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SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［大阪市その他 22 区］

▼ 大阪市住之江区

▼ 大阪市住吉区

▼ 大阪市城東区

▼ 大阪市大正区

▼ 大阪市天王寺区

▼ 大阪市平野区

▼ 大阪市旭区

▼ 大阪市東住吉区

▼ 大阪市東成区

▼ 大阪市東淀川区

▼ 大阪市此花区

▼ 大阪市浪速区

▼ 大阪市淀川区

▼ 大阪市港区

▼ 大阪市生野区

▼ 大阪市福島区

▼ 大阪市西区

▼ 大阪市西成区

▼ 大阪市西淀川区

▼ 大阪市都島区

▼ 大阪市阿倍野区

▼ 大阪市鶴見区
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SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［大阪市その他 22 区］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

中華厨房　齊房 大阪市住之江区 東加賀屋１丁目１３－１３　天祥コ－ポ１０３ 飲食店

こびとのクロ－ゼットフジヤ 大阪市住之江区 粉浜３丁目８－７　 ショッピング

酒のいえ　K 大阪市住之江区 西住之江２丁目１７－８　 ショッピング

ハ－ト＆ HEART 美容室 大阪市住之江区 中加賀屋４丁目５－１２　 サービス

鮨処 よし田 大阪市住之江区 東加賀屋３－１６－１６ 飲食店

とんかつ かつ喜 玉出店 大阪市住之江区 東加賀屋１－１１－３０ 飲食店

びっくりドンキー住之江店 大阪市住之江区 南加賀屋４－７－４０ 飲食店

とんかつながた園 WTC 店 大阪市住之江区 南港北１－１４－１６　１Ｆ 飲食店

焼肉左近 ATC 店 大阪市住之江区 南港北２－１－１０　ＡＴＣビル南館２Ｆ 飲食店

海鮮屋台おくまん 住之江公園店 大阪市住之江区 新北島１－１－１０ 飲食店

シャンカ 大阪市住之江区 南加賀屋２－９－１ サービス

ティークラフト 大阪市住之江区 西住之江４－１１－１２ ショッピング

ラ・ブレス 大阪市住之江区 安立２－１１－７ サービス

lotti 大阪市住之江区 西加賀屋１－１－４４　ミリカハイツ　２０１ サービス

アップガレージ 大阪住之江店 大阪市住之江区 北加賀屋２－２－１９ ショッピング

アルシュ 本店 大阪市住之江区 新北島５－３－３ サービス

ヘアメイクリボン フェアリー 大阪市住之江区 西加賀屋３－３－２８　ハイツムーミー　１０１ サービス

りくろーおじさんの店 住之江公園店 大阪市住之江区 新北島１－５－２ 飲食店

舞昆のこうはらかがや店 大阪市住之江区 東加賀屋１－３－４１ ショッピング

グットヒル 大阪市住之江区 御崎３－３－１６ ショッピング

かつや北加賀屋店 大阪市住之江区 北加賀屋２－３－２３ 飲食店

かつや住之江粉浜店 大阪市住之江区 粉浜３－４－２８ 飲食店

パリーネ住之江店 大阪市住之江区 住之江１－４－２７　ハイツ冨士　１Ｆ 飲食店

エーコープ フーディーズ咲洲 大阪市住之江区 南港北１－２５－１０ ショッピング

スーパーサンコー住之江店 大阪市住之江区 北島２－１－８ ショッピング

食品館 アプロ 加賀屋店 大阪市住之江区 中加賀屋２－７－２４ ショッピング

食品館 アプロ 東加賀屋店 大阪市住之江区 東加賀屋１－１－２８ ショッピング

食品館アプロ安立店 大阪市住之江区 安立３－６－２２ ショッピング

業務用食品スーパー住之江店 大阪市住之江区 御崎２－１１－２９ ショッピング

懐石料理徳 大阪市住之江区 東加賀屋３－１５－９ 飲食店

OKINI 大阪市住之江区 西住之江１－１１－６　１Ｆ サービス

eccellente 大阪市住之江区 南港北２－１－１０　ATC ビル ITM 棟３Ｆ ショッピング

会席料理・仕出し 一平 大阪市住之江区 粉浜３－１０－１８ 飲食店

業務スーパー 南津守店 大阪市住之江区 北加賀屋３丁目４- ５ ショッピング

焼肉　三茶 大阪市住吉区 南住吉４丁目５－３　 飲食店

バットム－ン 大阪市住吉区 苅田７丁目１－２７　コ－ポ７０７－１ サービス

けとばし屋チャンピオン我孫子店 大阪市住吉区 苅田５丁目６－５　 飲食店

炭火焼鳥　hanna 花 大阪市住吉区 沢之町１丁目８－２１　 飲食店

旬彩料理　せと 大阪市住吉区 南住吉４丁目１６－１９　 飲食店

韓菜焼肉　双天 大阪市住吉区 苅田７丁目４－２３　ハイマートアビコマンション１Ｆ 飲食店

寿し兆 大阪市住吉区 苅田３－１７－１８ 飲食店
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SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［大阪市その他 22 区］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

博多もつ鍋いっぱち 大阪市住吉区 苅田７－４－２３　ハイマートあびこ１Ｆ 飲食店

いわし亭 大阪市住吉区 山之内３－３－６ 飲食店

ふぐ庵 大阪市住吉区 苅田７－１１－１９　ロイヤルアビコ１Ｆ 飲食店

焼肉伊まりや 大阪市住吉区 苅田７－６－２ 飲食店

とんかつ花あびこ 大阪市住吉区 苅田７－１２－１９ 飲食店

大安すし 大阪市住吉区 苅田９－２－１８ 飲食店

味彩 大阪市住吉区 苅田７－１２－５ 飲食店

ニコミマクリ 大阪市住吉区 苅田３－１６－２８　１Ｆ 飲食店

ラ－メン五味八珍長居店 大阪市住吉区 長居東３－１４－２２　長居東コ－ポ 飲食店

海鮮寿司どっこい処 大阪市住吉区 苅田７－１２－２８ 飲食店

a la louche 大阪市住吉区 苅田３－１７－４　エクセルあびこ１Ｆ 飲食店

吾作どん 長居店 大阪市住吉区 長居東４－１－１２　パークサイド南栄ビル　１０４ 飲食店

焼肉 だんらん 大阪市住吉区 万代３－２－２　グレース帝塚山１０２ 飲食店

や台ずし あびこ町 大阪市住吉区 苅田７－１２－３４ 飲食店

牛虎あびこ店 大阪市住吉区 我孫子東２－７－５ 飲食店

旬魚・旬菜はん助 大阪市住吉区 我孫子東２－３－１８　第２伊加佐マンション１０１ 飲食店

黒毛和牛焼肉と韓国料理 ハヌル 大阪市住吉区 苅田７－１２－５　セントラルハイツ１０３ 飲食店

鶏一筋來蔵 大阪市住吉区 苅田７－４－２９ 飲食店

LUNA 大阪市住吉区 南住吉４－８－８ サービス

riff design labo 大阪市住吉区 帝塚山中１－４－３７　１Ｆ サービス

nitens 大阪市住吉区 千躰１－４－３４　２Ｆ サービス

Face － 1 U － m 大阪市住吉区 長居２－１－２８　パークハイムゆたか サービス

フランス館 大阪市住吉区 苅田４－１１－１６ サービス

Deux Madame 大阪市住吉区 我孫子東２－３－１２ サービス

Lucia 帝 山 大阪市住吉区 帝山東１－３－３３　ヴィラーシュ帝山　１０２ ショッピング

サララウンズ 帝塚山 大阪市住吉区 帝塚山中１丁目２－２３　　ＭＫ帝塚山１Ｆ ショッピング

ささら屋大阪住吉店 大阪市住吉区 東粉浜２－１７－２ 飲食店

相互白衣 本店 大阪市住吉区 沢之町１－５－２４ ショッピング

イケマチ 大阪市住吉区 墨江２－５－１１ ショッピング

パテスリーボン 長居本店 大阪市住吉区 長居東４－２－２１ 飲食店

大喜屋 大阪市住吉区 長居１－１４－３２ ショッピング

焼肉 ONLYGYU 大阪市住吉区 苅田７－３－１５ 飲食店

510 STEAK HOUSE 大阪市城東区 永田２－７－１２ 飲食店

Lupinus 大阪市城東区 今福南４丁目１５ー３　 サービス

BASE 大阪市城東区 東中浜２丁目７－２４　 ショッピング

しばらく 大阪市城東区 野江２丁目９－８　 飲食店

イタリア家庭料理の店　ポコアポコ 大阪市城東区 諏訪４丁目１１－１７　 飲食店

焼肉ノ、シアン 大阪市城東区 蒲生１丁目８－２　焼肉の、シアン 飲食店

焼肉亀や 大阪市城東区 東中浜３丁目３－１　 飲食店

とんかつとん娘 大阪市城東区 今福西３丁目８－１８　 飲食店

ステーキのどん　城東古市店 大阪市城東区 古市３－１６－１４ 飲食店
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SHOP SMALL® 街のお店応援キャッシュバック
対象加盟店リスト

［大阪市その他 22 区］
加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

肉匠くら乃 大阪市城東区 成育５－２２－１０ 飲食店

泳ぎふぐ専門 ふぐ吉 大阪市城東区 関目５－３－１６－１０３ 飲食店

リストランテイルコンティヌオ 大阪市城東区 蒲生３－４－２０ 飲食店

成龍軒 大阪市城東区 成育５－１－９ 飲食店

グリーンベリーズコーヒー蒲生四丁目店 大阪市城東区 中央１－１３－１８　角屋がもよんビル　３Ｆ 飲食店

のらや深江橋店 大阪市城東区 永田４－１５－１１ 飲食店

や台ずし 蒲生町 大阪市城東区 今福西３－２－２　プレジデント城東　１Ｆ 飲食店

炭火焼肉 河内屋 京橋 大阪市城東区 蒲生１－１３－１６ 飲食店

居酒屋ちゃが楽今福店 大阪市城東区 今福東２－７－２６ 飲食店

うちげの魚安来や 大阪市城東区 蒲生４－２１－１４ 飲食店

焼肉美食亭いわや 大阪市城東区 中央１－１３－１８　角屋がもよんビル５Ｆ 飲食店

焼肉双基 大阪市城東区 成育５－２－２ 飲食店

焼鳥酒場 彩鳥屋 大阪市城東区 成育５－２３－２　パークプラザ森小路１０５ 飲食店

やきとりたづや蒲生 4 丁目店 大阪市城東区 蒲生４－１５－１３ 飲食店

ホルモン本舗 蒲生店 大阪市城東区 蒲生３－１５－７ 飲食店

昭和大衆ホルモンお初天神店 大阪市城東区 鴫野西２－１８－６ 飲食店

CIEL 野江店 大阪市城東区 関目１－３－５　グローリーマンション　１Ｆ サービス

Reco by snip 大阪市城東区 古市３－１５－１５ サービス

TONAIatil 大阪市城東区 今福西１－６－１ サービス

NUUK 大阪市城東区 今福西１－６－１９ サービス

DOLCE HAIR 大阪市城東区 鴫野東２－１１－１０ サービス

Russo 大阪市城東区 中央１－２－２３　京橋ハイツ　１Ｆ サービス

AUBEhaircara 今福鶴見店 大阪市城東区 今福東２－７－２６　泰平第一ビル　１Ｆ－１０８ サービス

パシパラ 大阪市城東区 東中浜３－２－１９ サービス

ステラマリス 今福鶴見店 大阪市城東区 今福東２－７－２６　泰平第一ビル サービス

Hair salon lien 大阪市城東区 関目３－４－５　オクノビル１Ｆ サービス

江綿 キリンド城東店 大阪市城東区 今福西１－８－７ ショッピング

スーパーサンコー今福店 大阪市城東区 今福西５－１３－５ ショッピング

食品館 アプロ 城東店 大阪市城東区 古市１－１２－４ ショッピング

食品館アプロ関目店 大阪市城東区 関目３－３－２１ ショッピング

ディパ－ト 男髪 大阪市城東区 中央３－７－２１　プラ・ディオ蒲生公園　１Ｆ サービス

すし処 広川 大阪市城東区 蒲生 1 丁目 8-39 飲食店

よし寿し 大阪市城東区 東中浜 9 丁目３－３８ 飲食店

ベッセ ･ ヴォワール 大阪市大正区 三軒家西１丁目４－１７－１０２ 飲食店

｢響｣ 大阪市大正区 三軒家西１丁目 ４－１７大正シティハイツ１Ｆ 飲食店

かど家 大正駅前店 大阪市大正区 三軒家西１－４－８ 飲食店

居酒屋 千成 大阪市大正区 鶴町２－８－１６ 飲食店

肉匠 紋次郎 大正店 大阪市大正区 泉尾２－９－１０ 飲食店

ギヴ 大正店 大阪市大正区 泉尾２－３－１８　コーポヤマキン　１Ｆ サービス

SHARK ATTACK 大阪市大正区 北村１－１７－１０ ショッピング

舞昆のこうはら大正店 大阪市大正区 三軒家西１－２６－７ ショッピング
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WALPASTORE OSAKA 大阪市大正区 小林西１－１５－１２ ショッピング

ユニサク大正店 大阪市大正区 小林西１－２－１２ ショッピング

オオカワサンゲンヤホンテン 大阪市大正区 三軒家西１－７－２１ ショッピング

ニッコー 大正店 大阪市大正区 南恩加島２－５－１４ ショッピング

食品館アプロ北鶴町店 大阪市大正区 鶴町３－２０－３０ ショッピング

HairStageGradeOne 大阪市大正区 三軒家西１－２５－１１ サービス

創作串揚げ一正 大阪市大正区 三軒家東 1 丁目１７－３３－１０３ 飲食店

HAIRBEAUTY　COCORO 大阪市天王寺区 城南寺町５－３８　アショカビハ－ラ１０１ サービス

PUJA　hair 大阪市天王寺区 石ケ辻町１７－１４　レフィナ－ド上本町１０１ サービス

my　bowl 大阪市天王寺区 真法院町１１－３　ロイヤル真法院１Ｆ 飲食店

オ－ベストシモ－ネコ－ヒ－ 大阪市天王寺区 上本町５丁目３－１６　 飲食店

酒と揚げ天ぷら　てんてん 大阪市天王寺区 下味原町３－５　 飲食店

LeRondeBeause 大阪市天王寺区 石ケ辻町５－５　１Ｆ東側 飲食店

すし丈 大阪市天王寺区 四天王寺１－１４－２４　ＢＲＥＥＺＥ夕陽ヶ丘　１F 飲食店

サブウェイ上本町 YUFURA 大阪市天王寺区 上本町６－５－１３　上本町ＹＵＦＵＲＡ　Ｂ１ 飲食店

大阪とらふぐの会本店 大阪市天王寺区 寺田町２－１－２２　ロッキービル　６０１ 飲食店

鶴橋風月　本店 大阪市天王寺区 下味原町２－１８ 飲食店

蘭亭谷九店 大阪市天王寺区 上汐３－８－２１　ワンダー２ビル　１Ｆ 飲食店

うをさ 大阪市天王寺区 舟橋町１９－８ 飲食店

おやじすし一喜 大阪市天王寺区 大道４－１０－１３　吉泉ビル１Ｆ 飲食店

ミーア ジョイア プリモ 大阪市天王寺区 東高津町１－２　東天川ビル１Ｆ 飲食店

味の集い 寿 大阪市天王寺区 東高津町６－２０ 飲食店

焼き焼きおかもと 大阪市天王寺区 上本町５－２－４ 飲食店

すし富 大阪市天王寺区 玉造本町８－２　リバーライズ玉造　１Ｆ 飲食店

てっちり　福力 大阪市天王寺区 上本町６－６－２３　上本町サウスビル　３Ｆ 飲食店

ポモドーロ フレスカ 大阪市天王寺区 烏ケ辻１－１－２２ 飲食店

絆 大阪市天王寺区 下味原町２－９ 飲食店

彭家タッカンマリ 大阪市天王寺区 生玉町１２－１　朝日プラザ高津３－１０５ 飲食店

鍋 vou 家 大阪市天王寺区 玉造元町４－１０　オサダビル　１Ｆ 飲食店

SPOONS CAFE 大阪市天王寺区 茶臼山町５－５５　Ａ２棟 飲食店

肉の鶴々亭 大阪市天王寺区 下味原町２－２０ 飲食店

大邱家 大阪市天王寺区 下味原町５－２２ 飲食店

夢鉄砲上本町本店 大阪市天王寺区 小橋町１２－１５　エバーグリーン上本町１Ｆ 飲食店

大吉 大阪市天王寺区 下味原町５－１８ 飲食店

中国料亭杯杯天山閣 大阪市天王寺区 上本町６－３－３１　３０１ 飲食店

居酒屋鮮道こんび 大阪市天王寺区 堀越町１３－１５ 飲食店

すし政 大阪市天王寺区 石ケ辻町６－２　ライオンズマンション　１Ｆ 飲食店

風の街玉造店 大阪市天王寺区 玉造元町２－９ 飲食店

焼肉ホルモン ザ・まん 大阪市天王寺区 悲田院町９－１６　大広ビル２Ｆ 飲食店

コッキオ 大阪市天王寺区 筆ケ崎町２－６ 飲食店

おいしい肴の店 りき六 大阪市天王寺区 上汐３－１－３ 飲食店
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びっくりドンキー天王寺店 大阪市天王寺区 茶臼山町４－６ 飲食店

こおち 大阪市天王寺区 上本町６－３－３１　うえほんまちハイハイタウン２Ｆ 飲食店

ソムリエキッチンヤブヤム 大阪市天王寺区 四天王寺１－８－１１　椎寺ビル１Ｆ 飲食店

BOONEY’S 大阪市天王寺区 上汐３－７－７　ミラフェスタ上町台　１Ｆ 飲食店

狸狸亭鶴橋店 大阪市天王寺区 東上町４－１８ 飲食店

和洋 味かた 大阪市天王寺区 小橋町１２－１５　エバ－グリ－ン上本町　１０３ 飲食店

鮨悠伝 大阪市天王寺区 上汐３－８－２５ 飲食店

サイカ・ラーメン上六店 大阪市天王寺区 上本町５－３－１８　ドン・ワールド・ビル　１・２Ｆ 飲食店

日本料理寺田 大阪市天王寺区 玉造元町２－３５　玉造末広ビル２Ｆ 飲食店

鮨こいき 大阪市天王寺区 勝山４－２－２０ 飲食店

焼肉ガッツ 大阪市天王寺区 生玉町１－３０　生玉ビル　１Ｆ　（Ｔ１０２号室） 飲食店

黄龍 大阪市天王寺区 石ケ辻町１４－６ 飲食店

中国料理 其蘭 大阪市天王寺区 真法院町７－２９ 飲食店

料亭 天王殿 大阪市天王寺区 逢阪２－８－５２ 飲食店

吾作どん 天王寺北口店 大阪市天王寺区 堀越町１６－４　１Ｆ 飲食店

吾作どん 天王寺公園前店 大阪市天王寺区 堀越町１３－１４ 飲食店

すしはな 上本町店 大阪市天王寺区 上本町６－２－２８　天山閣　１Ｆ 飲食店

コリアンダイニング 李朝園 上本町店 大阪市天王寺区 上本町６－３－３１　うえほんまちハイハイタウン　Ｂ１Ｆ 飲食店

アジヨシ 総本店 大阪市天王寺区 下味原町２－２ 飲食店

アジヨシ 別館 大阪市天王寺区 下味原町３－１５ 飲食店

クロッカス 大阪市天王寺区 下味原町３－１４ 飲食店

ほてい寿司 本店 大阪市天王寺区 上汐３－４－２２ 飲食店

ほてい寿司 東店 大阪市天王寺区 上本町６－６－２６ 飲食店

季節料理 天田 大阪市天王寺区 堀越町１３－９ 飲食店

すし処 八孝 大阪市天王寺区 上本町６－７－１７ 飲食店

TEPPAN 「Vin」 大阪市天王寺区 上本町９－３－３２　Ｂ１Ｆ 飲食店

狸狸亭 小橋店 大阪市天王寺区 小橋町１３－９　メルルーサ中島　１Ｆ 飲食店

焼肉ホルモン但馬丸善大阪本店 大阪市天王寺区 勝山４－１０－２５ 飲食店

やきにく 萬野・本店 大阪市天王寺区 国分町２１－４０ 飲食店

焼肉萬野 上本町 大阪市天王寺区 上本町７－２－３０ 飲食店

焼肉萬野 天王寺 大阪市天王寺区 堀越町１６－６　ニイタカ天王寺駅前ビル　２・３Ｆ 飲食店

や台ずし 寺田町 大阪市天王寺区 大道３－１－５ 飲食店

炭火焼鳥 赤目 大阪市天王寺区 上汐３－７－１６ 飲食店

焼肉蘭 大阪市天王寺区 下味原町５－２４ 飲食店

魚八商店 鶴橋店 大阪市天王寺区 舟橋町１９－６ 飲食店

焼肉 めいげつ 大阪市天王寺区 舟橋町１８－２ 飲食店

炭火焼肉もん太 大阪市天王寺区 東高津町６－１２ 飲食店

焼肉鶴橋 本店 大阪市天王寺区 下味原町５－２３ 飲食店

焼肉吉田 新館 大阪市天王寺区 東上町３－１５ 飲食店

裏天王寺 肉寿司 大阪市天王寺区 堀越町１６－１６　天王寺ＵＤビル　１～４Ｆ 飲食店

紀州さかなや 大阪市天王寺区 上本町６－２－１２　出雲屋ビル　Ｂ１ 飲食店
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炭火焼肉鶴橋七輪 大阪市天王寺区 下味原町５－２４ 飲食店

炭焼あきない 大阪市天王寺区 上本町６－７－２２ 飲食店

ホルモン大和 寺田町店 大阪市天王寺区 大道４－２－７ 飲食店

鶏屋いちごいちえ上本町 大阪市天王寺区 上本町６－４－２３ 飲食店

焼肉 平和 大阪市天王寺区 悲田院町４－１７ 飲食店

TAYA 大阪上本町店 大阪市天王寺区 上本町６－１－５５　大阪上本町駅構内　２Ｆ サービス

Hair Design Rire 大阪市天王寺区 上本町７－２－１　日住ビル５Ｆ サービス

Ryunon 大阪市天王寺区 上本町９－３－３２　上町ビル　２Ｆ サービス

BelleCoupes ＋ 大阪市天王寺区 玉造元町２－３２　１Ｆ サービス

BelleCoupes 天王寺店 大阪市天王寺区 悲田院町９－２１　猪木ビル　５Ｆ サービス

ALLURE terrace 大阪市天王寺区 堀越町１６－９　毎日シルバービル　Ｂ２ サービス

DEARBARBER 大阪市天王寺区 生玉前町１－２８ サービス

ミキシー ハーツ 大阪市天王寺区 上本町５－７－２１ サービス

ル・サロン 本店 大阪市天王寺区 味原町１３－２５　ヴィルヌーブ上町台東　１Ｆ サービス

hair’s curare 大阪市天王寺区 上本町６－３－３１　うえほんまちハイハイタウン３Ｆ サービス

Freez CENTRAL 大阪市天王寺区 筆ケ崎町５－３８　ロイヤルパークス桃坂１Ｆ サービス

エスモ 大阪市天王寺区 堂ケ芝１－１１－１１ サービス

Cloe 天王寺 大阪市天王寺区 堀越町８－２２　サンクレール天王寺　１Ｆ サービス

powderpaperworks 大阪市天王寺区 大道２－２－６　ホーユウコンフォルト天王寺東　１Ｆ サービス

ヘア－ズロ－ 大阪市天王寺区 味原町２－１ サービス

BOOK OFF 天王寺駅前店 大阪市天王寺区 悲田院町９－２１ ショッピング

フクヤ 上六店 大阪市天王寺区 上本町６－２－２６ ショッピング

舞昆のこうはら天王寺店 大阪市天王寺区 堀越町１０－１３ ショッピング

赤松種苗 株式会社 大阪市天王寺区 堀越町１１－１１ ショッピング

GARDENER’S TENSHIBA 大阪市天王寺区 茶臼山町５－５５ ショッピング

播磨屋本店大阪天王寺店 大阪市天王寺区 堀越町１３－１８　銀泉天王寺ビル　１Ｆ ショッピング

アトリエ ぶぶ 大阪市天王寺区 上本町２－１－３２　ナニワランド上本町　１Ｆ ショッピング

WINE STORE Wassy’s 大阪市天王寺区 六万体町５－１３ ショッピング

ワッシーズダイニングスープル 大阪市天王寺区 六万体町５－１３　Ｗビル　３Ｆ ショッピング

本松葉屋 大阪市天王寺区 真法院町１－１４ ショッピング

精肉やまたけ 上六店 大阪市天王寺区 上本町６－４－５ ショッピング

萬野総本店 天王寺本店 大阪市天王寺区 勝山４－１１－３ ショッピング

富良野みるく工房 大阪市天王寺区 烏ケ辻２－１２－１１　グランデカワノ烏ケ辻　１Ｆ ショッピング

肉まんのや 大阪市天王寺区 国分町２１－４０ ショッピング

スリーエム 大阪市天王寺区 城南寺町８－２２ ショッピング

りくろーおじさんの店 JR 天王寺駅店 大阪市天王寺区 悲田院町１０－４５　ＪＲ天王寺中央改札アントレマルシェ内 飲食店

食品館アプロ夕陽丘店 大阪市天王寺区 六万体町１－３７ ショッピング

創佳菓匠招喜 大阪市平野区 加美正覚寺２丁目５－１６　 ショッピング

酔処　志 大阪市平野区 瓜破東４丁目２－２　 飲食店

ねはしでんき 大阪市平野区 長吉川辺２丁目１－１５　 ショッピング

ホルモン焼　はまやん 大阪市平野区 長吉出戸７丁目１１－２６　 飲食店
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クワハラ平野店 大阪市平野区 平野本町３丁目６－１８　 ショッピング

家具市 大阪市平野区 喜連１丁目８－２４　 ショッピング

綛谷家具〔イベント〕 大阪市平野区 喜連１丁目８－２４　 ショッピング

和牛焼肉　きたむら 大阪市平野区 流町３丁目１９－６　平野ハイツ１Ｆ 飲食店

Piggys 大阪市平野区 喜連西６丁目２－７１アネックス平野１Ｆ 飲食店

浅田クリ - ニング 1 大阪市平野区 平野本町１丁目１３－２１ サービス

フウセンマル 大阪市平野区 喜連西５丁目４－７３ 飲食店

レフティ スマイル 大阪市平野区 瓜破２丁目１－６４平野ビル２０３ サービス

京都錦わらい　喜連瓜破店 大阪市平野区 瓜破２－２－９ 飲食店

中国料理　橘屋　平野店 大阪市平野区 背戸口２－９－２６　２Ｆ 飲食店

一粋 大阪市平野区 喜連西４－７－２３ その他

焼屋たっとん亭平野店 大阪市平野区 喜連西６－２－８０　焼肉たっとん亭 飲食店

すし 一喜 大阪市平野区 長吉長原４－１８－４１　ジェネシスマンション　１Ｆ 飲食店

やきとり銀蔵 大阪市平野区 平野宮町２－９－２４　メゾン植田　１Ｆ 飲食店

シンプル サイモン 大阪市平野区 平野西４－１－１１　メイプルリーフ平野　１Ｆ サービス

ダイトー 大阪市平野区 喜連東５－１５－３ ショッピング

リバーノ リラックス ルーム 大阪市平野区 平野本町５－９－３２ サービス

アルシュ インプレッション 大阪市平野区 長吉出戸４－５－４７ サービス

ザ トラディショナルバ－バ－ エガオ 大阪市平野区 長吉長原１－８－１５　１Ｆ サービス

Soin de brace 瓜破 大阪市平野区 瓜破西１－８－２０　銀ビル　２Ｆ サービス

好服堂 大阪市平野区 長吉川辺１－北２－３１ ショッピング

橘屋 大阪市平野区 背戸口２－９－２６ 飲食店

おいで～菜 平野店 大阪市平野区 平野西５－２－２ ショッピング

KINJI 瓜破店 大阪市平野区 瓜破１－９－４４ ショッピング

スーパーことぶき 大阪市平野区 長吉長原西３－５－１７ ショッピング

かつや平野馬場店 大阪市平野区 平野馬場１－５－７ 飲食店

かつや喜連瓜破店 大阪市平野区 瓜破東１－２－２ 飲食店

スーパーサンコー平野店 大阪市平野区 喜連東１－４－５２ ショッピング

スーパーサンコー瓜破店 大阪市平野区 瓜破西１－１－４１ ショッピング

スーパーサンコー長吉店 大阪市平野区 長吉六反２－６－２６ ショッピング

ビス平野 大阪市平野区 平野本町１－８－３２　ビス平野 ショッピング

アルファ・喜連 大阪市平野区 喜連４－１７－２１ ショッピング

ひらの兆治 平野店 大阪市平野区 平野東３－７－１９ 飲食店

焼肉 大ちゃん 大阪市平野区 瓜破５－１－４３ 飲食店

らぱんあじーる 長吉長原店 大阪市平野区 長吉長原１ー４ー５　グランデール鹿島１Ｆ ショッピング

illhairlabo 大阪市旭区 新森２丁目１－２４　エクセルハイツ森小路１階 サービス

まごころ 大阪市旭区 千林２丁目１４－２３　ロイヤルシティ第１ビルＴ１０２ 飲食店

morist Shinmori 大阪市旭区 新森４丁目２７－２９トレパ－チェ新森１Ｆ ショッピング

風の街千林店 大阪市旭区 千林２－１５－３ 飲食店

魚伊 大阪市旭区 高殿４－８－１０ 飲食店

焼肉ホルモンまるよし精肉店千林大宮店 大阪市旭区 大宮３－２０－２８ 飲食店
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加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

韓菜和牛 大阪市旭区 大宮３－１８－１８ 飲食店

やきにくキッチン ぱくぱく 大阪市旭区 高殿１－６－１２ 飲食店

やきとりたづや千林大宮店 大阪市旭区 大宮２－２７－１８ 飲食店

RINKhair 大阪市旭区 千林２－１０－３１　丸吉ハイツ　１Ｆ サービス

TONAI lif 大阪市旭区 森小路２－１８－１ サービス

アサヒ 赤川店 大阪市旭区 赤川２－５－１３ ショッピング

TRUCK 大阪市旭区 新森６－８－４８ ショッピング

テーラー尚美堂 大阪市旭区 高殿３－２２－１３ ショッピング

結いはな 大阪市旭区 大宮２－２７－２４ ショッピング

祇園囃子千林店 大阪市旭区 千林２－１６－２３ 飲食店

食品館 アプロ 新森店 大阪市旭区 新森２－１８－１２ ショッピング

食品館アプロ中宮店 大阪市旭区 中宮２－１５－１０ ショッピング

ニューマルシェ 大阪市旭区 千林２－１２－７ ショッピング

ア－ネストバ－バ－チャンプ 大阪市旭区 今市２－９－１８ サービス

食品館アプロ旭店 大阪市旭区 中宮１－１０－１５ ショッピング

ママガ－ル駒川店 大阪市東住吉区 鷹合２丁目１－３　 ショッピング

Buon　Profumo 大阪市東住吉区 北田辺５丁目１１－３０　クワトロセゾン田辺１ａ サービス

サイクルマン東住吉湯里店 大阪市東住吉区 湯里２丁目１７－７　 ショッピング

アトリエノア 大阪市東住吉区 針中野４丁目１１－２０　 飲食店

ケセラ 大阪市東住吉区 駒川５丁目７－１６　 ショッピング

焼肉ハウス カウボーイ 大阪市東住吉区 住道矢田１丁目２５－１９ 飲食店

くろーばー 大阪市東住吉区 桑津１－８－３ 飲食店

フォルクス　針中野店 大阪市東住吉区 針中野４－１２－２１ 飲食店

フジオ軒　針中野店 大阪市東住吉区 中野３－８－４ 飲食店

お宝さん 大阪市東住吉区 東田辺１－１６－２０ 飲食店

友鉄 大阪市東住吉区 今川５－１－１　フィロソフィア１Ｆ 飲食店

ツムラヤ 大阪市東住吉区 鷹合２－１７－３０ 飲食店

焼肉韓バリバリ 大阪市東住吉区 鷹合１－３－３５ 飲食店

対州園湯里店 大阪市東住吉区 湯里２－１８－２　小林義ビル　１Ｆ 飲食店

牛王 大阪市東住吉区 杭全６－５－９ 飲食店

びっくりドンキー瓜破店 大阪市東住吉区 住道矢田５－１３－３ 飲食店

焼肉 海雲台ヘウンデ 大阪市東住吉区 鷹合２－１７－７ 飲食店

美味求真 幸 大阪市東住吉区 鷹合２－１－９ 飲食店

牛正 大阪市東住吉区 湯里６－２－２４　藤ハイツ　１Ｆ 飲食店

和牛工房ゆかり 大阪市東住吉区 北田辺６－１６－６ 飲食店

焼肉ホルモン多喜万 大阪市東住吉区 桑津２－１３－１２ 飲食店

焼肉きんぐ 東住吉店 大阪市東住吉区 中野３－１１－６ 飲食店

hair art juice キャト店 大阪市東住吉区 針中野３－８－２６ サービス

555 tete Light 大阪市東住吉区 南田辺１－１０－３９　エストヴァリ千扇 サービス

ワークオーボシ 大阪市東住吉区 矢田１－６－２ ショッピング

舞昆のこうはら本社店 大阪市東住吉区 田辺４－１２－１ ショッピング
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加盟店名 市区町村 所在地 ジャンル

株式会社千雅 大阪市東住吉区 矢田４－８－１０ ショッピング

タマトメ花遊館 大阪市東住吉区 湯里２－１９－１６ ショッピング

長崎ちゃんぽん十鉄 大阪東住吉店 大阪市東住吉区 矢田１－８－１ 飲食店

からやま東住吉今川店 大阪市東住吉区 今川１－６－１２ 飲食店

食品館 アプロ 矢田店 大阪市東住吉区 照ヶ丘矢田１－１１－１８ ショッピング

ビス 鷹宮店 大阪市東住吉区 駒川５－２２－１８ ショッピング

業務スーパー 今川店 大阪市東住吉区 今川５－６－１ ショッピング

ひらの兆治 桑津店 大阪市東住吉区 桑津１－９－１４ 飲食店

本格焼肉 八勝園 大阪市東成区 深江北２－２－１ 飲食店

棚かし屋 大阪市東成区 深江南３丁目２２－１８　 ショッピング

プレイス 大阪市東成区 東小橋１丁目１－３　テンガイビル１Ｆ サービス

芋や。むかい 大阪市東成区 神路４丁目６－２７　 飲食店

コ－ヒ－焙煎所 ZERO 大阪市東成区 東中本２丁目１－２１　ナカムラビル１Ｆ 飲食店

toto　BURGER 大阪市東成区 中道３丁目１４－１１　１Ｆソルーナ玉造 飲食店

海力 大阪市東成区 中道２丁目４－４　森ノ宮光栄ビル１Ｆ 飲食店

クラシック 大阪市東成区 東小橋３丁目１６－１７ ショッピング

山一 大阪市東成区 深江南１－１２－９　ランコントル新深江１Ｆ 飲食店

茶母鶴橋別館 大阪市東成区 東小橋３－１７－４ 飲食店

じょうじ 大阪市東成区 東中本２－２－２５ 飲食店

串揚げ料理みや田 大阪市東成区 東中本２－２－１０　ノバカネイチ緑橋１０４ 飲食店

鉄板ダイニング だらけ 大阪市東成区 大今里３－１５－７ 飲食店

ふぐかに処 心福 大阪市東成区 東小橋３－１８－２ 飲食店

鶴橋風月深江橋店 大阪市東成区 深江北１－２－５ 飲食店

珈琲館森ノ宮店 大阪市東成区 中道１－１－１　岡室ビル　２Ｆ 飲食店

焼肉 やまいち 大阪市東成区 大今里西２－１６－１５ 飲食店

肉匠紋次郎森之宮店 大阪市東成区 中道２－２１－１９ 飲食店

焼鳥のさくら 大阪市東成区 大今里西１－２７－２０ 飲食店

焼鳥のさくら 新深江店 大阪市東成区 大今里南６－５－１５ 飲食店

ボンドショップ大阪 大阪市東成区 東小橋１－１７－１９ ショッピング

HAIR STANDARD 大阪市東成区 深江北２－８－２１　サンア－ク深江橋ＨＡＩＲＳＴＡＮＤＡＲＤ サービス

DOLCE hair 今里店 大阪市東成区 大今里３－１４－２７ サービス

beautyroom fulfill 大阪市東成区 大今里３－２０－２３　島上ビル サービス

DoEN 緑橋店 大阪市東成区 東今里１－３－２ サービス

Soin de brace 今里 大阪市東成区 大今里３－１５－２１ サービス

ケントハウス 大阪市東成区 大今里南１－２１－１９ 飲食店

株式会社尾崎亀商店 大阪市東成区 深江北３－２０－１９ ショッピング

生鮮食品スーパー・アンフレ 大阪市東成区 東小橋３－１９－３ ショッピング

ビス進興 大阪市東成区 大今里１－３２－１８ ショッピング

業務スーパー 今里店 大阪市東成区 大今里西２－１－１０ ショッピング

鳥塾 大阪市東淀川区 上新庄３丁目１２－１６　 飲食店

理容マエダ× Butterfly 大阪市東淀川区 東中島４丁目１－１　 サービス
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コナえもん 大阪市東淀川区 東淡路４丁目１７－１０　 飲食店

割旬　つつ井 大阪市東淀川区 豊里６丁目１５－３　 飲食店

テーラー＆ブティック　モリタ 大阪市東淀川区 西淡路１丁目１５－８　 飲食店

串かつ居酒屋　はじけ家 大阪市東淀川区 豊新３丁目２５－７　セキスイマンション１Ｆ店舗 飲食店

フォルクス　上新庄店 大阪市東淀川区 豊新１－６－２８ 飲食店

びっくりドンキー 上新庄店 大阪市東淀川区 大隅１－６－１２ 飲食店

割烹たかせ 大阪市東淀川区 豊新１－１７－２３　モリビル　１Ｆ 飲食店

粉もん屋とん平 陸奥 豊里大橋 大阪市東淀川区 大道南１－６－９ 飲食店

繁鮨 大阪市東淀川区 下新庄６－１３－２３ 飲食店

開花亭 大阪市東淀川区 西淡路１－１７－１３ 飲食店

海鮮ダイニング元 大阪市東淀川区 小松１－９－１ 飲食店

黒毛和牛焼肉 龍 大阪市東淀川区 東淡路４－１７－１８ 飲食店

炭火焼炉暖 新大阪東口店 大阪市東淀川区 西淡路１－１－３６　新大阪ビル　１Ｆ 飲食店

焼肉 炙 大阪市東淀川区 小松１－１０－２２ 飲食店

海鮮屋台おくまん 淡路店 大阪市東淀川区 東淡路４－３３－３９ 飲食店

新大阪海鮮食堂おーうえすと 大阪市東淀川区 東中島１－２０－２　アネシス新大阪　１Ｆ 飲食店

コアフィール・ドゥ理容室 大阪市東淀川区 東中島３－１－８ サービス

フューズ 大阪市東淀川区 瑞光２－２－９ サービス

Aguhairchiffon 淡路 大阪市東淀川区 東淡路４－１８－１０　ＳＷＩＦＡビル　３Ｆ サービス

Soin de brace 上新庄 大阪市東淀川区 大桐２－９－７ サービス

江綿 キリンド 淡路店 大阪市東淀川区 淡路４－１９－１４ ショッピング

田村書店 上新庄店 大阪市東淀川区 上新庄２－２４－２４ ショッピング

菓匠あさだ淡路店 大阪市東淀川区 東淡路４－３３－１２ 飲食店

菓匠あさだ上新庄店 大阪市東淀川区 瑞光１－１５－２２ 飲食店

菓匠あさだ豊里本店 大阪市東淀川区 豊里６－１－２０ 飲食店

プチ・プランス 上新庄店 大阪市東淀川区 瑞光１－１１－４ 飲食店

プチ・プランス 豊里店 大阪市東淀川区 豊里７－３－２７ 飲食店

食品館 アプロ 上新庄店 大阪市東淀川区 豊新５－１４－６ ショッピング

イタリア料理 とんがらし 大阪市東淀川区 東淡路４－１８－１６　淡路ハニービル１０１ 飲食店

髪音色 Barber 大阪市東淀川区 小松１－１１－２１　丸忠ビル　１０６号 サービス

串かつ一力 大阪市此花区 西九条１丁目２２－１２　 飲食店

カフェ & 雑貨 & オ庭 ホソウヤ 大阪市此花区 春日出北３丁目１４－１２ 飲食店

金海 大阪市此花区 西九条２－６－２２ 飲食店

ふぐ右衛門 大阪市此花区 四貫島１－５－３　１Ｆ 飲食店

串かつの店たちばな 大阪市此花区 春日出北１－１－１４ 飲食店

coRon 大阪市此花区 島屋６－２－９０　リバーガーデンシティさくらオカＤ　１Ｆ サービス

zephyr 大阪市此花区 西九条２－３－１９ サービス

田村書店 西九条店 大阪市此花区 西九条１－３２－１７ ショッピング

全日食チェーンとりしま店 大阪市此花区 酉島４－１－１４ ショッピング

大阪カオマンガイカフェ 大阪市浪速区 難波中２丁目４－１４　 飲食店

鉄鍋餃子居酒屋　どやさっ！！ 大阪市浪速区 桜川４丁目１７－２　 飲食店
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メンズショップ　ライカ 大阪市浪速区 恵美須東３丁目１－１４　 飲食店

D.I.Y plus 大阪市浪速区 元町１丁目９－１４ ショッピング

ペッパーランチ南海難波店 大阪市浪速区 難波中１－１８－１２　パークサイドビル 飲食店

やまと屋寿司本店 大阪市浪速区 恵美須東２－４－３ 飲食店

鶴橋風月　OCAT 店 大阪市浪速区 湊町１－４－１　ＪＲ難波駅ＯＣＡＴビル　５Ｆ 飲食店

Magic　Spice　なにわ店 大阪市浪速区 稲荷１－１０－２０ 飲食店

ふぐ料理 しらかわ 大阪市浪速区 元町３－８－１２ 飲食店

串かつ　だるま　通天閣店 大阪市浪速区 恵美須東１－６－８ 飲食店

串かつ　だるま　ジャンジャン店 大阪市浪速区 恵美須東３－４－４ 飲食店

匠の細麺 つるとんたん 大阪市浪速区 敷津西２－１－１１ 飲食店

さかな屋六鮮新世界店 大阪市浪速区 恵美須東１－１７－７　コーラルリーフビル１Ｆ 飲食店

すし処まさる 大阪市浪速区 下寺２－３－１０ 飲食店

横綱　通天閣店 大阪市浪速区 恵美須東３－６－１ 飲食店

元祖 343 鮨　大国町本店 大阪市浪速区 敷津東２－５－１５　パルステージ難波南 飲食店

串かつ大吉 大阪市浪速区 恵美須東２－５－９ 飲食店

IlPoveroDiavolo 大阪市浪速区 敷津東２－２－１－３１７ 飲食店

海鮮居酒屋はっぴ 大阪市浪速区 元町３－１－１９ 飲食店

BRC NAMBA 大阪市浪速区 敷津東１－１－２１ 飲食店

TOKEN 大阪市浪速区 敷津東１－１－２１ 飲食店

イタリア処 tappa 大阪市浪速区 難波中１－１６－４　１Ｆ 飲食店

OKIDOKI 大阪市浪速区 桜川１－２－４　ＺＥＮ　１Ｆ 飲食店

ほぉ～むカフェ 大阪本店 2F 大阪市浪速区 日本橋４－９－１３　ＳＥＭビル　２Ｆ 飲食店

狸狸亭なにわ元町店 大阪市浪速区 元町３－１０－２０ 飲食店

串かつ だるま 動物園前店 大阪市浪速区 恵美須東２－４－５　ニュー三共 飲食店

イタリアン＆ BAR アトリエ 大阪市浪速区 敷津西２－４－４　大国町青山ビル別館１Ｆ 飲食店

蓬莱 パンチャン 大阪市浪速区 元町１－１０－２ 飲食店

蓬莱難波中店 大阪市浪速区 難波中１－１７－１２ 飲食店

つなぐ 大阪市浪速区 難波中１－４－２１　田水ビル　１Ｆ 飲食店

犇三昧 大阪市浪速区 桜川２－６－２３　宝ビル　５号室 飲食店

堂島グラッチェなんば店 大阪市浪速区 難波中２－１１－１ 飲食店

おやじの串や 大阪市浪速区 恵美須東２－４－１４ 飲食店

屋台焼肉コブスタ－ 大阪市浪速区 敷津東２－２－８ 飲食店

Jammy 大阪市浪速区 幸町１－３－６　エクセル道頓堀西１０２ 飲食店

福助 大阪市浪速区 幸町１－４－３ 飲食店

一風堂 なんば店 大阪市浪速区 難波中３－１－１７　角屋難波ビル　１Ｆ 飲食店

餃子酒場 ぴたり なんば店 大阪市浪速区 難波中１－６－２５　ナンバハイビル　１Ｆ 飲食店

やきにく CHAN 大阪市浪速区 幸町１－１－１１　クライスビル３　１Ｆ 飲食店

焼肉酒家じげん 大阪市浪速区 幸町２－３－７　桜川レヂデンス２Ｆ 飲食店

焼肉一正 大阪市浪速区 大国２－１－１６　パインブルックマンション１０５ 飲食店

ソウル焼肉 大阪市浪速区 敷津西２－１５－２ 飲食店

焼鶏だんな 大阪市浪速区 難波中１－９－６　宮守ビル１Ｆ 飲食店
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焼肉舌ぴん 大阪市浪速区 元町３－１１－１７　アーバンスペース元町１Ｆ 飲食店

餃子酒場 あめみや 大阪市浪速区 難波中１－１５－４ 飲食店

炭火焼き とりとりこ 大阪市浪速区 敷津西２－１－１６　１Ｆ 飲食店

焼肉力丸 なんば湊町店 大阪市浪速区 元町１－２－２　井上難波ビル　２Ｆ 飲食店

まるや精肉店 大阪市浪速区 難波中１－１２－１２ 飲食店

海鮮屋台おくまん 難波元町店 大阪市浪速区 元町１－２－９ 飲食店

utari 大阪市浪速区 桜川１－７－３０ サービス

株式会社シーズラボ シーズラボ難波 大阪市浪速区 難波中１－１０－４　南海野村ビル　３Ｆ サービス

nail salon SOU ナンバ店 大阪市浪速区 難波中３－１－１３　なんば西島ビル５０２ サービス

Infinity 大阪市浪速区 難波中３－４－４１　体東ビル　２Ｆ サービス

SyiSyu なんば本店 大阪市浪速区 難波中２－２－１２　有馬ビル６Ｆ サービス

La Boo hair 大阪市浪速区 桜川４－２－２７　貴志ビル　１Ｆ サービス

STARDUST 大阪市浪速区 元町２－４－２２　東伸ビル サービス

わんだーらんど なんば店 大阪市浪速区 難波中２－１－７ ショッピング

まんだらけ グランドカオス 大阪市浪速区 日本橋４－１２－６ ショッピング

イーイヤホン 大阪市浪速区 日本橋５－９－１９ ショッピング

ゲーマーズ なんば店 大阪市浪速区 日本橋３－８－１６ ショッピング

ファクトリーギアなんば店 大阪市浪速区 難波中２－７－２３　広和ビル　１Ｆ ショッピング

SFBC 大阪市浪速区 日本橋４－９－１５ ショッピング

イオシス 日本橋 4 丁目店 大阪市浪速区 日本橋５－１０－１ ショッピング

イオシス なんば店 大阪市浪速区 難波中２－５－１４ ショッピング

アシストウィッグ大阪日本橋店 大阪市浪速区 日本橋西１－１－４ ショッピング

ス－パ－ポテトオタロ－ド店 大阪市浪速区 日本橋３－８－１８　平田ビル　１Ｆ ショッピング

ドラゴンスター日本橋店 大阪市浪速区 難波中２－５－１２ ショッピング

ショーデン 1 ばん店 大阪市浪速区 日本橋３－８－９ ショッピング

シマムセン 大阪市浪速区 日本橋４－８－１１ ショッピング

シリコンハウス 大阪市浪速区 日本橋５－７－１９ ショッピング

逸品館 大阪市浪速区 日本橋西１－７－２８　トキワビル　１０１ ショッピング

とれじゃらす オタロ－ド店 大阪市浪速区 日本橋３－６－１６ ショッピング

買取りまっくす 日本橋店 大阪市浪速区 日本橋５－１２－２ ショッピング

買取りまっくす なんば店 大阪市浪速区 難波中２－２－２２ ショッピング

カンプリ大阪日本橋店 大阪市浪速区 日本橋５－１２－９　ヨコヅナビル　１Ｆ ショッピング

CARD BOX 日本橋店 大阪市浪速区 難波中２－５－１２　２Ｆ ショッピング

山中酒の店 大阪市浪速区 敷津西１－１０－１９ ショッピング

フルコンプ大阪日本橋店 大阪市浪速区 日本橋３－８－１８　平田ビル４Ｆ ショッピング

ヒーロー玩具研究所 大阪市浪速区 日本橋４－９－２１ ショッピング

ポポンデッタ 大阪日本橋店 大阪市浪速区 日本橋４－１０－３　雅光産ビル　３Ｆ ショッピング

GUN MALL OSAKA 大阪市浪速区 元町３－１１－２２　1・２Ｆ ショッピング

ヤマザキショップ イヌイ 大阪市浪速区 桜川４－１２－１２ ショッピング

トレカチャンス 日本橋店 大阪市浪速区 日本橋３－６－２０ ショッピング

Ayin 大阪市浪速区 幸町１－２－５　匠空ビル１・２Ｆ ショッピング
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株式会社三源 大阪市浪速区 難波中３－９－１０ ショッピング

ボークス大阪ショールーム 大阪市浪速区 日本橋４－９－１７　２Ｆ ショッピング

すぱいらる大阪日本橋店 大阪市浪速区 日本橋西１－１－１８　安田西ビル　４Ｆ ショッピング

浪芳庵本店 大阪市浪速区 敷津東１－７－３１ ショッピング

マルツ大阪日本橋店 大阪市浪速区 日本橋５－１－１４ ショッピング

ジャングル 大阪市浪速区 日本橋３－４－１６ ショッピング

ジャングルメカストア 大阪市浪速区 日本橋３－７－５ ショッピング

MASH 大阪市浪速区 稲荷１－１１－２７ ショッピング

PC ワンズ 大阪市浪速区 日本橋４－１２－１ ショッピング

有限会社 杉本商店 大阪市浪速区 日本橋４－１６－１０ ショッピング

中尾電機本店 大阪市浪速区 日本橋４－１４－３ ショッピング

オオカワ桜川店 大阪市浪速区 桜川２－６－２６ ショッピング

AsiaMart 新天地 大阪市浪速区 下寺１－１－３ ショッピング

高級食パン専門店 嵜本本店 大阪市浪速区 難波中２－３－１８ 飲食店

嵜本 BakeryCafe 大阪市浪速区 難波中２－３－１８　２Ｆ 飲食店

食品館桜川店 大阪市浪速区 桜川３－１－２０ ショッピング

福服堂 じゃんじゃん店 大阪市浪速区 恵美須東３－１－１０ ショッピング

すし留 大阪市淀川区 宮原２丁目８－１５　 飲食店

居酒屋　芳 大阪市淀川区 東三国１丁目１９－１　 飲食店

焼肉ライク　十三店 大阪市淀川区 十三本町１丁目８－１６　十三本町ビル１Ｆ 飲食店

お好みハウス　ドンドン 大阪市淀川区 西中島６丁目３－３２　第２新大阪ビル１Ｆ 飲食店

すし留 大阪市淀川区 宮原２丁目８－１５　 飲食店

INDIA　CURRY　CLUB 大阪市淀川区 新北野１丁目９－２７　マキノビル１Ｆ 飲食店

肉酒場犇屋西中島店 大阪市淀川区 西中島４丁目２－２６　天神ビル１Ｆ 飲食店

センブリヤ 二宮薬店 大阪市淀川区 十三本町１丁目２１－４ ショッピング

和屋 大阪市淀川区 十三東３丁目２５－７ 飲食店

ノムラ化粧品店 大阪市淀川区 木川西２丁目２１－８ ショッピング

らーめん亀王オールドセレクション西中島店 大阪市淀川区 西中島３－２０－１８　新大阪ファミリービル 飲食店

串揚げキッチン　だん　十三店 大阪市淀川区 十三東２－９－１４　第一ビル　１Ｆ 飲食店

上海料理 真水無香 大阪市淀川区 西中島４－８－４ 飲食店

そばよし 西中島店 大阪市淀川区 西中島３－２０－３ 飲食店

そば処 松風 大阪市淀川区 十三本町１－１４－１２ 飲食店

炉ばた然家 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅１Ｆ 飲食店

ひょうたん寿し新大阪店 大阪市淀川区 西中島３－１９－７　ユヤマビル１Ｆ 飲食店

ひょうたん寿し 西中島店 大阪市淀川区 西中島４－８－２６ 飲食店

太郎坊寿し 大阪市淀川区 十三本町１－８－４ 飲食店

甚九郎 大阪市淀川区 東三国４－４－１１ 飲食店

yanaken　boo 大阪市淀川区 宮原１－１－１　新阪急ビル３　３ 飲食店

メッセ熊 新大阪店 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅構内 飲食店

旬彩 つむぎ 大阪市淀川区 西中島４－５－２０ 飲食店

炭火焼鶏まくら 大阪市淀川区 東三国４－１－１ 飲食店
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肉家串八 西中島本店 大阪市淀川区 西中島３－２１－４ 飲食店

割烹 八彩 大阪市淀川区 宮原２－１３－１　サンパレス新大阪　１Ｆ 飲食店

大衆ビストロ匠 大阪市淀川区 西中島６－８－９　花原第一ビル　１０１号 飲食店

ヴァリオ 大阪市淀川区 十三東２－８－１５ 飲食店

バールイルソーレ 大阪市淀川区 西中島５－１１－１０　第三中島ビル　１Ｆ 飲食店

虎寿司 淀川店 大阪市淀川区 宮原２－１－４２ 飲食店

BeerRestaurantGIGI 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅１Ｆ 飲食店

Bistro よし川 大阪市淀川区 十三本町２－３－１３ 飲食店

春駒寿し 大阪市淀川区 西中島３－１９－２　三つ矢ビル 飲食店

THE BAR 新大阪 大阪市淀川区 西宮原１－８－３３　日宝新大阪第二ビル　１０１ 飲食店

満月西中島店 大阪市淀川区 西中島４－２－９　ＮＬＣ第五ビル　１Ｆ 飲食店

ととすし 大阪市淀川区 塚本１－９－８ 飲食店

Two Chefs 大阪市淀川区 十三東１－８－１２ 飲食店

海鮮ととまる 大阪市淀川区 塚本１－１９－１９　１Ｆ 飲食店

芙蓉麻婆麺十三 大阪市淀川区 十三東１－７－１９ 飲食店

びっくりドンキー加島店 大阪市淀川区 加島４－１６－５ 飲食店

酒菜や いしもん 大阪市淀川区 西中島４－７－１２　新大阪スターハイツ１Ｆ 飲食店

丸三寿し 大阪市淀川区 宮原２－１３－１７ 飲食店

トラットリア チェーロ 大阪市淀川区 西中島６－３－１３ 飲食店

四季自然喰処たちばな 新大阪本店 大阪市淀川区 宮原３－４－３０　ニッセイ新大阪ビル　２Ｆ 飲食店

とれとれ屋 三国店 大阪市淀川区 新高４－１－３８ 飲食店

増風 大阪市淀川区 西中島３－１２－１５　新大阪龍馬ビル　１Ｆ 飲食店

ふぐかに専門 かに福 大阪市淀川区 十三東３－２６－７ 飲食店

ふぐと鯨しお福 大阪市淀川区 西中島３－１８－２１　ＮＬＣ新大阪１８号館　１Ｆ 飲食店

ぬくぬく屋 十三店 大阪市淀川区 新北野１－９－３０ 飲食店

珈琲館阪急三国駅店 大阪市淀川区 三国本町３－３７－１　ヴュール阪急三国　１Ｆ 飲食店

福えびす 西中島店 大阪市淀川区 西中島３－１３－６ 飲食店

炭火焼鳥くわどり 十三店 大阪市淀川区 十三東２－７－１５ 飲食店

ホルモン本舗 南方店 大阪市淀川区 西中島３－１７－１６ 飲食店

旬魚菜 磯一 新大阪店 大阪市淀川区 宮原３－４－３０　ニッセイ新大阪ビル１Ｆ 飲食店

昭和大衆ホルモン 十三店 大阪市淀川区 十三本町１－１－１６ 飲食店

板前焼肉 一笑 西中島 大阪市淀川区 西中島５－９－６　新大阪サンアール本館１０２ 飲食店

居酒屋 魚人 本店 大阪市淀川区 西中島３－１３－１４　タカミビル２Ｆ 飲食店

村さ来新大阪店 大阪市淀川区 西中島５－１４－１０　カトキチ新大阪ビル　１Ｆ 飲食店

肉匠紋次郎東三国店 大阪市淀川区 東三国４－１４－２２　リードハイツ１Ｆ 飲食店

もつ鍋・串かつ まなや 大阪市淀川区 宮原５－２－１９ 飲食店

焼肉 一新家 大阪市淀川区 三国本町３－３０－１２ 飲食店

串カツ酒場どん 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅１Ｆ 飲食店

居酒屋蔵人 大阪市淀川区 十三本町１－９－３　石垣ビル 飲食店

梅田明月館十三店 大阪市淀川区 十三本町２－６－２　第２長尾ビル 飲食店

なかの食鶏十三店 大阪市淀川区 十三本町２－１－１７　ナポリ十三ビル　１Ｆ 飲食店
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馬肉専門店 虎桜 大阪市淀川区 西中島３－１７－１０　新大阪第二南ビル３Ｆ 飲食店

やきにく百番 大阪市淀川区 西中島４－８－２８　Y's ビルディング１Ｆ 飲食店

串蔵 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅１Ｆ 飲食店

串や 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅１Ｆ 飲食店

下町居酒屋らいどおん 大阪市淀川区 西中島３－１９－１９　寿ビル１Ｆ 飲食店

街の肉バル Buff 西中島店 大阪市淀川区 西中島４－３－５　NLC セントラルビル１Ｆ 飲食店

真肉焼屋 大阪市淀川区 十三本町１－１４－１５ 飲食店

肉と魚とおでん マウンテン 大阪市淀川区 西中島１－１２－１９　オオヤマビル１Ｆ 飲食店

焼肉処 彩 大阪市淀川区 塚本２－１７－１３ 飲食店

牛虎西中島 大阪市淀川区 西中島４－３－２１　Ｂ１Ｆ 飲食店

大阪焼肉ホルモンふたご西中島南方店 大阪市淀川区 西中島３－１７－１４ 飲食店

蕎麦と地鶏串焼 弦 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅１Ｆ 飲食店

とりだん東三国店 大阪市淀川区 東三国６－１０－１０　グレイスフル第２東三国Ⅰ　１０２ 飲食店

肉のきっしゃん本店 大阪市淀川区 西中島３－１３－１４　タカミビル　１Ｆ 飲食店

銀だこ大衆酒場 新大阪店 大阪市淀川区 西中島３－２０－１０　三京新御堂ビル 飲食店

炭火焼肉但馬屋東三国 大阪市淀川区 東三国６－１０－１０ 飲食店

炭火焼鳥とりだん 十三店 大阪市淀川区 十三本町１－７－３２ 飲食店

焼肉松本別邸 大阪市淀川区 宮原５－４－１８ 飲食店

魚料理 ふじい 大阪市淀川区 西中島３－２２－２ 飲食店

おさかな酒場 まえでん 十三店 大阪市淀川区 十三東２－９－１６　北川ビル　１Ｆ 飲食店

鉄板屋 な 大阪市淀川区 西中島４－９－３４ 飲食店

MOSAIQUE 大阪市淀川区 宮原１－１９－２３　ステュディオ新御堂 サービス

サロン ド オーヴ 新大阪店 大阪市淀川区 西中島４－３－５　ＮＬＣセントラルビル　６０１号 サービス

SALON47184 大阪市淀川区 宮原２－１１－５　メゾン新大阪北１０１号 サービス

MENS HAIR AZ 大阪市淀川区 西中島６－３－３２　第二新大阪ビル　１０３ サービス

FRAMEhair 大阪市淀川区 宮原５－４－２ サービス

Battery 大阪市淀川区 本２－２２－１４ サービス

Vita Grazie 大阪市淀川区 東三国５－１２－６　三国中央ビル１０２ サービス

JOY ／ BOX 新大阪店 大阪市淀川区 西中島６－６－９　白倉マンション　１Ｆ サービス

ブル－ム エア－ 大阪市淀川区 新高３－１０－８ サービス

KALEIDOSCOPE 大阪市淀川区 東三国１－３２－２９ サービス

CUTHOUSE WIN． 大阪市淀川区 十三東１－９－８　スペランスァ十三東　１Ｆ サービス

NILLU 大阪市淀川区 本２－２７－１１　江本ビル　１Ｆ サービス

パシパラマカロン 大阪市淀川区 西三国３－１－３４ サービス

Aguhair aris 十三 大阪市淀川区 十三東２－１２－３７　丸宗ビル　２Ｆ サービス

アイチワワヌーピー 大阪市淀川区 西中島２－１５－５　新大阪グランドマンション　１Ｆ サービス

ヌーム 塚本店 バイ モードケイズ 大阪市淀川区 塚本２丁目２８－５　吉恵ハイツ２Ｆ サービス

Soin de brace 西中島 大阪市淀川区 西中島３－１０－１３　物産ビル　２Ｆ サービス

センキューショップ 大阪市淀川区 十三東１－１２－１１ ショッピング

高山堂 新大阪店 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅３Ｆ 飲食店

カンプリ新大阪店 大阪市淀川区 西中島５－１１－２０　クニヤビル　１Ｆ ショッピング
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喜八洲総本舗 十三本店 大阪市淀川区 十三本町１－４－２ 飲食店

類農園直売所 西中島南方店 大阪市淀川区 西中島４－３－２　類ビル　１Ｆ ショッピング

フレッシュしみず加島店 大阪市淀川区 加島３－５－２７ ショッピング

食品館木川店 大阪市淀川区 十三東４－１－７ ショッピング

業務スーパー 十三店 大阪市淀川区 十三本町１－１９－２１ ショッピング

四季の珍串屋 串久 大阪市淀川区 東三国１－１５－４　第二メゾン樋口１Ｆ 飲食店

炭火焼　櫻坊 大阪市港区 夕凪２丁目１７－７　拓マンション１Ｆ 飲食店

洋菓子夢工房　アミ・デ・ク－ル 大阪市港区 弁天２丁目１番８－１１０号　 ショッピング

多古安 大阪市港区 夕凪１－１５－５ 飲食店

菜花野 大阪市港区 波除３－３－９ 飲食店

とと海月 大阪市港区 波除３－２－７ 飲食店

CAFE1923 大阪市港区 海岸通２－６－３９ 飲食店

AKARENGA STEAK HOUSE 大阪市港区 海岸通２－６－３９ 飲食店

鶴橋風月弁天町店 大阪市港区 弁天１－２－２　大阪ベイタワーイースト　３Ｆ 飲食店

OLDIES THEATER 大阪市港区 弁天１－２－２－３００　オーク２００　３Ｆ 飲食店

創作寿司ひかり 大阪市港区 築港３－６－１６ 飲食店

やきとり南 三先店 大阪市港区 三先１－１０－３４ 飲食店

黒毛和牛焼肉一市岡店 大阪市港区 磯路３－８－２４ 飲食店

やきとりみなみ 大阪市港区 夕凪１－７－３１ 飲食店

とりだん 市岡店 大阪市港区 市岡１－４－２４ 飲食店

居酒屋 いざ新 大阪市港区 波除３－４－７ 飲食店

中元商店 弁天店 なかもと 大阪市港区 波除３－９－６ ショッピング

酒専門 おおかわ酒店 大阪市港区 市岡元町３－４－１ ショッピング

ニッコー 波徐店 大阪市港区 波除２－９－２１ ショッピング

食品館 アプロ 南市岡店 大阪市港区 南市岡３－１０－２１ ショッピング

業務スーパー 市岡店 大阪市港区 磯路３－８－２４ ショッピング

業務スーパー 弁天町店 大阪市港区 波除６－１－５ ショッピング

よってこ 大阪市生野区 巽中２丁目１３－１５　 飲食店

一力 大阪市生野区 中川東１丁目１－１３ 飲食店

鶴橋風月　桃谷店 大阪市生野区 桃谷３－６－２２ 飲食店

韓国炉端 万宝家 大阪市生野区 新今里３－１１－２０ 飲食店

てっちり 修玄 大阪市生野区 巽北１－８－２２ 飲食店

あじ平 大阪市生野区 新今里７－２－５ 飲食店

グリルポッケ 大阪市生野区 桃谷２－２８－１７ 飲食店

新京愛館 大阪市生野区 中川２－１６－２０ 飲食店

すしおやじ巻平 大阪市生野区 小路東２－３－２７ 飲食店

とげさん 大阪市生野区 新今里５－１－２３ 飲食店

松寿司 大阪市生野区 中川６－１０－１３　秋山ビル　１Ｆ 飲食店

ネネチキン大阪 1 号 大阪市生野区 桃谷３－７－１６　ジョンノタウン　２・３Ｆ 飲食店

鮨 えびす 大阪市生野区 中川西２－６－１－１Ｆ 飲食店

KENJI．COW 大阪市生野区 新今里４－３－２６ 飲食店
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舟屋 寺田町店 大阪市生野区 生野西２－１－３４ 飲食店

ふぐ太郎 大阪市生野区 新今里３－２－５　キッポービル１Ｆ 飲食店

寿司処八十八 大阪市生野区 中川２－２－１３ 飲食店

珈琲館北巽店 大阪市生野区 巽北３－１５－２４　豊都ビル　１０１ 飲食店

てっちり あじ平 大阪市生野区 小路東４－３－２５ 飲食店

コリアンダイニング 李朝園 生野店 大阪市生野区 巽中３－８－４０ 飲食店

活喜寿し 大阪市生野区 小路東１－３－２２ 飲食店

ふくまさ 大阪市生野区 巽西２－５－２７ 飲食店

デチョルはペゴパ 大阪市生野区 鶴橋３－８－３８ 飲食店

焼肉ひふみ 大阪市生野区 小路東１－５－２４ 飲食店

焼肉 松蘭 大阪市生野区 小路２－２６－２５ 飲食店

とりだん 北巽店 大阪市生野区 巽東１－１－３６ 飲食店

焼肉の小川 大阪市生野区 巽中４－１６－２０ 飲食店

NINA BY SNIP 大阪市生野区 巽南３－１２－１６ サービス

オンセンド 生野小路店 大阪市生野区 小路東５－６－１０　食品館アプロ生野小路　２Ｆ ショッピング

OLD プラス 生野店 大阪市生野区 巽中３－１５－２ ショッピング

山口食品 大阪市生野区 桃谷４－１８－２１ ショッピング

イサミ 本店 大阪市生野区 林寺４－１４－３０ ショッピング

からやま生野小路店 大阪市生野区 小路２－２２－１５ 飲食店

ビス千代 大阪市生野区 桃谷５－３－１７ ショッピング

食品館アプロたつみ店 大阪市生野区 巽東２－９－１６ ショッピング

食品館 アプロ 大池橋店 大阪市生野区 中川６－１０－１７ ショッピング

食品館アプロ生野小路店 大阪市生野区 小路東５－６－１０ ショッピング

業務スーパー 桃谷店 大阪市生野区 桃谷１－１０－２２ ショッピング

シーシーラボ 大阪市生野区 新今里４－１－９　プライム今里１Ｆ サービス

牛雲 大阪市福島区 鷺洲２丁目６－２０　２Ｆ 飲食店

串カツダイニング　はれる 大阪市福島区 野田３丁目１２－１７　マルサンビル１Ｆ 飲食店

割烹　ふくすけ 大阪市福島区 福島５丁目１３－１　上翔ビル２Ｆ 飲食店

AOLANI　CAFE 大阪市福島区 海老江６丁目２－８　 飲食店

鉄板厨房　広島焼き　お多福 大阪市福島区 福島７丁目６－１９　 飲食店

トラットリア　ダ　プ－ピ 大阪市福島区 福島３丁目１４－５　 飲食店

7 時間 15 分 大阪市福島区 福島５丁目６－１３ ショッピング

イカれた鮨屋 大阪市福島区 福島２－３－２３　中之島ＭＳビル　１Ｆ　中央 飲食店

龍徳翅 大阪市福島区 福島５－７－２２　山崎ビル　１Ｆ 飲食店

L　SIDE　CAFE 大阪市福島区 海老江１－５－４５　レクサス大阪福島内 飲食店

すし屋　蓮太郎 大阪市福島区 福島７－２１－７ 飲食店

とっつぁん　福島店 大阪市福島区 福島７－１　ＪＲ環状線高架下　福島第２区　５Ａ一部・６Ａ・７Ａ 飲食店

鮨　まつやま 大阪市福島区 福島５－１０－９ 飲食店

IL　Alberta　福島店 大阪市福島区 福島５－６－１８ 飲食店

JuTurna 大阪市福島区 福島１－１－１７　堂島リバーフォーラム２Ｆ 飲食店

ad hoc 大阪市福島区 福島１－１－４８　ほたるまち 飲食店
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IL LUOGO DI TAKEUCHI 大阪市福島区 福島５－１－２６　MF 西梅田ビル 飲食店

とり焼一本松 大阪市福島区 福島５－１４－１０ 飲食店

すし青木 大阪市福島区 福島６－２０－６　藤井ビル１０４ 飲食店

土山人大阪 大阪市福島区 福島１－１－４８　堂島クロスウォーク　１Ｆ 飲食店

すし処　裕喜 大阪市福島区 大開１－１６－２５ 飲食店

バルザル福島店 大阪市福島区 福島５－１４－１２　稲垣プラザビル２　１Ｆ 飲食店

四季 おりおり 大阪市福島区 吉野２－８－１０ 飲食店

トラットリアダジャコモ 大阪市福島区 福島５－６－１１　シュエット吉本２Ｆ 飲食店

インドレストラン DIWALI 大阪市福島区 福島１－１－５１　堂島クロスウォーク１Ｆ 飲食店

ビッレリア　ピッツエリア　ルーチェ 大阪市福島区 福島７－１　環状線高架下　福島第２区第１ 飲食店

ねた市 福島店 大阪市福島区 福島７－７－８ 飲食店

楽心 大阪市福島区 福島１－６－１４ 飲食店

黒猫 大阪市福島区 福島１－２－３７　ロイヤルハイツ丹後１Ｆ 飲食店

MACELLERIAdiTAKEUCHI 大阪市福島区 福島５－８－１７ 飲食店

肴と鮨ほしつき 大阪市福島区 福島７－５－１５　出水ビル　２Ｆ 飲食店

ぷーれ 大阪市福島区 福島７－７－２２　古高マンション　１Ｆ 飲食店

焼肉ソムリエ 萬樹亭 大阪市福島区 福島２－１－４１ 飲食店

ミチノ・ル・トゥールビヨン 大阪市福島区 福島６－９－１１　神林堂ビル　１Ｆ 飲食店

福島桜屋 大阪市福島区 福島５－１２－１９　南出ビル　１Ｆ 飲食店

肴・和洋酒 マツケン 大阪市福島区 鷺洲１－１２－３７　三六荘ビル　１０３号 飲食店

BOGART’S CAFE 大阪市福島区 福島１－１－１２　堂島リバーフォーラム　１Ｆ 飲食店

寿し處あま野 大阪市福島区 福島１－６－４ 飲食店

MAMEZO ＆ CAFE 大阪市福島区 福島１－１－４８ 飲食店

奏煖 大阪市福島区 福島７－７－２１ 飲食店

炭火手焼き鰻 堀忠 大阪市福島区 野田４－６－２４　高松屋ビル１Ｆ 飲食店

鮨処 敏 大阪市福島区 福島７－７－８　１Ｆ 飲食店

鮨永吉 大阪市福島区 福島２－３－２３ 飲食店

プラチナフィッシュイワシ 大阪市福島区 福島７－２２－１７　BRAVI 福島ビル４Ｆ 飲食店

志な乃亭 野田阪神店 大阪市福島区 大開１－１４－１９ 飲食店

551 蓬莱 福島店 大阪市福島区 福島３－６－１０ 飲食店

鮨ふみ 大阪市福島区 福島７－７－２４　スリーエスビル１Ｆ 飲食店

MAREVIGNA 大阪市福島区 福島１－６－２７ 飲食店

福島あじ平 大阪市福島区 福島７－７－７ 飲食店

Velvet Virgo 大阪市福島区 福島５－６－６ 飲食店

なか田別邸 大阪市福島区 福島１－４－４　セントラル７０　１Ｆ 飲食店

LIEN 大阪市福島区 福島１－７－２１　ひまわりビル　１Ｆ 飲食店

浦江亭 大阪市福島区 福島６－９－１５　北一ビル　１Ｆ 飲食店

浦江亭 大阪市福島区 福島７－１６－１０　吉村ビル　１Ｆ 飲食店

アロイチンチン 大阪市福島区 福島２－３－３　ＨＳアサミビル　１Ｆ 飲食店

牛語 大阪市福島区 福島１－６－１８ 飲食店

旬彩鉄板 喜積 大阪市福島区 福島７－９－１８　寺川ビル　１Ｆ 飲食店
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隠れ鉄板酒場 風流 大阪市福島区 鷺洲１－１２－３６　三六荘ビル１０１ 飲食店

焼肉 海老洲 大阪市福島区 海老江２－９－１５ 飲食店

堂島グラッチェ福島店 大阪市福島区 福島５－６－６ 飲食店

もんじゃ麦福島店 大阪市福島区 福島５－１２－４ 飲食店

FOUJITA 大阪市福島区 福島３－９－１５ エンターテイメント

ごんざ福島店 大阪市福島区 福島５－１２－２３　藤永ビル２Ｆ 飲食店

すし処 つま美 大阪市福島区 福島４－５－５５ 飲食店

メゾンチャイナ ウメモト 大阪市福島区 福島４－２－６５ 飲食店

カフェ バーンホーフ 大阪市福島区 吉野１－１４－８ 飲食店

ビストリア 魚タリアン 大阪市福島区 福島７－４－２４ 飲食店

魚タリアン YO 大阪市福島区 福島７－５－２　１Ｆ 飲食店

魚 China YO 大阪市福島区 福島７－４－２５ 飲食店

Liaison 大阪市福島区 福島３－１２－２０　ツインコート福島　１Ｆ　Ｂ 飲食店

マンマパルマ 大阪福島店 大阪市福島区 福島５－１１－９ 飲食店

極薄ラムしゃぶ専門工藤羊肉店福島店 大阪市福島区 福島５－１４－１２　稲垣ビルプラザ　２～３Ｆ 飲食店

頂 大阪市福島区 福島２－２－１１ 飲食店

THE VILLAGE OSAKA 大阪市福島区 福島１－５－１２ 飲食店

ふくみ屋 焼肉店 大阪市福島区 吉野３－１－２６ 飲食店

もみだれ 辛ホルモン 獅子楼 大阪市福島区 福島１－２－１４ 飲食店

六徳恒河沙 大阪市福島区 福島２－９－１０ 飲食店

お好み酒家 ん “un” 大阪市福島区 福島１－６－３１ 飲食店

Rikyu 福島 大阪市福島区 福島５－１０－１４ 飲食店

NORESORE 福島 大阪市福島区 福島５－１１－９ 飲食店

モンディアルカフェ 328 ゴールドラッシュ 大阪市福島区 福島２－８－２２　福田ビル１Ｆ 飲食店

ハチマル蒲鉾 大阪市福島区 福島５－６－１３ エンターテイメント

Kenny．row． 大阪市福島区 福島３－１３－１２ 飲食店

鮮や丸 大阪市福島区 吉野３－７－６ 飲食店

福乃城 大阪市福島区 鷺洲２－９－１４ 飲食店

藤乃 大阪市福島区 福島３－９－１０ 飲食店

ラ・クチネッラ・ディ・ヤマモト 大阪市福島区 福島２－１０－１２ 飲食店

割烹ふくすけ 大阪市福島区 福島５－１３－１　上翔ビル　２Ｆ 飲食店

炭火割烹いしい 大阪市福島区 福島７－１７－１１　福島７ビル 飲食店

あんばらんす 大阪市福島区 海老江２－２－７ 飲食店

鉄板屋 欣 大阪市福島区 福島３－８－１０ 飲食店

EL ALMA 大阪市福島区 福島８－１９－１２ 飲食店

ボーノボーノ 大阪市福島区 福島７－６－２３　日の出ビル２Ｆ 飲食店

ミンミン 福島店 大阪市福島区 福島７－２１－１５ 飲食店

鮨 かなさ 大阪市福島区 福島４－４－２４ 飲食店

魚のすすめ 大阪市福島区 福島１－４－４　セントラル７０　１Ｆ 飲食店

焼肉一野田阪神店 大阪市福島区 吉野１－２０－２５　レジデンス野田阪神１Ｆ 飲食店

炭火焼肉 ここから屋 大阪市福島区 福島１－６－１２ 飲食店
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野田肉焼屋 大阪市福島区 吉野２－１－７ 飲食店

魚屋 十忠八九 大阪市福島区 福島７－２　環状線高架下福島第３区第７ 飲食店

炭火焼とり居酒屋 吉鳥 大阪市福島区 海老江５－１－８ 飲食店

福島金魚 大阪市福島区 福島５－１０－１７ 飲食店

鉄板焼とワイン×日本酒 COCOLO 新 大阪市福島区 福島２－８－１０　２Ｆ 飲食店

やきとり武 大阪市福島区 福島５－１３－２　福島ＭａｒｕＢＬＤ　２Ｆ 飲食店

炭火焼き鳥鶏と畑 大阪市福島区 福島１－５－２ 飲食店

日本酒と焼鳥百 大阪市福島区 福島１－６－１０　パールスタイル福島　１Ｆ 飲食店

板前焼肉一笑福島店 大阪市福島区 福島５－１１－２ 飲食店

牛ホルモン串 吉村 大阪市福島区 福島２－７－１３　１Ｆ 飲食店

本気炭火焼鶏料理 壱屋 福島店 大阪市福島区 福島７－１１－５２　２Ｆ 飲食店

街の肉バル Buff 福島店 大阪市福島区 福島７－２ 飲食店

おさかな番長 大阪市福島区 福島７－７－１０ 飲食店

炭火焼鳥くわどり 大阪市福島区 吉野２－１－２６ 飲食店

焼肉肉どうし福島店 大阪市福島区 福島５－８－６ 飲食店

やきにく宵緒 大阪市福島区 福島５－１７－４０ 飲食店

海鮮居酒屋 天ぷら番長 大阪市福島区 福島２－８－１２ 飲食店

彩苑 大阪市福島区 福島８－２１－１ 飲食店

牛たんと野菜巻き串 おくお 福島店 大阪市福島区 福島２－８－１０ 飲食店

焼肉 七つ星 福島店 大阪市福島区 福島５－９－１１ 飲食店

海鮮屋台おくまん 福島店 大阪市福島区 福島７－１４－１６ 飲食店

焼肉いっしゃん 大阪市福島区 大開１－１５－３０　クレートアドバンス　１Ｆ 飲食店

鶏や 一十 大阪市福島区 福島８－１７－５ 飲食店

La chic 大阪市福島区 海老江２－１－４　２Ｆ サービス

aria 大阪市福島区 鷺洲３－１０－６　ｖｉｖａｃｅ鷺洲　１Ｆ サービス

ハーレーダビッドソン 大阪 大阪市福島区 福島４－６－２ ショッピング

ヘアーメイクネクスト 野田阪神店 大阪市福島区 海老江１－１－３１　阪神野田センタービル１Ｆ サービス

BRICK 大阪市福島区 福島７－６－２３　日の出ビル　２Ｆ サービス

RECALO 大阪市福島区 福島１－５－１８　アクサンビル　３Ｆ サービス

LianA Nail 大阪市福島区 福島８－８－３　ランドマーク福島 サービス

RGBgarage 大阪市福島区 福島６－９－１５　北一ビル　１Ｆ サービス

LOVE 大阪市福島区 福島４－５－５６　三好ビル　２Ｆ サービス

ヘアー サロン ボーテ 大阪市福島区 福島８－１５－１４　ミヤビル　１Ｆ サービス

physics 大阪市福島区 海老江２－４－１６　プールトゥジュール梅田ウエスト１Ｆ サービス

Nijichaw 大阪市福島区 福島２－８－１６　コトブキビル　２Ｆ サービス

ランプ 大阪市福島区 福島５－１０－２３　菊一ビル　２Ｆ サービス

Belle 福島店 大阪市福島区 海老江７－９－２０ サービス

FACE TOO 福島店 大阪市福島区 福島５－１７－３５　ジャンプビル　２Ｆ サービス

Noa 大阪市福島区 福島５－１３－８－２Ｆ サービス

suco 大阪市福島区 福島２－８－２２－６０１ サービス

ル・サロン 福島店 大阪市福島区 福島７－２２－９ サービス
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GRAND 大阪市福島区 鷺洲１－１２－７ サービス

JUPITER 大阪市福島区 吉野３－１ サービス

HAIR ＆ RELAXATIONRUTA 大阪市福島区 鷺洲１－１２－２５ サービス

Totia 福島 大阪市福島区 福島４－２－７２　かど加賀ビル　１Ｆ サービス

Regalo 大阪市福島区 福島２－９－１ サービス

ネクストラグザ 大阪店 大阪市福島区 福島５－６－３８　ラグザ大阪レジデンス　１０１ サービス

CARTA 大阪市福島区 福島６－１６－９　エミネンス梅田西１０３ サービス

書遊 大阪店 大阪市福島区 福島５－１４－６　クレセントビル　２Ｆ ショッピング

花のサトウ 本社売店 大阪市福島区 福島１－２－１１ ショッピング

浪芳庵福島駅前店 大阪市福島区 福島５－１５－６ ショッピング

明日の食パン福島店 大阪市福島区 福島１－２－１５ 飲食店

HANAFUKU 花福 大阪市福島区 福島７－４－２６ ショッピング

SHOGETSU 大阪市福島区 福島５－１０－２３ ショッピング

CAFE de CRIE ふくしま 大阪市福島区 福島２－４－１　ＡＢＣアネックスビル　１Ｆ 飲食店

リカーマウンテン新福島店 大阪市福島区 福島５－１７－１３ ショッピング

業務用食品館 玉川店 大阪市福島区 玉川１－５－４－１０１ ショッピング

食品館 アプロ 海老江店 大阪市福島区 海老江２－７－２６ ショッピング

業務スーパー 西九条店 大阪市福島区 吉野５－１－５ ショッピング

炭火焼鳥はれるや 大阪市福島区 福島８－１８－４　メゾンド日西１Ｆ 飲食店

山中躍仙堂 大阪市福島区 福島６－１４－１０ ショッピング

MONDIALKAFFEE328 大阪市西区 北堀江１丁目６－１６　フォレステ－ジュ北堀江１Ｆ 飲食店

ぷちショップ　ふくり商店 大阪市西区 千代崎２丁目３－１１　 ショッピング

THE　TUBE 大阪市西区 新町１丁目５－７　四ツ橋ビルディングＢ１－２ 飲食店

北八方 大阪市西区 江戸堀１丁目１５－１９　 飲食店

鉄板焼きお好み焼き　oribe 大阪市西区 新町１丁目６－１８　１Ｆ 飲食店

心粋うどん　いろは　本店 大阪市西区 阿波座１丁目１４－１７　本町センタービル１Ｆ 飲食店

むらさき 大阪市西区 江戸堀１丁目１５－４　 飲食店

焼き鳥せいじ 大阪市西区 新町１丁目２４－８　マッセノース四ッ橋－１０１ 飲食店

ダルバート 大阪市西区 九条１丁目１５－１０ エンウエストビル１Ｆ 飲食店

HAIR MAKE Sowelu 大阪市西区 九条１丁目１８－５ サービス

住友クラブ　食堂 大阪市西区 江戸堀１－１３－１０　住友クラブ内 飲食店

寿司赤酢土佐堀 大阪市西区 土佐堀１－１－３２　日宝リバービル　２Ｆ 飲食店

ROCKScafe 大阪市西区 北堀江１－１３－１１ 飲食店

いったらんかい 大阪市西区 立売堀１－８－６　星和ＣＩＴＹ．Ｂ．Ｌ．Ｄ本町西　Ｂ１Ｆ 飲食店

MAKANACOFFEEROASTERS 大阪市西区 土佐堀１－５－２１　１Ｆ 飲食店

VraideVraiCHEZHIRO 大阪市西区 新町１－２４－８　マッセノース四ツ橋ビル 飲食店

トラットリア　パッパ 大阪市西区 新町２－３－９ 飲食店

SIDDARTHA 大阪市西区 江戸堀３－７－１４　大阪屋江戸堀ビル２Ｆ 飲食店

やきやき晴の花 大阪市西区 京町堀２－３－４　サンヤマトビル２Ｆ 飲食店

料理屋新町 1 丁目 大阪市西区 新町１－２０－６　打上ビル２　１Ｆ 飲食店

串かつ帆洲 大阪市西区 北堀江１－６－４ 飲食店
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ふぐ安 大阪市西区 九条南４－３－１７ 飲食店

すし藤田 大阪市西区 江戸堀１－２２－３ 飲食店

Orange 大阪市西区 新町１－２３－３　誠和ビル１Ｆ 飲食店

本等鮨海馬 大阪市西区 北堀江１－１５－２２ 飲食店

TABLES コーヒーベーカリー＆ダイナ 大阪市西区 南堀江２－９－１０　堀江グリーンビル１Ｆ 飲食店

ル・ジャルダン 大阪市西区 新町１－６－２２　新町新興産ビル１Ｆ 飲食店

Porta Nuova 大阪市西区 靱本町１－１６－１９　メゾンダール１Ｆ 飲食店

一宝 大阪市西区 江戸堀１－１８－３５ 飲食店

家族亭 大阪市西区 新町１－２１－１ 飲食店

鮨 藤もと 大阪市西区 新町２－１２－１０　ストークマンション１０１ 飲食店

コンヴィヴィアリテ 大阪市西区 新町１－１７－１７　忠兵衛新町ハウス　１Ｆ 飲食店

ピアノピアーノ 大阪市西区 京町堀１－４－２２ 飲食店

焼きもんバール 新町メリハリ 大阪市西区 新町１－２２－２１　１Ｆ 飲食店

Difference 大阪市西区 靱本町１－１６－１２　畠田ビル 飲食店

高麗ガ－デン南堀江店 大阪市西区 南堀江４－３２－１１ 飲食店

BarPiko 大阪市西区 土佐堀１－１－４　２Ｆ 飲食店

鮨 伊吹 大阪市西区 京町堀１－１２－５　やまもとビル１Ｆ 飲食店

ル・コントワール・デュ・グー 大阪市西区 西本町１－２－４　ＥＰビル　１Ｆ 飲食店

リストランテ サリーレ 大阪市西区 土佐堀１－６－１８ 飲食店

la ROCCIA 大阪市西区 江戸堀２－１－２１　ファミール江戸堀１Ｆ 飲食店

北極星 堀江店 大阪市西区 北堀江３－５－５ 飲食店

カオス スパイスダイナー 大阪市西区 北堀江１－２－１７ 飲食店

お好み・鉄板焼き KONOMU 大阪市西区 南堀江１－１８－２７　四ッ橋セントラルハイツ　１Ｆ　南側 飲食店

上田 大阪市西区 土佐堀１－６－１０　トキワビル８Ｆ 飲食店

もつ鍋暖家 大阪市西区 江之子島１－６－８　シャンピア阿波座１Ｆ 飲食店

LA GALLOISE 大阪市西区 新町１－２３－２　ＴＢビルディング　１Ｆ 飲食店

すしの助肥後橋店 大阪市西区 江戸堀１－２３－３１ 飲食店

和食 いし津 大阪市西区 北堀江１－１５－９ 飲食店

やきやき三輪 堀江店 大阪市西区 南堀江２－１３－３０　サンイーストビル　２０２ 飲食店

びっくりドンキーフォレオ大阪ドームシティ 大阪市西区 九条南１－１２－３３ 飲食店

GOODSPOON 大阪市西区 南堀江１－２５－１２　RE015　１Ｆ 飲食店

花粉 北堀江 大阪市西区 北堀江１－１１－１０ 飲食店

agnel d’or 大阪市西区 西本町２－４－４ 飲食店

風鈴草 大阪市西区 立売堀１－１３－１７　レフィナード鶴翁１０１ 飲食店

シダラタ新町店 大阪市西区 新町１－３４－１７　今西ビル２Ｆ 飲食店

食堂さんさんじ 大阪市西区 新町１－３４－２１　エーダイビル　１Ｆ 飲食店

炭焼きイタリアン CARBONE 大阪市西区 京町堀１－１７－１１　ファーストステージ京町堀１Ｆ 飲食店

ノートルマンマ 大阪市西区 靱本町１－１３－１０　リヨンビル１Ｆ 飲食店

北堀江鮨与志 大阪市西区 北堀江１－６－４　欧州館　１０１ 飲食店

焼肉らくはち 大阪市西区 新町４－１７－１３　レック西長堀　１０１ 飲食店

焼肉 R29 大阪市西区 北堀江１－１５－７　レガ－ロ北堀江　１Ｆ 飲食店
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狸狸亭 南堀江店 大阪市西区 南堀江２－５－２６　グランビア南堀江　１Ｆ 飲食店

Chinese 李香 大阪市西区 新町４－１６－１３　キャピタル西長堀　１０１ 飲食店

喜心 大阪市西区 新町１－２９－１０　平和相互ビル　１Ｆ 飲食店

覇王樹 大阪市西区 北堀江１－１６－２５　YSS ビル１Ｆ 飲食店

鮨ご馳走処 やく藏 大阪市西区 江戸堀１－１９－２－１０１ 飲食店

Bistro Sifflet 大阪市西区 新町１－１４－４３ 飲食店

にしの 大阪市西区 京町堀１－９－２１ 飲食店

MONDIAL KAFFEE328 大阪市西区 北堀江１－６－１６　フォレシュテージュ北堀江１Ｆ 飲食店

鮨 MAU 大阪市西区 土佐堀３－２－７ 飲食店

Mrs．YUN 大阪市西区 北堀江２－６－１５　WIN ビル１Ｆ 飲食店

ダオフー 肥後橋店 大阪市西区 江戸堀１－８－２０　カドマル肥後橋南ビル　１・２Ｆ 飲食店

TRATTORIA BAR GIORNO 大阪市西区 北堀江１－１６－１７ 飲食店

dai ！！ 大阪市西区 北堀江２－６－１２ 飲食店

RiVi 大阪市西区 京町堀１－１６－２８ 飲食店

すし源 大阪市西区 九条１－１７－１７ 飲食店

九絵家 大阪市西区 江戸堀１－２７－８　エイトビル　１Ｆ 飲食店

徐園 大阪市西区 江戸堀１－１５－３０ 飲食店

北堀江 CHARBON 大阪市西区 北堀江１－６－２３ 飲食店

CHEDILUANG 大阪市西区 北堀江１－１７－１１ 飲食店

LEPETITMOUTON 大阪市西区 北堀江２－３－１３　レスポワール北堀江　１Ｆ 飲食店

小雀弥堀江店 大阪市西区 南堀江３－１３－１ 飲食店

DINING1325 大阪市西区 江戸堀１－３－２５ 飲食店

FOCACCERIArosanera 大阪市西区 新町１－１９－１８ 飲食店

炭火焼鳥権兵衛南堀江店 大阪市西区 南堀江１－９－１　現代オレンジビル　１Ｆ 飲食店

炭火焼鳥権兵衛四ッ橋店 大阪市西区 新町１－４－１２ 飲食店

焼肉一笑靭本町店 大阪市西区 靱本町１－１３－１ 飲食店

板前焼肉一笑江戸堀店 大阪市西区 江戸堀１－１４－４ 飲食店

地頭鶏播鳥肥後橋店 大阪市西区 土佐堀１－１－１１ 飲食店

肉匠紋次郎北堀江店 大阪市西区 北堀江３－４－１５ 飲食店

ちゃ味鶏 大阪市西区 新町４－１６－６　グリーンコーポ西長堀　１Ｆ 飲食店

和牛専門店富久重 大阪市西区 新町１－８－９ 飲食店

焼肉勝 大阪市西区 新町１－３０－３ 飲食店

魚と日本酒 くらよし 大阪市西区 西本町２－１－３６　ＡＸＩＳＷＥＳＴＯＮＥ　１Ｆ その他

梅田明月館阿波座店 大阪市西区 立売堀５－２－１ 飲食店

焼肉のあじまる 大阪市西区 靱本町３－８－８　第三奥内ビル１Ｆ 飲食店

焼肉華苑京町堀店 大阪市西区 京町堀２－１１－１８　大森ビル１Ｆ 飲食店

ポン酒とお魚ジョウ燗ヤ 大阪市西区 靱本町１－６－２５　玉井ビル１Ｆ 飲食店

焼肉牛魔 大阪市西区 北堀江１－２－１６　ツリカネビル２Ｆ 飲食店

牛煮炊きとおばんざいちいやん 大阪市西区 土佐堀１－４－１　土佐堀筑前ビル　１Ｆ 飲食店

黒毛和牛焼肉一堀江店 大阪市西区 北堀江１－２２－４ 飲食店

海鮮屋台おくまん 西本町店 大阪市西区 西本町１－６－１９ 飲食店
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焼肉 一 大阪市西区 九条１－６－２０　アベニュー藤　１Ｆ 飲食店

炭火焼肉 HONMACHI 大阪市西区 西本町１－６－１７ 飲食店

焼肉まるしま 江戸堀店 大阪市西区 江戸堀１－２１－７　コーワ江戸堀 飲食店

peaks － hair 大阪市西区 北堀江２－１７－７ サービス

LORE BY SNIP 大阪市西区 九条南２－３４－９ サービス

S Slim Salon 堀江店 大阪市西区 北堀江１－２－１７　四ツ橋川崎ビル５－東 サービス

ディアバーバー四ツ橋店 大阪市西区 北堀江１－１－２６　ＴＫビル　２Ｆ サービス

etre 大阪市西区 新町１－１０－７　新町興神ビル　２Ｆ サービス

babihairdesign 大阪市西区 阿波座１－２－４　オクダビル　１Ｆ サービス

Chikashitsu 大阪市西区 南堀江２－９－７ サービス

アンヌサロンドコアフール 大阪市西区 京町堀２－５－１ サービス

インタラクションヘアデザイン 大阪市西区 南堀江１－１４－１２　ＢｌａｎｃｈｅＨｏｒｉｅ　２０１ サービス

Nicole． 大阪市西区 北堀江２－６－１０　ニコルアパートメント サービス

Hair Produce Ko 大阪市西区 立売堀１－９－６　ニューアスターハウス守先１Ｆ サービス

rafflesia 大阪市西区 靱本町１－１４－１９　清記ビル　２Ｆ サービス

bangs 大阪市西区 南堀江２－６－２　道頓堀プラザ　１Ｆ サービス

ヘアデザインメロ 大阪市西区 北堀江２－５－５　T'Z ビルディング２Ｆ サービス

ポルシェセンター 中大阪［車輌］ 大阪市西区 新町２－２０－１１ ショッピング

アーシェ 北堀江 大阪市西区 北堀江１－１－２７　イマイビル　６Ｆ　Ｈ サービス

Men’s HairBrand Gold 大阪市西区 新町１－２０－１５　松高ビル　２Ｆ サービス

bo：rl 大阪市西区 北堀江１－６－１１ サービス

クオート 大阪市西区 北堀江１－１－２８　ＶＩＰビル　４Ｆ サービス

Direction 大阪市西区 北堀江１－７－９　クアドラ北堀江　６Ｆ サービス

Eurica 大阪市西区 北堀江１－１６－２５　ＹＳＳビル　２Ｆ サービス

MARIENAILS 南堀江店 大阪市西区 南堀江１－１０－１　ＫＴ堀江ビル　３０１ サービス

SUMI 大阪市西区 南堀江１－２４－２６　樹樹ガーデンアネックス１Ｆ サービス

V：olta 大阪市西区 南堀江１－１４－２６　中澤唐木ビル　２Ｆ サービス

NICHE 大阪市西区 北堀江２－１５－１９ サービス

MYU 大阪市西区 北堀江１－１０－１３　北堀江コレット　２０２ サービス

carre hair 大阪市西区 南堀江１－１０－１１　西谷ビル本館　１Ｆ サービス

PRIMAGIE 大阪市西区 北堀江１－７－９　クアドラ北堀江　８Ｆ サービス

VOICE CO． 大阪市西区 北堀江１－３－２４　ルイ－ル北堀江　２Ｆ サービス

GOSSO 大阪市西区 新町２－１４－７ サービス

BARBERTHECROWN 大阪市西区 靱本町３－４－９　横井第二ビル　１Ｆ サービス

Cache Horie 大阪市西区 南堀江１－１４－１８ サービス

LaNeige ＋ 大阪市西区 江戸堀１－８－１５　ルート江戸堀 サービス

Sourire 大阪市西区 北堀江１－２－２２　エイチ・ツー・オー・第二ビル　３Ｆ サービス

malali 大阪市西区 南堀江１－１０－１　Ｋ・Ｔビル サービス

Felicita 北堀江店 1 大阪市西区 北堀江１－１６－２２ サービス

クペ・ドゥ・ドゥ 大阪市西区 北堀江１－１－２５　堀富ビル２Ｆ サービス

Vaselines 大阪市西区 南堀江２－４－１７　朝日プラザ西道頓堀　１０３ サービス
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EIGHT 大阪市西区 南堀江１－１９－２　竹の館ビル３Ｆ サービス

THREE 大阪市西区 北堀江１－２２－３　マインズ北堀江　２Ｅ サービス

VANGOO 大阪市西区 南堀江３－１２－１ サービス

TIO BY SNIP 大阪市西区 靱本町３－３－１０　１Ｆ サービス

RIPPERS 大阪市西区 北堀江１－１５－３　服部ビル　１Ｆ サービス

シャウルデッサン 大阪市西区 北堀江１－８－１４　キャピタルビル　１Ｆ サービス

For Beauty Tsu － ya 大阪市西区 北堀江１－２３－１６　堀江アージェ　２Ｆ サービス

mule mule hair 大阪市西区 靱本町１－１５－１４　西井ビル　７Ｆ サービス

Barouche 大阪市西区 北堀江１－２２－１２　koki 北堀江２Ｆ サービス

tity 大阪市西区 南堀江１－９－９　吉田ビル　２Ｆ サービス

Totia 堀江 大阪市西区 新町３－６－１４　アプライズ西長堀　１Ｆ サービス

collect 大阪市西区 北堀江１－２２－１２　ＫＯＫＩ北堀江　３Ｆ サービス

LaBrea 大阪市西区 南堀江３－１１－４　ＳＫビル　１Ｆ サービス

ヒステリックグラマー 大阪店 大阪市西区 南堀江１－２０－１０ ショッピング

T．C タイムレスコンフォート南堀江店 1F 大阪市西区 南堀江１－１９－２６　１Ｆ ショッピング

ミハラ ヤスヒロ オオサカ 大阪市西区 南堀江１－２０－１５　山金ビル ショッピング

LIVING HOUSE Salone 大阪市西区 南堀江２－４－１５　山内ビル ショッピング

HYSTERIC MINI OSAKA 大阪市西区 南堀江１－１２－１９　四ツ橋スタービル ショッピング

アルフレッド・バニスター 南堀江店 大阪市西区 南堀江１－９－１２　吉田ビル　１Ｆ ショッピング

mash up 堀江店 大阪市西区 南堀江１－１０－２ ショッピング

G － STAR STORE OSAKA 大阪市西区 南堀江１－２１－１６ ショッピング

アンエイ 土佐堀店 大阪市西区 土佐堀１－４－８　日栄ビル　１Ｆ ショッピング

トーガ大阪店 大阪市西区 北堀江１－２３－７　大阪菓子会館　１Ｆ ショッピング

SOPH．OSAKA 大阪市西区 南堀江１－２０－１３ ショッピング

コロンビアスポーツウェア 南堀江店 大阪市西区 南堀江１－１９－２７ ショッピング

カインドオル 四ツ橋店 大阪市西区 北堀江１－３－７　倉商ビル　１Ｆ ショッピング

ダンスウィズドラゴン大阪北堀江店 大阪市西区 北堀江１－１７－１０　クレオキタホリエ　１Ｆ ショッピング

COCOLOSCHOOL 大阪市西区 新町１－２４－１ ショッピング

ビッグアップル ウエストサイド 大阪市西区 南堀江１－１－１８　太陽ビル１Ｆ ショッピング

BINGO STAR 大阪市西区 南堀江１－１０－２　田中ビル　９Ｆ ショッピング

CAMEL 大阪市西区 南堀江１－９－１２　吉田ビル１Ｆ ショッピング

BAPE STORE 大阪 大阪市西区 南堀江１－１９－２ ショッピング

ombre 大阪市西区 京町堀２－２－１５　中川ビル１Ｆ ショッピング

SORA 堀江 大阪市西区 南堀江１－１５－７ ショッピング

TOKYO WHEELS 大阪店 大阪市西区 西本町１－２－１　AXIS 本町ビル１Ｆ ショッピング

NUTTYLittleRoom ＆ Deco 大阪市西区 南堀江１－２４－２７ベルフレージュ南堀江１Ｆ ショッピング

Armonia 大阪店 大阪市西区 南堀江１－１５－２６　エフタイムビル　１Ｆ ショッピング

X － girl 大阪 大阪市西区 南堀江１－７－５ ショッピング

MSPC PRODUCT Sort 大阪 大阪市西区 南堀江１－１５－８ ショッピング

MAISON KITSUNE 大阪市西区 南堀江１－５－１０　セイワ南堀江リバーレジデンスＥＡＳＴ　１Ｆ ショッピング

STUDIOUS 南堀江店 大阪市西区 南堀江１－１９－３１ ショッピング
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UtsuboStock 大阪店 大阪市西区 靱本町２－５－１５－１０１ ショッピング

GROUND depot． 大阪市西区 南堀江１－１５－５ ショッピング

アーバンリサーチ 堀江店 大阪市西区 南堀江１－２０－９ ショッピング

LIFE’s ＃ 203 堀江店 大阪市西区 北堀江２－１７－２　ＥＡＳＥ　１Ｆ ショッピング

古着屋 JAM 堀江店 大阪市西区 南堀江２－４－６　大谷ビルＢ ショッピング

チャンピオン 堀江 大阪市西区 南堀江１－１６－２０　南堀江コニービル　１Ｆ ショッピング

花安園 大阪市西区 新町１－２０－５ ショッピング

WTW 大阪 大阪市西区 南堀江１－１４－５ ショッピング

バランススタイル大阪 大阪市西区 南堀江１－１４－２９　１Ｆ ショッピング

RayCoal 大阪市西区 靱本町１－１４－８ ショッピング

jun hashimoto ／ BYB Ja 大阪市西区 北堀江１－６－１６　フォレステージュ北堀江　１Ｆ ショッピング

ガッツ 四ツ橋本店 大阪市西区 新町１－３－１６　YOSA ビル１Ｆ ショッピング

桃太郎ジーンズ 大阪店 大阪市西区 北堀江１－１２－１０　第一山田ビル ショッピング

RINKAN 南堀江店 大阪市西区 南堀江１－９－１　現代オレンジビル２ ショッピング

Novel； 大阪市西区 南堀江１－２０－４ ショッピング

FIORI GIOIA 大阪市西区 南堀江２－１２－１０ ショッピング

Luce 大阪市西区 南堀江１－１０－１１　西谷ビル３号館　１Ｆ　Ｃ ショッピング

LewisLeathers 大阪 大阪市西区 南堀江１－１４－２１ ショッピング

ブランジュリー タカギ 大阪市西区 江戸堀１－５－１ 飲食店

古着屋 JAM 堀江オレンジストリート店 大阪市西区 南堀江１－１９－２３　前衛的ビルヂング　２０１ ショッピング

リビングハウス 大阪市西区 南堀江２－１０－８ ショッピング

FLOWP 大阪市西区 南堀江１－１－１８　太陽ビル　１Ｆ ショッピング

ヴァルオージャパン 大阪市西区 京町堀１－７－１２　京栄ビル　３Ｆ ショッピング

ファイヴスター メガストア 大阪市西区 南堀江１－１６－１５　名城ビル　２Ｆ ショッピング

Supreme 大阪市西区 南堀江１－９－８ ショッピング

NOCE 堀江店 大阪市西区 南堀江１－１－１４　四ツ橋中埜ビル　１Ｆ ショッピング

TRUCK ＆ KINGS 大阪市西区 南堀江１－１０－１１　西谷ビル１号館 ショッピング

カインドオル 堀江店 大阪市西区 南堀江１－２４－１０ ショッピング

ばいこう堂 大阪市西区 新町３－４－３ 飲食店

ザ・リアルマッコイズ 大阪 大阪市西区 南堀江１－１５－１７　ロータリーライフ四ッ橋　Ｂ１Ｆ ショッピング

ハーベスト レジオ 大阪市西区 北堀江１－９－６ ショッピング

CAVE 大阪市西区 南堀江１－１１－９　ＳＯＮＯ四ッ橋ビル　１０２ ショッピング

JS Furniture 堀江店 大阪市西区 南堀江１－１６－１９ ショッピング

心斎橋 法善寺あられ 堀江店 大阪市西区 北堀江１－４－１２ 飲食店

花 Angers 大阪市西区 北堀江１－１６－２６　サニーコーポ山中１Ｆ ショッピング

マルサンカクシカク 大阪市西区 北堀江１－１７－１　ｃｏｒ　１Ｆ 飲食店

あみだ池大黒 本店 大阪市西区 北堀江３－１１－２６ ショッピング

神戸スパイス 大阪北堀江店 大阪市西区 北堀江２－５－５ ショッピング

Wallace ＆ Murron 大阪市西区 北堀江１－１６－１８ ショッピング

HOODS OSAKA 大阪市西区 南堀江１－１９－２２　１Ｆ ショッピング

CAL DEAN 大阪市西区 南堀江２－３－１８　南堀江２１　１０１ ショッピング
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vestir 大阪市西区 新町１－７－１４ ショッピング

Mister Hollywood 大阪市西区 南堀江１－１４－５　日章ビル ショッピング

ITAL STYLE 大阪 大阪市西区 京町堀１－１７－１６　京町堀ビル　１Ｆ ショッピング

創酒タカムラ 本店 大阪市西区 江戸堀２－２－１８ 飲食店

とも彩 大阪市西区 江戸堀１－２２－３８　三洋ビル　１Ｆ 飲食店

しゃぶしゃぶ西谷 大阪市西区 江戸堀１－２３－１３　Ｂ１Ｆ 飲食店

いつもの処 大阪市西区 新町１－８－２２　新町ビル 飲食店

勝記点心楼 大阪市西区 西本町１－１０－２２　ＡＸＩＳ西本町ビル　１０２ 飲食店

FRAGILE 大阪市西区 南堀江２－１３－２４ ショッピング

manielle 大阪市西区 南堀江２－９－１２　中沢ビル３Ｆ ショッピング

OUGI Leathers 大阪市西区 新町１－７－２２ライオンズ四ツ橋５０１ ショッピング

韓国料理店ヒャン 大阪市西区 西本町１－１３－３１　エレガントライフ西本町１Ｆ 飲食店

パティスリーネージュ 大阪市西区 京町堀３－３－４ 飲食店

割烹たけ仲 大阪市西成区 岸里１丁目２－１　 飲食店

Genji 大阪市西成区 玉出東２－１４－４　グレース帝山１Ｆ 飲食店

Pizzeriacasa 大阪市西成区 玉出中２－１３－３１ 飲食店

びっくりドンキー帝 山店 大阪市西成区 玉出東２－１４－１１ 飲食店

Revo 大阪市西成区 岸里１－３－２１　１Ｆ 飲食店

西成屋台風ラ－メン TORI 坊主 大阪市西成区 山王２－１４－１０ 飲食店

焼肉うのう玉出店 大阪市西成区 玉出西１－４－３３ 飲食店

炭火焼肉の牛萬 大阪市西成区 南津守４－１－８３ 飲食店

帝塚山 焼肉 匠 大阪市西成区 玉出東２－９－２２ 飲食店

とりだん 玉出店 大阪市西成区 玉出西２－６－４ 飲食店

ReDio 大阪市西成区 天神ノ森１－４－１６ サービス

グレーヌ・ド・ポアール 大阪市西成区 南津守７－１３－１０ 飲食店

1 番星津守店 大阪市西成区 南津守４－５－１８ ショッピング

株式会社ユニサク玉出店 大阪市西成区 南津守７－４－１２　開成サンハイツ玉出 ショッピング

丸美衣料 太子店 大阪市西成区 太子１－４－１６ ショッピング

食品館 アプロ 天下茶屋店 大阪市西成区 千本北２－１－２９ ショッピング

食品館アプロたまで店 大阪市西成区 玉出西２－２－８ ショッピング

中国料理　かなめ 大阪市西淀川区 御幣島５－９－１３ 飲食店

本肉焼屋 大阪市西淀川区 柏里３－１２－３１ 飲食店

すし海味 大阪市西淀川区 柏里３－１２－５－１０２　本野村ビル 飲食店

炭火焼鳥きたや 大阪市西淀川区 柏里２－２－８－１０１ 飲食店

Hair Mode KT 本店 大阪市西淀川区 柏里２－４－３３　中島ビル　１Ｆ サービス

Battery 御幣島店 大阪市西淀川区 御幣島２－２－８　センターヒル御幣島　２Ｆ サービス

Colette 大阪市西淀川区 姫里２－１７－３４　ヴァンスタージュ姫里　１Ｆ サービス

HAIR PRODUCE flux 大阪市西淀川区 出来島２－９－４４ サービス

Aguhairkanon 本 大阪市西淀川区 柏里３－１－３３　２Ｆ サービス

Hair art juice miteg 大阪市西淀川区 姫里３－１３－４３　フェアリーコート歌島橋　１Ｆ サービス

アミーゴ書店 大和田店 大阪市西淀川区 大和田２－２－４３　メラード大和田　２Ｆ ショッピング
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現金問屋ダイコク西淀川店 大阪市西淀川区 福町２－５－４７ ショッピング

ラ・ファリーヌ 大阪市西淀川区 姫里１－２６－１１ 飲食店

BARBERSHOP KIDO 大阪市西淀川区 野里１－３０－１０ サービス

アルティレストヘアー 大阪市都島区 高倉町１丁目２－１７　リッモンド３０－１Ｆ サービス

レディ－スカジュアルクリ－ム 大阪市都島区 友渕町２丁目８－７－１１２　都島ロイヤルハイツ ショッピング

melt 京橋 大阪市都島区 東野田町１丁目６－１２　クレスト京橋１Ｆ サービス

CICICAB 大阪市都島区 片町２丁目７－５４　 飲食店

鶫 大阪市都島区 東野田町２丁目２番２０号　永井ビル２階 飲食店

串処　一龍 大阪市都島区 都島北通１丁目３－２１　 飲食店

鉄板居酒屋　OHANA 大阪市都島区 片町２丁目５－４　千寿プラザ２Ｆ 飲食店

鉄板　福山 大阪市都島区 片町２丁目１０－１５　林ビル１Ｆ 飲食店

ベルアミ 大阪市都島区 高倉町１丁目４－１４ベルアミ サービス

旬菜　世界一 大阪市都島区 東野田町３－１１－１７ 飲食店

世界一 大阪市都島区 東野田町３－１２－４ 飲食店

鶴橋風月　京橋店 大阪市都島区 東野田町１－５－１　Ｋぶらっと　１Ｆ 飲食店

ほてい寿司 本店 大阪市都島区 東野田町３－４－１８ 飲食店

さかなや 大阪市都島区 東野田町３－５－１８ 飲食店

廻鮮鮨ととぎん都島店 大阪市都島区 友渕町２－１５　ベルファ２－１０２ 飲食店

栄鮓京橋店 大阪市都島区 東野田町３－１０－１９　サンピアザビル１Ｆ 飲食店

李朝園京橋店 大阪市都島区 東野田町１－２－１　Ｋぷらっと　１Ｆ 飲食店

旬ごはん ほのぼの 大阪市都島区 片町２－１１－２０ 飲食店

すし中 大阪市都島区 都島本通３－２７－８ 飲食店

小料理 藤 大阪市都島区 東野田町３－５－５ 飲食店

京橋ハラミ屋 大阪市都島区 東野田町３－１０－４ 飲食店

牛もつどて鍋 まつい亭 大阪市都島区 東野田町３－１３－６ 飲食店

風の街京橋飛騨店 大阪市都島区 東野田町３－１０－１１ 飲食店

LOVE ＆ 29 京橋 大阪市都島区 東野田町５－８－１８ 飲食店

風の街京橋店 大阪市都島区 東野田町５－１－１９ 飲食店

アグレカフェ・ザ・テラス 大阪市都島区 東野田町２－７－１２　タワーレジデンス１Ｆ 飲食店

カルピハウス青山 大阪市都島区 東野田町３－１１－１５ 飲食店

TERRE － a － S 大阪市都島区 東野田町１－３－１２ 飲食店

ココイロカフェ京橋店 大阪市都島区 片町２－１１－２２　京橋ＲＯＯＢＯ　１Ｆ 飲食店

すし 陵 大阪市都島区 東野田町１－１６－１２　京橋クイーンハイツ１Ｆ 飲食店

カフェ英國屋コムズガーデン店 大阪市都島区 東野田町２－６－１　京橋コムズガーデン　Ｂ２Ｆ 飲食店

アンティカトラットリア クロノ 大阪市都島区 東野田町１－１５－１３ 飲食店

焼肉龍良 大阪市都島区 東野田町３－１３－１３ 飲食店

梅寿し 大阪市都島区 都島本通４－２３－９　都島スカイハイツ　１Ｆ 飲食店

鳥せい 京橋店 大阪市都島区 東野田町３－５－１９ 飲食店

ふぐ屋 とら乃介 大阪市都島区 東野田町５－８－１５ 飲食店

三福園 大阪市都島区 中野町４－１５－２３ 飲食店

京橋二刀流 大阪市都島区 東野田町４－５－４４ 飲食店
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食堂カフェ potto 都島店 大阪市都島区 友渕町２－８－３１ 飲食店

焼肉十八番 大阪市都島区 東野田町４－２－１６ 飲食店

焼肉うのう都島店 大阪市都島区 都島本通３－２７－７ 飲食店

昭和大衆ホルモン京橋 2 号店 大阪市都島区 東野田町５－２－４ 飲食店

魚八商店京橋店 大阪市都島区 東野田町３－１１－１９ 飲食店

肉匠 六感 大阪市都島区 片町２－８－１１ 飲食店

焼肉レストラン 松井 大阪市都島区 東野田町３－８－１ 飲食店

焼鳥凡僧 都島店 大阪市都島区 都島本通１－６－１８　２Ｆ 飲食店

炭火とワイン京橋店 大阪市都島区 東野田町１－５－１　Ｋぷらっと　１Ｆ 飲食店

肉師じじい 大阪市都島区 御幸町１－２－３１　ボックスビル１Ｆ 飲食店

焼肉一歩 大阪市都島区 都島本通２－１６－１３　ラグジュリア都島２　１Ｆ 飲食店

海鮮屋台おくまん 京橋西店 大阪市都島区 片町２－７－５７　シャンピア片町　１０２ 飲食店

炭火焼肉但馬屋都島 大阪市都島区 友渕町２－８－２６ 飲食店

焼肉 富士 大阪市都島区 高倉町２－９－５ 飲食店

七輪焼鳥一鳥都島店 大阪市都島区 都島本通３－２２－１ 飲食店

Gossip 大阪市都島区 東野田町４－７－２０　Ｉ ’ Ｓビル　２Ｆ サービス

ATELIERGAJIN 大阪市都島区 都島本通１－６－１８ サービス

クラップ バイ スニップ 大阪市都島区 毛馬町２－１－１５ サービス

Snipmiyakojima 大阪市都島区 都島北通１－１３－１３ サービス

JILL 大阪市都島区 東野田町１－１４－１　パレ豊和ビル　２Ｆ サービス

株式会社 nailforall 京橋店 大阪市都島区 東野田町２－９－２３　晃進ビル　４Ｆ　Ｄ サービス

hair salon NAGOMI 大阪市都島区 都島北通１－１４－２　サンロイヤル都島本通１０１ サービス

unopulir 京橋 大阪市都島区 東野田町２－２－１０ サービス

D － nail 京橋 大阪市都島区 東野田町２－８－３１　サンプラザビル京橋　６Ｆ サービス

La fith hair ail 大阪市都島区 東野田町２－３－２０　大京西ビル　３Ｆ サービス

REVIEHAIR 大阪市都島区 東野田町２－９－２３　晃進ビル　３Ｆ サービス

IVY 大阪市都島区 東野田町２－９－２３　晃進ビル　８Ｆ サービス

NOA 都島店 大阪市都島区 都島北通１－３－２４ サービス

Defi 大阪市都島区 東野田町２－８－３１ サービス

roubu 大阪市都島区 東野田町４－１－１０－１０５ サービス

HAIR Vivo － corte 大阪市都島区 善源寺町１－５－１８－３０１ サービス

ハニーズ 都島ベルファ店 大阪市都島区 友渕町２－１３－３４　ベルファ都島ＳＣ　２Ｆ ショッピング

アミーゴ書店 都島店 大阪市都島区 友渕町２－１３－３４　ベルファ都島　３Ｆ ショッピング

フクヤ 京橋店 大阪市都島区 東野田町２－３－１９ ショッピング

ザ・ガーデン オリエンタル オオサカ 大阪市都島区 網島町１０－３５ 飲食店

リカーマウンテン京橋店 大阪市都島区 東野田町３－７－５ ショッピング

業務スーパー 京橋店 大阪市都島区 東野田町５－２－９ ショッピング

スーパーサンコー 京橋店 大阪市都島区 東野田町５－１５－５ ショッピング

Dab 大阪市都島区 都島本通３－１－２１ サービス

京橋テッパン食堂 EF 大阪市都島区 東野田町１－２０－１２　共栄京橋センタービル１Ｆ ショッピング

美容室サロンドエツコ 大阪市都島区 毛馬町２－１１－３５－１０４ サービス
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黒毛和牛 善 阿倍野本店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２－４－４９　アベニューホール　２・３Ｆ 飲食店

炭焼ビギ－ 大阪市阿倍野区 西田辺町１丁目３－１　 飲食店

For．．． 大阪市阿倍野区 松崎町３丁目６－４７　ロ－ドスメ－シオン１０１ サービス

ふぐ料理　まんぷく 大阪市阿倍野区 阪南町７丁目１－２　 飲食店

洋食プリッチ 大阪市阿倍野区 阪南町１丁目５０－９　 飲食店

焼肉　楽バク 大阪市阿倍野区 西田辺町１丁目２－７　 飲食店

楓林閣　阿倍野店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１丁目５－３１　 飲食店

芳忠刃物製作所 大阪市阿倍野区 天王寺町北１丁目１－６ ショッピング

ふくの助 大阪市阿倍野区 阪南町１－４７－１９ 飲食店

オリジナルチャイニーズフード AKA 大阪市阿倍野区 阪南町１－５０－８ 飲食店

鮨 春政 大阪市阿倍野区 西田辺町２－８－１１ 飲食店

セルペペ 大阪市阿倍野区 文の里１－８－２１　アークビル１Ｆ 飲食店

雷光 大阪市阿倍野区 阪南町２－４－２２ 飲食店

賞味 大阪市阿倍野区 阪南町２－２０－３ 飲食店

グリルマルヨシ 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－６－１　ヴィアあべの１３０ 飲食店

そばよし 阿倍野店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－５－１０　あべの nini １Ｆ 飲食店

ふぐ天神西田辺店 大阪市阿倍野区 阪南町５－２０－１２ 飲食店

DINING けん吉 大阪市阿倍野区 西田辺町２－８－９ 飲食店

牡蠣やまと 本店 大阪市阿倍野区 旭町２－１－２　１Ｆ 飲食店

KYK かつ＆カリー岸本ビル店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－３－２１　岸本ビル　１Ｆ 飲食店

魚市 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－５－３１　レジャービルアポロ　Ｂ２ 飲食店

旬彩 旨魯 大阪市阿倍野区 阪南町１－５０－２５ 飲食店

焼肉あべの一番 大阪市阿倍野区 松崎町２－３－３３ 飲食店

洋食とステーキ 健 大阪市阿倍野区 文の里１－８－２９ 飲食店

cucina BELLINO 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２－１－３５ 飲食店

もんじゃ麦あべの店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－２－５　IKOI ビル３Ｆ 飲食店

串カツ くしくし 大阪市阿倍野区 阪南町１－５０－９ 飲食店

吾作亭 アベノ店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２－４－５６　セカンドビル　１Ｆ 飲食店

肉匠 かど家 天王寺アポロ店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－５－３１　アポロビル　１０Ｆ 飲食店

吾作どん アポロ店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－５－３１　アポロビル　１０Ｆ 飲食店

焼肉食堂 かど家 大阪市阿倍野区 西田辺町２－１－２２ 飲食店

ステーキ食堂 かど家 大阪市阿倍野区 西田辺町１－２１－６ 飲食店

ガンジス あべのキューズタウン店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－６－１ 飲食店

源兵衛天王寺あべの店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２－４－４５ 飲食店

鈴若 大阪市阿倍野区 旭町２－１－１　あべのマルシェ西館　１２０ 飲食店

焼肉 肉兵衛 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２－４－３９ 飲食店

松すし 大阪市阿倍野区 西田辺町２－２－１５　メゾン鶴ヶ丘　１０４ 飲食店

COZY Coffee Spot 大阪市阿倍野区 帝塚山１－７－３ 飲食店

SUN PUBLIC HOUSE 大阪市阿倍野区 松崎町３－６－２ 飲食店

串料理 串の郷 大阪市阿倍野区 北畠１－２３－２ 飲食店

鮨豊 大阪市阿倍野区 王子町２－１７－２９ 飲食店
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やきにく萬野 北畠 大阪市阿倍野区 王子町４－３－１６ 飲食店

牛心 大阪市阿倍野区 西田辺町１－１－２　青松ビル　１Ｆ 飲食店

鶏爛漫阿倍野店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋４－５－１３ 飲食店

串天居酒屋 赤のれん 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－６－１　ヴィアあべのウォークＢ１Ｆ 飲食店

焼肉 西光園 阿倍野店 大阪市阿倍野区 阿倍野元町１－１３ 飲食店

博多もつ鍋 やまや阿倍野店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－２－６ 飲食店

焼肉 どら 大阪市阿倍野区 天王寺町北２－１－７ 飲食店

焼肉ホルモンブンゴ 天王寺店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－２－８ 飲食店

炭火とワイン 天王寺店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－２－８ 飲食店

炭火焼と鍋料理 たちばな 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２－１－３７　東陽ビル　１Ｆ 飲食店

とりなべ亭 寺田町店 大阪市阿倍野区 天王寺町北２－２－２ 飲食店

炭火焼鳥とりだん 西田辺店 大阪市阿倍野区 西田辺町１－２－３ 飲食店

＿ WHITE 天王寺店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋３－１０－１　あべのベルタ　Ｂ２ サービス

たかいわクリニック 大阪市阿倍野区 松崎町１－２－８　都シティ大阪天王寺　Ｂ１Ｆ サービス

Jurrian － may 大阪市阿倍野区 帝塚山１－１２－１４　１Ｆ サービス

LiLOUhair 大阪市阿倍野区 松崎町２－２－２８　ア－バンシュ－ル　Ｂ１Ｆ サービス

hair’s KEI － TIE 大阪市阿倍野区 阪南町２－７－２５ サービス

ALLUREhair vivi 大阪市阿倍野区 旭町１－１－１４　あべの旭ビル　Ｂ１Ｆ サービス

555tete 大阪市阿倍野区 阪南町５－２５－１８ サービス

FERIA あべの 大阪市阿倍野区 松崎町２－３－３３ サービス

and la・te 大阪市阿倍野区 松崎町２－３－４３　ネオハイツ阿倍野１０５ サービス

ソワンドゥブレスあべの店 大阪市阿倍野区 松崎町２－３－４７　ＮＡＤＩＳあべの　２Ｆ サービス

Face － 1 大阪市阿倍野区 昭和町５－５－２５ サービス

B － by － C B － Sprout 大阪市阿倍野区 帝塚山１－３－１９　マルタカ帝塚山ビル２Ｆ サービス

ヘア－ズルネッタロゼ 大阪市阿倍野区 阿倍野筋３－５－２０　２Ｆ サービス

ヘアーアートジュース帝塚山 大阪市阿倍野区 帝塚山１－６－３ サービス

D － nail 大阪市阿倍野区 旭町１－１－１０　タケザワビル　８Ｆ－５ サービス

La fith hair vogue 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－３－１　阿倍野共同ビル　３Ｆ サービス

ROCHIE 天王寺 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－５－３１　アポロビル　１Ｆ サービス

Aguhaircore 天王寺 大阪市阿倍野区 松崎町２－４－１５　阿倍野イトウビル　１Ｆ サービス

RubikHair 阿倍野店 大阪市阿倍野区 松崎町２－４－１５　日光うらあべのビル　２Ｆ サービス

チルチェ 大阪市阿倍野区 松崎町２－３－５０　レガーレ阿倍野　８０１ サービス

MODE K’s 阿倍野店 大阪市阿倍野区 旭町１－２－７　あべのメディクス　１Ｆ サービス

くまざわ書店 阿倍野店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－６－１　ヴィアあべのウォークＢ１ ショッピング

ケーキハウスアルモンド 大阪市阿倍野区 昭和町１－２１－１ 飲食店

西尾ガーデン 大阪市阿倍野区 帝塚山１－６－３ ショッピング

エスポアドイ 大阪市阿倍野区 播磨町１－２－２５ ショッピング

竹福 大阪市阿倍野区 阪南町３－１４－１２ ショッピング

高級食パン専門店嵜本 大阪あべの店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１丁目２番２０阿倍野まつむらビル１Ｆ 飲食店

フレッシュマーケットアオイ昭和町店 大阪市阿倍野区 昭和町２－７－１２ ショッピング

食品館アプロ源ヶ橋店 大阪市阿倍野区 天王寺町北３－３－３６ ショッピング
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スーパーサンコー 美章園店 大阪市阿倍野区 美章園２－１９－２０ ショッピング

re：nown 大阪市阿倍野区 昭和町１－１６－３　エスポワ－ル昭和町　１Ｆ サービス

焼肉　すみれ 大阪市鶴見区 横堤４丁目１４－３　ステラＳＫ１Ｆ 飲食店

トラットリア・バ－ル・ビアンカ 大阪市鶴見区 鶴見３丁目５－３０　グランベ－ル鶴見 飲食店

L&H 大阪市鶴見区 放出東２丁目８－３６－２Ｆ サービス

T’S － STYLE 大阪市鶴見区 横堤４－２８－３０ 飲食店

風の街放出店 2F 大阪市鶴見区 放出東３－３１－２８ 飲食店

志な乃亭 鶴見本店 大阪市鶴見区 浜２－１－２９ 飲食店

びっくりドンキー今福鶴見店 大阪市鶴見区 鶴見４－１１－６２ 飲食店

DAIBAN COFFEE 大阪市鶴見区 鶴見４－１１－６４　フレスポ鶴見 飲食店

キャナリィ・ロウ鶴見緑地店 大阪市鶴見区 焼野２－南１－１９ 飲食店

炭火焼肉 成根苑 大阪市鶴見区 放出東２－２１－１０ 飲食店

焼肉マルカ 大阪市鶴見区 鶴見４－５－１３ 飲食店

鶏いちず 大阪市鶴見区 放出東２－３－２２　グランベル北田　１Ｆ 飲食店

焼肉でん 鶴見店 大阪市鶴見区 鶴見５－７－７ 飲食店

焼肉きんぐ 大阪鶴見店 大阪市鶴見区 諸口６－３－４６ 飲食店

オートセンターヤマト 大阪市鶴見区 横堤１－１１－４０ ショッピング

Milial 大阪市鶴見区 鶴見３－５－３３　ベルフォレスト鶴見　１Ｆ サービス

FACTORY 大阪市鶴見区 放出東３－３４－７　ロイヤルアークグランデールタワー　１０２ サービス

Rowel 大阪市鶴見区 鶴見４－１６－４６　松本ビル　２Ｆ サービス

TONAI Rem 大阪市鶴見区 放出東３－２１－４０　ローレルコート放出　１０２ サービス

ウィル イームス 大阪市鶴見区 浜４－２０－３　１Ｆ サービス

HAIR WiLL 大阪市鶴見区 浜３－１１－１５ サービス

DOLCE hair 横堤店 大阪市鶴見区 横堤２－２３－１６ サービス

village 大阪市鶴見区 今津南１－５－２４　今津マンション サービス

STAGE 今福鶴見 大阪市鶴見区 鶴見３－５－１２　尾本ビル　２Ｆ サービス

（株）イケハラ 池原酒店 大阪市鶴見区 鶴見４－８－８ ショッピング

パティスリー アルモンド 放出駅前店 大阪市鶴見区 放出東３－２１－４０　ローレルコート放出　１Ｆ 飲食店

お肉のやまと屋 大阪市鶴見区 鶴見６－１０－１６ ショッピング

リカーマウンテン花博通店 大阪市鶴見区 鶴見５－７－７ ショッピング

コーセツ放出 大阪市鶴見区 放出東３－２０－１４ ショッピング

食品館 アプロ 鶴見店 大阪市鶴見区 焼野２－南２－１８ ショッピング

牛◎亭 大阪市鶴見区 鶴見４－９－３ 飲食店

un Lino 大阪市鶴見区 横堤５－３－２９　１Ｆ サービス




