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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

すし政 大阪市中央区 上本町西２－１－１４ 飲食店

FRUIT GARDEN 山口果物 大阪市中央区 上本町西２－１－９　１Ｆ ショッピング

Le Caneton 大阪市中央区 上本町西２－６－２３ 飲食店

キッチントゥレンタ 大阪市中央区 上本町西２丁目５－１７ 飲食店

肉匠紋次郎上六店 大阪市中央区 上本町西５－２－７　ベルメゾン上六１Ｆ 飲食店

RITAhair 大阪市中央区 上本町西５－３－９　上本町ブルースタービル
　２Ｆ サービス

真みや 大阪市中央区 上汐２－２－１　ＧＳ上汐１Ｆ 飲食店

チャイニーズ酒菜一凛 大阪市中央区 上汐２－３－１０ 飲食店

寿司処八正 大阪市中央区 上汐２－４－１２　K.Sビル１Ｆ 飲食店

柳井 大阪市中央区 上汐２－４－６　上六センタービル　１Ｆ　東
号 飲食店

大額 大阪市中央区 上町１－２５－１７ ショッピング

カーサ・オレアリア パーチェ 大阪市中央区 上町Ｂ－２　サングリーン上町１Ｆ ショッピング

yes 大阪市中央区 中寺２－１－６４　プリマヴェーラ谷町　Ｂ１
Ｆ サービス

居酒屋 幸 大阪市中央区 久太郎町１－５－１０　グランパセーラ１Ｆ 飲食店

さかな家 大阪市中央区 久太郎町１－６－１５ 飲食店

イタリア料理スペッロ 大阪市中央区 久太郎町１－６－２０　ノーブルコート堺筋本
町１Ｆ 飲食店

ヘルツ大阪店 大阪市中央区 久太郎町１－６－２９　フォーキャスト堺筋本
町　１Ｆ ショッピング

プロント 東本町店 大阪市中央区 久太郎町１－９－２９ 飲食店

天地あまっち 大阪市中央区 久太郎町２－２－８　八木ビル　Ｂ１ 飲食店

cafede10番 大阪市中央区 久太郎町２－４－１６　創空久太郎ビル　１Ｆ 飲食店

天地あまっちChineseDini 大阪市中央区 久太郎町２丁目２－８　八木ビルＢ１ 飲食店

そのだや八万 大阪市中央区 久太郎町３－１－２７　ヒグチビル　Ｂ１ 飲食店

ギガール 大阪市中央区 久太郎町３－３－３ ショッピング

アドオン大晋 心斎橋店 大阪市中央区 久太郎町３－３－５ ショッピング

花びし 大阪市中央区 久太郎町３－４－１８ ショッピング

舞昆のこうはらせんば心斎橋店 大阪市中央区 久太郎町３－４－２２ ショッピング

コーラル 1F 大阪市中央区 久太郎町３－４－３ ショッピング

竹葉亭南御堂店 大阪市中央区 久太郎町４－１－１５　南御堂ビル　２Ｆ 飲食店

hanafru 大阪市中央区 久太郎町４－１－１５　大阪エクセル東急南１
Ｆ ショッピング

ジュエリー イチダ 大阪市中央区 久太郎町４－１－３　伊藤忠ビル地下センター ショッピング

池田商店紳士服部本町店 大阪市中央区 久太郎町４－１－３　大阪センタービルＢ１Ｆ ショッピング

コラッロ 01 大阪市中央区 久太郎町４－２－５　ナカジンビル１Ｆ 飲食店

カンプリ本町店 大阪市中央区 久太郎町４－２－９ ショッピング
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神陵文庫 大阪支店 大阪市中央区 今橋１－７－３ ショッピング

セレクトワインショップ ライブラリー 大阪市中央区 今橋１－７－３　ハヤシビル　１Ｆ ショッピング

五感 北浜本館 大阪市中央区 今橋２－１－１　新井ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉肉どうし 大阪市中央区 今橋２－２－１１　大和今橋ビル１Ｆ 飲食店

キャラント・キャトル 大阪市中央区 今橋２－２－１７　Ｂ１Ｆ 飲食店

光林坊 大阪市中央区 今橋２－４－１０　大広今橋ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

プレスキル 大阪市中央区 今橋４－１－１　淀屋橋ｏｄｏｎａ　２Ｆ 飲食店

串あげもの旬s淀屋橋店 大阪市中央区 今橋４－１－１　淀屋橋odoraＢ１Ｆ 飲食店

メルカートピッコロ淀屋橋店 大阪市中央区 今橋４－１－１　淀屋橋オドナ　１Ｆ ショッピング

鶴屋八幡 大阪市中央区 今橋４－４－９ 飲食店

アンティカオステリア ダル ポンピエーレ 大阪市中央区 今橋４－５－１９ 飲食店

DIWALIナン・カレー＆アジアンフード 大阪市中央区 伏見町２－２－１０ 飲食店

ユニック 大阪市中央区 伏見町２－２－３ 飲食店

北極星 北浜店 大阪市中央区 伏見町２－２－６　青山ビル　１Ｆ 飲食店

北浜酒場 福力 大阪市中央区 伏見町２－３ 飲食店

焼肉 七つ星 北浜店 大阪市中央区 伏見町２－３－４ 飲食店

中国菜火ノ鳥 大阪市中央区 伏見町２－４－９ 飲食店

peTiT 淀屋橋店 大阪市中央区 伏見町２－６－２　ネット伏見町　４０２号 サービス

いっちょう本町店 大阪市中央区 備後町１－６－５ 飲食店

ジャック 大阪市中央区 備後町３－１－８　コイズミビル　４Ｆ ショッピング

鍋屋okamoto 大阪市中央区 備後町３－３－１　西島ビルＢ１Ｆ 飲食店

鮨三心 大阪市中央区 内久宝寺町２－７－１４ 飲食店

居酒屋 鰤生 大阪市中央区 内久宝寺町４－４－３　日宝パールビル１Ｆ 飲食店

串かつとお酒 「凛」 大阪市中央区 内平野２－１－２　アイエスビル１Ｆ 飲食店

パティスリーアシッドラシーヌ 大阪市中央区 内平野町１－４－６ 飲食店

necco 大阪市中央区 内平野町１－５－４　都住創コープ内平野　１
０１ サービス

旬彩かどかぜ 大阪市中央区 内平野町２－２－１５ 飲食店

焼肉牛魔 大阪市中央区 内本町１－１－６　ドリームスクエア　２Ｆ 飲食店

QUONHEAL谷町店 大阪市中央区 内本町１－４－１５　クリスタルブライト本町
東　２Ｆ サービス

ホシザキ京阪 大阪市中央区 内本町２－２－１２　ホシザキ本町ビル ショッピング

お好み焼 さくら 大阪市中央区 内淡路町１－１－４　グランドメゾン１０３ 飲食店

ムスビガーデン ナナハコ店 大阪市中央区 内淡路町２－４－４　アール天満橋　１０１ ショッピング

AXIS OSAKA 大阪市中央区 北久宝寺町１－７－９ ショッピング

CRANK 大阪市中央区 北久宝寺町３－１－６　船場ミッドキューブ　
１Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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宗家源吉兆庵 大阪御堂筋店 大阪市中央区 北久宝寺町３－５－１４ 飲食店

cocomint 大阪市中央区 北久宝寺町３－５－２ ショッピング

RAREEKA 北久宝寺店 大阪市中央区 北久宝寺町３－６－１１　心斎橋クマタカビル
１Ｆ ショッピング

タヴェルネッタダキタヤマ 大阪市中央区 北久宝寺町４－３－１２ 飲食店

three． 大阪市中央区 北浜１－１－１２　Ｙ’ｓピア北浜　５Ｆ サービス

JANE 大阪市中央区 北浜１－１－１９ サービス

オクシモロン北浜 大阪市中央区 北浜１－１－２２ 飲食店

FRUIT 大阪市中央区 北浜１－１－２８　ビルマビル１Ｆ 飲食店

NORTHSHORE TAKEOUT店 大阪市中央区 北浜１－１－２８　ビルマビル２Ｆ ショッピング

北浜おつる 大阪市中央区 北浜１－１－２８　ビルマビル３Ｆ 飲食店

VAN DE VELDE 大阪市中央区 北浜１－１－２８　ビルマビル北浜　４Ｆ サービス

Barber Genuine 大阪市中央区 北浜１－１－２９　ケイアンドエフ北浜ビル　
４Ｆ サービス

el zafiro kitahama 大阪市中央区 北浜１－１－３０　リバービュー北浜　２Ｆ サービス

喜界島担々麺 香 大阪市中央区 北浜１－３－２　日宝北浜ア－クビル　１Ｆ 飲食店

ビストロ サ マッシュ 大阪市中央区 北浜１－５－７　Ｍ．Ｄビルディング　１Ｆ 飲食店

レストラン ポンテベッキオ 大阪市中央区 北浜１－８－１６　大阪証券取引所ビル　１Ｆ 飲食店

北浜上海食苑 大阪市中央区 北浜１－８－１６　大阪証券取引所ビル　Ｂ１ 飲食店

パンカラトブーランジェリーカフェ 大阪市中央区 北浜１－９－８　１Ｆ 飲食店

花外楼北浜本店 大阪市中央区 北浜１丁目１－１４　 飲食店

MASTARD 大阪市中央区 北浜２－１－２　昭和興産北浜ビル　６Ｆ サービス

エル・ポニエンテ 大阪市中央区 北浜２－１－２１　つねなりビル 飲食店

アリア 大阪市中央区 北浜２－１－３　北浜清友会館 飲食店

阿み彦北浜店 大阪市中央区 北浜２－１－５ 飲食店

DEARBARBER北浜店 大阪市中央区 北浜２－３－１０　松田ビル　２Ｆ サービス

南禅 大阪市中央区 北浜２－３－６　山本ビルＢ１Ｆ 飲食店

北浜 やきとり うえ田 大阪市中央区 北浜２－６－６　クリスタルタワーＢ１Ｆ 飲食店

QUONHEAL淀屋橋店 大阪市中央区 北浜３－１－２０　Ｂ１Ｆ サービス

九郎兵衛 大阪市中央区 北浜３丁目５－２０　松栄ビル１Ｆ 飲食店

海鮮居酒屋 遊魚 大阪市中央区 北浜４－１－２１　住友生命ビル　Ｂ１ 飲食店

ジョエル〔宅配〕 大阪市中央区 北浜４－３－１　オドナビル　１Ｆ 飲食店

トプカピ アカウント オブ ジャーニー 大阪市中央区 北浜４－３－１　淀屋橋ｏｄｏｎａ ショッピング

TORAYA 111 dep． 大阪市中央区 北浜４－３－１　淀屋橋ｏｄｏｎａ　１Ｆ ショッピング

Ristrante Orobianco 大阪市中央区 北浜４－４－１２　ウメトク淀屋橋ビル　１Ｆ 飲食店

チェディルアン　淀屋橋 大阪市中央区 北浜４－７－２８　住友ビルディング　２号館 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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とり神楽 淀屋橋店 大阪市中央区 北浜４－８－４　住友ビルディング４号館　１
Ｆ 飲食店

大衆肉居酒屋ブルーキッチン＆ボトルズ 大阪市中央区 北浜東１－１５　ビル・リバーセンター　Ｂ１
Ｆ 飲食店

Hair＆Make Laji 大阪市中央区 北浜東１－１７　野村ビル　３Ｆ サービス

志な乃亭 天満橋店 大阪市中央区 北浜東１－６ 飲食店

ドルフィン 大阪市中央区 十二軒町５－４　コーニッシュ１Ｆ サービス

美津富 大阪市中央区 千日前１－４－２２ 飲食店

鯨とらふぐ専門 ふぐくじら 大阪市中央区 千日前１－５－１８ 飲食店

栄鮓千日前店 大阪市中央区 千日前１－６－１４ 飲食店

おくを 難波店 大阪市中央区 千日前１－７－１１　上方ビル　１Ｆ 飲食店

備長炭やきとり笹屋 大阪市中央区 千日前１－８－１０　Ｆ 飲食店

0度熟成ステ－キ 本店 大阪市中央区 千日前１－８－１８ 飲食店

もつ無双ゆまる 大阪市中央区 千日前１－８－２ 飲食店

活漁料理あら磯 大阪市中央区 千日前１－８－２ 飲食店

天ぷら たろじろう 大阪市中央区 千日前１－８－２０　高橋ビル１Ｆ 飲食店

アジヨシ 千日前店 大阪市中央区 千日前１－９－１４ 飲食店

丸元 大阪市中央区 千日前１－９－９ 飲食店

串九里 大阪市中央区 千日前１丁目９－１６　 飲食店

肉ざんまい 大阪市中央区 千日前１丁目９－２１　 飲食店

鮨 八三郎 大阪市中央区 千日前２－１－４ 飲食店

ゆかり 千日前店 大阪市中央区 千日前２－１１－１２ 飲食店

ミンミン南千日前本店 大阪市中央区 千日前２－１１－２５ 飲食店

本せきぐち 大阪市中央区 千日前２－２－７ 飲食店

GAFFURIO 大阪市中央区 千日前２－３－１ 飲食店

福太郎 大阪市中央区 千日前２－３－１７ 飲食店

すし処和屋 大阪市中央区 千日前２－５－２　１Ｆ 飲食店

大阪うなぎ組 大阪市中央区 千日前２－５－２　大阪歯科センタービル１Ｆ 飲食店

昭和大衆ホルモン千日前店 大阪市中央区 千日前２－６－１１ 飲食店

千日前李休 大阪市中央区 千日前２－６－３　２Ｆ 飲食店

アレグロ難波店 大阪市中央区 千日前２－６－６ 飲食店

鳥よし－1 大阪市中央区 千日前２－７－１６ 飲食店

太政 千日前本店 大阪市中央区 千日前２－７－１８ 飲食店

鳥よし共栄－1 大阪市中央区 千日前２－８－５ 飲食店

焼肉力丸 千日前店 大阪市中央区 千日前２－９－１７　アムザ　１０００　２Ｆ 飲食店

かっぽう　ごんべ 大阪市中央区 千日前２丁目３－１６　 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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お好み焼場 やっさん 大阪市中央区 南久宝寺町１－８－１４　プレミアム本町　１
Ｆ 飲食店

日本紐釦貿易 大阪市中央区 南久宝寺町１－９－７ ショッピング

肉匠牛虎堺筋本町店 大阪市中央区 南久宝寺町２－１－６　きぬやビルＢ１Ｆ 飲食店

炭火串焼 市 大阪市中央区 南久宝寺町３－２－１５ 飲食店

マライカ心斎橋店 大阪市中央区 南久宝寺町３－３－１ ショッピング

moca 本町店 大阪市中央区 南久宝寺町３－５－１　日本ビル　１Ｆ ショッピング

カルトブランシュ 大阪市中央区 南久宝寺町４－１－１　イデア御堂筋Ｂ１Ｆ 飲食店

和牛料理 要 大阪市中央区 南久宝寺町４－３－１ 飲食店

Coquille 大阪市中央区 南新町１－１－２　タイムスビル　１０１Ａ サービス

Rana Cien 大阪市中央区 南新町１－３－１４ サービス

GIOVANOTTO 大阪市中央区 南本町１－３－１４　ＨＰビル１０Ｆ 飲食店

Din’s鼎　堺筋本町店 大阪市中央区 南本町２－１－１１　ライラック南本町ビル　
１Ｆ 飲食店

おたるすし栄六 大阪市中央区 南本町２－１－８　創建本町ビル 飲食店

イケマンファーム 大阪市中央区 南本町２－２－５　池満堺筋ビル ショッピング

湖陽樹本町店 大阪市中央区 南本町２－６－５　ファースト船場　Ｂ１Ｆ 飲食店

山根屋 本町店 大阪市中央区 南本町３－１－３　２Ｆ 飲食店

鮨　たくま 大阪市中央区 南本町３－２－１１　日幸ビル 飲食店

INTI 大阪 大阪市中央区 南本町３－３－１４　貴田ビル　７Ｆ サービス

すき焼き 串カツ はるな 大阪市中央区 南本町３－４－４ 飲食店

ベトナム料理「ふぉーの店」本町店 大阪市中央区 南本町３－５－５　プラスビル　１Ｆ 飲食店

本町 そばよし 大阪市中央区 南本町３－６－１ 飲食店

ブライトンベル 御堂筋店 大阪市中央区 南本町３－６－１４　イトウビル　Ｂ２ 飲食店

鉄板焼きつくし 大阪市中央区 南船場１－１－４　ルミエ－ル南船場　１Ｆ　
３号 飲食店

Pont－l’Abb’e ポンラベ 大阪市中央区 南船場１－１０－１６　長堀橋シティハイツ１
０１ 飲食店

EspaceMAKOTO 大阪市中央区 南船場１－１１－１９ 飲食店

BistroMOUSQUETON 大阪市中央区 南船場１－２－２ 飲食店

Buono 大阪市中央区 南船場１－９－２６ 飲食店

セイロンカリー 大阪市中央区 南船場１丁目１３－４　フロントラインビル１
Ｆ 飲食店

インドネパールレストラン ヒマラヤン 大阪市中央区 南船場２－１０－１７　南愛ビル２Ｆ 飲食店

biotop南船場店 大阪市中央区 南船場２－１０－２８　NKビル１０１ ショッピング

Tiny OSAKA 大阪市中央区 南船場２－１１－４　Aビル１Ｆ ショッピング

幸せのパンケーキはなれ 大阪市中央区 南船場２－１１－９　ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ心斎橋１０５ 飲食店

HAIR MAKE SWELL 大阪市中央区 南船場２－１２－５　心斎橋イ－ストスクエア
　５Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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mono．hair 大阪市中央区 南船場２－２－２８　順慶ビル　２０１ サービス

レストラン　源ちゃん 大阪市中央区 南船場２－３－１７　ヴェルデ南船場　１Ｆ 飲食店

宗家源吉兆庵 長堀橋店 大阪市中央区 南船場２－４－２ 飲食店

Full Bright 大阪市中央区 南船場２－５－１７　GATO EAST２Ｆ サービス

カンプリ南・心斎橋店 大阪市中央区 南船場２－５－１９　心斎橋イ－ストビル　１
Ｆ ショッピング

いつも 大阪市中央区 南船場２－５－２　エイコービル　Ｂ１Ｆ 飲食店

STAY　HUNGRY 大阪市中央区 南船場２丁目１０－１７　南愛ビル１０３ ショッピング

そらねいろ 大阪市中央区 南船場３－１－１６　日宝ラッキ－ビル　２０
２ 飲食店

ポール・スミス大阪店 大阪市中央区 南船場３－１０－１９　銀泉心斎橋ビル　１Ｆ ショッピング

Dears心斎橋店 大阪市中央区 南船場３－１０－２８　中村興産ビルＢ１Ｆ サービス

三木楽器 WindForest 大阪市中央区 南船場３－１０－５　ノードス南船場　４Ｆ ショッピング

そば切宗平 大阪市中央区 南船場３－１１－１８ 飲食店

サブウェイ北心斎橋店 大阪市中央区 南船場３－１１－６ 飲食店

La Cantina Shu 大阪市中央区 南船場３－２－１　ラインビルド心斎橋Ｂ１Ｆ 飲食店

oddnumbers 大阪市中央区 南船場３－２－６　大阪農林会館　３Ｆ ショッピング

Lute 大阪市中央区 南船場３－２－６　大阪農林会館　４０７Ａ サービス

イタリアンレストランコロッセオ 大阪市中央区 南船場３－２－６　大阪農林会館Ｂ１Ｆ 飲食店

メゾンマルジェラ オオサカ 大阪市中央区 南船場３－２－６　大阪農林会館ビル　２０２ ショッピング

山口ストアー 大阪市中央区 南船場３－２－６　大阪農林会館ビル　４１０ ショッピング

焼肉萬野ホルモン舗三休橋 大阪市中央区 南船場３－３－１　BRAVI三休橋１Ｆ 飲食店

リプリゼントヘアクリエーターズ 大阪市中央区 南船場３－３－２０ サービス

SAKAN LES YEVX 大阪市中央区 南船場３－３－３ ショッピング

パタゴニア 大阪 大阪市中央区 南船場３－４－２２　東道ビル ショッピング

珈琲館心斎橋店 大阪市中央区 南船場３－５－１　富士ビル南船場２ 飲食店

luveheart’sAndBe×Lac 大阪市中央区 南船場３－５－１５　コクミン心斉橋ビル　４
Ｆ サービス

博多もつ鍋 やまや 心斎橋筋店 大阪市中央区 南船場３－５－１９ 飲食店

ボンルパ心斎橋店 大阪市中央区 南船場３－５－２６ ショッピング

わいん家 大阪市中央区 南船場３－５－２６ ショッピング

自家製ミートソースpotto南船場 大阪市中央区 南船場３－６－１ 飲食店

QUATRE 大阪市中央区 南船場３－６－１　サイプレス心斎橋　２Ｆ サービス

心斎橋 法善寺あられ 大阪市中央区 南船場３－６－１６ 飲食店

RAREEKA 南船場店 大阪市中央区 南船場３－６－１６　安岡ビル　１Ｆ ショッピング

BelleCoupes．S．O 大阪市中央区 南船場３－６－１９心　斎橋ワダビル３Ｆ サービス

ブラデリスニューヨーク 心斉橋店 大阪市中央区 南船場３－６－５　１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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そばよし 心斎橋店 大阪市中央区 南船場３－８－１１ 飲食店

RicoRico 大阪市中央区 南船場３－８－５　１Ｆ ショッピング

フランク・ミュラーウォッチランド大阪 大阪市中央区 南船場３－９－１５　御堂筋武田ビル ショッピング

板前焼肉一牛 大阪市中央区 南船場３－９－６　南船場ビル　１Ｆ 飲食店

お好み焼・ねぎ焼　福助 大阪市中央区 南船場３丁目１１－１８　Ｂ１Ｆ 飲食店

REDBONE RECORDS 大阪市中央区 南船場３丁目３－２６ 大阪ジュエリービル　１
０１Ｂ ショッピング

ラコタハウス 大阪 大阪市中央区 南船場４－１０－１３　ＨＵＱＵＥビル　１Ｆ ショッピング

muta MARINE OSAKA 大阪市中央区 南船場４－１０－１３　ＨＵＱＵＥビル　１Ｆ ショッピング

diptyMOILA 大阪市中央区 南船場４－１０－１３　ＨＵＱＵＥビル　４Ｆ サービス

RedWingShoeStore 大阪 大阪市中央区 南船場４－１０－２２ ショッピング

GRENCH南船場店 大阪市中央区 南船場４－１０－２３　カネツネビル　１Ｆ ショッピング

ANALOGUE 大阪市中央区 南船場４－１０－２３　カネツネビル　３Ｆ サービス

へちもん家 大阪市中央区 南船場４－１０－２４ 飲食店

鮨 源兵衛 大阪市中央区 南船場４－１０－２５　第三飯沼ビル　１Ｆ 飲食店

luveheart’sAndBe＋mie 大阪市中央区 南船場４－１０－２６　２・３Ｆ サービス

ココマイスター 大阪心斎橋店 大阪市中央区 南船場４－１０－２８ ショッピング

ブクレット 大阪市中央区 南船場４－１０－２８　さつきビル サービス

Lond strada 大阪市中央区 南船場４－１０－５　南船場ＳＯＨＯ　５Ｆ　
Ｂ サービス

OCMS CAFE 大阪市中央区 南船場４－１１－１４－１０１ ショッピング

焼肉 きたん 大阪市中央区 南船場４－１１－２２　ＹＯＣビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

NailSalonDoux 大阪市中央区 南船場４－１１－２６　セピア心斎橋ビル　４
Ｆ サービス

スリープネイル 大阪市中央区 南船場４－１１－５　南船場コレット　５Ｆ サービス

ViVienneWestwood 心斎橋 大阪市中央区 南船場４－１２－１２ ショッピング

CARE 心斎橋店 大阪市中央区 南船場４－１２－１７　フロムファースト　２
Ｆ サービス

ペッレモルビダ心斎橋 大阪市中央区 南船場４－１２－２０　クロスウィング南船場
　１Ｆ ショッピング

Cento trenta 南船場店 大阪市中央区 南船場４－１２－２２　１Ｆ ショッピング

ループウィラー大阪 大阪市中央区 南船場４－１２－２３　中村ビル１Ｆ ショッピング

コンプライス南船場店 大阪市中央区 南船場４－１２－２４　現代心斎橋ビル　２Ｆ サービス

BREITLING BOUTIQUE大阪 大阪市中央区 南船場４－１２－６ ショッピング

LIM＋LIM 大阪市中央区 南船場４－１２－８　関西心斎橋ビル　２Ｆ サービス

トゥミ南船場 大阪市中央区 南船場４－１３－１０ ショッピング

ecoo 大阪市中央区 南船場４－１３－１２　南船場ＯＭビル　２Ｆ サービス

センバキッチン 大阪市中央区 南船場４－１３－１２　南船場ＯＭビル１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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GANZO大阪店 大阪市中央区 南船場４－１３－１４ ショッピング

FIRST 大阪店 大阪市中央区 南船場４－１３－１４　南船場SHUビル３Ｆ サービス

カインドオル 南船場店 大阪市中央区 南船場４－１３－２１　片山ビル　１Ｆ ショッピング

SATURDAYS NYC 大阪市中央区 南船場４－１３－２２　南船場４丁目ビル　
１・２Ｆ ショッピング

ヨルボンチムタク 大阪市中央区 南船場４－１４－１－２０２ 飲食店

CASSINAIXC．大阪店 大阪市中央区 南船場４－２－４　日本生命御道筋ビル　１Ｆ ショッピング

レキシア大阪心斎橋店 大阪市中央区 南船場４－３－１１　大阪豊田ビル　１Ｆ ショッピング

美濃吉 心斎橋御堂筋店 大阪市中央区 南船場４－３－１１　大阪豊田ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

洋食katsui　御堂筋ロッヂ 大阪市中央区 南船場４－３－１１　大阪豊田ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

かつら亭 別館 大阪市中央区 南船場４－４－３　心斎橋東急ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

かつら亭 南船場店 大阪市中央区 南船場４－４－３　心斎橋東急ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

クライブニューヨーク 大阪市中央区 南船場４－４－８　クリエイティブ心斉橋　９
Ｆ サービス

TUDOR BOUTIQUE 大阪 大阪市中央区 南船場４－４－８　クリエイティブ心斎橋　１
Ｆ ショッピング

Paraboot大阪店 大阪市中央区 南船場４－６－１５ ショッピング

Matilda南船場店 大阪市中央区 南船場４－６－２ ショッピング

グラウンド 大阪市中央区 南船場４－６－２ ショッピング

nailsalonToday 大阪市中央区 南船場４－６－６　宮川ビル　２Ｆ サービス

ラッセルノ オオサカ 大阪市中央区 南船場４－７－１５　ＴＡＧ南船場　１Ｆ ショッピング

オオミヤ 心斎橋店 大阪市中央区 南船場４－７－６ ショッピング

焼肉亀田 大阪市中央区 南船場４－８－２ 飲食店

トレーディングポスト大阪店 大阪市中央区 南船場４－９－５　ＮＯＡビル　１Ｆ ショッピング

ACORNBuy＆SellVintage 大阪市中央区 南船場４－９－５　村上ビル　１Ｆ ショッピング

仲庭時計店 大阪市中央区 南船場４丁目 １０－３ナガホリ大阪ビル１Ｆ ショッピング

Private　Salon　Len 大阪市中央区 南船場４丁目１０－１８　ナサプライムハウス
本館１０２ サービス

うな茂 大阪市中央区 博労町２－３－１１　アストルビル　１Ｆ 飲食店

京ちゃばな 南船場 大阪市中央区 博労町２－６－５ 飲食店

いっちょう北心斎橋店 大阪市中央区 博労町３－１－１５ 飲食店

ウールン商会 大阪市中央区 博労町３－２－３ ショッピング

ニコンプラザ大阪 大阪市中央区 博労町３－５－１　御堂筋グランタワー１　７
Ｆ ショッピング

ビスポークテイラーDMG 大阪市中央区 博労町４－２－７　波多野ビル　１Ｆ ショッピング

マリメッコ 大阪 大阪市中央区 博労町４－４－２ ショッピング

DOORS HOUSE 大阪市中央区 博労町４－４－４ 飲食店

アーバンリサーチ DOORS 南船場店 大阪市中央区 博労町４－４－６ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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RHAIRSALON 大阪市中央区 博労町４－５－６　野上ビル　２０３ サービス

牛歩 大阪市中央区 博労町４－７－２ 飲食店

台湾食堂 大阪市中央区 博労町４－７－３　Ｂ１Ｆ 飲食店

エクラ 大阪市中央区 博労町４－７－７　４Ｆ サービス

Ciseru 大阪市中央区 博労町４－７－７　南船場チェルシービル　３
Ｆ サービス

般若林 大阪IMP店 大阪市中央区 城見１－３－７　松下ＩＭＰビル　１Ｆ 飲食店

サブウェイOBPツイン21 大阪市中央区 城見２－１－６１　ツイン２１　１Ｆ 飲食店

エスカーレ 大阪市中央区 城見2－2－２２ 飲食店

彩雲 大阪市中央区 城見2－2－２２ 飲食店

ぼん繁 天満橋本店 大阪市中央区 大手前１－６－７ 飲食店

海鮮屋台おくまん 天満橋店 大阪市中央区 大手前１－６－８　光養ビル　１Ｆ 飲食店

SUITS＆SUITS 天満橋店 大阪市中央区 大手前１－７－３１　ＯＭＭビル ショッピング

東天紅　大阪天満橋OMM店 大阪市中央区 大手前１－７－３１　ＯＭＭビル　２０Ｆ 飲食店

株式会社 ナルミヤインターナショナル 大阪市中央区 大手前１－７－３１　ＯＭＭビル１　８Ｆ ショッピング

VinoBarDue 大阪市中央区 大手通１－３－１ 飲食店

ムスビガーデン 大阪市中央区 大手通２－２－７ ショッピング

CafeBar　Copito 大阪市中央区 大手通２丁目１－７　ニュ－大手ビル１Ｆ 飲食店

THE KONAMONBAR RIKYU 大阪市中央区 大阪城１－１　ＭＩＲＡＩＺＡＯＳＡＫＡ－Ｊ
Ｏ　１Ｆ 飲食店

グッドスプーンジョウテラス 大阪市中央区 大阪城３－１ 飲食店

イタリアンダイニングNATURA 大阪市中央区 大阪城３－１　Ｄ１０３ 飲食店

株式会社ジャンティ 大阪市中央区 天満橋京町１－１　ＫＥＩＨＡＮＣＩＴＹＭＡ
ＬＬ　３Ｆ ショッピング

FROMAGE天満橋店 大阪市中央区 天満橋京町３－６ ショッピング

活ふく料理 かみいし 大阪市中央区 安土町１－２－４　ミツルプラザＢ１Ｆ 飲食店

エニェ 大阪市中央区 安土町１－６－３　エステムプラザ本町クロス
１Ｆ 飲食店

ヘアーサロン モモタロー 国際ビル店 大阪市中央区 安土町２－３－１３　大阪国際ビル　地下 サービス

TRION FLAGSHIP SHOP 大阪市中央区 安土町２－５－１０ ショッピング

フラワーショップあすか風本町店 大阪市中央区 安土町３－２－３　シルバービル　１Ｆ ショッピング

炭焼水七輪焼肉匠 たじま 大阪市中央区 安土町３－２－８　本町ＡＢＣビル　２Ｆ 飲食店

炭kappo hirac 大阪市中央区 安堂寺町２－２－１９　炭ｋａｐｐｏｈｉｒａ
ｃ 飲食店

蕎麦と天ぷらみくりや 大阪市中央区 安堂寺町２－３－１４ 飲食店

焼肉 千蔵 大阪市中央区 安堂寺町２－３－１５ 飲食店

hair make UTENA 大阪市中央区 安堂寺町２－３－２８　桂マンション　１Ｆ サービス

久宝堂 大阪市中央区 安堂寺町２－６－２１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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中華料理クン泰 大阪市中央区 宗右衛門町１－１３　クリスタルビル６Ｆ 飲食店

鍋王 大阪市中央区 宗右衛門町１－２１　ベイステ－ジ宗右衛門２
Ｆ 飲食店

焼肉 兆 大阪市中央区 宗右衛門町２－１６　アンドラビル　１Ｆ 飲食店

とんぼ 大阪市中央区 宗右衛門町２－２２　メトロビル　１Ｆ 飲食店

さかえすし 玉屋町店 大阪市中央区 宗右衛門町２－２７　椿館　１Ｆ 飲食店

口福家 大阪市中央区 宗右衛門町２－３２　美保会館　１Ｆ 飲食店

鮨割烹ふくおか 大阪市中央区 宗右衛門町２－３４ 飲食店

つるとんたん 宗右衛門町店 大阪市中央区 宗右衛門町３－１７ 飲食店

ステーキ鉄板焼素敵館 大阪市中央区 宗右衛門町３－３　キャナルサイド５Ｆ エンターテイメン
ト

博多味処いろは宗右衛門町店 大阪市中央区 宗右衛門町３－３　キャナルサイドビル 飲食店

ステ－キ・鉄板焼　素敵館 大阪市中央区 宗右衛門町３－３　キャナルサイド宗右衛門町
５Ｆ 飲食店

biotop 心斎橋店 大阪市中央区 宗右衛門町４－４　エーデルプラッツェビル１
Ｆ ショッピング

昭和大衆ホルモン宗右衛門町 大阪市中央区 宗右衛門町４－６　クライスビルＢ１Ｆ 飲食店

しゃぶ舞 大阪市中央区 宗右衛門町５－１１ 飲食店

焼肉ドラゴ 大阪市中央区 宗右衛門町５－２　シャトウ上方ビル１Ｆ－１
００１ 飲食店

四季の味 大阪市中央区 宗右衛門町５－３１　ルミナス和光ビル３Ｆ 飲食店

牛凰 大阪市中央区 宗右衛門町５－３２　ＦＮ三津寺ビル　１Ｆ 飲食店

鉄板神社　三津寺笠屋町店 大阪市中央区 宗右衛門町６－２　ジュノン笠屋町プラザビル
　１Ｆ 飲食店

銀座鮨 三ツ寺筋店 大阪市中央区 宗右衛門町６－２９ 飲食店

M＆M 大阪市中央区 宗右衛門町６－２９　三ッ寺ギャラクシービル
３号館　２Ｆ 飲食店

鉄板Dining SEEKS 大阪市中央区 宗右衛門町６－６　日宝メモリアルビル　２Ｆ 飲食店

餃子屋弐ノ弐 宗右衛門町店 大阪市中央区 宗右衛門町６－７ 飲食店

Wine Dining Quatre 大阪市中央区 宗右衛門町６－８　ＫＳ笠屋町ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

エビス Premium 大阪市中央区 宗右衛門町６－８　中梅ビル１Ｆ 飲食店

焼肉 肉八 宗右衛門町店 大阪市中央区 宗右衛門町７－１７　イナカ会館　１・２Ｆ 飲食店

四川料理芙蓉苑 大阪市中央区 島之内１－１８－８　１Ｆ 飲食店

芙蓉苑火鍋城 大阪市中央区 島之内１－１８－８　２Ｆ 飲食店

Carpe Diem 大阪市中央区 島之内１－１９－１１　ＮａｇａｈｏｒｉＦＲ
　２Ｆ サービス

焼肉華苑 大阪市中央区 島之内１－８－１７ 飲食店

ロアジール 大阪市中央区 島之内２－１１－２０　島之内ビル１Ｆ サービス

肉料理くま3 大阪市中央区 島之内２－１４－１ 飲食店

DOTON PLAZA 大阪 大阪市中央区 島之内２－１５－１０ ショッピング

酒のやまもと大阪店 大阪市中央区 島之内２－６－３２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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旬彩翔 大阪市中央区 島之内２丁目１３－３１　島之内キャステール
１０３ 飲食店

韓国中華ジョン－キッチン大阪店 大阪市中央区 島之内２丁目６－１１　中華料理業組合ビル１
Ｆ 飲食店

Macauda 大阪市中央区 常盤町２－１－３ 飲食店

北浜 寿し 美夏 大阪市中央区 平野町１－５－１１　エルギャラン平野町１Ｆ 飲食店

ciater 大阪市中央区 平野町１－７－１０　クリオ平野町ビル　２Ｆ サービス

smilin' in the sunshine 大阪市中央区 平野町１丁目２ー１　第２英和ビル２Ｆ ショッピング

北浜ダイナー 大阪市中央区 平野町２－１－９　IFP平野町ビル１Ｆ 飲食店

多花美 大阪市中央区 平野町２－２－６ 飲食店

Puteca La Lanterna 大阪市中央区 平野町２－６－５　みすやビル１Ｆ 飲食店

海鮮居酒屋　魚漁 大阪市中央区 平野町２丁目２－６　平野町小路内 飲食店

和牛専門店 ぐるり 大阪市中央区 平野町３－１－８　船場ＲＯＪＩＮＯ 飲食店

平野町 スエヒロ 大阪市中央区 平野町３－２－５ 飲食店

焼肉七つ星 淀屋橋平野町店 大阪市中央区 平野町３－２－７ 飲食店

ガスビル食堂 大阪市中央区 平野町４－１－２ 飲食店

寿司　藤やま 大阪市中央区 平野町４－２－３　オービック御堂筋ビル 飲食店

美々卯 御堂筋店 大阪市中央区 平野町４－２－３　オービック御堂筋ビル　１
Ｆ 飲食店

美々卯 本店 大阪市中央区 平野町４－６－１８ 飲食店

炭焼TOKI 大阪市中央区 平野町４－６－６ 飲食店

和食Labo．新た 大阪市中央区 平野町４－７－８　アベニュー淀屋橋　１Ｆ 飲食店

DINING　K2CLUB 大阪市中央区 平野町４丁目７－８　103 飲食店

Kiitos 大阪市中央区 徳井町１－１－７　リッツジャパンビル１Ｆ 飲食店

PABLO 心斎橋本店 大阪市中央区 心斎橋２－８－１　心斎橋ゼロワンビル　１Ｆ 飲食店

PELLE MORBIDA OSAKA 大阪市中央区 心斎橋筋１－１－１　心斎橋クラシックビル　
１Ｆ ショッピング

美容室 TAXI 大阪市中央区 心斎橋筋１－１－５　永恒ビル４Ｆ サービス

エルパンチョ 大阪市中央区 心斎橋筋１－１０－１　心斎橋タワービル８Ｆ 飲食店

NailSalonDress 大阪市中央区 心斎橋筋１－２－２　ｃａ’Ｄ’ｏｒｏビル　４Ｆ サービス

酒肆ポンシェビ 大阪市中央区 心斎橋筋１－２－２２　サニーサイドプレイス
ビル　Ｂ１ 飲食店

SOLE心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－２－２３　東心斎橋ビル　２Ｆ サービス

Bodysh 東心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－２－４　森ビル２Ｆ サービス

ヘアメイクヴィザヴィ 大阪市中央区 心斎橋筋１－２－７　ＬＥＲＩＦＡ心斎橋ビル
　３Ｆ サービス

心斎橋和っか 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－１０ 飲食店

カメラのナニワ 心斎橋1号館1F 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－１２ ショッピング

カメラのナニワ 心斎橋1号館2F 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－１２ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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カメラのナニワ 心斎橋2号店 プリント工房 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－１２ ショッピング

スケッチャーズ心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－１８　心斎橋ビル ショッピング

なかご別邸 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－２　１Ｆ 飲食店

フレンチ割烹 宿 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－２　１Ｆ 飲食店

RINKAN心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－２８　ＢＩＧＩ１ｓｔビル　
２Ｆ ショッピング

大阪 もつ鍋 PLay 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－２９　ミヤプラザ心斎橋　３
Ｆ 飲食店

Oh！マイステーキ 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－２９　ミヤプラザ心斎橋　Ｂ
１Ｆ 飲食店

STUDIO－KOIZUMI 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－４　コイズミビル サービス

美味旬菜みずどり。 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－４　スタジオコイズミ　Ｂ１
Ｆ 飲食店

わらじ 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－５　第５ＫＳビル２Ｆ 飲食店

山小屋居酒屋 Sumika〜炭家〜 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－６　矢野心斎橋ビル３Ｆ 飲食店

中央軒・心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－９ 飲食店

MODE K’s 心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－４－１０　２Ｆ サービス

しゃぶ亭 心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－４－１１ 飲食店

中華旬菜 森本 大阪市中央区 心斎橋筋１－４－１４　燕京ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

お茶の宇治園 心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－４－２０ ショッピング

銀装 心斎橋本店 大阪市中央区 心斎橋筋１－４－２４ 飲食店

銀装カフェラサール店 大阪市中央区 心斎橋筋１－４－２４ 飲食店

RAGTAG心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－４－２９　フェリチタ心斎橋　１
Ｆ ショッピング

焼肉 一 心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－４－３１ 飲食店

anchloe 心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－４－６　ＴＯＵＳＥＮビル　４Ｆ サービス

元祖串かつ だるま 心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－５－１７ 飲食店

チャンピオン 心斎橋 大阪市中央区 心斎橋筋１－５－１８　大学堂ビル ショッピング

サンリオギャラリー心斎橋 大阪市中央区 心斎橋筋１－５－２１ ショッピング

ネイルハウス リップル 大阪市中央区 心斎橋筋１－５－２６ サービス

銀蔵 心斎橋本店 大阪市中央区 心斎橋筋１－５－２８ ショッピング

ファンデーションクリニック リップル 大阪市中央区 心斎橋筋１－５－２９ ショッピング

四川伝統火鍋 蜀漢 心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－５－７　グルメコレクションセー
ナビル５Ｆ 飲食店

すしてつ　心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－５－７　グルメビルセーナ　１Ｆ 飲食店

CANDY・A・GO・GO 心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－６－１　心斎橋　１６１　１Ｆ 飲食店

カルバンクライン心斎橋 大阪市中央区 心斎橋筋１－６－４ ショッピング

GUESS心斎橋 大阪市中央区 心斎橋筋１－８－２ ショッピング

ヴェルミヨン・マホロバ 大阪市中央区 心斎橋筋１丁目３－１０　　　心斉橋井上ビル
１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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aimerfeel 心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－２２ ショッピング

心斎橋でりしゃす 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－３ 飲食店

牛たん炭火焼吉次心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－３ 飲食店

カフェ英國屋心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－３１ 飲食店

宮崎牛鉄板焼ステーキ みやざき館 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－３２　ＩＳビル　１Ｆ 飲食店

喜多郎寿し心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－７　日宝心斎橋パルテノン 飲食店

めはり屋文在ヱ門 南本店 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－１　ニシモトビルヂング　１
Ｆ ショッピング

串処最上心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－１０　新日本三ッ寺ビル１Ｆ 飲食店

Cook jeans 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－１８　ワカイケビル ショッピング

ナノハナ 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－２２　小大丸ビル　３Ｆ サービス

おおさか料理浅井東迎 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－３０　境ビル 飲食店

龍多風亜 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－３２ 飲食店

ハラペコ食堂難波本店 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－１２　ダイヤモンドビル　１
Ｆ 飲食店

ふぐ天神 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－１２　ダイヤモンドビル１Ｆ 飲食店

鉄板神社　宗右衛門町店 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－１４ 飲食店

ブラッキーPersonal大阪心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－１９　ヨシモトビル４Ｆ サービス

寿司赤酢心斎橋 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－２　クイーンズコートビル本
館　２０２ 飲食店

しゃぶ KAZZ 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－２　クインズコートビル東館
　１Ｆ 飲食店

HEAL 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－２２　１Ｆ ショッピング

BLUE 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－２４　ジャパンライフビル　
２Ｆ サービス

かすうどんと肉龍の巣心斎橋モトミセ 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－３２ 飲食店

La fith hair room 大阪市中央区 心斎橋筋２－４－２　グルカスシティビル　４
Ｆ サービス

トミーヒルフィガー心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋２－５－１ ショッピング

ハピネス心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋２－６－１４　アクロスビル　９Ｆ サービス

Sol 大阪市中央区 心斎橋筋２－６－１７　オックスビル２－１Ｆ 飲食店

Bros．Bar 大阪市中央区 心斎橋筋２－６－１７　三津寺辻ビル　４Ｆ 飲食店

ビストロ　ダ　アンジュ 大阪市中央区 心斎橋筋２－６－１８　心斎橋小早川ビル　Ｂ
１ 飲食店

鮓 羽室 大阪市中央区 心斎橋筋２－６－１９ 飲食店

大黒屋 大阪ミナミ店 大阪市中央区 心斎橋筋２－６－３ ショッピング

LIREGARO 大阪市中央区 心斎橋筋２－６－８ 飲食店

AUDEMARSPIGUET OSAKA 大阪市中央区 心斎橋筋２－６－９ ショッピング

大阪かに源　別邸 大阪市中央区 心斎橋筋２－７－１０　心斎橋イクタビル 飲食店

Emuest 大阪市中央区 心斎橋筋２－７－１８　プライムスクエア心斎
橋　３Ｆ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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華蓮　大阪心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋２－７－１８　プライムスクエア心斎
橋　Ｂ１ 飲食店

SENSEOFPLACE心斎橋 大阪市中央区 心斎橋筋２－７－４ ショッピング

SUGALABO V 大阪市中央区 心斎橋筋２－８－１６　ルイ・ヴィトン御堂筋
ビルディング　７Ｆ 飲食店

LE CAFE V 大阪市中央区 心斎橋筋２－８－１６　ルイ・ヴィトン御堂筋
ビルディング　７Ｆ 飲食店

雪之丞 大阪市中央区 心斎橋筋２丁目２－１０　新日本三ツ寺ビル１
階２７号 飲食店

焼肉工房花ごよみ 大阪市中央区 心斎橋筋２丁目２−３１ 飲食店

コンマ 大阪市中央区 心斎橋筋２丁目８－２７　株式会社立美ビル３
Ｆ ショッピング

LACOSTE 心斎橋 大阪市中央区 心斎橋筋二丁目１番地２２　心斎橋ＩＴＯＹＡ
ビル ショッピング

焼肉ホルモン 丹羽 大阪市中央区 日本橋１－１７－２１ 飲食店

エルソール 大阪市中央区 日本橋１－１８－１４ サービス

YAKINIKUEN忍鬨2号店 大阪市中央区 日本橋１－１８－４　南地ビル　１Ｆ 飲食店

有限会社トキワカメラ 大阪市中央区 日本橋１－１９－８ ショッピング

六覺燈 大阪市中央区 日本橋１－２１－１６　たこそうビル　２Ｆ 飲食店

黒門 浜藤 大阪市中央区 日本橋１－２１－８ 飲食店

タイマーケット 大阪市中央区 日本橋１－２２－１４　１Ｆ ショッピング

黒門 さかえすし 大阪市中央区 日本橋１－２２－３０ 飲食店

寿司赤酢千日前 大阪市中央区 日本橋１－３－１３　２Ｆ 飲食店

とり鹿 大阪市中央区 日本橋１－３－５ ショッピング

友誼商店 大阪店 大阪市中央区 日本橋１－４－４　日本橋グリーンハイツ　１
０４，１０５ ショッピング

焼肉 神戸屋 大阪市中央区 日本橋２－２－１６　２Ｆ 飲食店

楽韓堂ウラなんば 大阪市中央区 日本橋２－５－１０ 飲食店

大源味噌 大阪市中央区 日本橋２－５－６ ショッピング

日本橋 藤久 大阪市中央区 日本橋２－７－２８ 飲食店

本町肉倶楽部 tongue be 大阪市中央区 本町１－８－１２　オーク堺筋本町ビル　Ｂ１
Ｆ 飲食店

Chloe 大阪市中央区 本町２－１－２　千鳥宗家堺筋本町ビル３Ｆ サービス

蛸のつぼ本町店 大阪市中央区 本町２－３－６　本町ビジネスビル 飲食店

フランス料理レストラン カランドリエ 大阪市中央区 本町３－２－１５ 飲食店

kashwere at home 大阪市中央区 本町３－６－４　本町ガーデンシティ　１Ｆ ショッピング

味吉兆　ぶんぶ庵 大阪市中央区 本町３－６－４　本町ガーデンシティ　Ｂ１Ｆ 飲食店

蘭亭本町店 大阪市中央区 本町４－４－２７　細井ビル　１Ｆ 飲食店

炭火やきとり 森田 大阪市中央区 本町４－４－６　プラチナ御堂筋本町ビル　１
Ｆ 飲食店

OSTERIAQ．T．8 大阪市中央区 本町４－５－１５　ＯＳビル　１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

15 / 31

[大阪府大阪府]



炭火焼鳥 Birds’Bar 大阪市中央区 本町４－８－１　ＳＤ本町ビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

ヴィネリア ヴィア ヴィーノ 大阪市中央区 本町４－８－６　日宝横堀ビル　１Ｆ 飲食店

ふぐとら 大阪市中央区 本町橋７－１８　名阪第２ビル　１Ｆ 飲食店

鶏右衛門 大阪市中央区 本町橋７－１８　名阪第二ビル　２Ｆ 飲食店

台湾料理華丸 大阪市中央区 本町橋８－８　Ｍ２本町橋ビル１Ｆ 飲食店

ReMA 大阪市中央区 東平２丁目４－３　リディアランス上町台１階 サービス

チョコレート 大阪市中央区 東心斎橋１－１０－１ サービス

Hairsalon Nexus 大阪市中央区 東心斎橋１－１１－１１　３Ｆ サービス

Milk Teeth 大阪市中央区 東心斎橋１－１１－１１　MST心斎橋ビル７Ｆ サービス

ルミエール 心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－１１－１１　MST心斎橋ビル８Ｆ サービス

はんこ屋さん21心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－１１－１３　心斎橋グランドビル
　１０２ ショッピング

Danmi Terrace 大阪市中央区 東心斎橋１－１２－１１　ラ－スティングビル
　５Ｆ 飲食店

焼肉ホルモン鍵矢 大阪市中央区 東心斎橋１－１２－１４　ゼルコヴァビル　Ｂ
１Ｆ 飲食店

RAIN 大阪市中央区 東心斎橋１－１２－３　協栄ビル３０１号 ショッピング

なかご 大阪市中央区 東心斎橋１－１２－９　１Ｆ 飲食店

心斎橋の美味しい串かつあげてんかっ 大阪市中央区 東心斎橋１－１３－１　藤枝ビル　１Ｆ 飲食店

牛のひげ 大阪市中央区 東心斎橋１－１３－１５　ヨコヤマビル１Ｆ 飲食店

カイ 大阪市中央区 東心斎橋１－１３－２０　カネコマビル　１Ｆ 飲食店

しじみ炊き肉くにき 大阪市中央区 東心斎橋１－１３－２１　和田由ビル　１Ｆ 飲食店

そば居酒屋るちん 大阪市中央区 東心斎橋１－１３－２３　イルストリ－ト　Ｂ
１Ｆ 飲食店

神楽 大阪市中央区 東心斎橋１－１３－３　マンション馬やど１Ｆ 飲食店

MARCH心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－１３－５　マリンビル　３Ｆ サービス

LaPromessa 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－１４　ＴＫビル　Ｂ２Ｆ 飲食店

すし処松本 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－１４　ＴＫビルＢ１Ｆ 飲食店

OLD COURSE 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－１５　アルスビル　１Ｆ 飲食店

焼肉ホルモン光山 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－２０ 飲食店

ステーキハウス ミハラ 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－２１　川村ビル 飲食店

酒菜 きっちん 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－２３　大仲ビル１Ｆ 飲食店

銀平 心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－１５ 飲食店

しゃぶ長 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－２５ 飲食店

てつろく 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－２６ 飲食店

神戸牛個室焼肉大長今 心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－１４　２Ｆ 飲食店

寿司 はせ川 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－２０　ＳＴＡＧＥＡビル　
４Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ヒロト 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－２０　ガレリアアッカビル
３Ｆ 飲食店

thebuggy 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－２０　ガレリアアッカビル
Ｂ１Ｆ 飲食店

Siesta 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－２０　ステージアビル　５
Ｆ サービス

日本料理翠 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－２０　心斎橋ステージア　
２Ｆ 飲食店

ダイニング・ウィズ・ワインそむりえ亭 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－２０　心斎橋ステージア３
Ａ 飲食店

ロワールブティック 心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－２４ ショッピング

DANMI RED 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－２４　ラ・メ－ル　２Ｆ 飲食店

アセンブラージュ 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－２４　ラ・メールビル　５
Ｆ サービス

CADA 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－２４　ラメールビル３Ｆ 飲食店

板前焼肉一斗 東心斎橋店 本館 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－２６ 飲食店

板前肉炙りすし割烹 一斗 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－２６　一斗ビル　３Ｆ 飲食店

北むら 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－２７ 飲食店

浜料理魚はん 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－７　日宝周防町アーデン１
Ｆ 飲食店

すてーきはうす香西 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－１５　丸清ビル２Ｆ 飲食店

ギャラリーレア 東心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－１７ ショッピング

はてな 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－２ 飲食店

フランス サンク 2 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－２０　富士ビル　１Ｆ ショッピング

楡 大阪市中央区 東心斎橋１－１８－１　ベストプラザビル１Ｆ 飲食店

七輪焼肉 SASAYA 大阪市中央区 東心斎橋１－１８－１１　リバティー心斎橋ビ
ル１Ｆ 飲食店

豚匠心斎橋邸 大阪市中央区 東心斎橋１－１８－１４　ミドウビル３Ｆ 飲食店

Inity 大阪市中央区 東心斎橋１－１８－１４　ミドウ心斎橋ビル　
２Ｆ サービス

poundhouse 心斎橋本 大阪市中央区 東心斎橋１－１８－１７　酒直ビル　１Ｆ 飲食店

えにし 大阪市中央区 東心斎橋１－１８－２　山本ビルＢ１Ｆ 飲食店

泰平 大阪市中央区 東心斎橋１－１８－２　心斎橋山本ビル２Ｆ 飲食店

とり匠 大阪市中央区 東心斎橋１－１８－２０　アソルティ心斉橋２
Ｆ 飲食店

hair Mission 心斎橋本店 大阪市中央区 東心斎橋１－１８－７　大質ビル　２Ｆ サービス

フレンチレストラン リュミエール 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－１５　ＵＢ　３Ｆ 飲食店

ルサンク 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－１５　鰻谷ブロックＢ１ 飲食店

SAKANAZA MAEDA 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－１９ 飲食店

RAD／Diva 心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－２０　ローズハウス　４〜
５Ｆ サービス

心斎橋あまの井 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－２２ 飲食店

お好み焼 ひまわり 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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fimeAn 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－６　ステージ心斎橋ビル　
３Ｆ サービス

心斎橋いまり 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－８　日宝プロムナード心斎
橋　３Ｆ 飲食店

グラン・エフ・チャイナ 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－８　日宝プロムナード心斎
橋１Ｆ 飲食店

UURA 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－８　日宝プロムナード心斎
橋３Ｆ 飲食店

七ふく神東心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－３－１１　京宝ビル１Ｆ 飲食店

天平 心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－３－２１　レンタルマンション心
斎橋Ｍ　２－１０１ 飲食店

くいしんぼ本店 大阪市中央区 東心斎橋１－３－２９　ＥＡＳＴ心斎橋ＫＭビ
ル　１Ｆ 飲食店

nico 大阪市中央区 東心斎橋１－４－１３　マイティービル１Ｆ サービス

ぷらりん 大阪市中央区 東心斎橋１－４－２２ 飲食店

とらふぐ城 大阪市中央区 東心斎橋１－４－２４ 飲食店

焼き鳥ダイニングハマー 本店 大阪市中央区 東心斎橋１－４－２８ 飲食店

焼肉さかもと 大阪市中央区 東心斎橋１－４－２９ 飲食店

リカーマウンテン周防町店 大阪市中央区 東心斎橋１－６－１５ ショッピング

鶏一輪 大阪市中央区 東心斎橋１－６－１５　ディオレ・クレスト東
心斎橋　Ｂ１Ｆ 飲食店

串揚げキッチンだん 東心斎橋 大阪市中央区 東心斎橋１－６－１５　ディオレ・クレスト東
心斎橋Ｂ１Ｆ 飲食店

BLLILANTE 本店 大阪市中央区 東心斎橋１－６－１６　大京堂ビル　１Ｆ ショッピング

BARBERJohnwayne 大阪市中央区 東心斎橋１－６－１８　大江ビル　１Ｆ サービス

和旬撫子 大阪市中央区 東心斎橋１－６－１９　YAMATOビル２Ｆ 飲食店

YAKINIKUEN忍鬨 大阪市中央区 東心斎橋１－６－３２　天龍ビル１Ｆ 飲食店

貝料理専門店えぽっく 大阪市中央区 東心斎橋１－６－４ 飲食店

炭火焼肉CoCoRo ヨーロッパ通り店 大阪市中央区 東心斎橋１－６－９ 飲食店

O SEIRYU 大阪市中央区 東心斎橋１－７－１２ 飲食店

レストラン＆バー　ドゥアッシュ 大阪市中央区 東心斎橋１－７－１８ 飲食店

ブルークウォッチカンパニー 大阪市中央区 東心斎橋１－７－２８ ショッピング

ROAR eyelash 大阪市中央区 東心斎橋１－８－１１　アルグラッドザタワ－
心斎橋　１３０５ サービス

Salute 大阪市中央区 東心斎橋１－８－１４　オーブナテ　１０５号 飲食店

寿し谷 大阪市中央区 東心斎橋１－８－１４　オーブナテビル１０３ 飲食店

大阪焼肉南大門 大阪市中央区 東心斎橋１－８－１５　中正ビル　１Ｆ 飲食店

NIZE YA NIZE 大阪市中央区 東心斎橋１－８－２４　米山ビル　１Ｆ 飲食店

じねん 鰻谷南通り店 大阪市中央区 東心斎橋１－８－２６ 飲食店

8ブンノ1ピース 大阪市中央区 東心斎橋１－８－２７　心斎橋ハウス　１Ｆ 飲食店

焼肉 大歓 大阪市中央区 東心斎橋１－９－１２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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牛たん炭火焼吉次鰻谷店 大阪市中央区 東心斎橋１－９－１２ 飲食店

洋食Matsushita 大阪市中央区 東心斎橋１－９－１３　プライブ東心斎橋ビル
２Ｆ 飲食店

長堀ダイナー 大阪市中央区 東心斎橋１－９－２１　ＹＦ心斎橋ビル１Ｆ 飲食店

エフズセイ 大阪市中央区 東心斎橋１－９－２４　ニュー大同ビル　１０
３ ショッピング

PRIBEAU（プリビュー） 大阪市中央区 東心斎橋１ー１８ー１０　YERビル２Ｆ サービス

美肌男子研究所 大阪市中央区 東心斎橋１丁目１４－１９　三河ビル３階 サービス

酒肴　嚴樫 大阪市中央区 東心斎橋１丁目１６－７　周防町アーデン２Ｆ 飲食店

鮮魚と郷土料理の店　たつと 大阪市中央区 東心斎橋１丁目６－３　 飲食店

寿司 なかむら 大阪市中央区 東心斎橋２－１－１９　磯部ビル 飲食店

華門 大阪市中央区 東心斎橋２－１－８　マックスタワービル２Ｆ 飲食店

すしはな 大阪市中央区 東心斎橋２－２－１５　ビホクビル　１・２Ｆ 飲食店

焼肉一撃 大阪市中央区 東心斎橋２－２－６ 飲食店

祇園寿司衣川 大阪市中央区 東心斎橋２－３－１４　カマロファッションプ
ラザ１Ｆ 飲食店

さかえすし 三ッ寺店 大阪市中央区 東心斎橋２－３－１７　パピヨンビル　１Ｆ 飲食店

杓子屋 大阪市中央区 東心斎橋２－３－２０　日宝メトロセンター１
０号 飲食店

ふぐ蟹千年 大阪市中央区 東心斎橋２－３－３　千代ビル　１Ｆ 飲食店

心斎橋鳥しん 大阪市中央区 東心斎橋２－４－１９　玉屋町ギャラクシ－ビ
ル３号館　１Ｆ 飲食店

ぶりやチカチキン心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋２－４－１９　玉屋町ギャラクシービ
ル　２０１ 飲食店

鮨 樋口 大阪市中央区 東心斎橋２－４－３０ 飲食店

炭火焼料理専門店 磯笛 大阪市中央区 東心斎橋２－４－６　小夜香ビル１Ｆ 飲食店

お肉と創作和洋とおばんざい忠 大阪市中央区 東心斎橋２－５－１１　リップル八幡　１Ｆ 飲食店

鉄板焼 焼きそば 月虹 大阪市中央区 東心斎橋２－５－１９　南グランド会館　１Ｆ 飲食店

ばんざいにし屋 大阪市中央区 東心斎橋２－５－１９　南グランド会館　１Ｆ 飲食店

ワイン酒屋 mista 大阪市中央区 東心斎橋２－５－２７ ショッピング

田楽舞 大阪市中央区 東心斎橋２－５－３　玉屋町ＶＩＰビル　１０
６号 飲食店

鉄板串焼酒場 赤羽家 大阪市中央区 東心斎橋２－５－３２　みわビル１Ｆ 飲食店

WA鶏BAR 大阪市中央区 東心斎橋２－５－７ 飲食店

韓国料理 ぎわ 大阪市中央区 東心斎橋２－５－８　京屋ビル２Ｆ 飲食店

鉄板Dining＆Bar 三矢 大阪市中央区 東心斎橋２－６－１２－１０１ 飲食店

肉匠 だん炉 大阪市中央区 東心斎橋２－６－１５　三ッ寺ギャラクシービ
ル６号館　１Ｆ 飲食店

焼肉 無双武蔵 大阪市中央区 東心斎橋２－６－１９　１Ｆ 飲食店

すし創作料理　たかひろ 大阪市中央区 東心斎橋２－６－１９　三ツ寺ギャラクシービ
ル５号館　１０８ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

19 / 31

[大阪府大阪府]



五郎寿司本店 大阪市中央区 東心斎橋２－６－２　千田ビル１Ｆ 飲食店

一心 大阪市中央区 東心斎橋２－６－２８　第二山田ビル１Ｆ 飲食店

ガッツ 心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋２－６－２９ ショッピング

サロンドレオン 大阪市中央区 東心斎橋２－６－５　エイトワンビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

肉まるサンキュー 大阪市中央区 東心斎橋２－７－１１　平和ビル２Ａ 飲食店

しゃぶ亭 三ツ寺筋店 大阪市中央区 東心斎橋２－７－１４ 飲食店

焼肉藤わら 大阪市中央区 東心斎橋２－７－１４　心斎橋トライアンフ　
１Ｆ 飲食店

夜あけ寿司 大阪市中央区 東心斎橋２－７－１６　明光会館１Ｆ 飲食店

すし割烹神代 大阪市中央区 東心斎橋２－７－２１ 飲食店

市場ずし井上 大阪市中央区 東心斎橋２－７－３２　すみ笠屋町ビル　１Ｆ 飲食店

ZUPPA 大阪市中央区 東心斎橋２－８－１１　エーコービル　Ｂ１Ｆ 飲食店

祝い鳥 大阪市中央区 東心斎橋２－８－１２　ゴールドセンター　１
Ｆ 飲食店

リカーマウンテン畳屋町店 大阪市中央区 東心斎橋２－８－１４ ショッピング

かく久 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２　日宝ビル　１Ｆ 飲食店

LILY 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２　日宝本社ビル　３Ｆ サービス

太幸 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２０　心斎橋畳屋町ビル１Ｆ 飲食店

酒肴 紀乃 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２０　新日本畳屋ビル１Ｆ 飲食店

五郎寿司心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２３　イケダ会館１Ｆ 飲食店

心斎橋ゆきざき 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２６　ＦＵＫＵＢＬＤ心斎橋
　１Ｆ ショッピング

御菓子庵月 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２９ 飲食店

楽韓堂 心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋２－８－３　日宝笠屋町会館　１Ｆ 飲食店

手作り料理 憩や 大阪市中央区 東心斎橋２－８－３　日宝笠屋町会館１Ｆ 飲食店

EX CLUB 大阪市中央区 東心斎橋２－８－５　日宝ニュ－グランドビル
　５Ｆ 飲食店

Galerie 大阪市中央区 東心斎橋２－８－６　ＬＵＸＥビル　５Ｆ 飲食店

Southbank 大阪市中央区 東心斎橋２－８－７　日宝N-STREET１Ｆ 飲食店

心斎橋寛 大阪市中央区 東心斎橋２－８－７　日宝N-STREET１Ｆ 飲食店

めはり屋文在ヱ門 笠屋町店 大阪市中央区 東心斎橋２－８－８　日宝笠屋町センタ－ビル
　１Ｆ ショッピング

イベリコ屋 心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋２－８－９　日宝コア笠屋町　１Ｆ 飲食店

ミナミ酒場 大阪市中央区 東心斎橋２丁目１－１１　八幡筋ルミナスプラ
ザ５Ｆ 飲食店

旬鮮和楽さな井 大阪市中央区 東心斎橋２丁目２－１１　日宝セブンセンタ－
ビル１Ｆ 飲食店

旬菜魚　おかもと 大阪市中央区 東心斎橋２丁目３－３　ムーンライトビル１０
１ 飲食店

ためきち 大阪市中央区 東心斎橋２丁目５－２４　濱一ビル１階 飲食店

鉄板・お好み焼き蓮 大阪市中央区 東心斎橋２丁目５－７　玉屋センター１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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sula 大阪市中央区 東心斎橋２丁目７－２５　第一荒井ビル６Ｆ 飲食店

Steak　樹里 大阪市中央区 東心斎橋２丁目７－２９　森政ビル２Ｆ 飲食店

ひろせ 大阪市中央区 東心斎橋２丁目８－２３　イケダ会館 飲食店

小料理咲 大阪市中央区 東心斎橋２丁目８－５　日宝ニューグランドビ
ル１Ｆ－１２ 飲食店

海鮮屋台まいこ高麗橋店 大阪市中央区 東高麗橋４－２３　矢野ビル１Ｆ 飲食店

株式会社 綿長物産 大阪市中央区 松屋町１０－１２ ショッピング

小雀弥松屋町店 大阪市中央区 松屋町５－４ 飲食店

人形の天明館 本店 大阪市中央区 松屋町住吉３－６ ショッピング

グラムスタイル 大阪市中央区 松屋町住吉５－２　 サービス

中田美容室 大阪市中央区 森ノ宮中央１－２２－６ サービス

カフェドクリエ 大阪医療センター 大阪市中央区 法円坂２－１－１４ 飲食店

すし工房すし吉 大阪市中央区 淡路町１－３－６ 飲食店

串カツじゃんじゃん本町店 大阪市中央区 淡路町２－３－１２　ＣＢＭビル　１Ｆ　Ａ 飲食店

カンプリ北浜店 大阪市中央区 淡路町２－４－６　第三エ－シ－ビル　１Ｆ ショッピング

牛の膳 大阪市中央区 淡路町２－６－５　井上ビル　１Ｆ 飲食店

CAPANNA 大阪市中央区 淡路町２－６－５　井上ビル１Ｆ 飲食店

vivacchus 大阪市中央区 淡路町３－２－８　トーア紡第二ビル　Ｂ１ 飲食店

吉野寿司 大阪市中央区 淡路町３－４－１４ 飲食店

GINZAグローバルスタイル本町店 大阪市中央区 淡路町３－５－１　タンゴヤビル　２Ｆ ショッピング

う玄武北店 大阪市中央区 淡路町４－４－１３　南星ビル１０１ 飲食店

ギヴ 玉造店 大阪市中央区 玉造２－１６－６　ダイカツビル　１Ｆ サービス

炭火焼肉蔓牛 大阪市中央区 瓦屋町３－５－１４ 飲食店

焼鳥祐 大阪市中央区 瓦屋町３－５－２ 飲食店

QUONHEAL堺筋本町店 大阪市中央区 瓦町１－５－１０　ＵＲ船場瓦町　１Ｆ サービス

とりとワイン宇都宮 大阪市中央区 瓦町１－５－８　日宝ダイヤビル１Ｆ 飲食店

sha la la 大阪市中央区 瓦町１－７－１６　瓦町１９８３ビル１Ｆ ショッピング

つるとんたん 本町楼 大阪市中央区 瓦町２－１－１３ 飲食店

牛たん炭火焼吉次本町店 大阪市中央区 瓦町２－３－４ 飲食店

牛たん炭火焼吉次本町別館 大阪市中央区 瓦町２－３－４　２Ｆ 飲食店

江戸菊 大阪市中央区 瓦町２－４－１２ 飲食店

株式会社フィス 大阪市中央区 瓦町２－４－１５ ショッピング

鼓月大阪本町店 大阪市中央区 瓦町３－２－１３　三休橋都島ビル 飲食店

Restaurant La Cime 大阪市中央区 瓦町３－２－１５　本町河野ビル１Ｆ 飲食店

アルファニッケ 大阪ニッケビル店 大阪市中央区 瓦町３－３－１０ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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新潟の地酒と銀しゃり 信 大阪市中央区 瓦町３－４－１０日宝御堂ビル　１階 飲食店

焼肉万両 本町御堂筋店 大阪市中央区 瓦町３－６－１４　山中ビル　１Ｆ 飲食店

マニフレックス大阪ショールーム 大阪市中央区 瓦町３－６－５　銀泉備後町ビル ショッピング

日本料理　阿蘇 大阪市中央区 瓦町３丁目２－７　グリーンビル１Ｆ 飲食店

銀座山形屋 大阪本町店 大阪市中央区 瓦町４－３－７　ＭＩＤ御堂筋瓦町ビル　１Ｆ ショッピング

ウエアハウス大阪店 大阪市中央区 瓦町４－６－１１ ショッピング

ドゥブルベ・ボレロ本町店 大阪市中央区 瓦町４－７－４ 飲食店

Tezuma 大阪市中央区 瓦町４丁目４－３　木村ビル１Ｆ 飲食店

鮨よし 大阪市中央区 石町２－１－７　天満橋グリ－ンコ－ポラス 飲食店

カンプリマイド－ムおおさか前店 大阪市中央区 糸屋町２－３－３ ショッピング

秋月貿易 大阪市中央区 船場中央１－３－２－１１７　船場センタービ
ル ショッピング

創作居酒屋じげん 大阪市中央区 船場中央１－４－３　船場センタービル３号Ｂ 飲食店

TRATTORIA PEPE 大阪市中央区 船場中央１－４－３　船場センタービル３号館
　Ｂ２ 飲食店

インビリ－フ 大阪市中央区 船場中央１丁目３－２　１１６ ショッピング

独活庵うどあん 大阪市中央区 船場中央２－１－４　船場センタービル　Ｂ　
２１５ 飲食店

株式会社エルミタージュ 大阪市中央区 船場中央２－１－４　船場センタービル４号館
　１２０ ショッピング

シェルビー 大阪市中央区 船場中央２－１－４　船場センタービル４号館
１Ｆ ショッピング

ミラ・モーダ B110 大阪市中央区 船場中央２－２－５　Ｂ１１０ ショッピング

マルキン井上 大阪市中央区 船場中央２丁目１－４　Ｂ１０５ 飲食店

fior fiore 大阪市中央区 船場中央３－２　船場センタービル８　１Ｆ　
１２８ ショッピング

毛皮工房 エル 大阪市中央区 船場中央３－２－８　船場センタービル８号館
　Ｂ１２３ ショッピング

Crespa 大阪市中央区 船場中央３－３　船場センタービル９号館　Ｂ
１０６ ショッピング

ルチル9 大阪市中央区 船場中央３－３－９　船場センター９号館　Ｂ
１Ｆ　Ｂ１８４ ショッピング

ケントインタ－ナショナル 大阪市中央区 船場中央４丁目１－１０　１０７ ショッピング

良ぃ所 大阪市中央区 船場中央４丁目１－１０　船場センタ－ビル１
０号館Ｂ１－Ｂ１０ 飲食店

炭火焼肉 かがり火 大阪市中央区 船越町２－３－１５ 飲食店

AUBEhair心斎橋 大阪市中央区 西心斎橋１－１－１０　シエロアズールビル
ディング　５Ｆ サービス

ビルケンシュトックジャパン 心斎橋店 大阪市中央区 西心斎橋１－１－１３　東邦ビル　１Ｆ ショッピング

J．M．WESTON 心斎橋 大阪市中央区 西心斎橋１－１－１３　東邦ビル　１Ｆ ショッピング

TheEctVIXIA 大阪市中央区 西心斎橋１－１－１３　東邦ビル　２Ｆ サービス

心斎橋焙煎所 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－１ 飲食店

BRING心斎橋 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－１０　ニュー心斎橋ビル　
１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ルースハウス 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－１６ ショッピング

ストリーマーコーヒーカンパニー 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－１９　都ビル　１Ｆ 飲食店

旬彩甘の井 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－２８ 飲食店

CLOVER心斎橋店 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－２８　心斎橋Ｍ　３０６ サービス

HOZHG 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－２８　心斎橋Ｍ　９０２ サービス

LiLo in veve 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－２８　心斎橋Ｍビル　３Ｆ サービス

イタリアンダイニングペスカ 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－２８　心斎橋Ｍビル１００
６ 飲食店

作一 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－３　３・４Ｆ 飲食店

弘作一 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－３　エースビル　１Ｆ 飲食店

炭火焼肉心斎 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－３２　ブルーム心斎橋　１
０１ 飲食店

ナナナパレナ 心斎橋店 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－３３　　ニューズビル１Ｆ サービス

key 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－３５　アルシュ１１　３Ｆ サービス

炙り焼肉ダイニング じゅう 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－３５　アルシュ１１ビル　
Ｂ１Ｆ 飲食店

ロコヘブン 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－４　エースビル　２Ｆ サービス

季節料理 ままごとや 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－４　エースビル５Ｆ 飲食店

ギャラリー ティーケーアール 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－５　ＤＨビル　１Ｆ ショッピング

soindebracecerne心斎橋店 大阪市中央区 西心斎橋１－１２－２１　心斎橋サムティビル
　２Ｆ サービス

UNREVE 大阪市中央区 西心斎橋１－１２－８　大美建築ビル　２Ｆ サービス

LilybyLaChouette 大阪市中央区 西心斎橋１－１３－１５　三栄心斎橋ビル　８
Ｆ　１ サービス

サロンドモンシェール 本店 大阪市中央区 西心斎橋１－１３－２１　コーニッシュビル　
１Ｆ 飲食店

nail salon SOU 心斎橋店 大阪市中央区 西心斎橋１－１３－５　ニューきよみビル９Ｆ サービス

EVOKETOKYOOSAKA 大阪市中央区 西心斎橋１－１３－５　心斎橋ニュ－きよみビ
ル　８Ｆ サービス

眞石や　本店 大阪市中央区 西心斎橋１－１５－９　２Ｆ ショッピング

adams JUGGLER 大阪市中央区 西心斎橋１－１６－１２　１Ｆ ショッピング

Face to Face アメ村店 大阪市中央区 西心斎橋１－１６－１５　川西ビル１Ｆ ショッピング

ミュージックランドKEY心斎橋店 大阪市中央区 西心斎橋１－１６－５ ショッピング

グリズリーアメ村4号店 大阪市中央区 西心斎橋１－１６－８　１Ｆ ショッピング

海底撈 大阪心斎橋店 大阪市中央区 西心斎橋１－４－３　心斎橋オーパ　１０Ｆ 飲食店

オルガ ファイバーズーム 大阪市中央区 西心斎橋１－５－５　アーバンビルディング心
斎橋　４Ｆ サービス

HAIRMAKEK・C 大阪市中央区 西心斎橋１－６－３２　心斎橋アニーズビル　
３Ｆ サービス

Love＆Peace 大阪市中央区 西心斎橋１－６－４ ショッピング

リーバイスストア大阪店 大阪市中央区 西心斎橋１－６－８ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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PigSty アメ村店 大阪市中央区 西心斎橋１－７－１４　大阪屋心斎橋西ビル３
Ｆ ショッピング

三木楽器 アメリカ村店 大阪市中央区 西心斎橋１－７－１８ ショッピング

RVCA STORE OSAKA 大阪市中央区 西心斎橋１－７－７－１　２Ｆ ショッピング

gratify 本店 大阪市中央区 西心斎橋１－８－１０　アメリカンスクエアビ
ル６Ｆ サービス

Seven Quarter 大阪市中央区 西心斎橋１－８－２２　第５エースビル２Ｆ サービス

（株） 石橋楽器 心斎橋店 大阪市中央区 西心斎橋１－９－１３　ＡＨ御堂清水町ビル　
１・２Ｆ ショッピング

グランビューティー 大阪市中央区 西心斎橋１－９－１３　AH御堂清水町ビル５Ｆ サービス

vivie アメ村店 大阪市中央区 西心斎橋１－９－１６　大京心斎橋第２ビル１
Ｆ ショッピング

プレミアムギターズ 大阪市中央区 西心斎橋１－９－１７ ショッピング

bubu 大阪市中央区 西心斎橋１－９－２０　バンブーアレイ２Ｆ 飲食店

giggle 大阪市中央区 西心斎橋１－９－３１　辻本ビル　４Ａ サービス

ヴァンサンクブランシュ 大阪市中央区 西心斎橋１－９－３１　辻本ビル１Ｆ 飲食店

AMBER　心斎橋 大阪市中央区 西心斎橋１丁目８－１０　アメリカンスクエア
ＢＬＤ７Ｆ サービス

Noah’sArk 大阪市中央区 西心斎橋２－１－１３　御津ビル　３Ｆ サービス

ALLUREhair luce 大阪市中央区 西心斎橋２－１－１３　福井ビル　３Ｆ サービス

Rigel 大阪市中央区 西心斎橋２－１－１８　５Ｆ サービス

CHAPPIE 大阪市中央区 西心斎橋２－１－１８　ＮＯＲＩビル　４Ｆ ショッピング

チャコット 心斉橋店 大阪市中央区 西心斎橋２－１－２５　心斎橋Ｗ－Ｐｌａｃｅ
　２Ｆ ショッピング

UGG 大阪店 大阪市中央区 西心斎橋２－１０－１　中村ビル　１Ｆ ショッピング

AKTR．S．S 大阪市中央区 西心斎橋２－１０－１３　クリスタルエグゼ心
斎橋　１Ｆ ショッピング

SEVEN 大阪市中央区 西心斎橋２－１０－１５　心斎橋ロジック　３
Ｆ サービス

三木楽器 Acoustic INN 大阪市中央区 西心斎橋２－１０－２　ＣｒｉｃｅＮｉｋｋｏ
　２Ｆ ショッピング

BABEL 大阪市中央区 西心斎橋２－１０－３０　神倉ビル ショッピング

幸せのパンケーキ心斎橋店 大阪市中央区 西心斎橋２－１０－３２　スマイルステップ　
Ｂ１Ｆ 飲食店

COOKjeans VIS 大阪市中央区 西心斎橋２－１０－３３ ショッピング

PIPE LINE 大阪市中央区 西心斎橋２－１０－３５　ヒダビル　１Ｆ ショッピング

fine CReW 大阪市中央区 西心斎橋２－１０－３５　優ビル１Ｆ ショッピング

Mr．39 大阪市中央区 西心斎橋２－１１－２ ショッピング

Boo Foo Woo 大阪市中央区 西心斎橋２－１１－２０　ATPビル１Ｆ ショッピング

びっくりドンキーアメリカ村店 大阪市中央区 西心斎橋２－１１－３０　ブルータスビル　Ｂ
１Ｆ 飲食店

マグネッツ オーサカ 大阪市中央区 西心斎橋２－１２－２２　朝日プラザ心斎橋　
１０３ ショッピング

Danmi恋愛ポチャ韓国料理 大阪市中央区 西心斎橋２－１３－１８　ｂｉｒｔｈｐｌａｃ
ｅビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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calico 大阪市中央区 西心斎橋２－１６－９　ラジェネガ　１Ｆ ショッピング

VOLCAN＆APHRODITE 三角 大阪市中央区 西心斎橋２－１８－５　RIBIA１Ｆ ショッピング

カインドオル アメリカ村店 大阪市中央区 西心斎橋２－１８－７ ショッピング

BrooklynParlor　OSAKA 大阪市中央区 西心斎橋２－２－３　ＥＤＧＥ心斎橋　Ｂ１Ｆ 飲食店

ブティックアシダ 御堂筋店 大阪市中央区 西心斎橋２－２－７ ショッピング

TheEct 大阪市中央区 西心斎橋２－３－２　御堂筋ミナミビル　７Ｆ サービス

ル・クロ 大阪市中央区 西心斎橋２－３－２２ 飲食店

DOWN 大阪市中央区 西心斎橋２－４－１７　FARO難波ビルＢＦ 飲食店

新羅会館 家族亭 大阪市中央区 西心斎橋２－４－７　新福二ビル　１Ｆ 飲食店

もつ彦 なんばアメ村店 大阪市中央区 西心斎橋２－７－１０ 飲食店

博多もつ鍋 大山心斎橋 大阪市中央区 西心斎橋２－７－１３　道頓堀ハイツ　１Ｆ 飲食店

北極星 心斎橋店 大阪市中央区 西心斎橋２－７－２７ 飲食店

グリズリーアメ村3号店 大阪市中央区 西心斎橋２－８－２９　澤井ビル　１Ｆ ショッピング

Massimo 大阪市中央区 西心斎橋２－８－２９　澤井マンション１Ｆ ショッピング

焼肉仁 大阪市中央区 西心斎橋２－９－１７　オービットステージ２
－１Ｆ 飲食店

DoorBellhairliving 大阪市中央区 西心斎橋２－９－１８　ＡＭＥＭＵＲＡＢＬＤ
Ｇ　７Ｆ サービス

Ninehairstudio 大阪市中央区 西心斎橋２－９－１８　アメムラビル　３Ｆ サービス

古着屋JAMアメリカ村店 大阪市中央区 西心斎橋２－９－２８　ビックステップサウス
Ｍ　１Ｆ ショッピング

KOBEキッチンMUGUNI 大阪市中央区 西心斎橋２－９－５　日宝三ッ寺会館　１Ｆ　
７号 飲食店

アメ村ワイン食堂VACA 大阪市中央区 西心斎橋２丁目 ９－３５エステムエグゼ心斎橋
１Ｆ 飲食店

李家風餃子房 大阪市中央区 西心斎橋２丁目４－８　大喜ビル７Ｆ 飲食店

un le pont 天満橋 大阪市中央区 谷町１－２－７　大手前ビル　４Ｆ サービス

イデアル ビストロ 大阪市中央区 谷町１－６－５　Ｔ１６５ビル２Ｆ 飲食店

ル・クロ・ド・マリアージュ 大阪市中央区 谷町２－２－２２　ＮＳビル２Ｆ 飲食店

グリーンベリーズコーヒー谷町店 大阪市中央区 谷町２－３－１２　マルイト谷町ビル　１Ｆ 飲食店

フクヤ 谷町筋天満橋店 大阪市中央区 谷町２－７－４ ショッピング

肉匠 さくら 大阪市中央区 谷町２－７－４　谷町スリースリーズビル　Ｂ
１Ｆ 飲食店

和食縁蕎麦切り 大阪市中央区 谷町２－８－６ 飲食店

ほてい寿司　谷四店 大阪市中央区 谷町３－２－１４　戎谷四ビル　１Ｆ 飲食店

谷町一味禅 大阪市中央区 谷町５－６－４　さくらビル 飲食店

酒肴福半 大阪市中央区 谷町６－１４－１７　１Ｆ 飲食店

冨紗家 大阪市中央区 谷町６－１４－１９ 飲食店

スーパーサンコー 空堀店 大阪市中央区 谷町６－１７－２５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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チョコレートハウス エクチュア 大阪市中央区 谷町６－１７－４３ 飲食店

焼肉 天乃 大阪市中央区 谷町６－１８－２８ 飲食店

炭と蕎麦と酒今なら 大阪市中央区 谷町６－２－２１ 飲食店

海鮮屋台おくまん 谷六店 大阪市中央区 谷町６－３－１７ 飲食店

神戸スパイス空堀商店街店 大阪市中央区 谷町６－４－１８ ショッピング

出雲そば 炭火やきとり とびた 大阪市中央区 谷町６－４－８　新空堀ビル１Ｆ 飲食店

鶏 あんざい 大阪市中央区 谷町７－１－３９　新谷町第２ビル１１６ 飲食店

お好み酒家「ん」 谷町店 大阪市中央区 谷町７－１－５６ 飲食店

ミ－ト29 大阪市中央区 谷町７－２－３２ ショッピング

TIAM 大阪市中央区 谷町７－２－７　レイオス谷町 サービス

アトムプリント 谷町店 大阪市中央区 谷町７－３－４　新谷町第三ビル　１１８号 ショッピング

おすしや 大阪市中央区 谷町７－３－４　新谷第３ビル　１Ｆ 飲食店

廉 大阪市中央区 谷町７－６－３　セラビ谷町　１Ｆ 飲食店

うんすい 大阪市中央区 谷町９－２－１０　プリモパッソ谷町９丁目　
１Ｆ 飲食店

ホルモン焼肉 輪 谷町四丁目店 大阪市中央区 農人橋２－１－７ 飲食店

タラキッチン　北浜店 大阪市中央区 道修町１－２－１１ 飲食店

タラキッチン 大阪市中央区 道修町１－２－１１　アルテビル道修町　１Ｆ 飲食店

リルチェンテ 大阪市中央区 道修町１－５－２３　ミコノス北浜　１Ｆ 飲食店

鶴橋風月　Modern　北浜店 大阪市中央区 道修町２－２－１５　ロイヤルメゾン北浜　２
Ｆ　１０２ 飲食店

博多もつ鍋 やまや 大阪北浜店 大阪市中央区 道修町２－４－５ 飲食店

肉の楽家 大阪市中央区 道修町３－１－１５ 飲食店

魚食処 一豊 道修町店 大阪市中央区 道修町４－５－１５ 飲食店

肉八 大阪市中央区 道頓堀１－１－４　笑Ｐｏｉｎｔビル　Ｂ１ 飲食店

豊島家 大阪市中央区 道頓堀１－１０－７　ぼんちビル　２Ｆ 飲食店

お好み焼　美津の 大阪市中央区 道頓堀１－４－１５ 飲食店

Level One 大阪市中央区 道頓堀１－５－４　TKUビル２Ｆ 飲食店

昭和大衆ホルモン 道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀１－５－９　ドウトンビル１Ｆ 飲食店

ぼんくら家 道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀１－５－９　ドウトンビル２Ｆ 飲食店

海鮮物語 大阪市中央区 道頓堀１－６－１２　ニコービル　２Ｆ 飲食店

クンテープ 道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀１－６－１４　平松扇屋ビル　Ｂ１ 飲食店

くれおーる 道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀１－６－４ 飲食店

くれお－る 道頓堀店〔2F〕 大阪市中央区 道頓堀１－６－４　２Ｆ 飲食店

鉄板神社　道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀１－６－４　道頓堀エリカビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

焼肉いろりや道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀１－６－７ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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WINE KALKOS 大阪市中央区 道頓堀１－７－１０　ニシキドビル　２Ｆ 飲食店

法善寺横丁本湖月 大阪市中央区 道頓堀１－７－１１ 飲食店

串カツ　しろたや 大阪市中央区 道頓堀１－７－２１　中座くいだおれビル　３
Ｆ 飲食店

道頓堀 今井本店 大阪市中央区 道頓堀１－７－２２ 飲食店

市場ずし　千日前店 大阪市中央区 道頓堀１－７－５ 飲食店

浪速割烹 喜川 大阪市中央区 道頓堀１－７－７ 飲食店

播重ニクミセ 大阪市中央区 道頓堀１－９－１７ ショッピング

矢場とん 大阪松竹座店 大阪市中央区 道頓堀１－９－１９　大阪松竹座　Ｂ１Ｆ 飲食店

ダイアナ 心斎橋戎橋店 大阪市中央区 道頓堀１－９－５ ショッピング

道頓堀 治兵衛 大阪市中央区 道頓堀２－１－４ 飲食店

MARCH難波本店 大阪市中央区 道頓堀２－１－５　ＺＥＬＫＯＶＡＤＵＥ　３
Ｆ サービス

英ちゃん 冨久鮓 大阪市中央区 道頓堀２－２－１３ 飲食店

居酒屋奴 大阪市中央区 道頓堀２－４－２　道頓堀ホーセンビル２Ｆ 飲食店

鉄板料理 嵯助 大阪市中央区 道頓堀２－４－２　道頓堀ホーセンビル６０３ 飲食店

与太呂 大阪市中央区 道頓堀２－４－９ 飲食店

炭火焼＆焼酎BAR 焼庵 大阪市中央区 道頓堀２－５－１５　ﾎﾃﾙ ｺﾝﾁﾈﾝﾄ·ｳﾞｨｼﾞｭｰＢ１
Ｆ 飲食店

道頓堀イコイ 大阪市中央区 道頓堀２丁目４－１６ 飲食店

ワイングローリアス 大阪市中央区 釣鐘町１－１－１　大宗ビル　１Ｆ ショッピング

WOLF’S HAIR 大阪市中央区 釣鐘町１－１－１０ サービス

すし処 ひでまる 大阪市中央区 釣鐘町１－１－１０　ベルズビル１Ｆ 飲食店

居酒屋 さが野 大阪市中央区 釣鐘町１－６－２ 飲食店

Kamekichi 大阪市中央区 鎗屋町１－３－１３　モダナーク１Ｆ 飲食店

魚の郷こにし 大阪市中央区 鎗屋町１－３－４ 飲食店

ベアート 大阪市中央区 鎗屋町１－４－２　名阪第３ビル１Ｆ 飲食店

法善寺 浅草 大阪市中央区 難波１－１－１２ 飲食店

法善寺かもふく 大阪市中央区 難波１－１－１８ 飲食店

鯛めし銀家 大阪市中央区 難波１－１－１８　エチゲンビル２Ｆ 飲食店

ほてい 大阪市中央区 難波１－１－２０ 飲食店

串かつ　だるま　法善寺店 大阪市中央区 難波１－１－４ 飲食店

本家大たこ法善寺店 大阪市中央区 難波１－１－６　エチゲンビル１Ｆ 飲食店

法善寺 鮨処 なかたに 大阪市中央区 難波１－１－７ 飲食店

知留久 法善寺店 大阪市中央区 難波１－２－１０　法善寺ＭＥＯＵＴＯビル　
１Ｆ 飲食店

Vertex 大阪市中央区 難波１－４－３　難波チャンプビル　６Ｆ サービス

中納言 大阪千日前味楽館 大阪市中央区 難波１－４－４ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ムウ 難波セカンド 大阪市中央区 難波１－４－６　ミフネナンバビル　４Ｆ サービス

鉄板神社総本店 大阪市中央区 難波１－４－６　ミフネ難波ビル　１Ｆ 飲食店

CIEL namba＋ 大阪市中央区 難波１－４－６　ミフネ難波ビル　３Ｆ サービス

ORIENTALLOUNGENAMBA 大阪市中央区 難波１－５－１６　大阪Ｂ＆Ｖビル　Ｂ１Ｆ 飲食店

鯛めし銀まる 大阪市中央区 難波１－５－２ 飲食店

＿WHITE 大阪市中央区 難波１－５－２３　法善寺タウンビル２Ｆ サービス

串かつ　だるま　難波本店 大阪市中央区 難波１－５－２４ 飲食店

炭火焼と鴨鍋の店　おら鴨 大阪市中央区 難波１－５－２４　だるま難波本店ビル　４Ｆ 飲食店

串の坊 大阪市中央区 難波１－５－６ 飲食店

炭焼と釜飯やま蔵 大阪市中央区 難波１－５－７ 飲食店

BELL 大阪市中央区 難波１－６－１３　１Ｆ ショッピング

肉匠なか田本店 大阪市中央区 難波１－７－１６　現代こいさんビル　５Ｆ 飲食店

南たこ梅 大阪市中央区 難波１－７－１６　現代こいさんビル１Ｆ 飲食店

ステーキハウス月光仮面 大阪市中央区 難波１－７－１８　ヨーロピアンビル２Ｆ 飲食店

Heart dance 戎橋店 大阪市中央区 難波１－８－１ ショッピング

Ploom Shop なんば 大阪市中央区 難波１－８－１　メリディアン難波ビル　２Ｆ ショッピング

VIVIAN COLLECTION 大阪市中央区 難波１－８－４ ショッピング

焼肉バル 炎家 大阪市中央区 難波１－８－７ 飲食店

バアゼル宝石 難波本店 大阪市中央区 難波１－９－４ ショッピング

カフェ 英國屋 なんばウォーク2番街南通り店 大阪市中央区 難波１丁目１０　なんばウォーク　二番街南通
り 飲食店

焼肉ライク　なんば御堂筋店 大阪市中央区 難波２丁目１－３　マルキンビル 飲食店

焼肉いろりや南海通店 大阪市中央区 難波３－１－１６ 飲食店

治兵衛 難波店 大阪市中央区 難波３－１－２２ 飲食店

難波 焼肉一丁 大阪市中央区 難波３－１－２５ 飲食店

市場ずし　難波店 大阪市中央区 難波３－２－１３ 飲食店

月化粧なんば店 大阪市中央区 難波３－２－１５ 飲食店

EstheProLaboNAMBA 大阪市中央区 難波３－２－１８３　エディオンなんば本店　
４Ｆ ショッピング

りくろーおじさんの店 なんば本店 大阪市中央区 難波３－２－２８ 飲食店

お好み鉄板居酒屋DON 大阪市中央区 難波３－２－３３ 飲食店

ジュエリーアリア 大阪店 大阪市中央区 難波３－３－７ ショッピング

アタガール 難波店 大阪市中央区 難波３－５－１ ショッピング

蓬莱本館 大阪市中央区 難波３－６－１ 飲食店

カフェ英國屋 なんば本社店 大阪市中央区 難波３－７－１０ 飲食店

ハラペコ食堂なんばGEMS店 大阪市中央区 難波３－７－１９ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ニュー松坂難波御堂筋店 大阪市中央区 難波３－７－１９　GEMSなんば 飲食店

中国茶房8なんば店 大阪市中央区 難波３－７－１９　ＧＥＭＳなんば　３Ｆ 飲食店

炭火とワイン なんば店 大阪市中央区 難波３－７－１９　ＧＥＭＳなんば　４Ｆ 飲食店

カムオーンGEMSなんば店 大阪市中央区 難波３－７－１９　ＧＥＭＳなんば６Ｆ 飲食店

AUBEhairaila難波店 大阪市中央区 難波３－７－９　南華会館　２Ｆ サービス

お好み焼　門 大阪市中央区 難波３丁目１－３３　南中山ビル３Ｆ 飲食店

CIEL 難波店 大阪市中央区 難波４－１－２　三信ビル　４Ｆ サービス

カフェ・ド・ラ・ペ 大阪市中央区 難波４－２－１　難波御堂筋ビルディング　２
Ｆ 飲食店

中央軒難波4丁目本店 大阪市中央区 難波４－２－１１　本社ビル　１Ｆ 飲食店

肉バルGAM 難波本店 大阪市中央区 難波４－６－３　南進ビル　２Ｆ 飲食店

しちりん焼肉 若葉屋 なんば店 大阪市中央区 難波４－６－６ 飲食店

がブリチキン。難波4丁目 大阪市中央区 難波４－６－６ 飲食店

CAFE英國屋SALON 大阪市中央区 難波５－１　地下街　ＮＡＭＢＡなんなん 飲食店

荘司調髪所 大阪市中央区 難波５－１－５ サービス

ギンザグローバルスタイルなんばスカイオ店 大阪市中央区 難波５－１－６０　なんばスカイオ　３Ｆ ショッピング

モンクレール ナンバ 大阪市中央区 難波５－１－６０　南海ビル ショッピング

お魚きっちん祐星裏なんば店 大阪市中央区 難波千日前１－６ 飲食店

おでんとお蕎麦居酒屋じんべえ 大阪市中央区 難波千日前１－８ 飲食店

串かつ ひょうたん 大阪市中央区 難波千日前１１－２５ 飲食店

千日前 はつせ 大阪市中央区 難波千日前１１－２５　２Ｆ 飲食店

個室もつ鍋屋 ぎんなべ 大阪市中央区 難波千日前１１－２５　３Ｆ 飲食店

焼肉宝 大阪市中央区 難波千日前１１－２８ 飲食店

竜田屋 大阪市中央区 難波千日前１１−２４ 飲食店

鉄板神社 大阪市中央区 難波千日前１２－３４ 飲食店

カラコレ 難波店 大阪市中央区 難波千日前１２－４１ サービス

セガコラボカフェ なんば千日前店 大阪市中央区 難波千日前１２－７　ﾄﾞﾝ·ｷﾎｰﾃ千日前店４Ｆ 飲食店

（株）みつや本店 大阪市中央区 難波千日前１３－１ ショッピング

（株）みつや プリントショップ 大阪市中央区 難波千日前１３－１　２Ｆ ショッピング

彩鶏キッチン 八女小町 大阪市中央区 難波千日前１３－１６　ＫＳなんばビル　１Ｆ 飲食店

しゃぶ亭 なんば千日前店 大阪市中央区 難波千日前１３－１８　難波丸和ビル１Ｆ 飲食店

鮨山桜 大阪市中央区 難波千日前１３－５ 飲食店

（株）みつや 千日前店 大阪市中央区 難波千日前１４－１ ショッピング

炭焼笑店陽 難波店 大阪市中央区 難波千日前１４－２５ 飲食店

ナカオファクトリーワークス 大阪市中央区 難波千日前１４－５ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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炭火焼とりえんや難波千日前店 大阪市中央区 難波千日前１４－６ 飲食店

ANAZA hair 大阪市中央区 難波千日前１５－１６　オクバビル　５Ｆ　Ｄ サービス

あばらや 大阪市中央区 難波千日前２－１４　１Ｆ 飲食店

鶏尽 大阪市中央区 難波千日前２－２１ 飲食店

松阪牛焼肉M 難波店 大阪市中央区 難波千日前３－１１ 飲食店

福太郎本店新館 大阪市中央区 難波千日前３－１８　中村ビル　２Ｆ 飲食店

焼肉ホルモン坂上裏なんば店 大阪市中央区 難波千日前３－２１ 飲食店

炭火焼とりえんや難波3号店 大阪市中央区 難波千日前３－５ 飲食店

喜多郎寿しウラなんば店 大阪市中央区 難波千日前３－５ 飲食店

DINING あじと 大阪市中央区 難波千日前４－２０ 飲食店

ときすし本店 大阪市中央区 難波千日前４－２１ 飲食店

ハラミノカミサマ 大阪市中央区 難波千日前４－５ 飲食店

和食オリ 大阪市中央区 難波千日前５－６ 飲食店

串ボーノ 大阪市中央区 難波千日前６－２　辻グランドビル１階 飲食店

カフェロックスタ－千日前店 大阪市中央区 難波千日前６－７　辻ビル　５Ｆ 飲食店

（株）西秀家具店 大阪市中央区 難波千日前７－１０ ショッピング

やさい串焼き なるとや 大阪市中央区 難波千日前７－１８ 飲食店

LIBERATOR 大阪市中央区 難波千日前８－１２　ショッププランナー国際
ビル７Ｆ ショッピング

千田 大阪市中央区 難波千日前８－１６ ショッピング

GOODIES 大阪市中央区 難波千日前８－１９ ショッピング

スーパーラジコン・大阪日本橋店 大阪市中央区 高津３－１４－６　島之内ビル　２Ｆ ショッピング

オーパスワン 大阪市中央区 高津３－３－２９　プレステージ高津　１Ｆ 飲食店

北浜　鮨　やまの 大阪市中央区 高麗橋１－３－２ 飲食店

LaTortuga 大阪市中央区 高麗橋１－５－２２ 飲食店

LOTUS flowers 大阪市中央区 高麗橋１－６－１ ショッピング

Le Cinque 北浜 大阪市中央区 高麗橋１－７－３　ＫｉｔａｈａｍａＰＬＡＺ
Ａ　２Ｆ 飲食店

Cafe de Corse 大阪市中央区 高麗橋１－７－３　ザ・キタハマプラザ　２Ｆ 飲食店

CoeuR de FRANCE 大阪市中央区 高麗橋１－７－３　ザ・キタハマプラザ　２Ｆ 飲食店

evameva北浜店 大阪市中央区 高麗橋１－７－３　北浜プラザ　１Ｆ ショッピング

リネンバード 北浜 大阪市中央区 高麗橋１－７－３－１０４ ショッピング

美麗華 北浜店 大阪市中央区 高麗橋１－７－３－２０４ 飲食店

ペギィスゥ 大阪市中央区 高麗橋１丁目２－３　 飲食店

おでん田八 大阪市中央区 高麗橋１丁目２－３　 飲食店

宗家源吉兆庵 高麗橋店 大阪市中央区 高麗橋２－１－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ベトナムレストランカフェ カムオーン 大阪市中央区 高麗橋２－４－６ 飲食店

re：cloud 大阪市中央区 高麗橋２－５－１０　オ－バンビル　２Ｆ サービス

CacaotierGokan 大阪市中央区 高麗橋２－６－９　山源ビル 飲食店

株式会社　本家柴藤 大阪市中央区 高麗橋２丁目５－２　 飲食店

神宗 淀屋橋店 大阪市中央区 高麗橋３－４－１０ ショッピング

ONLY淀屋橋店 大阪市中央区 高麗橋３－５－１２　淀屋橋東京海上日動ビル
　１Ｆ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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