屋 ㈱バイク王＆カンパニー　堺店

高石市 パチンコ店 ピーズボックス高石店

高石市 ホームセンター ホームセンターコーナン高石富木店

高石市 ホテル/旅館 ホテルステージ

高石市 リラクゼーションサロン 癒し空間うたた寝

高石市 家電量販店 ジョーシン 高石店

高石市 介護タクシー 介護タクシーゆうゆう倶楽部

高石市 学内売店 羽衣学園　給品部

高石市 公民館 高石市立羽衣公民館

高石市 公民館 高石市立清高公民館

高石市 公民館 高石市立千代田公民館

高石市 公民館 高石市立中央公民館

高石市 公民館 高石市立東羽衣公民館

高石市 公民館 清高公民館

高石市 高石市コミュニティセンター 高石市コミュニティセンター

高石市 歯科医院 なないろの森歯科クリニック

高石市 自治会館 第９区自治会館

高石市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　高石店

高石市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）高石店

高石市 宿泊業 大阪国際ユースホステル

高石市 小売店 AOKI　高石店

高石市 障がい者施設 障がい者ふれあいプラザ

高石市 信用金庫 大阪信用金庫　高石南支店

高石市 図書館 高石市立図書館

高石市 図書館 高石市立図書館分館

高石市 専門学校 南海福祉看護専門学校

高石市 倉庫業 高石ケミカル株式会社

高石市 葬儀会館 高石メモリアルホール

高石市 体育館 カモンたかいし

高石市 体育館 スポラたかいし

高石市 卓球場・卓球教室 はごろも卓球スタジオ

高石市 中古自動車買取 ユーポス高石店

高石市 動物病院 ワールド動物病院

高石市 美容業 mite

高石市 美容室 bague　hair
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高石市 美容室 DaM

高石市 美容室 Hair art ASA

高石市 美容室 カットハウスほうれんそう

高石市 美容室 ヘアーメイクフロム30's

高石市 美容室 美容室　いろは

高石市 美容室 美容室 えん

高石市 複合コミュニティセンター・公民館 複合コミュニティセンター

高石市 文化会館 たかいし市民文化会館

高石市 保健施設 高石市立総合保健センター

高石市 放課後等デイサービス grace

高石市 民泊 ゲストハウス松本

高石市 理容業 BARBERグッチ

高石市 理容業 SaQ hair

高石市 理容業 理容　イマダ

高石市 理容室 SaQ  hair

高石市 老人福祉センター 高石市立老人福祉センター　菊寿苑

高石市 老人福祉センター 高石市立老人福祉センター　慶翠苑

高石市 老人福祉センター 高石市立老人福祉センター　瑞松苑

高石市 鍼灸整骨院 皋月鍼灸整骨院

泉大津市 BAR BAR LIVING S

泉大津市 イタリアン Felice

泉大津市 うどん　天ぷら　居酒屋　 うどん居酒屋　湖中　泉大津店

泉大津市 うどん屋 鹿児島うどん助松店

泉大津市 お好み焼き屋 お好み焼き　こんちゃん

泉大津市 お好み焼き屋 お好み焼き　だい家

泉大津市 お好み焼き店 錦わらい 泉大津店

泉大津市 お好み焼屋 お好み焼・鉄板焼・きん太　泉大津店　

泉大津市 カフェ Cafe bean(カフェ・ビーン)

泉大津市 カラオケ カラオケ喫茶オアシス

泉大津市 カラオケ　喫茶 喫茶・スナック　ポロン

泉大津市 カラオケスナック カラオケぴんく

泉大津市 カラオケスナック ジョワイユ

泉大津市 カラオケ喫茶 カラオケ　花

泉大津市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶ありんこ

泉大津市 カラオケ喫茶 喫茶カラオケ りょう

泉大津市 キッチン＆BAR kitchen＆BAR   ZILCH

泉大津市 スナック Lucky

泉大津市 スナック Re:Noa

泉大津市 スナック RICOLAMA

泉大津市 スナック snack  Dream  

泉大津市 スナック Whitone

泉大津市 スナック カラオケ　あむりる

泉大津市 スナック グラッツィエ

泉大津市 スナック ｽﾅｯｸ  ル・クール

泉大津市 スナック スナック　guest  room  &  パール

泉大津市 スナック スナックLuvPlant

泉大津市 スナック ルピナス

泉大津市 スナックbar ちょっとBAR彩葉

泉大津市 タイレストラン タイレストラン Thian

泉大津市 たこ焼き居酒屋 たこ焼き居酒屋ぼーちゃん

泉大津市 ちゃんこ鍋専門店 両国

泉大津市 デリバリーピザ ピザハット泉大津店

泉大津市 バー Bar DOLUDORU

泉大津市 バー BAR JourneY

泉大津市 バー BAR LIVING 2号店

泉大津市 バー Bar O2

泉大津市 ファミリーレストラン デニーズ泉大津店

泉大津市 フードコート デイリーカーニバル

泉大津市 フードコート 泉大津食堂

泉大津市 ベーカリーカフェ クックハウス南海泉大津駅店

泉大津市 メキシコ料理屋 TOMAS？
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泉大津市 ラーメン 一蘭　泉大津店

泉大津市 ラーメン屋 えびすラーメン

泉大津市 ラーメン屋 めんya 伊勢家

泉大津市 ラーメン屋 ラーメン麺虎

泉大津市 ラーメン屋 麺屋ひいらぎ泉大津店

泉大津市 ラーメン店 博多ラーメン 心

泉大津市 レストラン SteakHouse JOYBULL

泉大津市 レストラン がんこ泉大津店

泉大津市 レストラン 株式会社うお健（八仙楼・うお健・ジョイブル）

泉大津市 レストラン 本格中国料理 八仙楼

泉大津市 レストラン 和食うお健

泉大津市 飲食店 DEKOBOKO

泉大津市 飲食店 パロパロ

泉大津市 回転寿司 くら寿司泉大津店

泉大津市 海鮮居酒屋 魚輝水産　泉大津店

泉大津市 割烹日本料理 割烹 味どころ 吉野

泉大津市 割烹料理屋 割烹　角わき

泉大津市 喫茶　カラオケ 喫茶・ポロン

泉大津市 喫茶、スナック ルチルクォーツ

泉大津市 喫茶、ラウンジ THE TEA SALON（ホテルレイクアルスターアルザ泉大津）　

泉大津市 喫茶店 カフェ・レストラン　チェック

泉大津市 居酒屋  UliUli dining×bar

泉大津市 居酒屋 BisYu ままごとや

泉大津市 居酒屋 Dining 居酒屋 あいかつ

泉大津市 居酒屋 Ｎ白木屋 泉大津西口駅前店

泉大津市 居酒屋 UliUli dining×bar

泉大津市 居酒屋 えにし縁

泉大津市 居酒屋 オーガニックキッチン菜花

泉大津市 居酒屋 おふくろ料理　友楽哩

泉大津市 居酒屋 タッタシーテ

泉大津市 居酒屋 にぎわいや

泉大津市 居酒屋 ほっこり酒場 らん

泉大津市 居酒屋 みかん

泉大津市 居酒屋 むらかみ

泉大津市 居酒屋 めでた家 泉大津西口駅前店

泉大津市 居酒屋 やきとり大吉松之浜駅店

泉大津市 居酒屋 割烹　角わき

泉大津市 居酒屋 季節料理　味彩

泉大津市 居酒屋 牛串焼き　昭和屋

泉大津市 居酒屋 居酒屋あぃりぃ

泉大津市 居酒屋 居酒屋なおさん

泉大津市 居酒屋 居酒屋わが家

泉大津市 居酒屋 五月

泉大津市 居酒屋 三代目網元魚鮮水産 泉大津駅前店

泉大津市 居酒屋 酒菜処　まとや

泉大津市 居酒屋 酒場ダイニングしん

泉大津市 居酒屋 酒房　枡

泉大津市 居酒屋 新鮮鳥焼き　ぼんじり泉大津店

泉大津市 居酒屋 人情酒場　えん

泉大津市 居酒屋 創作鍋料理　吉

泉大津市 居酒屋 炭火焼き　けいじ

泉大津市 居酒屋 天ぷら　彦天

泉大津市 居酒屋 睦月

泉大津市 居酒屋 夢の中

泉大津市 居酒屋 与助

泉大津市 蕎麦屋 そば　草香

泉大津市 串揚げ・釜めし 千代菊

泉大津市 軽食 シーガル

泉大津市 寿司　割烹 たから寿司　泉大津店

泉大津市 寿司屋 う我寿

泉大津市 寿司店 泉大津太郎寿司
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泉大津市 焼き鳥 焼き鶏ラタン

泉大津市 焼き鳥屋 とりや

泉大津市 焼き鳥屋 やきとり大吉泉大津アルザ通り店

泉大津市 焼鳥屋 焼鳥　いそ喜

泉大津市 焼肉 黒毛和牛専門店　和牛亭五旬

泉大津市 焼肉レストラン 薩摩産直　炭火焼肉うしかい　泉大津店

泉大津市 食堂 韓国料理　韓国館

泉大津市 精肉、弁当販売 産直精肉ビーファーズ 泉大津店

泉大津市 精肉店、焼肉屋 大津屋泉大津店

泉大津市 中華飲食店 餃子の王将　ﾗﾊﾟｰｸ岸和田店

泉大津市 日本料理 三幸苑

泉大津市 日本料理 日菜

泉大津市 日本料理店 牧

泉大津市 売店 売店

泉大津市 和菓子屋 菓子処ふる里

泉大津市 和食レストラン ひまわり和泉府中店

泉大津市 和食店 美彩美食　小津

泉大津市 饂飩屋 鹿児島饂飩

泉大津市 アパレル ハニーズカナートモール和泉府中店

泉大津市 エステ、脱毛サロン Brilliant

泉大津市 エステ、脱毛サロン Brilliant 

泉大津市 オフィース 堺泉北埠頭株式会社　泉大津事務所

泉大津市 カーテンじゅうたん販売 カーテンじゅうたん王国　葛の葉店

泉大津市 カラオケ カラオケ館  泉大津店

泉大津市 クリーニング業 いずみおおつＣＩＴＹ店

泉大津市 ゴルフ用品販売 ヤトゴルフ　泉大津ヨドコウ店

泉大津市 コンサルタント業 大阪コンサルタント事務所

泉大津市 スポーツクラブ アクトスWill_Gアルザタウン泉大津店

泉大津市 スポーツクラブ エニタイムフィットネス泉大津北豊中町店

泉大津市 スポーツクラブ スポーツクラブ　ルネサンス・アルザ泉大津

泉大津市 スポーツクラブ セントラルスポーツジムスタ24 泉大津店

泉大津市 スポーツクラブ ミレスフィットネス

泉大津市 スポーツジム(健康増進施設) ラ・サンテ・コンシェルジュ

泉大津市 デイサービス デイサービス　わたぼうし

泉大津市 ドラッグストア マザーピア 和泉府中店

泉大津市 ネイルサロン Agenzare

泉大津市 ネイルサロン ナイスネイル和泉府中店

泉大津市 パーソナルトレーニングジム＆整体サロン 癒し空間 HARD

泉大津市 パチンコ ミスターパチンコ泉大津店

泉大津市 パチンコ・パチスロ店 PAO泉大津

泉大津市 パチンコ店 ニューメトロ

泉大津市 フィットネススタジオ スタジオ　アップ

泉大津市 フィットネススタジオ 加圧トレーニングスタジオ　リード

泉大津市 ペットサロン Princess coco

泉大津市 ペットサロン ペットサロン　ボステリー・ハウス

泉大津市 ボウリング・カラオケ・ゲームの複合レジャー施設 泉大津フタバボウル

泉大津市 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO泉大津店

泉大津市 ホームセンター ホームセンターコーナン泉大津店

泉大津市 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオLAVAアルザ泉大津店

泉大津市 まつげエクステサロン fuwa house

泉大津市 衣料品店 CENTRAL Market

泉大津市 営業倉庫 阪南倉庫㈱　汐見第１センター

泉大津市 営業倉庫 阪南倉庫㈱　汐見第３センター

泉大津市 営業倉庫 阪南倉庫㈱　泉大津配送センター

泉大津市 営業倉庫 汐見営業所第１センター

泉大津市 化粧品専門店 ゆりや化粧品店

泉大津市 家電量販店 エディオン　泉大津店

泉大津市 介護施設 サフランケアステーション

泉大津市 学習塾 学習教室　一草塾

泉大津市 学習塾 個別指導学院Hero's泉大津校

泉大津市 学習塾 馬渕教室 泉大津校
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泉大津市 学習塾 馬渕個別 泉大津校

泉大津市 学生衣料販売 グランドメイト　寿町店

泉大津市 学生衣料販売 グランドメイト松之浜店

泉大津市 観光バス TENSYO

泉大津市 眼鏡店 メガネの三城　泉大津店

泉大津市 警備会社 第一警備保障株式会社

泉大津市 港湾運送事業所　 山九株式会社　泉北支店　港運グループ　

泉大津市 自動車 軽の森 泉大津店

泉大津市 自動車 洗車の王国 泉大津店

泉大津市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　泉大津店

泉大津市 自動車販売　自動車整備　保険取り扱い 株式会社マンデー本社ショールーム

泉大津市 自動車販売・整備業 株式会社　曽根自動車

泉大津市 自動車販売業 Takeuchi Auto Tec.

泉大津市 自動車販売修理 株式会社小笠原モータース

泉大津市 書道教室 松之浜書道教室

泉大津市 小売店 AOKI　カナートモール和泉府中店

泉大津市 信用金庫 大阪信用金庫　泉大津支店

泉大津市 信用金庫 大阪信用金庫　和泉支店

泉大津市 整骨院 林整骨院

泉大津市 整骨院・鍼・灸・マッサージ院 玉木整骨院・玉木鍼灸マッサージ院

泉大津市 整体院 泉大津楽ちん整体院

泉大津市 美容業 le ciel

泉大津市 美容室 alice

泉大津市 美容室 bros.THE HAIR

泉大津市 美容室 FLOW CLOUD

泉大津市 美容室 hair create Mano

泉大津市 美容室 hair reliance Mthy

泉大津市 美容室 hair resort cocok

泉大津市 美容室 HAIR'S GATE　カナートモール和泉府中店

泉大津市 美容室 NUANCE

泉大津市 美容室 RISUSU

泉大津市 美容室 ジャストウッド美容室

泉大津市 美容室 ビューティーサロン友希

泉大津市 美容室 ヘアースタジオCUT美

泉大津市 服屋 ＢＵＬＫ

泉大津市 服屋 紳士服ツカモト

泉大津市 物流倉庫 大阪運輸株式会社　泉北ロジスティクスセンター

泉大津市 理髪店 大阪館

泉大津市 理容 ヘアーサロン　　はつく

泉大津市 理容 ヘアーサロン　　ミナト

泉大津市 理容 ヘアーサロン　アート

泉大津市 理容 ヘアーサロン　ヤマモト

泉大津市 理容 ヘアーサロン　ロング

泉大津市 理容 ミナト　理容室

泉大津市 理容業 ＮＩＳＨＩＫＩ

泉大津市 理容業 理容　坂本

泉大津市 理容室 family床屋おおしも

泉大津市 理容室 ヘアーサロン　アート

泉大津市 理容室 理容サービス　泉大津店

泉大津市 理容室 理容ササキ

泉大津市 理容室 理容モリ

泉大津市 理容店 ニシヤマ　ヘアーワークス

泉大津市 理容店 ヘアーサロン  ヤマモト

泉大津市 旅行代理店 プライムツアー泉大津店

泉大津市 旅行代理店 泉大津営業所

泉大津市 老人ホーム ふみの花

泉大津市 鍼灸整骨院 あすなろ鍼灸マッサージ整骨院

忠岡町 お食事処 お食事処　太平

忠岡町 カラオケ喫茶 カラオケさくら

忠岡町 カラオケ喫茶 カラオケハウス千

忠岡町 スナック SNACKみゆき
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忠岡町 スナック すなっく　　みぃ

忠岡町 たこ焼き屋 たこやき　Buuu BAR

忠岡町 飲食店 トラヤキ

忠岡町 喫茶店 喫茶サンルーム

忠岡町 居酒屋 Ｎ白木屋 忠岡東口駅前店

忠岡町 居酒屋 たくみ

忠岡町 居酒屋 炭火焼in酒SPACE   銀風

忠岡町 居酒屋 竹とんぼ

忠岡町 カイロプラクティック施術院 アトラス忠岡カイロプラクティック院

忠岡町 障がい児通所支援事業 リハこどもデイ フクシア

忠岡町 障がい児通所支援事業 リハこどもデイ　メイフラワー

忠岡町 信用金庫 大阪信用金庫　忠岡支店

忠岡町 整骨院 つじ整骨院

忠岡町 猫カフェ 猫カフェいかろす

忠岡町 訪問看護事業所 リハビリ訪問看護ステーション ルピナス忠岡

忠岡町 理容室 理容サービス　忠岡店

岸和田市 BAR BAR CLOSET

岸和田市 BAR ＪＢ　Just　Because

岸和田市 BAR スナック Love

岸和田市 BARラウンジ salon de KARON

岸和田市 ＢＭＸコース サイクルピア岸和田ＢＭＸコース

岸和田市 BRA メンバーズ銀太

岸和田市 アジアンフード コピ　ワルン　

岸和田市 アパレル ハニーズ岸和田店

岸和田市 アパレル ハニーズ東岸和田店

岸和田市 アミューズメント施設（ボウリング場・カラオケ・ゲームセンター）ラウンドワン岸和田店

岸和田市 イタリアン クラブ・コントラーダ

岸和田市 イタリア食堂 タベルナ

岸和田市 イタリア大衆食堂 PASKO

岸和田市 イベントカフェ マジックアワーカフェ

岸和田市 うどん屋 うどんの庄　福泉

岸和田市 うどん屋 つけ鴨うどん　鴨錦　春木店

岸和田市 うどん屋 鶴八

岸和田市 うどん店 うどんば　しん

岸和田市 エステ マリーブパスティ山直

岸和田市 エステサロン Amity

岸和田市 エステサロン マリーブ化粧品認定エステサロン「城内」

岸和田市 エステサロン マリーブ岸城

岸和田市 エステサロン メンズ専門脱毛サロンPROGRESS

岸和田市 エステサロン ワミレスサロンメルシー

岸和田市 お好み　てっぱん焼き お好み　てっぱん焼　ここち

岸和田市 お好み焼 鉄板焼・お好み焼　寿里  岸和田店

岸和田市 お好み焼き お好み焼き双月

岸和田市 お好み焼き 鉄板焼  重石

岸和田市 お好み焼き 鉄板焼き  重石

岸和田市 お好み焼き屋 いち

岸和田市 お好み焼き屋 お好み焼き　まんまる

岸和田市 お好み焼き屋 ちゃんちゃんこ

岸和田市 お好み焼き屋 ようしょく焼　みつたか

岸和田市 お好み焼き屋 壱　いち

岸和田市 お好み焼き鉄板焼き屋 お好み焼き・鉄板焼き　OWL(アウル)

岸和田市 お好み焼屋 いろは満月　岸和田店

岸和田市 お好み焼屋 お好み焼・鉄板焼・きん太　岸和田店　

岸和田市 かに料理 かに道楽　岸和田店

岸和田市 カフェ NOBANA SIDE CAFE

岸和田市 カフェ SWEETS  AREA51

岸和田市 カフェ グルメカフェ六甲

岸和田市 カフェ 古民家カフェレガーロ

岸和田市 カフェ 桜珈琲　岸和田店

岸和田市 カフェ #NAME?

岸和田市 カフェバー CHIPPER
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岸和田市 カラオケ アムール

岸和田市 カラオケスナック NEW　ペルル

岸和田市 カラオケスナック カラオケさち

岸和田市 カラオケスナック カラオケスナック　笑のわ

岸和田市 カラオケスナック カラオケ居恋

岸和田市 カラオケスナック カラオケ順

岸和田市 カラオケスナック 君の名は

岸和田市 カラオケバー カラオケバーむらさき

岸和田市 カラオケ飲食 スナックｅｙｅ

岸和田市 カラオケ喫茶 CAREN

岸和田市 カラオケ喫茶 カラオケ　夢乃里

岸和田市 カラオケ喫茶 カラオケHiro.87

岸和田市 カラオケ喫茶 カラオケスタジオ　サンバ2

岸和田市 カラオケ喫茶 カラオケスタジオF

岸和田市 カラオケ喫茶 カラオケスタジオうぐいす

岸和田市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶　真衣

岸和田市 カラオケ喫茶 カラオケ五月

岸和田市 カラオケ喫茶 スナック　茜

岸和田市 カラオケ喫茶 バッカス

岸和田市 カラオケ喫茶真衣 カラオケ喫茶真衣

岸和田市 カラオケ居酒屋 カラオケとしちゃん

岸和田市 カラオケ居酒屋 酒処　ちょっと恋

岸和田市 ｺｰﾋｰｽﾀﾝﾄﾞ bubu stand

岸和田市 ショットバー BALIHAN BAR

岸和田市 ステーキハウス グルメリア六甲

岸和田市 スナック ALLURE

岸和田市 スナック chihana

岸和田市 スナック ciao

岸和田市 スナック crazygirl

岸和田市 スナック Loa

岸和田市 スナック M’amour

岸和田市 スナック Mother

岸和田市 スナック Nana

岸和田市 スナック Night SQUARE

岸和田市 スナック nike

岸和田市 スナック RAN

岸和田市 スナック Ribbon

岸和田市 スナック Viange

岸和田市 スナック スナック ソルシエール

岸和田市 スナック スナックぱぁぷりん

岸和田市 スナック フェアリーズ

岸和田市 スナック マドモアゼル

岸和田市 スナック 愛に恋

岸和田市 スナック 月のひかり

岸和田市 ソフトクリーム屋 いれぶんソフト

岸和田市 ダイニングバー Dining BAR 35 sango

岸和田市 ダイニングバー グルメバーONO

岸和田市 たこ焼き　お好み焼き　 お好み焼き　たこ焼き　有機野菜　蛸よし

岸和田市 たこ焼きbar karakara たこ焼きbar karakara

岸和田市 たこ焼き屋 たこ焼き　べえちゃん

岸和田市 たこ焼き屋 たこ焼き一品　鉄

岸和田市 タルト専門店 タルトルタ

岸和田市 とんかつ、沖縄料理 とんかつ、琉球美豚

岸和田市 バー BAR ixi

岸和田市 バー ClubJAMROCK

岸和田市 バー GARO

岸和田市 バー ohana

岸和田市 バー Patio

岸和田市 バー showbar

岸和田市 バー SURF BAR Lower

岸和田市 バー surfbar Lower
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岸和田市 バー タックンロール

岸和田市 バーガーショップ ビッグハッピーバーガー

岸和田市 バル kishiwada bar youimarl 

岸和田市 ピザ宅配 ピザハット岸和田店

岸和田市 ビストロ ビストロオゼミニョン

岸和田市 ファストフード ファーストキッチン　岸和田ラ・パーク

岸和田市 ファストフード 松屋　岸和田店

岸和田市 ファストフード 松屋　春木店

岸和田市 ファミリーレストラン ガスト岸和田東店

岸和田市 ファミリーレストラン サガミ岸和田店

岸和田市 ファミリーレストラン しゃぶ葉岸和田南店

岸和田市 ファミリーレストラン ステーキガスト岸和田店

岸和田市 ふぐ屋 岸和田ふぐ政

岸和田市 ふぐ料理 うどんとふぐべ

岸和田市 フランス料理店 ボンヴィラージュオゼ

岸和田市 ベーカリーカフェ ヴィ・ド・フランス春木店

岸和田市 ホルモン焼肉 昭和ホルモン

岸和田市 もつ鍋屋 博多もつ鍋 楽 岸和田店

岸和田市 やきとり屋 やきとり大吉 和泉大宮店

岸和田市 ラーメン屋 ラーメンまこと屋 岸和田三田店

岸和田市 ラーメン屋 希望軒岸和田店

岸和田市 ラーメン店 ラーメンハウス　ヒロ

岸和田市 ラーメン店 ラーメン横綱　岸和田店

岸和田市 ラーメン店 町田商店　岸和田店

岸和田市 ラウンジ AVENIR

岸和田市 ラウンジ Lounge  M＆H

岸和田市 ラウンジ Lounge  Sam Sara

岸和田市 ラウンジ メンバーズラウンジ　ラコンテ

岸和田市 ラウンジ ラウンジ　欅

岸和田市 ラウンジ 亜土炉

岸和田市 レストラン LocaBran ～ロカブラン～

岸和田市 レストラン かごの屋岸和田店

岸和田市 レストラン レストラン日本

岸和田市 レストラン 岸和田サービスエリア上り線

岸和田市 レストラン 四六時中　東岸和田店

岸和田市 飲食、カラオケ 幸家有楽

岸和田市 飲食カフェ 大宮ブランカフェ

岸和田市 飲食店 おたまじゃくし

岸和田市 飲食店 キムチのさかい

岸和田市 飲食店 トラットリア        ソグノ

岸和田市 飲食店 泉州海鮮きんちゃく家

岸和田市 飲食店 中国酒菜　福見

岸和田市 飲食店・居酒屋 台所家

岸和田市 家庭料理 味菜

岸和田市 回転寿司 くら寿司今木店

岸和田市 回転寿司 くら寿司小松里店

岸和田市 回転寿司 大起水産回転寿司　岸和田店

岸和田市 海鮮居酒屋 魚輝水産　岸和田店

岸和田市 割烹料理 大和家

岸和田市 活け魚料理 漁師家　幸

岸和田市 活け魚料理 旬料理あなよし

岸和田市 活魚料理 活魚ヒロ

岸和田市 缶詰バー 缶詰バーk2

岸和田市 韓国料理店 コリアンキッチ313

岸和田市 喫茶 Soleil

岸和田市 喫茶・居酒屋・カラオケ 喫茶・居酒屋N a N a

岸和田市 喫茶・居酒屋・カラオケ 喫茶・居酒屋Na Na

岸和田市 喫茶店 CAFE  HABU

岸和田市 喫茶店 CAFE HABU

岸和田市 喫茶店 Dogcafe Barks

岸和田市 喫茶店 みみみCAFE
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岸和田市 喫茶店 喫茶波

岸和田市 喫茶店 薔薇の木

岸和田市 喫茶店、居酒屋、カラオケ 喫茶居酒屋NaNa

岸和田市 居酒屋 Asante

岸和田市 居酒屋 kappou hiroshi

岸和田市 居酒屋 Laba-Laba

岸和田市 居酒屋 new NIRO

岸和田市 居酒屋 あ～もんどあい

岸和田市 居酒屋 うを音

岸和田市 居酒屋 かも葱岸和田

岸和田市 居酒屋 すいか

岸和田市 居酒屋 すいか?

岸和田市 居酒屋 ダイニングキッチン　MASA

岸和田市 居酒屋 だんない亭

岸和田市 居酒屋 ちょうちん

岸和田市 居酒屋 とりあえず吾平岸和田店

岸和田市 居酒屋 にぎわいや

岸和田市 居酒屋 のみくいやつくし

岸和田市 居酒屋 はじめや

岸和田市 居酒屋 ふじたやはなれ

岸和田市 居酒屋 みっちゃん

岸和田市 居酒屋 みらいや

岸和田市 居酒屋 やきとり　大吉　岸和田店

岸和田市 居酒屋 海鮮と本格炭火串焼き鮮゛

岸和田市 居酒屋 海鮮処椿

岸和田市 居酒屋 海坊主 岸和田駅前店

岸和田市 居酒屋 海坊主　八阪店

岸和田市 居酒屋 楽食ダイニング　ＪＵＮ屋

岸和田市 居酒屋 紀州

岸和田市 居酒屋 居酒屋  「仁」

岸和田市 居酒屋 居酒屋　ぜんとら

岸和田市 居酒屋 居酒屋　とみや

岸和田市 居酒屋 居酒屋　ほまれ

岸和田市 居酒屋 居酒屋　らんかん

岸和田市 居酒屋 居酒屋　藤

岸和田市 居酒屋 居酒屋　博ちゃん

岸和田市 居酒屋 居酒屋ちょうちん

岸和田市 居酒屋 居酒屋三徳下松店

岸和田市 居酒屋 居酒屋笑福

岸和田市 居酒屋 魚民 和泉大宮駅前店

岸和田市 居酒屋 串酔処かねさん

岸和田市 居酒屋 薩摩地鶏炭火焼 あすか

岸和田市 居酒屋 山内農場 岸和田駅前通商店街店

岸和田市 居酒屋 酒の肴　あがりや膳

岸和田市 居酒屋 酒肴　とも

岸和田市 居酒屋 酒肴や　いち毘里

岸和田市 居酒屋 酒肴家えがお

岸和田市 居酒屋 酒処　憩

岸和田市 居酒屋 旬魚菜・なべ　きん魚

岸和田市 居酒屋 千年の宴 岸和田北口駅前店

岸和田市 居酒屋 呑喰処うすい亭

岸和田市 居酒屋 目利きの銀次 東岸和田東口駅前店

岸和田市 居酒屋 悠月

岸和田市 居酒屋 洋風居酒屋  ちゃっちゃ

岸和田市 居酒屋 洋風居酒屋　ちゃっちゃ

岸和田市 居酒屋 和ダイニング　居心ち家

岸和田市 居酒屋 和み

岸和田市 居酒屋 和み屋　昆野

岸和田市 居酒屋さつま 居酒屋　さつま

岸和田市 魚料理 魚料理　美松

岸和田市 串かつ料理店 串亭　童



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

岸和田市 高校食堂 岸和田高校食堂

岸和田市 手羽先屋 わたしの手羽先

岸和田市 寿司　割烹 寿し英

岸和田市 寿司屋 う我寿

岸和田市 寿司屋 一力寿司

岸和田市 寿司屋 御寿司　万よし

岸和田市 寿司屋 心鮮

岸和田市 寿司屋 富寿し

岸和田市 寿司店 旬彩dining sushi なかの

岸和田市 焼き鳥　居酒屋 酒房　まるの台所Plus

岸和田市 焼き鳥屋 ぢどり亭東岸和田店

岸和田市 焼き鳥屋 地どり　翔鳥

岸和田市 焼鳥屋 炭焼やきとり一番小松里店

岸和田市 焼肉 ますや

岸和田市 焼肉 焼肉　扇

岸和田市 焼肉 焼肉ykozeますや

岸和田市 焼肉レストラン 産直焼肉ビーファーズ　岸和田店

岸和田市 焼肉屋 焼肉 居酒屋 三徳

岸和田市 焼肉屋 焼肉ダイニングわさび

岸和田市 焼肉屋 鈴なり

岸和田市 焼肉韓国料理 アリラン亭

岸和田市 焼肉店 釜山別館

岸和田市 焼肉店 釜山本店

岸和田市 焼肉店 焼肉　食道園

岸和田市 焼肉店 炭火焼肉香煙岸和田店

岸和田市 食堂 コピワルン

岸和田市 食堂 御幸食堂

岸和田市 食堂　お好み焼き いづみや

岸和田市 水産物小売店 街のみなと　岸和田店

岸和田市 多国籍料理 raha 

岸和田市 中華料理レストラン 餃子の王将 岸和田南店

岸和田市 中華料理レストラン 餃子の王将 国道岸和田店

岸和田市 鉄板焼き てっぱんSesame

岸和田市 鉄板焼き 鉄板焼き どんちち

岸和田市 鉄板焼き 鉄板焼き　どんちち

岸和田市 豚しゃぶ せんげ

岸和田市 鍋料理屋 おりょうり　あかい

岸和田市 日本料理店 味川

岸和田市 洋食レストラン きまぐれ厨房

岸和田市 洋食レストラン 亀十料理店

岸和田市 洋風居酒屋 Bentensan

岸和田市 洋風居酒屋ちゃっちゃ 洋風居酒屋ちゃっちゃ

岸和田市 料理屋 おきな

岸和田市 露天商 けやき堂

岸和田市 和菓子屋 御菓子司岸和田風月堂

岸和田市 和食店 和食や　庄八

岸和田市 ＢＭＸコース サイクルピア岸和田ＢＭＸコース

岸和田市 アパレル ハニーズ岸和田店

岸和田市 アパレル ハニーズ東岸和田店

岸和田市 エステサロン メンズ専門脱毛サロンPROGRESS

岸和田市 エステティックサロン POLA　BoomDonna

岸和田市 エステティックサロン Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｌｏｕｌｏｕ

岸和田市 エステティックサロン アップルマインド岸和田店

岸和田市 エステティックサロン バイオエステBTB 岸和田店

岸和田市 エステティックサロン マリーブ  numa

岸和田市 エステティックサロン ルナクレシエンテ

岸和田市 エステティック店 POLA THE BEAUTY 岸和田駅前店

岸和田市 エステティック店 岸和田駅前店

岸和田市 オーダーメイド民芸品、土産品 おとま屋

岸和田市 カラオケスタジオ カラオケスタジオ歌集

岸和田市 カラオケボックス カラオケライブ岸和田店



市区町村 店舗種別 店舗名

感染防止宣言ステッカー登録施設一覧（７／１～８／３）

岸和田市 カラオケボックス カラオケレインボー岸和田店

岸和田市 カラオケボックス ビッグエコー岸和田26店

岸和田市 カラオケボックス店 カラオケルームニューキシワダ

岸和田市 こども教室 講談社こども教室

岸和田市 コピーサービス カンプリ泉州店

岸和田市 コンタクトレンズ専門店 ハートアップ岸和田カンカンベイサイドモール店

岸和田市 コンタクトレンズ販売店 ＭｅｎｉｃｏｎＭｉｒｕ東岸和田店

岸和田市 シェアリングスペース 快活CLUB26号岸和田店

岸和田市 シェアリングスペース 快活CLUB岸和田今木店

岸和田市 ショッピングセンター 岸和田カンカンベイサイドモール

岸和田市 スーパーマーケット イオン東岸和田店

岸和田市 スポーツクラブ ＦＩＴ３６５岸和田今木町

岸和田市 スポーツクラブ カーブス トークタウン東岸和田

岸和田市 スポーツクラブ カーブス岸和田カンカンベイサイドモール店

岸和田市 スポーツクラブ コナミスポーツクラブ 東岸和田

岸和田市 スポーツクラブ スポーツクラブ ビッグ・エス岸和田

岸和田市 スポーツクラブ スポーツクラブジョイフィット岸和田・貝塚

岸和田市 スポーツクラブ 岸和田スイミングスクール・フィットネスクラブ　ブラーブ

岸和田市 スポーツクラブ（パーソナルトレーニングジム） PEP Osaka

岸和田市 スポーツ店 Kemari87 KISHISPOカンカンモール店

岸和田市 スポーツ用品店 ゴルフ５ 岸和田店

岸和田市 スポーツ用品店 ラケットショップBuggywhip

岸和田市 スポーツ用品販売 (株)岸和田スポーツ

岸和田市 テニススクール TennisDo

岸和田市 ドローンスクール 岸和田ドローンスクール

岸和田市 ネイルサロン Frame Nails

岸和田市 ネイルサロン ナイスネイル岸和田店

岸和田市 ネイルサロン ネイルサロンneon

岸和田市 ネイルサロン ネイルサロンP&B

岸和田市 ネイルサロン ハッピーネイル

岸和田市 ぱちんこ屋 遊遊亭　岸和田店

岸和田市 パチンコ店 PAO岸和田

岸和田市 パチンコ店 SUPER COSMO APOLLO岸和田店

岸和田市 ぱちんこ店 SUPER COSMO PREMIUM岸和田店

岸和田市 パチンコ店 ギャスロ

岸和田市 パチンコ店 マルハン岸和田店

岸和田市 パチンコ店 ライオンズ岸和田店

岸和田市 パチンコ店 岸和田店

岸和田市 ボーカル教室 USボーカル教室　岸和田駅前校

岸和田市 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO岸和田ベイサイド店

岸和田市 ホームセンター ホームセンターコーナン岸和田ベイサイド

岸和田市 ホームセンター ホームセンターコーナン岸和田ベイサイド店

岸和田市 ホームセンター ホームセンターコーナン岸和田三田店

岸和田市 ホットヨガスタジオ LAVA 岸和田カンカンベイサイドモール店

岸和田市 ホテル アパホテル〈関空岸和田〉

岸和田市 ホテル ホテルルートイン大阪岸和田

岸和田市 まつげエクステサロン miru house

岸和田市 まつ毛エクステ・まつ毛パーマ・アイブロウサロン eyelash salon Mett

岸和田市 マンツーマントレーニングジム REVIVAL～リバイバル～

岸和田市 リサイクル着物屋 Kishiwada 扇屋

岸和田市 リラクゼーション 癒しハウスもみっと

岸和田市 リラクゼーションスペース りらくる岸和田店

岸和田市 衣料品 マックハウスSSF　ラ・パーク岸和田店

岸和田市 衣料品 祭禮衣装一式　祭人

岸和田市 衣類販売店 STRIPE BALLOON

岸和田市 映画館 ユナイテッド・シネマ岸和田

岸和田市 化粧品販売店 mパスティ

岸和田市 家電量販店 ジョーシン 岸和田店

岸和田市 学習塾 アウラ文理塾

岸和田市 学習塾 現役大学受験専門塾　高学館　岸和田駅前校

岸和田市 学習塾 公文式上野町教室
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岸和田市 学習塾 馬渕教室 岸和田校

岸和田市 冠婚葬祭および付帯するレストラン 株式会社岸和田グランドホール

岸和田市 観光バス 大阪コンビナートバス

岸和田市 眼鏡・補聴器 オーブオプトギャラリー

岸和田市 眼鏡店 GLASH BEAM

岸和田市 眼鏡店 T.G.C.岸和田ベイサイドモール店

岸和田市 記念品製作 看貫場

岸和田市 居宅介護事業所 ヘルパーステーションジェイケア

岸和田市 競輪場、場外車券売場 岸和田競輪場

岸和田市 結婚指輪販売 garden本店

岸和田市 結婚式場 アクアテラス　リヴァージュブラン

岸和田市 結婚相談所、ICTを活用したまちづくり事業 一般社団法人Shien

岸和田市 建築業 ナカミチホーム

岸和田市 個人エステサロン マリーブ岸和田南

岸和田市 呉服店 東岸和田店

岸和田市 公園 蜻蛉池公園

岸和田市 公文教室 公文東ケ丘教室

岸和田市 公立文化施設 岸和田市立浪切ホール

岸和田市 高齢者ボランティアサロン 宮本福祉サポートカーネーション

岸和田市 事務所 株式会社B・Bカンパニー

岸和田市 自動車ディーラー 岸和田北店

岸和田市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社

岸和田市 自動車の販売及び関連するサービス Honda Cars 大阪　岸和田北店

岸和田市 自動車販売 岸和田東店

岸和田市 自動車販売ディーラー 日産大阪販売株式会社　岸和田北店

岸和田市 自動車販売及び整備等 ボルボ・カー岸和田

岸和田市 自動車販売修理 ユースリーオート・タナカ

岸和田市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）岸和田店

岸和田市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売㈱U-CAR岸和田

岸和田市 写真店、　フォトスタジオ STANDARD　PHOTO　SERVICE

岸和田市 写真店・フォトスタジオ フォトメイト

岸和田市 小売店 AOKI　サイズマックス岸和田店

岸和田市 小売店 AOKI　岸和田店

岸和田市 信用金庫 大阪信用金庫　しもまつ支店

岸和田市 信用金庫 大阪信用金庫　岸和田支店

岸和田市 信用金庫 大阪信用金庫　久米田支店

岸和田市 信用金庫 大阪信用金庫　春木支店

岸和田市 診療所（無床、医科） うえのクリニック

岸和田市 図書館 岸和田市立図書館

岸和田市 整骨院 PONO整骨院

岸和田市 整骨院 こばやし整骨院

岸和田市 整骨院 岸和田まちの整体整骨院

岸和田市 整体院 ハンドタッチヒーリング

岸和田市 石材店 株式会社 加登 岸和田営業所

岸和田市 洗車・カーコーティング ルフレ大阪

岸和田市 脱毛サロン エステルームCOCO

岸和田市 提灯屋 西村提灯店

岸和田市 店舗設計・屋外広告設計 株式会社ニシダ店舗システム

岸和田市 日焼けサロン 日焼けサロン　ガジュマル　岸和田店

岸和田市 農産物直売所 愛彩ランド

岸和田市 美容 Dione岸和田店

岸和田市 美容 La.Foxy

岸和田市 美容室 ANGE　RUEDA

岸和田市 美容室 Groove hair next

岸和田市 美容室 HairHouse Famille

岸和田市 美容室 HAIR'S GATE　アクロスプラザ東岸和田店

岸和田市 美容室 kotii hair's

岸和田市 美容室 S-TAGE

岸和田市 美容室 ビューティーサロン優

岸和田市 美容室 ヘアーハウスファミーユ

岸和田市 美容室 ミズグラート
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岸和田市 美容室 よしみ美容室

岸和田市 美容室 美容室エルシド

岸和田市 不動産業 株式会社　アートホーム

岸和田市 福祉施設 千亀利荘

岸和田市 訪問販売 株式会社エレガンス

岸和田市 来店型保険代理店 ほけんの窓口　岸和田店

岸和田市 理容 HAIR SALON TAKEUCHI

岸和田市 理容 カットスタジオ　カワエ

岸和田市 理容 ヘアーサロン　ヤスイ

岸和田市 理容 ヘアーサロン　ユキ

岸和田市 理容 理美容ナンバーワン

岸和田市 理容業 ヘアサロン・アリエ

岸和田市 理容室 理容サービス　岸和田荒木店

岸和田市 理容店 HAIR' IZUMI

岸和田市 理容店 ヘアーサロン　甲斐

岸和田市 旅館 牛滝温泉　四季まつり

岸和田市 旅行業 旅情報ジェイ･ロード

岸和田市 旅行業、バス事業 有限会社はまゆう観光

岸和田市 旅行代理店 トーヨートラベル株式会社

岸和田市 旅行代理店 株式会社トラベルウェーヴ関西

岸和田市 旅行代理店 南大阪観光社

岸和田市 鍼灸整骨院 ひだまり鍼灸整骨院

岸和田市 鍼灸接骨院 すまいる針灸接骨院　春木院

岸和田市 鍼灸接骨院 すまいる鍼灸接骨院　土生町院

岸和田市 鍼灸接骨院 すまいる鍼灸接骨院　東きしわだ院

貝塚市 Bar Bar M.AHaloha

貝塚市 BAR なんちゃってbar はっぴ?

貝塚市 うどん屋 KASUYA貝塚店

貝塚市 カフェ やまとカフェ

貝塚市 カラオケスタジオ カラオケスタジオニューロマン

貝塚市 カラオケスタジオ カラオケスタジオ呂沙

貝塚市 カラオケボックス まねきねこ貝塚店

貝塚市 カラオケ喫茶 カラオケスタジオ赤とんぼ

貝塚市 カラオケ喫茶 カラオケ喫茶ラン

貝塚市 スナック ＢＡＲ　ぶぅ

貝塚市 スナック ＫＡＩ

貝塚市 スナック Le Ange

貝塚市 スナック Precious

貝塚市 スナック スナックかりん

貝塚市 スナック スナックはまゆう

貝塚市 スナックバー スナックバーアメリカ

貝塚市 バー BAR GOLD

貝塚市 バー Bar HOLA

貝塚市 バー アダムジュニア

貝塚市 バル　ダイニングレストラン 肉バル×ダイニング　sai-ton

貝塚市 ピザデリバリー ピザハット貝塚店

貝塚市 ラーメン屋 ラーメンまこと屋貝塚店

貝塚市 レストラン お食事處　笹旬味

貝塚市 レストラン よさこい産業文化会館店

貝塚市 レストラン よさこい本店

貝塚市 飲食店 葉月

貝塚市 回転寿司 くら寿司貝塚脇浜店

貝塚市 回転寿司 くら寿司東貝塚店

貝塚市 海鮮料理屋 魚家うずしお

貝塚市 海鮮料理店 せんしゅう地魚や

貝塚市 喫茶店 ペプシ

貝塚市 喫茶店・売店 かんのん茶屋

貝塚市 居酒屋 いっすい 　

貝塚市 居酒屋 とりあえず吾平大阪貝塚店

貝塚市 居酒屋 居酒屋caf?Bar Mahora

貝塚市 居酒屋 居酒屋きまま
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貝塚市 居酒屋 居酒屋てまり

貝塚市 居酒屋 酒と肴　あべちゃん

貝塚市 居酒屋 酒房 枡

貝塚市 居酒屋 酒房　枡

貝塚市 居酒屋 旬彩たまき

貝塚市 居酒屋 新鮮鳥焼き　ぼんじり貝塚本店

貝塚市 居酒屋 大黒屋

貝塚市 居酒屋 大心

貝塚市 居酒屋 呑んべ

貝塚市 居酒屋 遊食処   味彌

貝塚市 魚介類販売店 くら天然魚市場

貝塚市 古民家cafe 古民家そらcafe

貝塚市 仕出し・ケータリング しげよし貝塚店

貝塚市 寿司　割烹 たから寿司　丸山店

貝塚市 寿司　割烹 たから寿司　本店

貝塚市 寿司店 和幸寿司

貝塚市 焼き鳥屋 やきとりきび・きびじゅにあ

貝塚市 焼肉 牛角貝塚店

貝塚市 焼肉 東貝塚酒場情熱ホルモン

貝塚市 焼肉店 Sumiyaki  さんぽ

貝塚市 焼肉店 焼肉　松ちゃん

貝塚市 食堂 いろは食堂

貝塚市 接待飲食店 Akala 

貝塚市 接待飲食店 La・Cynthia

貝塚市 中華料理 石才飯店

貝塚市 天ぷら屋 天ぷら酒場　大地

貝塚市 呑み処 KOCON

貝塚市 日本料理 料亭この木

貝塚市 和食店 静の花

貝塚市 インフラ整備（建設業） 株式会社サチホールディングス

貝塚市 インフラ整備（建設業） 株式会社泉洋建設産業

貝塚市 エステサロン エステサロンREN

貝塚市 エステティックサロン プライベートサロン　青い月

貝塚市 カーテンじゅうたん販売店 カーテンじゅうたん王国　貝塚店

貝塚市 カラテ道場 新極真会大阪神戸湾岸支部　貝塚本部道場

貝塚市 スイミングスクール 朝日スポーツクラブ 貝塚スイミング

貝塚市 スーパーマーケット イオン貝塚店

貝塚市 スポーツクラブ カーブス イオン貝塚

貝塚市 スポーツクラブ カーブス シェルピア貝塚

貝塚市 スポーツクラブ ホットヨガスタジオLAVAイオン貝塚店

貝塚市 スポーツジム エニタイムフィットネス貝塚二色浜店

貝塚市 ネイルサロン beauty relaxation salon aQ-bi

貝塚市 パソコン教室 パソコン教室らいく

貝塚市 パソコン教室　 パソコン教室かるん♪　イオン貝塚教室

貝塚市 ぱちんこ店 SUPER COSMO貝塚店

貝塚市 パチンコ店 イルサローネ貝塚店

貝塚市 パチンコ店 ダイナム 大阪貝塚店

貝塚市 パチンコ店 マルハン貝塚店

貝塚市 はんこ屋 天空印社

貝塚市 ボウリング場 コスモレーン貝塚

貝塚市 ホームセンター ホームセンターコーナンPRO貝塚東山店

貝塚市 ホームセンター ホームセンターコーナン貝塚東山店

貝塚市 まつげエクステサロン moco house

貝塚市 メガネ屋 ビジョンメガネ　イオン貝塚店

貝塚市 衣料品 マックハウスSSF　イオン貝塚店

貝塚市 医薬品登録販売業 有限会社南旧宅薬店

貝塚市 医薬品登録販売業 有限会社南旧宅薬店東山店

貝塚市 家電量販店 マツヤデンキ貝塚イオン店

貝塚市 公園施設 二色の浜公園　DAYキャンプ・ドッグフリーDAYキャンプ

貝塚市 公園施設 二色の浜公園　有料バーベキュー施設

貝塚市 公立文化施設 貝塚市民文化会館　コスモスシアター
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貝塚市 歯科医院 やまぐち歯科

貝塚市 自動車整備 トミーズオート

貝塚市 自動車販売・整備業 株式会社　ハシモトオート

貝塚市 自動車販売店 LA　CORPORATION

貝塚市 住宅建設 ヤマト住建株式会社　南大阪店

貝塚市 住宅宿泊施設 ZEN HOUSE OSAKA

貝塚市 住宅展示場 南大阪店

貝塚市 信用金庫 大阪信用金庫　貝塚支店

貝塚市 信用金庫 大阪信用金庫　南貝塚支店

貝塚市 整骨院 おだ整骨院

貝塚市 鮮魚卸売業兼事務所 (株)タカラファースト

貝塚市 中古自動車買取 ユーポス岸和田南店

貝塚市 中古車販売店 株式会社　IIC

貝塚市 鉄道・バス 水間鉄道株式会社

貝塚市 二色ハーバー 二色ハーバー

貝塚市 二輪販売業 株式会社ツキシロ

貝塚市 美容室 hair's drop

貝塚市 美容室 studio-F

貝塚市 美容室 トミー美容室

貝塚市 美容室 髪ん堂

貝塚市 美容室 美容室イレブンカット　イオン貝塚店

貝塚市 府営公園 二色の浜公園

貝塚市 福祉施設 貝塚市やすらぎ老人福祉センター

貝塚市 野外教育施設 大阪府立少年自然の家

貝塚市 有料老人ホーム、デイサービス、訪問介護 有限会社ヒューマン・ケア・ステーション

貝塚市 理容業 HAIR SALON HIGUCHI

貝塚市 理容店 いぬい理容

貝塚市 理容店 おしゃれ床屋タニノ

貝塚市 理容店 カットハウス・ダン

貝塚市 理容店 ヘアーサロン　フジハラ

貝塚市 旅館 奥水間温泉

貝塚市 旅館 松葉温泉　滝の湯

貝塚市 旅行代理店 かいづか旅行センター

貝塚市 鍼灸整骨院 なかがわ鍼灸整骨院

貝塚市 鍼灸整骨院 まちの整体整骨院

貝塚市 鍼灸整骨院 ゆらく整体整骨院

熊取町 うどん屋 のらや熊取店

熊取町 お好み焼き・鉄板焼 kichitei月の笑

熊取町 パンケーキカフェ スイ―ツスリール369

熊取町 フランス料理 ビストロリュドラガール

熊取町 レストラン ココハウス

熊取町 レストラン シェスタ

熊取町 懐石料理・仕出し店 みなみかわ

熊取町 居酒屋 Dining 志

熊取町 居酒屋 うまいもんや  とも

熊取町 居酒屋 みのや

熊取町 居酒屋 海鮮酒場 季楽

熊取町 居酒屋 居酒屋のぶろう

熊取町 居酒屋 柳-Ryu-

熊取町 串カツ店 串カツえべっさん熊取店

熊取町 寿司　割烹 たから洲　熊取店

熊取町 焼肉屋 こだわり肉　やきや

熊取町 宅配ピザ ピザ・リトルパーティー熊取店

熊取町 地鶏料理専門店 地鳥茶屋　鳥?

熊取町 中華料理レストラン 餃子の王将 泉南熊取店

熊取町 中華料理店 中国亭

熊取町 洋菓子製造販売・喫茶 ハンス熊取店

熊取町 エステティック PUKALANI

熊取町 エステティック ハワイアンリラクゼーションサロンPUKALANI

熊取町 エステティックサロン BELLE FAMME

熊取町 カラオケボックス カラオケレインボー熊取店
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熊取町 スポーツクラブ タチリュウコンディショニングジム 熊取店

熊取町 フィットネスジム エニタイムフィットネス熊取店

熊取町 ヨガ教室 まじょっこ　レンタルルーム

熊取町 花屋 花の静

熊取町 介護事業 ケアプランセンターまつ藤

熊取町 学習塾 公文式五門西教室

熊取町 空手教室 大阪神戸湾岸支部 くまとり森下道場

熊取町 公共施設 教育・子どもセンター

熊取町 公共施設 熊取交流センター（煉瓦館）

熊取町 公民館 熊取町公民館・町民会館

熊取町 集会場 熊取北コミュニティルーム

熊取町 住宅販売、リフォーム 南海くまとり・つばさが丘販売センター

熊取町 重要文化財 重要文化財　中家住宅

熊取町 図書館 熊取図書館

熊取町 総合運動施設　プール・トレーニングジム・アリーナ・会議室 熊取町立総合体育館

熊取町 中学受験学習塾 中学受験の阿水塾

熊取町 美容室 Rsalon

熊取町 美容室 s n u g

熊取町 美容室 Watt’s hair design

熊取町 福祉施設 障害者支援施設　くまとり弥栄園

熊取町 編み物教室　　ヨガ教室 手編み教室まじょっこ

熊取町 保険代理店 株式会社アライヴ

熊取町 理容店 ヘアーサロンシミズ

熊取町 鍼灸整骨院 アシスト鍼灸整骨院

泉佐野市 BAR BAR岡本

泉佐野市 BAR Ｊｉｎ

泉佐野市 snack&bar snack&bar BINGO

泉佐野市 うどん、そば屋 大阪うどん　きらく

泉佐野市 オーセンティックバー Cadere

泉佐野市 お好み焼き屋 お好み家木金土

泉佐野市 お好み焼屋 いろは満月　泉佐野店

泉佐野市 カフェ cherry-cafe

泉佐野市 カフェ 桜珈琲　泉佐野店

泉佐野市 カフェ&バー プロント関西国際空港エアサイド店

泉佐野市 カフェギャラリー 家でのこづち

泉佐野市 カフェ食堂 ちえ'ずキッチン

泉佐野市 カラオケ カラオケ　たまちゃん

泉佐野市 カラオケ カラオケclub NOVA

泉佐野市 カラオケ 向日葵

泉佐野市 カラオケBAR アライブ

泉佐野市 カラオケバー KARAOKE　壱　ichi

泉佐野市 カラオケバー KARAOKE 壱 ichi

泉佐野市 カラオケ喫茶 yamano

泉佐野市 カラオケ喫茶 カラオケ　咲綺

泉佐野市 カラオケ喫茶 グランカラオケ  メトロ

泉佐野市 カラオケ喫茶 紅葉

泉佐野市 カレー&洋食 カレーの店  Ｅａｔ ｉｔ

泉佐野市 キャバレー CLUB　CATS

泉佐野市 クレープ店 ディッパーダン泉佐野

泉佐野市 ショットバー shot&cocktail's  X-Y-Z

泉佐野市 ショットバー X-Y-Z

泉佐野市 ステーキハウス ストロングスタイル

泉佐野市 スナック 88  butterfly 

泉佐野市 スナック Anela

泉佐野市 スナック Leo

泉佐野市 スナック スナックBROS

泉佐野市 スナック スナック羅蘭

泉佐野市 たこ焼屋 たこ焼割烹たこ昌　関西空港店

泉佐野市 とんかつ屋 かつ喜

泉佐野市 バー BAR SIX-NINE

泉佐野市 バー プラグカフェ
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泉佐野市 バル Pub An

泉佐野市 ハンバーガー屋 クアアイナりんくうプレミアムアウトレット店

泉佐野市 ビアホール・レストラン アサヒビアホール漫画屋

泉佐野市 ファストフード 松屋　関西空港店

泉佐野市 ファミリーレストラン ガスト泉佐野貝田店

泉佐野市 ファミリーレストラン ロイヤルホスト泉佐野店

泉佐野市 ふぐ屋 ふぐ政　泉佐野店

泉佐野市 フランス料理 フレンチ工房ダニエル

泉佐野市 フレンチレストラン Bistro bar 'Olu 'Olu

泉佐野市 らーめん らーめんゴン太

泉佐野市 ラーメン屋 ちゃんぽん亭総本家 りんくうシークル店

泉佐野市 らーめん屋 らーめん　ごん神

泉佐野市 ラーメン屋 笑福亭 

泉佐野市 ラーメン店 ら～めん和助

泉佐野市 ラーメン店 ラーメンASAHI

泉佐野市 ﾚｽﾄﾗﾝ りんくう茶屋

泉佐野市 レストラン レストラン　キッチンガーデン

泉佐野市 レストラン レストラン泉の森

泉佐野市 レストラン 四六時中　日根野店

泉佐野市 レストランカフェ alt burst

泉佐野市 飲食店 紅さんざし

泉佐野市 飲食店及び大衆演劇劇場 がんこ屋りんくう店

泉佐野市 回転寿司 くら寿司泉佐野店

泉佐野市 回転寿司 大起水産回転寿司　りんくうシークル店

泉佐野市 韓国料理 bibim　りんくう店

泉佐野市 喫茶 カフェ遊夢

泉佐野市 喫茶店 珈琲館マイセン

泉佐野市 居酒屋 245 ie-mesi 

泉佐野市 居酒屋 245ie-mesi 

泉佐野市 居酒屋 kitchen 一香実

泉佐野市 居酒屋 M・クローバー菊屋

泉佐野市 居酒屋 modern dining  かがり

泉佐野市 居酒屋 Ｎ白木屋 泉佐野東口駅前店

泉佐野市 居酒屋 ごちそう居酒屋  夢

泉佐野市 居酒屋 ごちそう居酒屋夢

泉佐野市 居酒屋 さのよいよい

泉佐野市 居酒屋 とりけい

泉佐野市 居酒屋 ブッチャーズグリル×やみいち

泉佐野市 居酒屋 やきとりの扇屋　泉佐野日根野店

泉佐野市 居酒屋 やきとり家　はっかく　長滝店

泉佐野市 居酒屋 ワイン酒場かっちゃん

泉佐野市 居酒屋 一杯飲み屋まめちゃん

泉佐野市 居酒屋 花明かり

泉佐野市 居酒屋 楽家

泉佐野市 居酒屋 居酒屋   鶏と魚

泉佐野市 居酒屋 居酒屋　いちご

泉佐野市 居酒屋 居酒屋　けんちゃん

泉佐野市 居酒屋 居酒屋　九十九

泉佐野市 居酒屋 居酒屋　太ちゃん

泉佐野市 居酒屋 居酒屋つづら

泉佐野市 居酒屋 居酒屋郁ちゃん

泉佐野市 居酒屋 居酒屋鶏と魚

泉佐野市 居酒屋 居酒屋次郎長

泉佐野市 居酒屋 居酒屋太ちゃん

泉佐野市 居酒屋 山内農場 泉佐野東口駅前店

泉佐野市 居酒屋 酒和酒話

泉佐野市 居酒屋 焼鶏　八角

泉佐野市 居酒屋 笑美酒　道

泉佐野市 居酒屋 食彩Labo葵

泉佐野市 居酒屋 大阪産料理　空　泉佐野駅構内店

泉佐野市 居酒屋 大衆酒場　浜ちゃん



市区町村 店舗種別 店舗名
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泉佐野市 居酒屋 二代目　幸左衛門

泉佐野市 居酒屋 炉ばた焼いろり

泉佐野市 居酒屋 和実や（なごみや）

泉佐野市 居酒屋 和心料理　寿

泉佐野市 居酒屋 燻し焼鶏ＬＯＬ

泉佐野市 居酒屋、カフェ DININGYORI

泉佐野市 居酒屋・お食事 kitchen　bar　ＭＡＲＵ

泉佐野市 串カツ店 串カツえべっさん　りんくう駅中店

泉佐野市 串カツ店 串カツえべっさん泉佐野駅前店

泉佐野市 寿司屋 すし半　佳羅守

泉佐野市 寿司屋 寿し太

泉佐野市 寿司屋 寿司と季節料理の店　山笑

泉佐野市 宿泊業 松風民泊

泉佐野市 宿泊業 泉佐野センターホテル

泉佐野市 宿泊施設 オリエンタルスイーツエアポート大阪りんくう

泉佐野市 宿泊施設 よつばのゲストハウス

泉佐野市 小・中学生の学習教室 スタッド学習教室

泉佐野市 小売店 ORIHICA　泉佐野りんくうシークル店

泉佐野市 消毒除菌消臭 株式会社ベストサービス

泉佐野市 焼き鳥屋 炭焼 たつ吉

泉佐野市 焼肉 羽倉崎酒場　情熱ホルモン

泉佐野市 焼肉、和食 はや　泉州の郷

泉佐野市 焼肉レストラン 産直焼肉ビーファーズ　泉佐野店

泉佐野市 焼肉飲食店 YAKINIKU BUFFET左近　りんくうシークル店

泉佐野市 焼肉飲食店 バイキング左近　本店

泉佐野市 焼肉飲食店 バイキング左近　末広店

泉佐野市 焼肉飲食店 霜ふり庵　元気

泉佐野市 焼肉屋 焼肉　夢

泉佐野市 焼肉屋 焼肉ひろき

泉佐野市 焼肉屋 炭火焼肉 炭味

泉佐野市 焼肉屋 零

泉佐野市 食堂 ここうみ食堂　中徳

泉佐野市 信用金庫 大阪信用金庫　泉佐野支店

泉佐野市 水産物小売店と食堂 街のみなと　りんくうシークル店

泉佐野市 生命保険・損害保険募集代理店 保険デザイン いこらも～る泉佐野店

泉佐野市 接待飲食店 La・Cynthia

泉佐野市 体育館 J:COM末広体育館

泉佐野市 地域密着型通所介護 デイサービスセンター笠松

泉佐野市 中華料理レストラン 餃子の王将 国道泉佐野店

泉佐野市 定食屋 大戸屋ごはん処　りんくうシークル店

泉佐野市 店舗 田端ビル

泉佐野市 日本料理 日本料理　貴船

泉佐野市 日本料理店 わたりがに料理　割烹松屋

泉佐野市 日本料理店 仕出し割烹　魚初

泉佐野市 美容サロン pas a pas

泉佐野市 美容室 shampoo 泉佐野店

泉佐野市 美容室 S-TAGE

泉佐野市 美容室 アプローズ

泉佐野市 美容室 パ?マハウスきたむら

泉佐野市 美容室 隠れ家サロン　Ｇｒｏｕｎｄ　Ｂｒｉｄｇｅ

泉佐野市 美容室 美容室　うぃを～る。

泉佐野市 不動産屋 あさひ賃貸住宅

泉佐野市 不動産店 株式会社よつば地所

泉佐野市 服屋 紳士服　ツカモト　イオンモール日根野店

泉佐野市 文化会館 泉佐野市立文化会館（エブノ泉の森ホール）

泉佐野市 保険代理店 ほけんの窓口　りんくうシークル店

泉佐野市 保険代理店 保険ライン　日根野店

泉佐野市 宝石業 ジュエリーフルミヤ　イオンモール日根野店

泉佐野市 民間救急 泉州民間救急

泉佐野市 民泊 Inn　HaRuKa

泉佐野市 民泊 sano no yado Ⅰ
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泉佐野市 民泊 sano no yado Ⅱ

泉佐野市 民泊 民泊はるか　Inn HaRuKa

泉佐野市 薬膳レストラン 薬膳レストラン　美秀膳

泉佐野市 遊漁船 こうめ丸

泉佐野市 洋菓子販売 カフェ 18.44

泉佐野市 洋食レストラン ベビーフェイス泉佐野店

泉佐野市 洋食レストラン ホテル日航関西空港「ザ・ブラッスリー」

泉佐野市 理容 理容　阪和

泉佐野市 理容業 ヘアーショップサニーいづみ

泉佐野市 理容室 MERCI

泉佐野市 理容店 理容ハザマ

泉佐野市 旅館 犬鳴山温泉　み奈美亭

泉佐野市 旅行業 株式会社　関空エンタープライズ

泉佐野市 和食 得得　泉佐野市場西店

泉佐野市 鍼灸整骨 藤本鍼灸整骨院

泉佐野市 鍼灸整骨院 えんよ整骨院

泉佐野市 100円ショップ Can★Doイオンモール日根野店

泉佐野市 100円ショップ キャンドゥイオンモール日根野店

泉佐野市 アウトレット内スポーツ用品店 ナイキファクトリーストアりんくう店

泉佐野市 アパレル ハニーズイオンモール日根野店

泉佐野市 アパレル ハニーズりんくうシークル店

泉佐野市 アパレル ハニーズ泉佐野店

泉佐野市 アパレル小売り Deeper And Deeper

泉佐野市 エステ and ruang

泉佐野市 エステサロン POLA THE BEAUTY  泉佐野外環店

泉佐野市 エステサロン プライベートエステ　Sleep

泉佐野市 エステサロン マリーブ・クレア

泉佐野市 エステティックサロン Healing Space AQUA

泉佐野市 エステティックサロン エステティックサロンMu

泉佐野市 カラー専門店（美容室） ビューティーカラープラス泉佐野店

泉佐野市 ゲームセンター 宝島　日根野店

泉佐野市 こども教室 講談社こども教室

泉佐野市 シェアリングスペース 快活CLUB26号泉佐野店

泉佐野市 ショッピングセンター イオンモール日根野

泉佐野市 スイミングスクール 尾崎スイミングスクール泉佐野校

泉佐野市 スーパーマーケット イオン日根野店

泉佐野市 スーパーマーケット ジュエリーカメオカ

泉佐野市 スーパー銭湯 アクアイグニス関西空港

泉佐野市 スーパー銭湯 岩塩　りんくうの湯

泉佐野市 スポーツクラブ アクトスWill_Gいこらも～る泉佐野

泉佐野市 スポーツクラブ カーブス いこらも?る泉佐野

泉佐野市 スポーツクラブ カーブスイオンモール日根野

泉佐野市 スポーツクラブ セントラルフィットネスクラブりんくうタワー店

泉佐野市 スポーツクラブ 泉佐野市立健康増進センター

泉佐野市 スポーツ用品・アウトドア 大松釣具店

泉佐野市 スポーツ用品店 スポーツデポ りんくう店

泉佐野市 セレクトショップ フィットハウス　りんくうシークル店

泉佐野市 デイサービス ミック健康の森泉佐野

泉佐野市 ネイルサロン NailSalonAI泉佐野店

泉佐野市 バイク販売店 バイク王＆カンパニー

泉佐野市 ハウスクリーニング、エアコンクリーニング 株式会社 アファメーション

泉佐野市 パソコン教室 パソコン教室　Soft Garden

泉佐野市 パソコン教室 パソコン教室かるん♪　イオンモール日根野教室

泉佐野市 パチンコ店 SUPER COSMO羽倉崎店

泉佐野市 パチンコ店 イル・サローネ泉佐野店

泉佐野市 パチンコ店 ダイナム 大阪泉佐野店

泉佐野市 ビジネスホテル 関空泉佐野ファーストホテル

泉佐野市 ペットの葬儀場 阪和動物霊園

泉佐野市 ホットヨガスタジオ ホットヨガスタジオLAVA　いこらも～る泉佐野店

泉佐野市 ホテル シティホテルエアポートプリンス

泉佐野市 ホテル スターゲイトホテル関西エアポート
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泉佐野市 ホテル ハタゴイン関西空港

泉佐野市 ホテル ベルビューガーデンホテル関西空港

泉佐野市 ホテル ホテルアストンプラザ関西空港

泉佐野市 ホテル ホテル日航関西空港　宿泊施設

泉佐野市 ホテル 関空ジョイテルホテル

泉佐野市 ホテル 関空ホテルサンプラスユタカ

泉佐野市 ホテル 関空温泉ホテルガーデンパレス

泉佐野市 ホテル 関西エアポートワシントンホテル

泉佐野市 ホテル 変なホテル　関西空港

泉佐野市 マツエク SkyHi

泉佐野市 まつげエクステ専門店 ビューティーアイラッシュ　いこらも～る泉佐野店

泉佐野市 マッサージ鍼灸整骨院 もみの樹マッサージ鍼灸整骨院

泉佐野市 メガネ店 メガネの愛眼　イオンモール日根野

泉佐野市 リサイクルショップ スマ王

泉佐野市 リラクゼーション アクアイグニス泉州温泉　ラクシス

泉佐野市 リラクゼーションスペース りらくる泉佐野店

泉佐野市 衣料品 マックハウス　イオンモール日根野店

泉佐野市 印章店 いんかん生活宮本印判店

泉佐野市 温泉旅館 犬鳴山温泉 不動口館

泉佐野市 家電量販店 エディオン泉佐野店

泉佐野市 家電量販店 ジョーシン 日根野イオンモール店

泉佐野市 学習塾 個別指導学院　Hero's　りんくう校

泉佐野市 学習塾 馬渕教室 泉佐野校

泉佐野市 学習塾 尾崎進学セミナー

泉佐野市 眼鏡、補聴器取扱店 メガネの三城　イオンモール日根野店

泉佐野市 空手 熊取道場

泉佐野市 空手 新極真会大阪府神戸湾岸支部　熊取道場

泉佐野市 空手 大阪神戸湾岸支部　熊取道場

泉佐野市 空手道場 実戦空手 涼風会

泉佐野市 携帯電話機器修理 スマートクール　イオンモール日根野店

泉佐野市 結婚式のレンタルドレスショップ並びにフォトスタジオ ウェディングスクエアりんくう（DRESS AND STYLES）店

泉佐野市 結婚式場 ザ・ジョージアンテラス

泉佐野市 呉服店 東京きもの愛　日根野店

泉佐野市 公園 泉佐野丘陵緑地

泉佐野市 公園 府営りんくう公園

泉佐野市 公園・緑地・街路樹等管理、マルシェ、泉大津フェニックス多目的広場・緑地管理及び貸出 一般財団法人泉佐野みどり推進機構

泉佐野市 航空危険物輸送講習会 株式会社 UDGI 航空危険物講習会場

泉佐野市 歯科医院 ＫＩＸ　ＤＥＮＴＡＬ　ＯＦＦＩＣＥ

泉佐野市 事務所 公益社団法人　泉佐野納税協会

泉佐野市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　U CARSりんくう

泉佐野市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　りんくう店

泉佐野市 自動車販売　自動車整備　保険取り扱い 株式会社マンデー　関空泉佐野店

泉佐野市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）泉佐野店

泉佐野市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売㈱U-CAR泉佐野

泉佐野市 車買取 ユーポス泉佐野店

泉佐野市 住宅展示場 ABCハウジング泉佐野住宅公園

泉佐野市 宿泊業 松風民泊

泉佐野市 小売店 ORIHICA　泉佐野りんくうシークル店

泉佐野市 生命保険・損害保険募集代理店 保険デザイン いこらも～る泉佐野店

泉佐野市 美容サロン pas a pas

泉佐野市 美容室 S-TAGE

泉佐野市 美容室 隠れ家サロン　Ｇｒｏｕｎｄ　Ｂｒｉｄｇｅ

泉佐野市 服屋 紳士服　ツカモト　イオンモール日根野店

泉佐野市 宝石業 ジュエリーフルミヤ　イオンモール日根野店

泉佐野市 民泊 sano no yado Ⅰ

泉佐野市 民泊 sano no yado Ⅱ

泉佐野市 旅行業 株式会社　関空エンタープライズ

田尻町 イタリアンレストラン カフェ空音

田尻町 うどん屋 ざ・Ｕ-ｄｏｎ関西国際空港店

田尻町 カフェ&バー プロント関西国際空港LCCターミナル店

田尻町 とんかつ店 とんかつKYK　関西国際空港店
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田尻町 バー Barふり?すたいる

田尻町 ラーメン店 どうとんぼり神座　関西国際空港店

田尻町 レストラン がんこ関西国際空港国際ゲート店

田尻町 レストラン がんこ関西国際空港店

田尻町 レストラン べいさいど中徳

田尻町 飲食店 MOSDO関西国際空港店

田尻町 喫茶軽食 Goryo関空店

田尻町 居酒屋 割烹双月

田尻町 焼肉屋 國紀屋

田尻町 WiFiレンタル・SIMカード販売店舗 グローバルWiFi関西国際空港店

田尻町 ホームセンター ホームセンターコーナンPROりんくう羽倉崎店

田尻町 ホームセンター ホームセンターコーナンりんくう羽倉崎店

田尻町 ホテル ＨＯＴＥＬ　ＢＡＹＧＵＬＬＳ

田尻町 ホテル HOTEL BAYGULLS (ホテルベイガルズ）

田尻町 屋外プール 田尻町営プール

田尻町 屋内・屋外グラウンド 田尻町多目的グラウンド

田尻町 空港設置管理 新関西国際空港株式会社

田尻町 公民館 田尻町立公民館

田尻町 自動車販売、車検、点検整備 HondaCars泉南田尻

田尻町 民泊 oyadoya

田尻町 理容業 ヘアーテクニカルゾーン・ＹＡＭＡＤＡ

田尻町 理容室 IN THE BARBER　イオンタウン羽倉崎店

泉南市 イタリアンレストラン パステルイタリアーナ　イオンモールりんくう泉南店

泉南市 イタリア料理 カプリチョーザイオンモールりんくう泉南店

泉南市 うどん店 讃岐本手打ちうどん　『空』くう

泉南市 カカオ専門店 Hotel Chocolat

泉南市 カラオケバー カラオケ Bar M

泉南市 カラオケバー カラオケbar home

泉南市 カラオケ営業 マイルド

泉南市 ダイニングバー hutte  Baobab

泉南市 バイキングレストラン フェスタガーデン泉南店

泉南市 ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰﾚｽﾄﾗﾝ マクドナルド　イオンモールりんくう泉南店

泉南市 ファミリーレストラン ガスト泉南尾崎店

泉南市 ファミリーレストラン フェスタガーデン　泉南店

泉南市 フランス料理 ボン・ヴィラージュ

泉南市 ラーメン屋 ちゃんぽん亭総本家 イオンモールりんくう泉南店 

泉南市 レストラン バケット　イオンモールりんくう泉南店

泉南市 飲食店 FUYO EN りんくう公園店

泉南市 回転寿司 くら寿司泉南店

泉南市 回転寿司 もりもり寿し イオンモールりんくう泉南店

泉南市 割烹 なぶ羅

泉南市 活け魚料理店 活け魚料理 鍋物まつり

泉南市 活魚料理　鍋物　まつり 活魚料理　鍋物　まつり

泉南市 居酒屋 spoon

泉南市 居酒屋 ごはんとお酒　わらかど

泉南市 居酒屋 ごはんや ｙｏｔｔａｒｏよったろ

泉南市 居酒屋 旬の居酒屋飛郞

泉南市 居酒屋 泉州おかんの味　お食事処　ごんたくれ

泉南市 串揚げビュッフェ 串家物語イオンモールりんくう泉南店

泉南市 航空機内食 株式会社エイエイエスケータリング

泉南市 手打ち蕎麦店 そば善

泉南市 寿司、会席料理 割烹美鈴

泉南市 寿司店 浜寿し

泉南市 焼肉店 焼肉むさし

泉南市 中華料理 東京餃子軒りんくう泉南店

泉南市 中華料理店 中国料理　克　‐katsu‐

泉南市 鉄板焼き屋 鉄板 玉兎

泉南市 猫カフェ 猫カフェ紅葉

泉南市 和食 土佐わら焼き　竜神丸

泉南市 和食レストラン おひつごはん四六時中泉南店

泉南市 和食店 おうちカフェ　あさすみ
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泉南市 Noble－M M

泉南市 エステサロン La BIoom

泉南市 グランピング施設 URBAN CAMP HOTEL Marble Beach

泉南市 スーパーマーケット イオンりんくう泉南店

泉南市 スポーツ小売店 Kemari87 KISHISPO泉佐野店

泉南市 ネイルサロン Nail&EyeLashSalon AI

泉南市 ネイルサロン ナイスフィットネス24泉南店

泉南市 パチンコ店 COSMIX　泉南店

泉南市 パチンコ店 SUPER COSMO PREMIUM 泉南店

泉南市 パチンコ店 マルハン泉南店

泉南市 ボウリング場 ストライクス泉南店

泉南市 家電量販店 ジョーシン 泉南イオンモール店

泉南市 学習塾 公文式樽井駅前教室

泉南市 携帯電話機器修理 スマートクール  イオンモールりんくう泉南店

泉南市 結婚指輪等の販売 グレースフジミ泉南店

泉南市 健康管理センター 新泉南病院　健康管理センター

泉南市 事務所 Le porte-bonheur

泉南市 小規模保育事業A型 西信達保育園Picco

泉南市 小売店 AOKI　熊取店

泉南市 障害児通所支援事業／障害福祉サービス事業 特定非営利活動法人　地域福祉創造協会ウインク

泉南市 信用金庫 大阪信用金庫　泉南支店

泉南市 整骨院 てん整骨院

泉南市 認定こども園 西信達くねあ

泉南市 美容室 ETOWA

泉南市 美容室 Hair Studio Bell

泉南市 美容室 Hair Studio Mi.i

泉南市 美容室 サローネ　ROSSO

泉南市 美容室 美容室　CLAIRE

泉南市 美容室、エステ トータルビューティーmiyabi

泉南市 理髪店 カットハウスOSAKA・KAN

泉南市 鍼灸整骨院 セキ鍼灸整骨院

阪南市 カフェ マハロ　カフェ

阪南市 カラオケ喫茶 ふるさと

阪南市 カラオケ喫茶 和の郷 祭歌

阪南市 スナック スナック三代

阪南市 ファミリーレストラン しゃぶ葉阪南下出店

阪南市 レストラン ㈱グリーンライフ　セブンビュー

阪南市 飲食店 さしみ屋

阪南市 居酒屋 やきとりコートハウス

阪南市 居酒屋 居酒屋あみこ

阪南市 居酒屋 居食家 新富

阪南市 居酒屋 鶏のジョージ 尾崎東口駅前店

阪南市 居酒屋 酒菜工房 想

阪南市 居酒屋　バル 野菜巻き串バル　ぽっぽ

阪南市 寿司屋 寿司割烹みやもと

阪南市 寿司屋 新生寿司

阪南市 寿司割烹 山吉

阪南市 焼き鳥屋 やきとり大吉尾崎店

阪南市 焼肉店 焼肉・ホルモン　マルキ精肉阪南店

阪南市 焼肉店 炭火焼肉煙八

阪南市 泉州特産水なす浅漬け屋 草竹農園

阪南市 中華料理 中華料理　清華園

阪南市 中華料理レストラン 餃子の王将 阪南箱作店

阪南市 洋食レストラン 阪南洋風食堂クゥクゥ

阪南市 和食飲食店 魚ダイニング光

阪南市 エステサロン salon  do  シエルスラン

阪南市 カラオケボックス コンシェルジュ阪南店

阪南市 カラテ道場 新極真会大阪神戸湾岸支部　阪南道場

阪南市 こども教室 講談社こども教室

阪南市 スイミングスクール 尾崎スイミングスクール尾崎校

阪南市 スポーツクラブ カーブス わくわくシティ尾崎
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阪南市 スポーツクラブ サンエス温水プール

阪南市 パソコン教室 パソコン教室わかるとできる　わくわくシティ尾崎校

阪南市 パチンコ店 SUPER COSMO 尾崎店

阪南市 ピアノ教室 SOLATOBU LABO

阪南市 ピラティススタジオ モモピラティススタジオ

阪南市 ホテル アミューズメントホテル　クルーガーランド

阪南市 リラクゼーション施設 manocalda

阪南市 化粧品専門店 COSMETICSマエダ

阪南市 絵画美術商 画廊国際工芸株式会社

阪南市 空手道場 極真会館 阪南道場

阪南市 経済団体 阪南市商工会

阪南市 自動車ディーラー 日産大阪販売株式会社　泉南店

阪南市 自動車販売店 株式会社 マックスオート 

阪南市 自動車販売店 新車市場阪南店

阪南市 自動車販売店 大阪ダイハツ販売（株）泉南店

阪南市 信用金庫 大阪信用金庫　尾崎支店

阪南市 整骨院 あおい鍼灸整骨院

阪南市 船舶マリンショップ 大谷マリン

阪南市 美容室 BIRD

阪南市 美容室 bloom

阪南市 美容室 Vi a RAY

阪南市 美容室 ぱぁ～まや Desse～

阪南市 美容室 髪かざり　阪南店

阪南市 美容室 美容室　シーズ

阪南市 美容室 美容室オリーブ

阪南市 遊漁船 SOUTH

阪南市 遊漁船 ルアー船　剣

阪南市 理容 ヘアーサロンノブヒロ

阪南市 理容 髪結床

阪南市 理容室 ヘアーサロン森本

阪南市 理容室 理容サービス　阪南店

阪南市 霊園 大阪市設泉南メモリアルパーク

岬町 お食事処 なご弥

岬町 カフェ Seaside Cafe SNAFKIN

岬町 カフェ ゆる風

岬町 カラオケ喫茶 カラオケスタジオ　な　み

岬町 カラオケ喫茶 わたぼうし

岬町 スナック バー　プルプル

岬町 スポーツクラブ、カラオケ、会議室 岬町健康ふれあいセンター

岬町 レストラン 大阪ゴルフクラブレストラン

岬町 高校食堂 岬高校食堂

岬町 自家焙煎珈琲豆販売、喫茶 ひろしげ珈琲倶楽部

岬町 寿司、活魚料理、仕出し 寿司よし

岬町 アートギャラリー ギャラリー猫亀屋

岬町 スポーツクラブ、カラオケ、会議室 岬町健康ふれあいセンター

岬町 パソコン教室 パソコン教室かるん♪　オークワ岬教室

岬町 ホテル 大阪泉南酒店

岬町 リラクゼーションサロン Head ReIease  Co

岬町 海洋活動施設 大阪府立青少年海洋センター

岬町 公園 せんなん里海公園

岬町 整骨院・鍼灸マッサージ 久保整骨院

岬町 陶芸教室 陶芸 たがい まさお

岬町 道の駅 産直市場　よってって道の駅　みさき店

岬町 理容室 おしゃれサロンアート

岬町 旅館 淡輪ハウス

岬町 旅館 龍宮館


