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海鮮居酒屋 照 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－１－６１　新宿ごちそうビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-3288

next．．肉 MARKET 天王寺店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－１－６１　新宿ごちそうビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-2348

旬のご馳走もちづき 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－２－１７　トモエビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7524

四季旬香 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－２－１７　トモエビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-7549

だわもん 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－２－２０　松村ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-2381

酒と料理 和源 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－２－５ 飲食店 JS-0000-1087

美ら鍋 赤瓦 本店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－２－５ 飲食店 JS-0000-8375

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 ZN-0001-7605

バー・ロボ・ムーン 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－２－７　オカモトビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1434

横綱 天王寺 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－３－１７　　 飲食店 ZN-0001-7521

焼鳥と串かつ GOENYA 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－３－１７　　 飲食店 ZN-0001-7523

ゼレ 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－３－７ 飲食店 JS-0000-5916

串かつ太郎 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－３－７　　 飲食店 ZN-0001-7575

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 JS-0000-7874

秋しぐれ 天王寺アポロビル店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－５－３１　アポロビル１２Ｆ 飲食店 JS-0003-1383

ぶりあん阿倍野店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－５－３１　アポロビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6743

ココノスケ 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－６－１　　 飲食店 ZN-0001-7558

cafe － BAR KIKI 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－６－１　あべのキューズタウン１２０ 飲食店 JS-0000-8170

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 ZN-0001-7556

鶏魚 Kitchen ゆう 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－６－１　ヴィアあべのウォーク１１７ 飲食店 ZN-0001-7557

備長炭やきとりまさ元 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－６－１　ヴィアあべのウォーク１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7559

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 JS-0000-6496

ビストロ バル 羊の家 あべの店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－６－１－１２６ 飲食店 JS-0003-6625

イースト 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２－１－１８　サードビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7520

BarMar エスパーニャ 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２－１－３５ 飲食店 JS-0002-9250

cucina BELLINO 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２－１－３５ 飲食店 JS-0002-9276

Darts Dramattico DD 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２－１－３５ 飲食店 JS-0002-9396

焼肉 肉兵衛 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２－４－３９　　 飲食店 ZN-0001-7627

石庵阿部野店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２－４－４５　　 飲食店 ZN-0001-7584

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 ZN-0001-7623

黒毛和牛 善 阿倍野店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２－４－４８　　 飲食店 ZN-0001-7565

焼くんば 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２－４－４８　日光あべの駅前１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1942

松宮 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２－４－５６　セカンドビル２Ｆ 飲食店 JS-0006-0068

四季料理武田 大阪市阿倍野区 阿倍野筋３－１０－１　アベノベルタＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2865

Jane 大阪市阿倍野区 阿倍野筋４－２１－４ 飲食店 JS-0002-1300

鶏爛漫阿倍野店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋４－５－１３　　 飲食店 ZN-0001-7555

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 JS-0000-9263

鉄なべ 大阪市阿倍野区 阿倍野元町２－１ 飲食店 JS-0005-6626

カクレミノ家 HSPCafe 天王寺店 大阪市阿倍野区 旭町１－１－２１　ラシーヌ阿倍野１Ｆ 飲食店 JS-0003-2216

旬菜手料理 雲 大阪市阿倍野区 旭町１－６－３　アベノハミング１０２ 飲食店 JS-0002-7964
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牡蠣やまと 本店 大阪市阿倍野区 旭町２－１－２　１Ｆ 飲食店 JS-0001-7626

うのうあべの店 大阪市阿倍野区 王子町２－１－１１　　 飲食店 ZN-2000-6224

鉄板焼ダイニング 椿 大阪市阿倍野区 阪南町１－２８－７ 飲食店 JS-0003-1947

焼肉華 大阪市阿倍野区 阪南町１－４６－２５　阪南町ハイツ１０１ 飲食店 JS-0005-0355

だるま寿司 大阪市阿倍野区 阪南町１－４６－２６　　 飲食店 ZN-0001-7598

ふくの助 大阪市阿倍野区 阪南町１－４７－１９ 飲食店 JS-0002-5567

キッチンバー 混 大阪市阿倍野区 阪南町１－５０－２５ 飲食店 JS-0003-7384

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 JS-0000-0099

串カツ くしくし 大阪市阿倍野区 阪南町１－５０－９ 飲食店 JS-0003-4144

洋食プリッチ 大阪市阿倍野区 阪南町１－５０－９　　 飲食店 PK-0000-3277

賞味 大阪市阿倍野区 阪南町２－２０－３ 飲食店 JS-0000-5531

雷光 大阪市阿倍野区 阪南町２－４－２２ 飲食店 JS-0000-5432

うさぎとぼく 大阪市阿倍野区 阪南町３ー９ー１０　 飲食店 SL-2001-0299

accueil 大阪市阿倍野区 阪南町３－４３－２　　 飲食店 ZN-0001-7576

ふぐ天神西田辺店 大阪市阿倍野区 阪南町５－２０－１２　　 飲食店 ZN-0001-7563

ちゃぼ 大阪市阿倍野区 阪南町５－２１－８ 飲食店 JS-0001-8953

per　primo1 大阪市阿倍野区 阪南町５－２２－１４　　 飲食店 PK-0000-6435

食やますぞう 大阪市阿倍野区 阪南町５－２３－１１　　 飲食店 ZN-0001-7580

貴鶏屋西田辺店 大阪市阿倍野区 阪南町５－２３－３　　 飲食店 ZN-0001-7571

ふぐ料理まんぷく 大阪市阿倍野区 阪南町７－１－２　メゾンヒロ１０３ 飲食店 SL-2000-4303

福・ん 大阪市阿倍野区 昭和町１－５－１ 飲食店 JS-0005-1824

ビストロ マルセル 大阪市阿倍野区 昭和町１－５－１６－１０３ 飲食店 JS-0002-1304

焼肉生ホルモン チエちゃん 大阪市阿倍野区 昭和町１－９－４ 飲食店 JS-0003-5977

なんぞやチェリー 大阪市阿倍野区 昭和町１－９－６ 飲食店 JS-0005-0115

もりたこ 大阪市阿倍野区 昭和町２－６－２５　日光ビル１０３　 飲食店 ZN-2000-1666

炭火焼 DINNING 炎心 大阪市阿倍野区 昭和町５－１２－５　　 飲食店 ZN-0001-7537

aoi 大阪市阿倍野区 松崎町２－１－４１ 飲食店 JS-0004-5711

わらじや 大阪市阿倍野区 松崎町２－３－１９ 飲食店 JS-0000-5326

傳右衛門 大阪市阿倍野区 松崎町２－３－２０　　 飲食店 ZN-0001-7583

M 大阪市阿倍野区 松崎町２－３－２０　Ｋ３ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7553

九州魂～ KUSUDAMA ～天王寺店 大阪市阿倍野区 松崎町２－３－５０　レガーレ阿倍野２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1875

魚壱商店 天王寺店 大阪市阿倍野区 松崎町２－３－５３　杉本ビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1880

SPOT 大阪市阿倍野区 松崎町２－３－５３　杉本ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1229

うおはる 大阪市阿倍野区 松崎町２－３－６０　　 飲食店 ZN-0001-7595

SUN PUBLIC HOUSE 大阪市阿倍野区 松崎町３－６－２ 飲食店 JS-0005-2331

もつ鍋 一将 大阪市阿倍野区 西田辺１－６－１５ 飲食店 JS-0002-8407

旬の酒場 さむらい 大阪市阿倍野区 西田辺町１－１４－１６ 飲食店 JS-0001-6856

中華厨房 tokuchina 大阪市阿倍野区 西田辺町１－２－２　　 飲食店 ZN-0001-7611

Rirevie 大阪市阿倍野区 西田辺町１－２－６　ＬＵＺビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1429

浅一 大阪市阿倍野区 西田辺町１－３－４０　　 飲食店 ZN-2000-2292

うのう西田辺店 大阪市阿倍野区 西田辺町２－１－２５　　 飲食店 ZN-0001-7618

和彩美酒 喜心 大阪市阿倍野区 西田辺町２－２－２３ 飲食店 JS-0002-6518

南門 大阪市阿倍野区 西田辺町２－８－１０ 飲食店 JS-0003-9235

鮨 春政 大阪市阿倍野区 西田辺町２－８－１１ 飲食店 JS-0000-5011
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和風居酒屋食人 大阪市阿倍野区 西田辺町２－８－６　　 飲食店 ZN-0001-7572

小鍋キッチン 大阪市阿倍野区 長池町２１－１０　　 飲食店 PK-0000-6835

肉料理よし富 帝塚山店 大阪市阿倍野区 帝塚山１－６－１４ 飲食店 JS-0000-7105

COZY Coffee Spot 大阪市阿倍野区 帝塚山１－７－３ 飲食店 JS-0004-6665

大喜 大阪市阿倍野区 天王寺町北１－１－６　　 飲食店 ZN-0001-7597

焼肉 どら 大阪市阿倍野区 天王寺町北２－１－７ 飲食店 JS-0003-1545

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 JS-0005-9524

ホルモン炭火焼肉こてつ 大阪市阿倍野区 天王寺町北２－２－５ 飲食店 JS-0002-4364

焼肉まる五 大阪市阿倍野区 天王寺町北２－５－２４ 飲食店 JS-0005-9206

アートカフェ SAkuRA 大阪市阿倍野区 美章園３－２－２ 飲食店 JS-0004-1465

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 ZN-0001-7552

洋食とステーキ 健 大阪市阿倍野区 文の里１－８－２９ 飲食店 JS-0002-7387

旬彩　雲海 大阪市阿倍野区 北畠１－１－７　　 飲食店 PK-0000-6468

ブランドシティ 天王寺店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－５－３１　アポロビル１Ｆ ショッピング JS-0002-0166

オ，イペオ 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－６－１　ヴィアあべのウォーク２１４ ショッピング JS-0005-2955

カメラのナニワ あべの店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２－１－２９　ＡＩＴビル８Ｆ ショッピング AX-2000-0154

メンズショップシミズ 大阪市阿倍野区 阿倍野筋３－　１０－１　アベノベルタ１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-3796

ミチヤ 大阪市阿倍野区 阿倍野筋３－１０－１　アベノベルタ１Ｆ ショッピング JS-0002-4298

ファッション＆遊マート 大阪市阿倍野区 阿倍野筋３－１０－１－２３２ ショッピング JS-0001-5737

FILL THE BILL 大阪市阿倍野区 阿倍野筋３－８－２０　中村ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-5856

マツヤ 1969 大阪市阿倍野区 王子町２－１６－１３　サンライト７　１Ｆ ショッピング JS-0002-4853

愛フラワールーム アベノ店 大阪市阿倍野区 王子町４－２－２３ ショッピング JS-0000-4983

矢野時計店 大阪市阿倍野区 王子町４－２－２３ ショッピング SL-2000-4921

カギの救急車 昭和町店 大阪市阿倍野区 阪南町１－２５－２　アネックス１Ｆ ショッピング JS-0003-6819

三千円メガネ 文の里店 大阪市阿倍野区 阪南町１－２５－４ ショッピング JS-0001-4593

あべのすとーん 大阪市阿倍野区 阪南町２－１２－６ ショッピング JS-0003-8949

しらかば薬局 大阪市阿倍野区 阪南町５－２３－１５　西田辺林ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8535

こがね西田辺店 大阪市阿倍野区 阪南町５－２４－２５　チュリス西田辺１Ｆ ショッピング JS-0004-0813

ペットショップ ファニー 西田辺店 大阪市阿倍野区 阪南町５－５－２　クラスト西田辺１Ｆ ショッピング JS-0000-6841

リサイクルショップ ケイズ 大阪市阿倍野区 昭和町１－１７－１４ ショッピング JS-0000-1120

ケーキハウスアルモンド 大阪市阿倍野区 昭和町１－２１－１　　 ショッピング ZN-0002-5636

松下塗料店 大阪市阿倍野区 昭和町１－３－１１ ショッピング JS-0003-5908

姉妹屋 大阪市阿倍野区 昭和町１－６－４ ショッピング JS-0003-1452

flowershopIchihana 大阪市阿倍野区 昭和町２－６－２４　清和ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5606

ビッグ・ボーン 大阪市阿倍野区 松崎町２－３－５９ ショッピング JS-0000-1633

オリーブ 大阪市阿倍野区 西田辺町１－１－１　道野ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-5786

アベノバ 大阪市阿倍野区 西田辺町２－６－２１ ショッピング JS-0003-6294

メガネのキタタニ 大阪市阿倍野区 天王寺町北３－１２－３ ショッピング JS-0005-6655

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 PK-0000-2835

丸善エース制服 大阪市阿倍野区 美章園２－１７－２　　 ショッピング PK-0000-8189

オプティック ヒカリ 大阪市阿倍野区 北畠２－９－２９ ショッピング JS-0003-5958

Lee tria 阿部野橋駅前店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－３－１５　阿倍野共同ビル６Ｆ　 サービス ZN-2000-4559

美セレクトあべの店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－３－２１　岸本ビル７Ｆ　 サービス ZN-0002-3099

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 ZN-0002-4989
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Bodysh あべのウォーク店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－６－１ サービス JS-0005-4247

PDFactory ＋ 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－６－１　ヴィアあべのウォーク１１２－６　 サービス ZN-0003-0270

Cuon NAIL 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－６－１　ヴィアあべのウォーク２０２－２ サービス JS-0003-1031

キャンディモア あべの店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－６－１　ヴィアあべのウォーク２０５ サービス JS-0003-6713

BALIMA BALIRE あべの店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋２－１－２９　ＡＩＴビル５Ｆ サービス JS-0002-3552

はぴねす鍼灸整骨院 阿倍野 大阪市阿倍野区 阿倍野筋３－１０－１　あべのベルタ１Ｆ サービス JS-0003-3481

ブリリオ 天王寺店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋３－１－２４　レジデンス JUKO １０１ サービス JS-0005-2169

HAIR ＇ S Lunetta 大阪市阿倍野区 阿倍野筋３－５－２０ サービス SL-2000-4292

キマタ写真館 大阪市阿倍野区 阿倍野筋４－３－１１ サービス JS-0001-1016

ファミリー薬局 大阪市阿倍野区 阿倍野筋５－１１－２　アベノサンガビル１Ｆ サービス JS-0002-2404

truck － hairdesign － 大阪市阿倍野区 阿倍野筋５－９－３１　　 サービス ZN-0002-7356

NEUVE： 大阪市阿倍野区 阿倍野元町６－１　アルザコート１Ｆ　 サービス ZN-2000-0490

wealstar hair design 大阪市阿倍野区 旭町１－１－１４　あべの旭町９Ｆ サービス JS-0004-2176

CommonThyme 大阪市阿倍野区 旭町２－１－１－１３９ サービス JS-0001-3005

タキオカ写真 大阪市阿倍野区 王子町１－１１－２６ サービス JS-0001-8674

株式会社スタジオエム 大阪市阿倍野区 王子町３－１３－２８　　 サービス ZN-0002-6542

岸上獣医科病院 大阪市阿倍野区 丸山通１－６－１ サービス JS-0001-3179

Histoire 大阪市阿倍野区 阪南町１－２５－４　グランメゾン杉谷１Ｆ　 サービス ZN-0003-0271

Attra by HHL 大阪市阿倍野区 阪南町１－２７－２ サービス JS-0005-0512

丸善舎 昭和町店 大阪市阿倍野区 阪南町１－４６－２０ サービス JS-0003-8627

PLUS － 1 大阪市阿倍野区 阪南町１－５１－６　　 サービス ZN-0002-7150

hairatelieriti 大阪市阿倍野区 阪南町２－１－２４　　 サービス ZN-0003-0284

Hair Make rise 大阪市阿倍野区 阪南町４－１３－１　サンライズビル１Ｆ サービス JS-0005-5400

Hairmakerise；1 大阪市阿倍野区 阪南町４－１３－１　サンライズビル１Ｆ　 サービス PK-0000-0612

emt 大阪市阿倍野区 阪南町５－２０　マンション静１０２　 サービス ZN-0003-0274

Atutti 大阪市阿倍野区 阪南町５－２３－１３ サービス JS-0003-6079

Lien 大阪市阿倍野区 阪南町５－２４－７ サービス JS-0004-2495

555tete 大阪市阿倍野区 阪南町５－２５－１８ サービス SL-2001-0572

remabyemt 大阪市阿倍野区 三明町２－７－２３　宮本マンション１０１　 サービス ZN-0003-0276

Face － 1 大阪市阿倍野区 昭和町５－５－２５ サービス JS-0001-7650

BISCO HAIR 大阪市阿倍野区 松崎町２－２－２８　アーバンシュール２０１ サービス JS-0004-1284

emma あべの 大阪市阿倍野区 松崎町２－３－３３　２Ｆ　 サービス ZN-0003-0280

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 JS-0001-5790

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 ZN-0002-7357

S2 大阪市阿倍野区 松崎町２－３－５３　清水ビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-9917

Hair ＆ MakeLeeTwice 阿倍野 大阪市阿倍野区 松崎町２－３－５８　真田ビル３Ｆ　 サービス ZN-0003-0277

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 ZN-0003-0285

整骨院 スマイルボディ 大阪市阿倍野区 松崎町３－９－３３ サービス JS-0004-3692

ヌマナミフォトスタジオ 大阪市阿倍野区 松崎町４－２－４　　 サービス PK-0000-5297

HAIR MAKE PIXY 大阪市阿倍野区 西田辺町１－１－２１　ドエルレーベン２Ｆ サービス SL-2000-1815

cerise 大阪市阿倍野区 西田辺町２－１１－６　シャトー鶴ヶ丘１０３ サービス JS-0000-6921

shumallo 大阪市阿倍野区 西田辺町２－５－１１　１Ｆ　 サービス ZN-0003-0273

Jurrian － may 大阪市阿倍野区 帝塚山１－１２－１４　１Ｆ サービス JS-0000-7047

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 JS-0002-5490
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西尾ガーデン 大阪市阿倍野区 帝塚山１－６－３ サービス JS-0003-0435

MARCH merry 大阪市阿倍野区 天王寺町北１－１－３ サービス JS-0000-3448

ゆめ整骨院 大阪市阿倍野区 美章園２－１９－２０ サービス JS-0004-7356

i 美章園 大阪市阿倍野区 美章園２－２８－１２ サービス JS-0000-2989

スマートコンタクト＋レンズギャラリー天王寺店 大阪市阿倍野区 阿倍野筋１－５－３６　アベノセンタービルＢ２Ｆ その他 SL-2001-1605

ILCHI BRAIN YOGA 天王寺 大阪市阿倍野区 旭町１－１－２６　ウエムラあべのビル１０Ｆ その他 JS-0003-3002

（有）大有堂薬局 大阪市阿倍野区 王子町１－４－１１　 その他 SL-2000-1056

パソコンドック 24 阿倍野店 大阪市阿倍野区 松崎町３－１－７　パレーシャル松崎１０３ その他 SL-2000-8897


