
1 2020/9/15

［大阪市中央区（飲食店）］
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LaOliva 大阪市中央区 安土町１－２－１　　 飲食店 ZN-0001-6639

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 JS-0000-9935

酒処 角力古市 大阪市中央区 安土町１－５－３　ループビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-4196

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 ZN-0001-6708

蕎麦切り きうち 大阪市中央区 安土町１－７－１３　トヤマビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-0240

鴻臚館 大阪市中央区 安土町１－７－２０　トヤマビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2029

居酒屋まんまん堺筋本町店 大阪市中央区 安土町２－２－１０　本二ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6583

本格炭火焼肉太龍館 大阪市中央区 安土町２－２－１０　本二ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6944

焼肉万葉 まえだ亭 大阪市中央区 安土町２－２－１５　ハウザー堺筋本町駅前ビル２０２ 飲食店 JS-0003-4187

堺筋本町 路地裏ダイニング じぇい 大阪市中央区 安土町２－２－１５　ハウザー堺筋本町駅前ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-9096

Restaurant mitte 大阪市中央区 安土町２－３－１３　大阪国際ビルディング２Ｆ 飲食店 JS-0002-7877

佐之家 大阪市中央区 安土町２－４－１　　 飲食店 ZN-0001-6490

大衆酒場万祭 大阪市中央区 安土町３－２－９　セイコービル１０１　 飲食店 ZN-0001-6891

響や 大阪市中央区 安土町３－２－９　セイコービル２Ｆ 飲食店 AL-0000-0176

北海道海鮮にほんいち本町店 大阪市中央区 安土町３－４－５　本丸田ビルＢ１　 飲食店 ZN-0001-6852

はいから亭 大阪市中央区 安堂寺町１－２－５ 飲食店 JS-0000-6571

居酒屋ちゃが楽谷町店 大阪市中央区 安堂寺町１－２－５　　 飲食店 ZN-0001-6500

雅頌 谷六本店 大阪市中央区 安堂寺町１－３－１０ 飲食店 JS-0000-6000

Slack Tisa 大阪市中央区 安堂寺町１－３－１３　谷町もりおかビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-2451

POZZUOLI 大阪市中央区 安堂寺町２－２－１５　島田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3730

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 ZN-0001-6902

焼肉 千蔵 大阪市中央区 安堂寺町２－３－１５　　 飲食店 ZN-0001-6568

カフェミエル 大阪市中央区 瓦屋町２－１５－１４　はっとりビルディング１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1596

新羅 大阪市中央区 瓦屋町２－１６－４　　 飲食店 ZN-2000-5102

炭火焼肉蔓牛 大阪市中央区 瓦屋町３－５－１４　　 飲食店 ZN-0001-6508

瓦町仔鹿 大阪市中央区 瓦町１－４－６　市岡宏産ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6942

旬魚菜よし田瓦町本店 大阪市中央区 瓦町１－５－１１　ループビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-6380

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 JS-0005-1635

つるとんたん 本町楼 大阪市中央区 瓦町２－１－１３　　 飲食店 ZN-0001-6498

どら鴨 大阪市中央区 瓦町２－３－１４　　 飲食店 ZN-0001-6678

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 ZN-0001-4564

わか馬 大阪市中央区 瓦町２－６－１６ 飲食店 JS-0004-5579

Restaurant La Cime 大阪市中央区 瓦町３－２－１５　本町河野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3569

有彩 大阪市中央区 瓦町３－２－５　辻井ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-1644

村瀬 瓦町本店 大阪市中央区 瓦町３－３－１６　ＯＷＬ瓦町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1274

オレ流居酒屋角ちゃん 大阪市中央区 瓦町３－４－１０　日宝御堂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6720

spice32 本町店 101 大阪市中央区 瓦町４－３－１４－１０７　御堂アーバンライフ 飲食店 JS-0002-6229

チヂミのやすす 大阪市中央区 瓦町４－３－２　本町ＵＭビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1262

つむぎ 大阪市中央区 瓦町４－４－１４　日宝ニュー本町ビル　 飲食店 ZN-0001-6601

鯛はな 大阪市中央区 瓦町４－４－１４　日宝ニュー本町ビル２０１ 飲食店 JS-0004-4244
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タコつるバー 大阪市中央区 瓦町４－５－４　マスザキヤ瓦町ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1501

Mira 大阪市中央区 瓦町４－５－７　　 飲食店 ZN-2000-3107

雑魚場料理あみ源備後町店 大阪市中央区 瓦町４－６－１５　瓦町浪速ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6344

月山 大阪市中央区 瓦町４－６－１５　本町プレタビル　 飲食店 ZN-0001-6362

かんてき焼肉蔓 大阪市中央区 久太郎町１－１－１１　　 飲食店 ZN-0001-6361

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 JS-0004-2760

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 ZN-0001-7007

浜の香 大阪市中央区 久太郎町１－６－２１シャンクレール本町１Ｆ 飲食店 JS-0000-5261

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 ZN-0002-2933

Kitchen Salt ＆ Pepper 大阪市中央区 久太郎町２－５－１８　宝ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2671

鶏がメインの大衆酒場 こっから屋 大阪市中央区 久太郎町３－１－２２　ＯＳＫビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5409

hanafru 大阪市中央区 久太郎町４－１－１５　大阪エクセル東急南１Ｆ 飲食店 JS-0005-6075

hanafru 大阪市中央区 久太郎町４－１－１５　大阪エクセル東急南１Ｆ 飲食店 JS-0005-6086

音頭 大阪市中央区 久太郎町４－１－３　大阪センタービルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-3588

若貴 大阪市中央区 久太郎町４－２－１３　本町ＳＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6414

Virgola 大阪市中央区 久太郎町４－２－３　　 飲食店 ZN-0001-6680

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 JS-0001-7601

旬彩 十々 大阪市中央区 玉造１－１５－６　ＮＳビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0152

天秤棒玉造店 大阪市中央区 玉造１－５－６　グランドヒル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6768

くいもん家 K’s 大阪市中央区 玉造１－６－２７ 飲食店 JS-0000-7386

くいもんや KS 大阪市中央区 玉造１－６－２７ 飲食店 JS-0005-2449

串焼 きんぎょ 大阪市中央区 玉造２－１５－８ 飲食店 JS-0001-4609

おでんと和み料理こすもす 大阪市中央区 玉造２－１６－８　玉造井上ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6507

レストランリール 大阪市中央区 玉造２－４－１３　上町ロングピア１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6358

ソウルゴップチャン 大阪市中央区 高津１－２－１９　明正ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1865

ぶりあん松屋町店 大阪市中央区 高津２－１－１　　 飲食店 ZN-0001-6844

焼肉 KEIKO 大阪市中央区 高津２－４－１８　　 飲食店 ZN-0001-6993

八助 大阪市中央区 高津３－１５－１０－１Ｆ 飲食店 JS-0003-6894

おでん田八 大阪市中央区 高麗橋１－２－３ 飲食店 JS-0002-2053

ペギィスゥ 大阪市中央区 高麗橋１－２－３ 飲食店 JS-0002-2058

千吉里庵 大阪市中央区 高麗橋１－３－２ 飲食店 JS-0003-0798

旬食和心志 大阪市中央区 高麗橋１－５－１０　ソフトエース北浜１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6323

北浜よし田 大阪市中央区 高麗橋１－５－１４　　 飲食店 ZN-0001-6405

お好み焼き ArAkA 大阪市中央区 高麗橋１－５－１４　メゾンドール高麗橋１Ｆ 飲食店 JS-0000-3003

北京飯店 大阪市中央区 高麗橋１－５－１８ 飲食店 JS-0000-2320

LaTortuga 大阪市中央区 高麗橋１－５－２２　　 飲食店 ZN-0001-6377

美麗華 北浜店 大阪市中央区 高麗橋１－７－３－２０４　 飲食店 ZN-0001-6419

らぱす北浜店 大阪市中央区 高麗橋２－３－１５　　 飲食店 ZN-0001-6442

クワンチャイ 淀屋橋店 大阪市中央区 高麗橋２－３－５　柳湖堂ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-9407

串ダイニング SOL 大阪市中央区 高麗橋２－４－１３ 飲食店 JS-0000-6536

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 JS-0003-9142

鉄板焼 ArAkA 大阪市中央区 高麗橋４－５－１０ 飲食店 JS-0001-1295

旬彩工房喜あじ高麗橋店 大阪市中央区 高麗橋４－６－２０　マスイビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6665

Trattoriadellanonna 大阪市中央区 高麗橋４－８－６　木村ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-8847
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中華ダイニングバル ぱんだ 大阪市中央区 今橋１－４－８　北浜カワシマビル１０２ 飲食店 JS-0001-1594

軍鶏十番 大阪市中央区 今橋１－７－１９　北浜ビルディングＢ１Ｆ　 飲食店 SL-2000-1972

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 ZN-0001-6895

キャラント・キャトル 大阪市中央区 今橋２－２－１７　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-6664

キャラント キャトル 大阪市中央区 今橋２－２－１７　今川ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-9835

甚八別館 大阪市中央区 今橋３－２－１２　　 飲食店 ZN-2000-4691

北浜うおじ 大阪市中央区 今橋３－２－１２　大永ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6734

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 odora Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-6267

Salud 大阪市中央区 糸屋町２－３－２１　MN 中央ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-6183

炭火焼き三平 大阪市中央区 宗右衛門町１－１２　セントラルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6837

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 ZN-0001-6740

串カツ えびす 本店 大阪市中央区 宗右衛門町１－１４　大日館ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2463

浜幸 大阪市中央区 宗右衛門町１－２１　イトウビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1996

鍋王 大阪市中央区 宗右衛門町１－２１　ベイステ－ジ宗右衛門２Ｆ 飲食店 SL-2000-5355

韓日館 宗右衛門町店 大阪市中央区 宗右衛門町１－２２　　 飲食店 ZN-0001-6339

明洞 大阪市中央区 宗右衛門町１－２４　　 飲食店 ZN-0001-6879

BARPONY 大阪市中央区 宗右衛門町１－２８　三ッ寺ギャラクシービル８号館２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3905

OnTheRule 大阪市中央区 宗右衛門町１－２８　三ッ寺ギャラクシービル８号館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2354

和亨 大阪市中央区 宗右衛門町２－１３　メトロホテル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6355

MIYUMIYU 大阪市中央区 宗右衛門町２－１６　アンドラビル６－Ｄ　 飲食店 ZN-2000-4608

Bar Sip 大阪市中央区 宗右衛門町２－１６　アンドラビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-9556

BarJ’ 大阪市中央区 宗右衛門町２－１６　アンドラビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-4633

縁や 大阪市中央区 宗右衛門町２－２３　グリーンハウス１Ｆ 飲食店 JS-0000-2669

寿司 たいすけ 大阪市中央区 宗右衛門町２－２３　グリーンハウス１Ｆ 飲食店 JS-0000-6301

ゆう亭 大阪市中央区 宗右衛門町２－２３　グリーンハウス１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6307

すし処勝也 大阪市中央区 宗右衛門町２－２３　グリーンハウス２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6888

酒味航房 弘漁丸 大阪市中央区 宗右衛門町２－２４　ＧＫビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6699

焼肉つよし 大阪市中央区 宗右衛門町２－２５　南ビル１０１　 飲食店 ZN-2000-5418

季菜夢せと 大阪市中央区 宗右衛門町２－２５　南ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-6263

KIYOS’san 大阪市中央区 宗右衛門町２－３１　キャリアプラザ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7049

あそび Barglamorous 大阪市中央区 宗右衛門町２－３１　日宝キャリアプラザ５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3278

鮨割烹ふくおか 大阪市中央区 宗右衛門町２－３４　　 飲食店 ZN-2000-7338

ふぐてつ 大阪市中央区 宗右衛門町３－１１　ダテビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6357

大阪ホルモンサンキュー 大阪市中央区 宗右衛門町３－１２　かねよし旅館１Ｆ 飲食店 JS-0003-3722

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 ZN-0001-6497

メイツ 大阪市中央区 宗右衛門町３－１７　東宗右衛門町タワービル６Ｆ 飲食店 JS-0003-5065

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　 飲食店 ZN-0001-6406

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 ZN-0002-1776

焼肉どうらく宗右衛門町店 大阪市中央区 宗右衛門町３－５　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4688

BarGOLD 大阪市中央区 宗右衛門町３－７　パレ３７３ビル２Ｆ 飲食店 ZN-2000-5700

花かるた 大阪市中央区 宗右衛門町３－７　パレ３７３ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6904

Sakurai 大阪市中央区 宗右衛門町３－７　パレ３７３ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6748

Queue 大阪市中央区 宗右衛門町３－９　ムーンビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-1037

希粋 大阪市中央区 宗右衛門町４－１２　春帆ビル　 飲食店 ZN-0001-6590
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YAMATO 大阪市中央区 宗右衛門町４－５　ＮＢクリスタルタワー８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3304

新浅草 大阪市中央区 宗右衛門町４－５　ＮＢクリスタルタワービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6295

炭火かわらや 大阪市中央区 宗右衛門町４－５　ＮＢクリスタルタワービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6804

ROUGE ＆ NOIR 大阪市中央区 宗右衛門町４－６　クライスビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-3158

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 ZN-0001-6517

DESTINY 大阪市中央区 宗右衛門町４－８　ＡＢＣガーデンビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-2906

D2MusicBar 大阪市中央区 宗右衛門町４－９　キャナルプラザ３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5769

お多福 大阪市中央区 宗右衛門町５－２　シャトウ上方ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6332

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－１００１　 飲食店 ZN-0001-7002

鮓 森岡 大阪市中央区 宗右衛門町５－２　シャトウ上方ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9032

バーマジックスーパーラッキー 大阪市中央区 宗右衛門町５－２５　宗右衛門町第一ビル５０３　 飲食店 ZN-2000-7301

BOMBAR 大阪市中央区 宗右衛門町５－２５　二鶴ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3838

＆ you 大阪市中央区 宗右衛門町５－２５　二鶴ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-6594

berSecondjoint 大阪市中央区 宗右衛門町５－２６　ＯＭビル笠屋町２０１　 飲食店 ZN-2000-3764

Z － BRA 大阪市中央区 宗右衛門町５－２６　ＯＭビル笠屋町４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1921

Qupido 大阪市中央区 宗右衛門町５－２６　ＯＭビル笠屋町７０１　 飲食店 ZN-0001-6875

ショットバー・プラス 大阪市中央区 宗右衛門町５－３　日宝ベルソワール玉屋町２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0648

REGALIA 大阪市中央区 宗右衛門町５－３　日宝ベルソワール玉屋町２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2756

BAR リフレーム 大阪市中央区 宗右衛門町５－３　日宝ベルソワール玉屋町２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4534

Roots 大阪市中央区 宗右衛門町５－３　日宝ベルソワール玉屋町５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7010

BULLHOUSE 大阪市中央区 宗右衛門町５－３０　三ッ寺ギャラクシー２号館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4624

炭火焼鳥 鶏 co 大阪市中央区 宗右衛門町５－３１　ルミナス和光ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2624

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 ZN-0001-6310

LOSER 大阪市中央区 宗右衛門町５－３２　Fn 三ッ寺ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3522

秀月 大阪市中央区 宗右衛門町５－３３　　 飲食店 ZN-2000-7324

Nera 大阪市中央区 宗右衛門町５－６　センチュリービル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4396

クレイジュ 大阪市中央区 宗右衛門町５－６　センチュリービル５Ｆ 飲食店 SL-2000-9855

旬菜 まさか 大阪市中央区 宗右衛門町６－１　日宝サンロードビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4406

らむ屋 本店 大阪市中央区 宗右衛門町６－２３　太閤ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-3366

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 ZN-2000-3143

THE たまご BAR 大阪市中央区 宗右衛門町６－２９　三ツ寺ギャラクシービル３号館６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0294

長尾 大阪市中央区 宗右衛門町６－３１ 飲食店 JS-0000-1588

クロム 大阪市中央区 宗右衛門町６－３１　メイヨウビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2113

ど素人 大阪市中央区 宗右衛門町６－３２　東心斎橋萩原ビル４ＦＢ　 飲食店 ZN-0001-6624

Wine Dining Quatre 大阪市中央区 宗右衛門町６－８　KS 笠屋町ビル地下１Ｆ 飲食店 JS-0003-6863

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 JS-0004-7594

株式会社ライフワークコーポレーション 大阪市中央区 宗右衛門町７－１１　２Ｆ 飲食店 JS-0000-7636

ガース 大阪市中央区 宗右衛門町７－１１　六甲道頓堀プラザビルＢ１　 飲食店 ZN-2000-2772

BarMo 美 ji 大阪市中央区 宗右衛門町７－１３　日宝レインボービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5004

RIANA 大阪市中央区 宗右衛門町７－１３　日宝レインボービル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6910

JAPAN 大阪市中央区 宗右衛門町７－１７　田舎会館ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5799

アジアンバル プクプク 大阪市中央区 宗右衛門町７－５　オグラビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-9959

ThaiKitchenKARAHORI 大阪市中央区 松屋町４－４　　 飲食店 ZN-0001-6743

真みや 大阪市中央区 上汐２－２－１　ＧＳ上汐１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6506
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チャイニーズ酒菜一凛 大阪市中央区 上汐２－３－１０　　 飲食店 ZN-0001-7050

寿司処八正 大阪市中央区 上汐２－４－１２　K.S ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3395

すだちの花 大阪市中央区 上町１－２３－１　エミネンスマトバビル１０３ 飲食店 JS-0005-1578

割烹 とんぼ 大阪市中央区 上町１－２６－１３　１・２Ｆ 飲食店 JS-0000-5513

DINING ＆ SHOTBARESTATE 大阪市中央区 上町１－２６－９　藤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4798

きよ助 大阪市中央区 上本町西１－３－２８ 飲食店 JS-0001-6591

國型製作所 上本町店 大阪市中央区 上本町西１－３－２９ 飲食店 JS-0000-5973

ぢどり亭 谷六店 大阪市中央区 上本町西１－５－１８　エイ・ツーオー第５ビル 飲食店 JS-0001-1080

すし政 大阪市中央区 上本町西２－１－１４　　 飲食店 ZN-0001-6282

TENTEN 大阪市中央区 上本町西２－４－１３　松屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6801

キッチントゥレンタ 大阪市中央区 上本町西２－５－１７ 飲食店 JS-0004-2939

Le Caneton 大阪市中央区 上本町西２－６－２３ 飲食店 JS-0001-0117

釜戸ダイニング＆雑貨縁 大阪市中央区 上本町西２－６－２４　 飲食店 SL-2000-5130

まるさや イースト 大阪市中央区 上本町西３－１－１　大善ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8273

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 ZN-0001-6329

梅蘭京橋店 大阪市中央区 城見１－３－７　松下ＩＭＰビル３Ｆ　 飲食店 PK-0000-1053

四季彩粋本町店 大阪市中央区 常盤町１－４－３－１０３　 飲食店 ZN-0001-6287

天悟 大阪市中央区 常盤町１－４－９　竹宏ビル１０２ 飲食店 JS-0001-2146

Macauda 大阪市中央区 常盤町２－１－３ 飲食店 JS-0005-9537

焼肉家盛楽 大阪市中央区 常盤町２－４－９　エクセル第６ビル　 飲食店 ZN-2000-2128

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 JS-0000-5664

ALI’S KITCHEN 大阪市中央区 心斎橋筋１－１０－１２　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-6327

バルバッコア 心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－１－１０　キュープラザ心斎橋８Ｆ 飲食店 AX-2000-0006

Matsuda 大阪市中央区 心斎橋筋１－２－２４　玉置ビル本館４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6271

ippon 大阪市中央区 心斎橋筋１－２－７　LERIFA 心斎橋２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6018

心斎橋和っか 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－１０　　 飲食店 ZN-0001-6691

ヴェルミヨン・マホロバ 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－１０　心斉橋井上ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6423

お好み 吉田 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－１２　２Ｆ 飲食店 JS-0003-6967

月のなか 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－２０ 飲食店 JS-0000-0004

日本酒うなぎだに 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－２８　　 飲食店 ZN-0001-6806

Oh ！マイステーキ 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－２９　ミアプラザ心斎橋Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-6419

心斎橋酒場 叶えや 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－２９　ミヤプラザ心斎橋３Ｆ 飲食店 JS-0003-7084

たこやき王子 ミヤプラザ心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－２９　ミヤプラザ心斎橋４Ｆ 飲食店 JS-0003-3038

わらじ 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－５　第５ＫＳビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-4869

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 ZN-0001-6504

中央軒・心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－３－９ 飲食店 JS-0000-3570

コッテジ心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－４－２９　フェリタチ心斎橋筋６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0831

大阪かに源 心斎橋本店 大阪市中央区 心斎橋筋１－４－３　２Ｆ 飲食店 JS-0005-7103

炭焼キッチン TenTen 大阪市中央区 心斎橋筋１－４－３　トダビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6610

いろり庵 心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－５－５　イーストビル４Ｆ 飲食店 JS-0003-4969

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 JS-0005-9456

炉端シャンス Ginpei 大阪市中央区 心斎橋筋１－５－７　セーナビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6690

まだん心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋１－５－７　セーナビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6893

ふぐ松 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－１０　２番館ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6948
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ステーキハウス もり川 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－１０　サンボアビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-7450

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 ZN-0001-4587

牛たん炭火焼吉次別館 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－３　　 飲食店 ZN-0001-4592

心斎橋でりしゃす 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－３　　 飲食店 ZN-0001-6317

みみずく 25 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－３　　 飲食店 ZN-0001-6848

Win’2 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－７　心斎橋パルテノン６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3579

ふたいろ 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－７　日宝パルテノンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7005

海 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－７　日宝パルテノンビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1922

Joe 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－７　日宝パルテノンビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0161

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 ZN-0001-6946

Bartriple 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－７　日宝心斎橋パルテノン４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2108

セブン 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－７　日宝心斎橋パルテノンビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2786

Lux － Ria 大阪市中央区 心斎橋筋２－１－８　藤田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6983

洋風料理ニシモト 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－１　　 飲食店 ZN-0001-7031

GYM ＆ BARShout 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－１０　新日本ミツ寺ビルＢ１Ｆ 飲食店 PK-0000-0304

道頓堀穴子家 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 JS-0001-8513

雪之丞 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－１０　新日本三ツ寺ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-7969

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 ZN-0001-6396

雄 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 ZN-0001-6753

BarLazo 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－１０　新日本三ッ寺ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4045

Alto － Forza 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－１０　新日本三ツ寺ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4081

ダイニングキッチン ペペロンチーノ 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－１０　新日本三ッ寺ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-1904

ventuno 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－１０　新日本三ッ寺ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3484

BarHook 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－１０　新日本三ッ寺ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3985

el canalla 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－１３ 飲食店 JS-0004-7714

佳味 光月 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－１３　宝山心斎橋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1979

Dining Bar Sun － Q LABO 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－１３　宝山心斎橋ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-3370

新明石 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－１３　宝山心斉橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3735

Watari 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－２　日宝畳屋町プラス１－１Ｆ－４　 飲食店 ZN-0001-6612

Rosa 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－２　日宝畳屋町プラスワンビル４０１　 飲食店 ZN-2000-0628

Le’aOluolu 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－２９　五ツ星ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5535

焼肉なごみ 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－３　畳屋町ギャラクシー１Ａ　 飲食店 ZN-0001-6905

BarBuu． 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－３　畳屋町ギャラクシー４Ｆ 飲食店 ZN-2000-4263

福の舞 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－３　畳屋町ギャラクシービル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5398

龍多風亜 大阪市中央区 心斎橋筋２－２－３２　　 飲食店 ZN-0001-6787

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 ZN-0001-6349

鳥魚 宗右衛門町店 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－１２　喜八ビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-7710

桧之川 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－２　クイーンズコートビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5146

Y’n 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－２　クイーンズコートビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6730

麗 GOLDBAR 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－２　クイーンズコートビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5798

一切れ焼き肉 肉寿司 旨太郎 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－２　クイーンズコートビル東館１０２ 飲食店 JS-0002-1247

レストラン 兎と薔薇。 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－２　クイーンズコートビル東館２Ｆ 飲食店 JS-0003-7009

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 ZN-0001-6724

DINING BAR LAST 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－５　ファインプラザＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-1111
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酒場スナフキン 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－５　日宝ファインプラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7040

INDEX × nanba 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－５　日宝ファインプラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6151

道頓堀クラブ 5 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－５　日宝ファインプラザ３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3921

遊食家 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－７　ロイヤル北川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3776

Takashima’sBar 大阪市中央区 心斎橋筋２－３－８　チェリ－ビルＢ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-2146

tres 大阪市中央区 心斎橋筋２－６－１４　アクロスビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6732

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 ZN-0001-6327

LUCIA 大阪市中央区 心斎橋筋２－６－１７　三津寺辻ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4382

ときめき居酒屋俺のヒロインちゃん 大阪市中央区 心斎橋筋２－６－１９ 飲食店 JS-0001-4734

鳥魚御堂筋店 大阪市中央区 心斎橋筋２－６－８　シャンペンジャムビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-5588

BAR GROTTO 大阪市中央区 心斎橋筋２－６－８　シャンペンジャムビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-1543

ゆず白湯らーめん柚子壱郎 大阪市中央区 心斎橋筋２－７－１１　日宝ロイヤルビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-0986

ROUTE94 大阪市中央区 心斎橋筋２－７－１１　日宝ロイヤルビル１Ｆ　 飲食店 JS-0000-5577

3leep 大阪市中央区 心斎橋筋２－７－１１　日宝ロイヤルビル１Ｆ　 飲食店 JS-0004-0355

龍の巣心斎橋三ッ寺本店 大阪市中央区 心斎橋筋２－７－１１　日宝ロイヤルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6672

酒菜舎虎純 大阪市中央区 心斎橋筋２－７－１１　日宝ロイヤルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7052

gep 大阪市中央区 心斎橋筋２－７－１１　日宝ロイヤルビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-4133

時に和食ゆきや 大阪市中央区 心斎橋筋２－７－１１　日宝ロイヤルビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5068

Cantarella 大阪市中央区 心斎橋筋２－７－１１　日宝ロイヤルビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6451

HOTBOX 大阪市中央区 心斎橋筋２－７－１１　日宝ロイヤルビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3693

CoCo 都可心斎橋店 大阪市中央区 心斎橋筋２－７－９ 飲食店 JS-0005-1836

喰い物家角 大阪市中央区 森ノ宮中央１－１０－１６　森ノ宮中央ハイツ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6474

居酒屋菜蔵 大阪市中央区 森ノ宮中央１－１４－１　　 飲食店 ZN-0001-6493

串焼き酒場 のぼせもん 大阪市中央区 森ノ宮中央１－１４－１　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1586

鉄板グリルパブ BOSKE 大阪市中央区 森ノ宮中央１－１４－１　第元観光ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3060

〔肉〕炭火酒場 力虎 大阪市中央区 森ノ宮中央１－１６－２０　 飲食店 ZN-0001-6595

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１００６ 飲食店 ZN-0001-6555

La・Vigne 大阪市中央区 西心斎橋１－１０－３　エースビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5637

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１０１　 飲食店 ZN-2000-5431

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 JS-0002-5760

WCAFE 大阪市中央区 西心斎橋１－１２－１１　　 飲食店 ZN-0001-6574

いこい 大阪市中央区 西心斎橋１－６－２４ 飲食店 JS-0004-1024

Animeal 大阪市中央区 西心斎橋１－８－１１　おおきに三角公園北ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5054

Bar ＆ Dinner U2S 大阪市中央区 西心斎橋１－８－６　ステージ・ナイン・イースト１Ｆ 飲食店 JS-0002-9554

小川のおかん 大阪市中央区 西心斎橋１－９－２０　バンブーアレイ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4084

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 JS-0001-7703

播重 大宝寺店 大阪市中央区 西心斎橋１－９－２６　　 飲食店 ZN-0001-6373

BANCO 大阪市中央区 西心斎橋１－９－２６　　 飲食店 ZN-2000-7511

ウブドスチ 大阪市中央区 西心斎橋１－９－３０　ホテルマイステイズ心斎橋１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0095

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 ZN-0001-6634

HULAGRILLthegarden 大阪市中央区 西心斎橋２－１０－２　　 飲食店 ZN-0001-6716

loop 大阪市中央区 西心斎橋２－１０－２１　スパジオビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-0213

いい田屋 心斉橋店 大阪市中央区 西心斎橋２－１－１３　福井ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4470

サンジェルマン 大阪市中央区 西心斎橋２－１－１８　オーパスワンビル４Ｆ 飲食店 ZN-0001-6607
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リビング 大阪市中央区 西心斎橋２－１２－１４　オーシャンドライブ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5270

ステーキさくらアメ村本店 大阪市中央区 西心斎橋２－１２－２２　朝日プラザ心斎橋１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6934

RICHGARDEN 大阪市中央区 西心斎橋２－１３－５　リヴェール道頓堀１０１ 飲食店 JS-0001-2368

UMIYACAFEWESTPOINT 大阪市中央区 西心斎橋２－１６－１４　宝泉ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6954

スタンドアタリ 大阪市中央区 西心斎橋２－１７－８　レバンガ心斎橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5924

アメ村社員食堂 大阪市中央区 西心斎橋２－３－１４ 飲食店 JS-0000-7974

炭焼巧房とり乃 大阪市中央区 西心斎橋２－３－２２　　 飲食店 ZN-0001-6557

一喜一遊 大阪市中央区 西心斎橋２－３－２２　　 飲食店 ZN-0001-6686

ル・クロ 大阪市中央区 西心斎橋２－３－２２　　 飲食店 ZN-0001-6700

豚しゃぶせいろ蒸し HARU 心斎橋邸 大阪市中央区 西心斎橋２－３－２２　　 飲食店 ZN-0001-7073

ステーキオクソン 大阪市中央区 西心斎橋２－３－９　　 飲食店 ZN-0001-6397

久壺庵 大阪市中央区 西心斎橋２－３－９　オクソンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6398

バッテンよかとぉアメリカ村店 大阪市中央区 西心斎橋２－４－１１　　 飲食店 ZN-0001-6920

at・home・bar・RiKu 大阪市中央区 西心斎橋２－４－１４　オーシャンドライブ２－４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3400

中権丸 大阪市中央区 西心斎橋２－４－１７　　 飲食店 ZN-0002-2046

DOWN 大阪市中央区 西心斎橋２－４－１７　FARO 難波ビルＢＦ 飲食店 JS-0000-7329

韓国料理炭火焼肉 吉祥 大阪市中央区 西心斎橋２－４－６　２Ｆ 飲食店 JS-0002-5914

すもうキッチン 佐賀昇 大阪市中央区 西心斎橋２－４－６　花月第１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5051

オモニ食堂 実華． 大阪市中央区 西心斎橋２－４－６　花月第一ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6907

鉄板焼 わいん 日本酒 阿利布 大阪市中央区 西心斎橋２－４－８　大喜ビル４ＦＢ 飲食店 SL-2000-7007

串カツ居酒屋風太 大阪市中央区 西心斎橋２－４－８　大喜ビル５Ｆ 飲食店 PK-0000-0987

李家風餃子房 大阪市中央区 西心斎橋２－４－８　大喜ビル７Ｆ 飲食店 JS-0000-9651

海鮮酒家柏林苑 大阪市中央区 西心斎橋２－５－９　スポタカビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6727

みんう 大阪市中央区 西心斎橋２－６－９ 飲食店 JS-0003-1188

トンピョラク 大阪市中央区 西心斎橋２－７－１０　　 飲食店 ZN-0001-6608

和酒と旬菜じじや 大阪市中央区 西心斎橋２－７－２２　道頓堀ハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0005-3305

肉匠おか元 大阪市中央区 西心斎橋２－７－９　　 飲食店 ZN-0001-6284

Link 大阪市中央区 西心斎橋２－８－２７　　 飲食店 ZN-0001-6763

UMIYA・CLUB 大阪市中央区 西心斎橋２－８－２７　　 飲食店 ZN-0001-6955

チョイス 大阪市中央区 西心斎橋２－８－３３　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6838

魚酒 UROKO 大阪市中央区 西心斎橋２－８－３３　アメリンスクエアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7071

OVER 大阪市中央区 西心斎橋２－８－３３　大阪センタービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2519

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 ZN-0001-6363

kitchen bar Clutch 大阪市中央区 西心斎橋２－９－１８　アメ村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0673

pack 大阪市中央区 西心斎橋２－９－３　日宝サンフラワービル１０３　 飲食店 ZN-0001-6547

The brick 大阪市中央区 西心斎橋２－９－３２　アローホテルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-5132

Steakdining Meat INN 大阪市中央区 西心斎橋２－９－３７　１～３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6416

雪桜 大阪市中央区 西心斎橋２－９－４　１Ｆ 飲食店 JS-0002-1296

シュビドゥバー 大阪市中央区 西心斎橋２－９－５　　 飲食店 ZN-0001-6818

西成二代目にしかわや アメ村店 大阪市中央区 西心斎橋２－９－５　日宝三ッ寺会館１Ｆ 飲食店 JS-0003-0224

焼肉どんどんアメリカ村店 大阪市中央区 西心斎橋２－９－５　日宝三ッ寺会館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6485

ROCKER’S BEACH HOUSE 大阪市中央区 西心斎橋２－９－５　日宝三ツ寺会館２・３Ｆ 飲食店 JS-0001-3851

barencount 大阪市中央区 西心斎橋２－９－５　日宝三ツ寺会館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2826

寧 大阪市中央区 石町２－１－７　天満橋グリーンコーポラス００１ 飲食店 JS-0000-8080
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il sospiro del mare 大阪市中央区 石町２－３－９　天満橋コードビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1666

おばんざい B 大阪市中央区 千日前１－１－１０　スズビル千日前１Ｆ 飲食店 JS-0003-1267

INSIDE 大阪市中央区 千日前１－１－６　日本橋ギャラクシー１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5589

鮨 修 大阪市中央区 千日前１－１－７ 飲食店 JS-0004-5257

鮨 磯野家 大阪市中央区 千日前１－１－７ 飲食店 JS-0005-6190

ハンアリ 大阪市中央区 千日前１－４－１　マルオビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4040

味処 けん 大阪市中央区 千日前１－４－１９ 飲食店 JS-0002-3741

buttocks 大阪市中央区 千日前１－４－１９　中島ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6913

SENTENCE 大阪市中央区 千日前１－４－１９　中島ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0629

や台や 大阪市中央区 千日前１－４－１９　中島ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3787

祇園金光 大阪市中央区 千日前１－５－１０　山よし難波ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6564

串かつじゃんじゃん相合橋店 大阪市中央区 千日前１－５－１２　　 飲食店 ZN-0001-6968

カフェダイニング サクラ 大阪市中央区 千日前１－５－１４ 飲食店 JS-0005-7085

二升 大阪市中央区 千日前１－５－１６ 飲食店 JS-0004-7992

glil ＆ bar Selene 大阪市中央区 千日前１－５－２　ＴＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1900

炭火焼鳥 わがや 大阪市中央区 千日前１－５－２２ 飲食店 JS-0002-6411

らむ屋 大阪市中央区 千日前１－６－１　２Ｆ 飲食店 JS-0005-3313

らむ屋 大阪市中央区 千日前１－６－１　山喜登会館２Ｆ 飲食店 JS-0004-6069

神戸牛大吾 大阪市中央区 千日前１－６－１２　　 飲食店 ZN-2000-6620

栄鮓千日前店 大阪市中央区 千日前１－６－１４　　 飲食店 ZN-0001-6277

なんばよっちょれ庄屋はん 大阪市中央区 千日前１－６－１４　　 飲食店 ZN-0001-6458

淳ちゃん寿し 大阪市中央区 千日前１－６－１６ 飲食店 JS-0000-4049

ささ木 大阪市中央区 千日前１－６－１７　道頓堀ＲＧビルＦ　 飲食店 ZN-0001-6573

のの屋 大阪市中央区 千日前１－６－６　明日香ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1509

山小屋酒場 KEMONO 大阪市中央区 千日前１－６－６　明日香ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6923

富久佳 坂町店 大阪市中央区 千日前１－６－８　的場ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6570

居酒屋 千日前えん 大阪市中央区 千日前１－６－８　的場ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-0376

博多どんたく千日前店 大阪市中央区 千日前１－７－１　　 飲食店 ZN-0001-6302

もつなべや難波店 大阪市中央区 千日前１－７－１１　上方ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5408

焼肉伝説 バリバリ 大阪市中央区 千日前１－７－２ 飲食店 JS-0003-5171

真心料理 きらら 大阪市中央区 千日前１－７－７　千日前 Lees ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4220

鉄板焼 一歩 縁 大阪市中央区 千日前１－７－７　千日前 Lees ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-5986

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 ZN-0001-6865

黒毛和牛 善 千日前店 大阪市中央区 千日前１－８－１３　トップリービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5524

三豊麺 極 千日前店 大阪市中央区 千日前１－８－１６ 飲食店 JS-0004-7833

串カツじゃんじゃん千日前店 大阪市中央区 千日前１－８－１６　モリガキビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6721

0 度熟成ステーキ 本店 大阪市中央区 千日前１－８－１８ 飲食店 JS-0001-3856

もつ無双ゆまる 大阪市中央区 千日前１－８－２　 飲食店 SL-2000-7981

豚バル豚美はなれ 大阪市中央区 千日前１－８－２　　 飲食店 ZN-2000-1699

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 JS-0002-3008

Sun ＆ Moon 大阪市中央区 千日前１－８－２０　高橋ビル３Ｆ 飲食店 ZN-2000-0551

おばんざい坂町ハイカラ 大阪市中央区 千日前１－８－５　エバーミリオンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6629

串皇千日前店 大阪市中央区 千日前１－８－８　ミカドビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6929

うまとり 大阪市中央区 千日前１－９－１５　アレキサンダービル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1870
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小鉄 千日前店 大阪市中央区 千日前１－９－２　　 飲食店 ZN-0001-6713

雷寿司 大阪市中央区 千日前１－９－２０　　 飲食店 ZN-0001-6614

肉ざんまい 大阪市中央区 千日前１－９－２１　　 飲食店 ZN-0001-6598

けむり屋坂町店 大阪市中央区 千日前１－９－２２　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6860

えびす屋 大阪市中央区 千日前１－９－３　　 飲食店 ZN-0001-6305

千日前まぐろセンター 大阪市中央区 千日前１－９－６　津田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6722

丸元 大阪市中央区 千日前１－９－９ 飲食店 JS-0004-8824

ホルマル千日前店 大阪市中央区 千日前１－９－９　　 飲食店 ZN-0001-6484

まぐろ一徹千日前店 大阪市中央区 千日前１－９－９　　 飲食店 ZN-0001-6641

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 ZN-0001-4653

壺心 大阪市中央区 千日前２－１－２ 飲食店 JS-0000-0629

焼肉どうらく千日前店 大阪市中央区 千日前２－１－６　　 飲食店 ZN-0001-4689

GAFFURIO 大阪市中央区 千日前２－３－１　　 飲食店 ZN-0001-6291

居酒屋なかよし日本橋店 大阪市中央区 千日前２－３－１　セブンビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5745

かっぽう ごんべ 大阪市中央区 千日前２－３－１６ 飲食店 JS-0000-3429

winebar・yaRiblin 大阪市中央区 千日前２－３－１６　ユニバース横丁　 飲食店 ZN-2000-1083

小鉢酒場 たんと 大阪市中央区 千日前２－３－２４　久富千日プラザ２０１ 飲食店 JS-0004-1804

焼肉 虎にツノ 大阪市中央区 千日前２－３－２４　久富千日プラザ２０７ 飲食店 JS-0002-3534

串焼き律 大阪市中央区 千日前２－３－２４　久留千日プラザ１０２　 飲食店 ZN-0001-6731

ハチマル蒲鉾 難波千日前 大阪市中央区 千日前２－３－３３ 飲食店 JS-0005-9084

串かつ屋台 ふくろう 大阪市中央区 千日前２－３－４　かねとビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3805

宴会場 味園 大阪市中央区 千日前２－３－９ 飲食店 JS-0002-4265

ぼんくら家 虎目横丁 大阪市中央区 千日前２－３－９　　 飲食店 ZN-0001-6642

小川商店虎目横丁 大阪市中央区 千日前２－３－９　　 飲食店 ZN-0001-6643

小鉄虎目横丁 大阪市中央区 千日前２－３－９　　 飲食店 ZN-0001-6644

真骨鳥虎目横丁 大阪市中央区 千日前２－３－９　　 飲食店 ZN-0001-6645

まぐろ一徹虎目横丁 大阪市中央区 千日前２－３－９　　 飲食店 ZN-0001-6646

トラットリア バンビーノ 虎目横丁店 大阪市中央区 千日前２－３－９　　 飲食店 ZN-0001-6647

とり福 虎目横丁 大阪市中央区 千日前２－３－９　　 飲食店 ZN-2000-1984

すし処和屋 大阪市中央区 千日前２－５－２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-6578

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 ZN-0001-6843

たゆたゆ難波千日前 大阪市中央区 千日前２－６－１０　　 飲食店 ZN-0001-6546

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 ZN-0001-6518

ミナミ一番 大阪市中央区 千日前２－６－１２　　 飲食店 PK-0000-1152

ぼんくら家千日前店 大阪市中央区 千日前２－６－３　　 飲食店 ZN-0001-6515

千日前李休 大阪市中央区 千日前２－６－３　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-6534

板前焼肉一光千日前店 大阪市中央区 千日前２－６－８　千日前ゴールデンフタバプラザ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-6652

Sierra 大阪市中央区 千日前２－６－８　千日前ゴールデンフタバプラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1730

ひまわり 大阪市中央区 千日前２－６－８　千日前ゴールデンフタバプラザ４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2821

たぬき茶屋 大阪市中央区 千日前２－６－９　　 飲食店 ZN-0001-6529

月島屋 大阪市中央区 千日前２－７－１３　　 飲食店 ZN-2000-6033

太政 千日前本店 大阪市中央区 千日前２－７－１８ 飲食店 JS-0001-0989

和風ダイニング一心 大阪市中央区 千日前２－８－１７　なんばオリエンタルホテル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4664

神戸牛和ノ宮なんばオリエンタルホテル店 大阪市中央区 千日前２－８－１７　なんばオリエンタルホテル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6943
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炭火焼肉 弁慶 大阪市中央区 千日前２－８－４ 飲食店 JS-0000-9966

料理屋 のだ 大阪市中央区 千日前２－８－４　きよ美ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5407

Shun 大阪市中央区 千日前２－９－４　リップル千日前中央ビル　 飲食店 ZN-0001-6717

なんば千日前焼肉処又来家 大阪市中央区 千日前２－９－６　リップル千日前センタービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6777

つり吉難波店 大阪市中央区 千日前２－９－７　千日前ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5674

明日花 大阪市中央区 船越町１－５－７　チャームビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4171

天満橋吉安 大阪市中央区 船越町１－６－１　サニーハウス天満橋　 飲食店 ZN-0001-6795

炭火焼肉 かがり火 大阪市中央区 船越町２－３－１５ 飲食店 JS-0001-8234

191 ざっか屋 大阪市中央区 船場中央１－３　船場センタービル２号館Ｂ２Ｆ 飲食店 JS-0003-5231

浪花屋 大阪市中央区 船場中央１－３　船場センタービル２号館Ｂ２Ｆ 飲食店 JS-0004-6361

大場や 大阪市中央区 船場中央１－３－２　　 飲食店 ZN-0001-6769

BAKU BAL 大阪市中央区 船場中央１－４－３　船場センタービル３号館Ｂ２Ｆ 飲食店 JS-0003-2897

はなき 大阪市中央区 船場中央１－４－３　船場センタービル３号館Ｂ２Ｆ 飲食店 SL-2000-3717

大衆スタンドきもと 大阪市中央区 船場中央１－４－３　船場センタービル３号館Ｂ２Ｆ 飲食店 ZN-0001-7024

酒ん地 大阪市中央区 船場中央２－１－４　船場センタービル４号館Ｂ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7221

居食屋かつら亭別館 大阪市中央区 船場中央３－３　船場センタービル９号館Ｂ２Ｆ 飲食店 ZN-0001-6900

海鮮市場かつら丸 大阪市中央区 船場中央３－３　船場センタービル９号館Ｂ２Ｆ 飲食店 ZN-0001-6994

せんばかつら亭 大阪市中央区 船場中央３－３　船場センタービル９号館Ｂ２Ｆ 飲食店 ZN-2000-3702

やまのや市場 大阪市中央区 船場中央３－３－９　船場センタービル９号館Ｂ２Ｆ 飲食店 JS-0004-2269

どんがめ船場センタービル 大阪市中央区 船場中央３－３－９　船場センタービル９号館Ｂ２Ｆ 飲食店 ZN-0002-2084

お惣菜ごはん／山口の地酒と食 YUMYUM 大阪市中央区 船場中央４－１－１０　船場センタービル１０号館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5436

食彩酒房 ごいちや 大阪市中央区 船場中央４－１－１０　船場センタービル１０号館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-6083

たまや 大阪市中央区 船場中央４－１－１０　船場センタービル１０号館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4899

浅野焼鳥日本酒店 大阪市中央区 船場中央４－１－１０　船場センタービル１０号館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-3041

海鮮料理 にしの 大阪市中央区 船場中央４－１－１０　船場センタービル１０号館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-6310

浅野さかな日本酒店 大阪市中央区 船場中央４－１－１０　船場センタービル１０号館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-9500

ぢどり亭 谷四店 大阪市中央区 鎗屋町１－３－１　松田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-0322

Kamekichi 大阪市中央区 鎗屋町１－３－１３　モダナーク１Ｆ 飲食店 JS-0001-1567

魚の郷こにし 大阪市中央区 鎗屋町１－３－４　　 飲食店 ZN-0003-1727

鎗屋町 134 大阪市中央区 鎗屋町１－３－４　１Ｆ 飲食店 JS-0005-8477

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 ZN-0001-6460

洋食屋 ふじ家 大阪市中央区 鎗屋町２－２－１ 飲食店 JS-0004-1171

美祥 大阪市中央区 鎗屋町２－３－７　共栄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1726

東みはら大梅 大阪市中央区 鎗屋町２－４－１３　内本町エイペックス１０１　 飲食店 ZN-0001-6273

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 ZN-0001-6867

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 ZN-0001-6868

カフェラウンジ凛 ドーン店 大阪市中央区 大手前１－３－４９ 飲食店 JS-0004-3868

大手前病院ビアンモール 大阪市中央区 大手前１－５－３４ 飲食店 JS-0005-4473

やまのや 天満橋店 大阪市中央区 大手前１－５－４　大手前ハイツ２０３ 飲食店 JS-0003-2104

魚屋 ひでぞう 天満橋店 大阪市中央区 大手前１－６－３　　 飲食店 ZN-0001-6456

ぼん繁 天満橋本店 大阪市中央区 大手前１－６－７ 飲食店 JS-0000-3532

宮薬局 大阪市中央区 大手前１－６－７ 飲食店 JS-0000-6031

ぼん繁 天満橋店 2F 大阪市中央区 大手前１－６－７　２Ｆ 飲食店 JS-0000-3675

蔵万 大阪市中央区 大手前１－６－８　旭ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3475
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炭火焼料理専門店 和元 大阪市中央区 大手前１－６－９ 飲食店 JS-0002-5689

やぐら海乃山 大阪市中央区 大手前１－７－３１　　 飲食店 ZN-2000-0409

のと楽 大阪市中央区 大手前１－７－３１　ＯＭＭビルＢ２Ｆ 飲食店 JS-0003-5235

ちゃばな 天満橋 OMM ビル店 大阪市中央区 大手前１－７－３１　ＯＭＭビルＢ２Ｆ 飲食店 JS-0005-7830

天満橋 百番 大阪市中央区 大手前１－７－３１　天満橋ﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｽﾞﾏｰﾄﾋﾞﾙＢ２Ｆ 飲食店 JS-0000-0888

VinoBarDue 大阪市中央区 大手通１－３－１　　 飲食店 ZN-0001-6509

SHIRO CAFE 大阪市中央区 大手通１－３－７　ベルヴォア大手通１０１ 飲食店 JS-0005-1640

Copito 大阪市中央区 大手通２－１－７　ニュー大手ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8812

炭火焼鳥 いこか 大阪市中央区 大手通３－３－３ 飲食店 JS-0002-5672

ブルーキッチン 大阪市中央区 大手通３－３－３　日宝東本町ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6978

中華料理 玉華園 大阪市中央区 谷町１－２－７　大手前ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6540

ゆみや 大阪市中央区 谷町１－２－７　大手前ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-8593

かぶんす 大阪市中央区 谷町１－５－１１　キャッスルリバー１０１　 飲食店 ZN-0001-6591

夢酒粋亭 大阪市中央区 谷町１－５－１１　キャッスルリバーＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-1827

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 JS-0003-5491

地鶏居酒屋 ぼんじり 大阪市中央区 谷町１－７－３　千代田ビル１号館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-3425

牛鶏 くらう 大阪市中央区 谷町１－７－３　千代田ビル１号館Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-8314

M831 大阪市中央区 谷町２－１－２２　フェアステージ大手前Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-3934

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 ZN-0001-6318

海家食堂 大阪市中央区 谷町２－３－１　ターネンビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6800

咲鶏や 大阪市中央区 谷町２－３－６　大手前ストークマンション１Ｆ 飲食店 JS-0000-6970

若鰤 大阪市中央区 谷町２－８－４ 飲食店 JS-0000-4873

和食縁蕎麦切り 大阪市中央区 谷町２－８－６　　 飲食店 ZN-0001-6864

北新地鳥屋谷町四丁目店 大阪市中央区 谷町３－２－１２　　 飲食店 ZN-0001-6903

さんまで GO 大阪市中央区 谷町３－２－６　園田ビル 飲食店 JS-0003-4206

ヘルシー焼肉 八六 大阪市中央区 谷町３－４－２　名阪第一ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6833

鶏魚 大阪市中央区 谷町３－４－５　中央谷町ビルＢ１　 飲食店 ZN-0002-1892

谷町バル Regale 大阪市中央区 谷町３－４－６ 飲食店 JS-0001-3890

Light Up Dining Infinity 大阪市中央区 谷町３－６－４　大拓ビル２０　１Ｆ 飲食店 SL-2000-1866

パスタ処柘榴 大阪市中央区 谷町３－７－４　　 飲食店 ZN-0001-6575

酒菜家とく 大阪市中央区 谷町５－１－４　１Ｆ 飲食店 JS-0003-6087

谷町肉八 大阪市中央区 谷町５－６－３　大貴ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6819

海賊の御馳走料理工房味蕾 大阪市中央区 谷町５－６－９　ダイアパレス谷町第２　１０３　 飲食店 ZN-0001-6532

Restaurant ＆ BarTANIQU 大阪市中央区 谷町５－６－９　ダイアパレス谷町第２　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7062

酒肴福半 大阪市中央区 谷町６－１４－１７　１Ｆ 飲食店 JS-0001-2339

トレ・ビアンド 大阪市中央区 谷町６－１４－１７　イープロジェクトビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-7027

古民家 dining からほり製作所 大阪市中央区 谷町６－１８－１１　　 飲食店 ZN-2000-4579

炭と蕎麦と酒今なら 大阪市中央区 谷町６－２－２１　　 飲食店 ZN-0001-6884

まるさや 大阪市中央区 谷町６－３－１０ 飲食店 JS-0001-0490

イタリア食堂おいり 大阪市中央区 谷町６－３－１２　プレアール谷町１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6821

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 ZN-0001-6360

Pizzeriaasse 大阪市中央区 谷町７－１－２５　ストークハイム桐石　 飲食店 ZN-0001-6522

焼肉大衆酒場　真肉焼屋　谷 6 店 大阪市中央区 谷町７－１－３９　新谷町第２ビル　 飲食店 PK-0000-6904

炭焼地鶏　煽 大阪市中央区 谷町７－１－３９　新谷町第２ビル１０８　 飲食店 PK-0000-6750
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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 JS-0004-2620

酒処 貴 大阪市中央区 谷町７－１－４９　豊富ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-3063

お好み酒家「ん」 谷町店 大阪市中央区 谷町７－１－５６ 飲食店 JS-0000-7146

神戸つくねや 谷町 7 丁目劇場 大阪市中央区 谷町７－４－１１ 飲食店 JS-0000-3956

炭火やきとり雅 大阪市中央区 谷町７－６－３３　　 飲食店 ZN-0001-6796

和彩 そあら 大阪市中央区 谷町９－３－１１ 飲食店 JS-0000-1362

アンクール 大阪市中央区 谷町９－３－１１　東谷町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1350

吉鳥 谷九駅前店 大阪市中央区 谷町９－４－５ 飲食店 JS-0004-6353

炊き餃子と麺裏きおう 大阪市中央区 谷町９－４－５　　 飲食店 ZN-0001-6959

北浜いしころ 大阪市中央区 淡路町１－２－１０　　 飲食店 ZN-0001-6739

COTOHA 大阪市中央区 淡路町１－２－１０　Ｒ . Ｒ . ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9988

タム タム 大阪市中央区 淡路町１－３－４ 飲食店 JS-0004-6924

すし工房すし吉 大阪市中央区 淡路町１－３－６　　 飲食店 ZN-0001-6385

ましの軒 大阪市中央区 淡路町１－３－６　日宝淡路町ビル２Ｆ 飲食店 ZN-0001-7047

すぎはら 大阪市中央区 淡路町１－５－１０－１０２ 飲食店 JS-0000-0297

浜焼酒場 鮮 大阪市中央区 淡路町１－６－６　女将小町１Ｆ 飲食店 JS-0001-7822

Bon － tune 大阪市中央区 淡路町１－６－６　女将小町１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6780

吟味屋北浜店 大阪市中央区 淡路町１－６－９－１　FORE 堺筋本町ビル　 飲食店 ZN-0001-6599

海鮮居酒屋 いっぷく 大阪市中央区 淡路町２－１－１３　弘栄ビル２０１ 飲食店 JS-0002-7385

異彩 大阪市中央区 淡路町２－１－１３　天理第一ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-1659

くし焼き 狄 淡路町店 大阪市中央区 淡路町２－２－２　１Ｆ 飲食店 JS-0005-6315

彩蔵 大阪市中央区 淡路町２－２－２　ｺｽﾓｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾛｼﾞｯｸｽﾋﾞﾙ１Ｆ 飲食店 JS-0000-6609

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 飲食店 ZN-0001-6718

鳥の道 淡路町店 大阪市中央区 淡路町２－３－１５　　 飲食店 ZN-0001-6409

blanche 大阪市中央区 淡路町２－６－１　アインストーン本町ビル２０１　 飲食店 ZN-0001-6694

CAPANNA 大阪市中央区 淡路町２－６－５　井上ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6687

牛の膳 大阪市中央区 淡路町２－６－５　井上ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5050

味工房でんでん 大阪市中央区 淡路町３－２－８　トーア紡第２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6394

じょうのや 本店 大阪市中央区 淡路町３－４－１３　東和ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-9087

魚舟 大阪市中央区 淡路町３－５－１　タンゴヤビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2001

魚匠梶 大阪市中央区 淡路町３－６－１２　ローズプラザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6803

TONO 大阪市中央区 淡路町４－４－１３ 飲食店 JS-0001-5906

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 ZN-0001-6669

焼肉屋大牧場淀屋橋店 大阪市中央区 淡路町４－４－１３　南星本館ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7067

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 JS-0001-1944

MISTRAL 大阪市中央区 釣鐘町１－１－１０　ベルズヒルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0289

kitchenTera 大阪市中央区 釣鐘町１－５－９　日建ビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-0214

居酒屋 さが野 大阪市中央区 釣鐘町１－６－２ 飲食店 JS-0005-1429

欧風料理 満天キッチン 大阪市中央区 釣鐘町１－６－２　橋本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3967

川面 大阪市中央区 天満橋京町１－１　大阪キャッスルホテル７Ｆ 飲食店 JS-0005-7361

繁蔵 本店 大阪市中央区 天満橋京町２－１５　岡本ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-3530

イタリアンバル vela 大阪市中央区 天満橋京町３－８　DDC 天満橋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3480

和創 彩め 大阪市中央区 天満橋京町３－８　DDC 天満橋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-2483

出雲そば マルト 大阪市中央区 島町１－１－１　　 飲食店 ZN-0001-6744
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COCCIA 大阪市中央区 島町１－１－３　愛生ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9891

とり膳 大阪市中央区 島町１－２－２　ニュー天満橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6368

居酒屋 よりみち 大阪市中央区 島町２－４－１ 飲食店 JS-0002-5159

とりなべ亭 松屋町店 大阪市中央区 島之内１－１－１４ 飲食店 JS-0005-9522

AQUAVITAE 大阪市中央区 島之内１－１４－１５　天野ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0538

酒膳弥生 大阪市中央区 島之内１－１８－３　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6814

四川料理芙蓉苑 大阪市中央区 島之内１－１８－８　ビルドアップ長堀橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7057

芙蓉苑火鍋城 大阪市中央区 島之内１－１８－８　ビルドアップ長堀橋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7056

石焼屋ひとあじ 大阪市中央区 島之内１－２０－１１　深川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1561

割烹里味 大阪市中央区 島之内１－２－１１　　 飲食店 ZN-2000-1510

日本料理太庵 大阪市中央区 島之内１－２１－２　　 飲食店 ZN-0001-6316

艶家 大阪市中央区 島之内１－２２－１２　ロイヤルハイツ寿地下１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7060

焼肉華苑 大阪市中央区 島之内１－８－１７　　 飲食店 ZN-0001-6352

響中華料理 大阪市中央区 島之内２－１０－３３　　 飲食店 ZN-0001-6737

韓国料理アラマァー！本店 大阪市中央区 島之内２－１１－１３ 飲食店 JS-0000-5306

チデロ 大阪市中央区 島之内２－１２－１０　　 飲食店 ZN-0001-6938

天下の台所魚仁 大阪市中央区 島之内２－１２－１６　八代ビル　 飲食店 ZN-0001-6461

BEST 大阪市中央区 島之内２－１２－８　TOW ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5592

サラン 大阪市中央区 島之内２－１３－３０　シティプラザ島之内１Ｆ 飲食店 ZN-0001-7033

肉料理くま 3 大阪市中央区 島之内２－１４－１　　 飲食店 ZN-0001-6765

味季彩 龍堂 大阪市中央区 島之内２－１５－１６－１００２　 飲食店 ZN-0001-6401

もつ鍋ダイニング喰しん房 大阪市中央区 島之内２－１５－２６　アビタ・ポンティーレ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6540

ヤー！モイセ 大阪市中央区 島之内２－５－２９　ドミマンション１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1584

朋友 大阪市中央区 島之内２－６－１６　第二右田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6869

焼肉 龍 大阪市中央区 島之内２－７－１９　１Ｆ 飲食店 JS-0001-8908

のみ処 いっこもん 大阪市中央区 東高麗橋１－２　山村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5393

DINNINGCAFE DAN 大阪市中央区 東高麗橋１－６　清水不動産ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8450

I Ro Ha 大阪市中央区 東高麗橋１－７　１Ｆ 飲食店 JS-0000-9979

和牛焼肉 大志 大阪市中央区 東高麗橋３－３２ 飲食店 JS-0000-4680

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 JS-0001-2545

和処 きたの 大阪市中央区 東高麗橋５－７　モンテアズーロ北浜１Ｆ 飲食店 JS-0003-2184

まえだ家 大阪市中央区 東心斎橋１－１２－１９　エイトビルヂングＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4650

39 大阪市中央区 東心斎橋１－１２－３　協栄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4560

アルデアン 大阪市中央区 東心斎橋１－１３－１２　天正堂ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6896

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 ZN-0001-6337

前川別邸 大阪市中央区 東心斎橋１－１３－１９　　 飲食店 ZN-0001-6771

WALKERS 大阪市中央区 東心斎橋１－１３－１９　双葉屋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6770

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 ZN-2000-6196

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 ZN-2000-5692

valine 大阪市中央区 東心斎橋１－１３－２３　イルストリート２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3734

そば居酒屋るちん 大阪市中央区 東心斎橋１－１３－２３　イルストリートＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3743

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 ZN-0001-6558

mr．kanso 東心斎橋店 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 ZN-0001-6842

立ち呑み 1416 大阪市中央区 東心斎橋１－１３－５　マリンビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4069
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備長炭やきとり SASAYA 大阪市中央区 東心斎橋１－１３－９　第５天偉ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6828

ろばた焼かくれ茶屋 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－１４　　 飲食店 ZN-0001-6589

串処銀扇 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－１４　ＴＫビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6530

auns 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－１４　ＴＫビル４Ａ 飲食店 JS-0001-9460

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 ZN-0001-6343

LaPromessa 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－１４　ＴＫビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1679

川福 本店 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－１７ 飲食店 JS-0000-4065

上戸 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－１８　　 飲食店 PK-0000-0238

東心斎橋みなみ 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－１９　清水ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3281

焼肉ホルモン光山 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－２０　　 飲食店 ZN-0001-7020

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 JS-0002-9924

ツネミネ 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－２３　東心斎橋住吉ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6584

テイクアイ 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－２４　　 飲食店 ZN-2000-0311

鳥酒力 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－２４　エムズビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6553

雅楽 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－２４　エムズビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6321

TwinB 大阪市中央区 東心斎橋１－１４－２４　エムズビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2352

どりどり 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－１　ふぁみーゆ東心斎橋５　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6857

Loop 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－１　ふぁみーゆ東心斎橋５　６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2412

喜心 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－１１　日宝周防町エレガンス１Ｆ　 飲食店 JS-0003-1447

abond 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－１１　日宝周防町エレガンス２Ｆ 飲食店 ZN-2000-0413

文月 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－１１　日宝周防町エレガンス２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6899

四季彩一成 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－１１　日宝周防町エレガンス２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6941

shotbarBlueCore 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－１１　日宝周防町エレガンス７０１ 飲食店 ZN-2000-2892

もつ彦 心斎橋ヨーロッパ通り店 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－１５　ファルコン心斎橋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-1926

神楽 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－２　松村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6683

東心斎橋 アウン 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－２２　第１ＫＳビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1849

エガオサク 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－２２　第１ＫＳビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-8754

さろんどさん 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－２２　第１ＫＳビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3329

ナミヘイ 心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－２３ 飲食店 JS-0003-5168

ナミヘイ 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－２３　２Ｆ 飲食店 JS-0004-2374

しゃぶ長 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－２５　　 飲食店 ZN-0001-6436

ながおかキッチン 大阪市中央区 東心斎橋１－１５－２７　白水社ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6886

DING TEA 心斎橋 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－１０ 飲食店 JS-0004-7293

もつ焼のんき心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－１３　マツムラビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4563

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 JS-0005-2638

グリルばらの木 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－１４　ばらの木ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6576

BARKunitomo 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－１７　日宝心斎橋フォーラム２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6820

ノコノコ 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－１７　日宝心斎橋フォーラム３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3999

エッフェアンド 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－１７　日宝心斎橋フォーラム４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6660

鳶 BAR 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－１９　日宝周防町会館２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0827

tsuide 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－１９　日宝周防町会館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2278

おかんの店 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－１９　日宝周防町会館４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3785

Cube 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－１９　日宝周防町会館地下１Ｆ 飲食店 JS-0002-6562

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 ZN-0001-6408
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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 ZN-0001-6696

台所屋ケンちゃんはなれ 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 ZN-2000-6589

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 ZN-2000-7270

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３Ａ　 飲食店 ZN-0001-6274

CADA 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－２４　ラメールビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6854

Tanto 心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－２９　つるのすビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6429

割烹小田切 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－３２　ビース５０ビル２Ｆ 飲食店 ZN-0001-6883

ソナム 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－３２　ピース５０ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6859

Bar01 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－３２　ビース５０ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1697

しる芳 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－４　　 飲食店 ZN-0001-6326

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１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6679

酒肴 Bar 嚴樫 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－７　日宝周防町アーデン２Ｆ 飲食店 SL-2000-1062

上々 大阪市中央区 東心斎橋１－１６－７　日宝周防町アーデン３Ｆ 飲食店 JS-0002-9679

ROCO 心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－１　コスミビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6835

もんじゃ麦 大阪店 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－１　コスミビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-8397

浜焼炉端料理 八九 yaku 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－１５　丸清ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-9996

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 ZN-0001-6404

深夜食堂大神 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－１５　丸清ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4991

豚しゃぶたなか 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－１５　丸清ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7184

はまぐり酒場 笑師 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－１７　三陽ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-9571

日本酒うなぎだに離れ 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－２　アニーズビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6861

CactusCantina 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－２７　日宝ニューコロンブスビル１Ｆ 飲食店 ZN-2000-6715

BUCHI 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－２７　日宝ニューコロンブスビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-4750

ARGUS 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－２７　日宝ニューコロンブスビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-2580

barPeace 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－２７　日宝ニューコロンブスビル３Ｆ 飲食店 ZN-2000-0601

一三屋 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－２７　日宝ニューコロンブスビル４Ｆ 飲食店 ZN-0001-6412

BarSum 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－２７　日宝ニューコロンブスビル４Ｆ 飲食店 ZN-2000-4736

じどりなべ三浦 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－２７　日宝ニューコロンブスビル５Ｆ 飲食店 ZN-0001-6402

MUSEUM 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－２７　日宝ニューコロンブスビル５Ｆ 飲食店 ZN-2000-4387

スポーツバーシックス 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－２７　日宝ニューコロンブスビル６Ｆ 飲食店 ZN-2000-2668

プレミアムビア＆ワイン 113 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－３１　いちいちさんビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5943

きわ美鶏 恵比寿 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－４　マーシャルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6841

カキ小屋 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－９ 飲食店 JS-0003-7315

ル・クロ・ド・クー 大阪市中央区 東心斎橋１－１７－９　　 飲食店 ZN-0001-6699

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 ZN-0001-6350

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 ZN-0001-6827

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 ZN-0001-7070

炭焼地鶏 とりっく。 大阪市中央区 東心斎橋１－１８－２　アマキビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-0169

えにし 大阪市中央区 東心斎橋１－１８－２　山本ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6383

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 JS-0000-4277

とり匠 大阪市中央区 東心斎橋１－１８－２０　アソルティ心斉橋２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6480

ひな鶏唐揚 新次郎 大阪市中央区 東心斎橋１－１８－２０　心斎橋 EO ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6415

ダイニングカフェ フラット 大阪市中央区 東心斎橋１－１８－２０　心斎橋 EO ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3827

LucyStandDining 大阪市中央区 東心斎橋１－１８－４　大友ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0456
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一利木 大阪市中央区 東心斎橋１－１８－６　ギャラリービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6393

心斎橋かわぐち 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－１１　ピテカントロプスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6851

アルバロンガ 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－１５　２Ｆ 飲食店 SL-2001-1015

唐渡 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－１５　UNAGIDANI BLOCK ２Ｆ 飲食店 JS-0005-5677

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 ZN-0001-6992

SAKANAZA MAEDA 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－１９ 飲食店 JS-0001-9024

ハラペコ食堂心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－１９　ケイティーズ心斎橋Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6962

ジャパニーズバル キツネ 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－２　ビッグワン心斎橋１Ｆ 飲食店 JS-0005-1745

桂山 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－２２　田中ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0953

Dining Bar NIINA 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 JS-0001-0037

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 ZN-0001-6335

えしあ 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－８　日宝プロムナード心斎橋２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6411

Atout 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－８　日宝プロムナード心斎橋２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6556

へっさかもっさか 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－８　日宝プロムナード心斎橋２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6606

ディアレスト 川村 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 JS-0000-0203

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 ZN-0001-6966

bamboo 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 ZN-2000-7456

ヴィコント 大阪市中央区 東心斎橋１－１９－８　日宝プロムナード心斎橋４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4894

鳥八珍 大阪市中央区 東心斎橋１－２０－１４　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-6129

Papale il gru 大阪市中央区 東心斎橋１－２－１７ 飲食店 JS-0003-3436

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 ZN-0001-4641

GETSUKU 大阪市中央区 東心斎橋１－３－１４　大阪地所ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6566

PESCE ROSSO 大阪市中央区 東心斎橋１－３－１８　布谷ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6433

しゃにむに 大阪市中央区 東心斎橋１－３－１９　五興ビル　 飲食店 ZN-0001-6767

炭火串焼 串琢 大阪市中央区 東心斎橋１－３－２９　EAST 心斎橋 KM ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-1518

鮨 いんべ 大阪市中央区 東心斎橋１－４－１　オリエンタル東心斎橋ビル１０６ 飲食店 JS-0003-2864

島バル バブルラウンジ 大阪市中央区 東心斎橋１－４－１　オリエンタル東心斎橋ビル２０１ 飲食店 SL-2000-9634

肉 ya ！ 大阪市中央区 東心斎橋１－４－１　オリエンタル東心斎橋ビル２０２　 飲食店 PK-0000-0051

あゆの家 大阪市中央区 東心斎橋１－４－１　オリエンタル東心斎橋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0912

もんじゃ麦 長堀橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－４－１１ 飲食店 JS-0004-8388

炭焼き・幸 大阪市中央区 東心斎橋１－４－１１　大和ビル８号館１Ｆ 飲食店 SL-2000-3509

ilpiatto2 大阪市中央区 東心斎橋１－４－１１　大和ビル８号館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6940

鶏と牛のお店 火澄屋 大阪市中央区 東心斎橋１－４－１－１０７ 飲食店 JS-0003-6417

とらふぐ城 大阪市中央区 東心斎橋１－４－２４ 飲食店 JS-0004-3854

炭火焼 直島 東心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－４－２５ 飲食店 JS-0004-7119

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 ZN-0001-6410

obobop 大阪市中央区 東心斎橋１－４－２８　松永ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4020

神戸牛舞 大阪市中央区 東心斎橋１－４－２８　池野ビル　 飲食店 ZN-0001-7013

焼肉さかもと 大阪市中央区 東心斎橋１－４－２９　　 飲食店 ZN-0001-6296

okonomi 大阪市中央区 東心斎橋１－４－２９　　 飲食店 ZN-2000-6348

肴森 大阪市中央区 東心斎橋１－４－７　第３松野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6839

みにしゃぶひょうたん 大阪市中央区 東心斎橋１－６－１　ランドビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6684

AVALON 大阪市中央区 東心斎橋１－６－１０　リップル周防町ビル２Ｆ－Ｃ・Ｄ　 飲食店 ZN-2000-2713

BRAND 大阪市中央区 東心斎橋１－６－１０　リップル周防町ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2752
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しゅん彩華なか 大阪市中央区 東心斎橋１－６－１２　浅野ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6622

まんぼうの家 大阪市中央区 東心斎橋１－６－１３　浅野商店ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6877

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 ZN-0001-6759

バーセブン 大阪市中央区 東心斎橋１－６－１８　大江ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1008

食彩のぐち 大阪市中央区 東心斎橋１－６－１９　YAMATO ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-6320

和旬撫子 大阪市中央区 東心斎橋１－６－１９　YAMATO ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6298

PLUTO － BAR 大阪市中央区 東心斎橋１－６－１９　ロイヤル中家ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1081

となりの撫子 大阪市中央区 東心斎橋１－６－１９　ロイヤル中家ビル６Ｆ 飲食店 JS-0001-6919

多丸屋 大阪市中央区 東心斎橋１－６－２　奥谷ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6927

嬉嬉 大阪市中央区 東心斎橋１－６－２２　吉春ビル２Ｆ－２０２　 飲食店 ZN-2000-2896

ホルモン屋 吉球 大阪市中央区 東心斎橋１－６－２３　清水町会館ビル１Ｆ　 飲食店 JS-0001-1980

祥雲 大阪市中央区 東心斎橋１－６－２３　清水町会館ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0372

マーブル 大阪市中央区 東心斎橋１－６－２３　清水町会館ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4385

鮮魚と郷土料理の店たつと 大阪市中央区 東心斎橋１－６－３　　 飲食店 ZN-2000-5528

イルピアット 大阪市中央区 東心斎橋１－６－３０　清水町ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7042

BarLenis 大阪市中央区 東心斎橋１－６－３１　リードプラザ７Ｂ　 飲食店 ZN-2000-4328

YAKINIKUEN 忍鬨 大阪市中央区 東心斎橋１－６－３２　天龍ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4627

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 ZN-0001-6766

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 JS-0005-9652

BARENERGY 大阪市中央区 東心斎橋１－６－９　アモールしまのうちビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2785

ribbonDININGBAR 大阪市中央区 東心斎橋１－７－２７　ＡＭビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-2511

心斎橋 よかろ 大阪市中央区 東心斎橋１－８－１４ 飲食店 JS-0002-8181

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 JS-0004-1966

WR 大阪市中央区 東心斎橋１－８－１４　オーブナテビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-3473

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 ZN-2000-6863

旬菜 ここ味 大阪市中央区 東心斎橋１－８－１６　２Ｆ 飲食店 SL-2000-3802

屯舎 火鍋＆麻辣湯 大阪市中央区 東心斎橋１－８－３ 飲食店 JS-0004-6983

鮨 そういち 大阪市中央区 東心斎橋１－８－５　勘之祐ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6430

焼肉 大歓 大阪市中央区 東心斎橋１－９－１２ 飲食店 JS-0003-5017

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 ZN-0001-4588

こ玄 大阪市中央区 東心斎橋１－９－１２　大心ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-7277

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 JS-0003-0111

浪花の焼き鳥屋 藤三 大阪市中央区 東心斎橋１－９－１９　ミトオリアートビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5349

寛－ KUTUROGI －東心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋１－９－１９　ミトオリアートビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6501

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 ZN-0001-6551

LASROCAS DININGBAR 大阪市中央区 東心斎橋２－１－１０　マックスタワービルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-3604

つきや 大阪市中央区 東心斎橋２－１－１１　日宝ノーブル八幡筋１Ｆ 飲食店 JS-0003-1342

LAPUTA 大阪市中央区 東心斎橋２－１－１１　日宝ノーブル八幡筋４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0747

ファーサイ 大阪市中央区 東心斎橋２－１－１１　八幡筋ルミナスプラザ１Ｆ 飲食店 JS-0005-2319

釜めし 御嵩 大阪市中央区 東心斎橋２－１－１３　大阪屋ジャンボビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6083

隠 鳥魚 大阪市中央区 東心斎橋２－１－１３　大阪屋ジャンボビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9995

居酒屋にしかわ 大阪市中央区 東心斎橋２－１－１３　大阪屋ジャンボビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6381

ぱんどら 大阪市中央区 東心斎橋２－１－１３　大阪屋ジャンボビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6747

あっちゃん 大阪市中央区 東心斎橋２－１－１３　大阪屋ジャンボビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7343
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ibiza 大阪市中央区 東心斎橋２－１－１３　大阪屋ジャンボビル４Ｆ 飲食店 JS-0002-5455

P・KA’S BAR 大阪市中央区 東心斎橋２－１－１３　大阪屋ジャンボビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1837

ASTERIA 大阪市中央区 東心斎橋２－１－１４　ぼたんビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3825

ClubQ 大阪市中央区 東心斎橋２－１－１４　ぼたんビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2318

EX 大阪市中央区 東心斎橋２－１－１６　ナポリ八幡筋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4202

韓江 大阪市中央区 東心斎橋２－１－２２　　 飲食店 ZN-0001-6386

呑みバル Pele 大阪市中央区 東心斎橋２－１－２５　大優ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7066

NEXTBAR 大阪市中央区 東心斎橋２－１－２５　大優ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4206

焼肉マル 大阪市中央区 東心斎橋２－１－２７　周防町ウイングス１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6276

すし 雫 大阪市中央区 東心斎橋２－１－２７　周防町ウイングス１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6774

ほたる 大阪市中央区 東心斎橋２－１－４　ＴＭビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5813

VALET 大阪市中央区 東心斎橋２－１－５　ゴールデン第一プラザビル１０Ｆ 飲食店 ZN-2000-3439

つる牛 大阪市中央区 東心斎橋２－１－５　ゴールデン第一プラザビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-6527

東心斎橋　Bar　B － TRIP1 大阪市中央区 東心斎橋２－１－５　ゴールデン第一プラザビルＢ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6770

AmusementbarGB 大阪市中央区 東心斎橋２－１－７　ミフネ東心斎橋ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0786

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 ZN-0001-6630

FREEDOM 大阪市中央区 東心斎橋２－２－１０　三ッ寺ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3047

weazel 大阪市中央区 東心斎橋２－２－１１　セブンセンタービル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5751

鶴牛三津寺店 大阪市中央区 東心斎橋２－２－１１　日宝セブンセンタービル１Ｆ 飲食店 ZN-2000-6116

歩 大阪市中央区 東心斎橋２－２－１１　日宝セブンセンタービル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5953

BarAnge 大阪市中央区 東心斎橋２－２－１１　日宝セブンセンタービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1831

VarietyBarfoolish 大阪市中央区 東心斎橋２－２－１１　日宝セブンセンタービル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4048

LUCKYMONSTER 大阪市中央区 東心斎橋２－２－１１　日宝セブンセンタービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3323

韓国料理関西 大阪市中央区 東心斎橋２－２－１３　リップル三ツ寺Ⅱ　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6463

R2 大阪市中央区 東心斎橋２－２－１３　リップル三ツ寺Ⅱ　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3216

済州 大阪市中央区 東心斎橋２－２－１４　リップル三ツ寺１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6264

BarRun 大阪市中央区 東心斎橋２－２－２２　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3417

酒菜・味彩 ためきち 大阪市中央区 東心斎橋２ー５ー２４　浜一ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-6913

焼肉一撃 大阪市中央区 東心斎橋２－２－６　　 飲食店 ZN-0001-6650

ベイブ 大阪市中央区 東心斎橋２－２－７　タワーエステートビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2731

eight 大阪市中央区 東心斎橋２－２－７　タワーエステートビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3933

PG 大阪市中央区 東心斎橋２－２－８　新栄タワービル１０Ｆ 飲食店 ZN-2000-2556

マルタカ 大阪市中央区 東心斎橋２－３－１２　　 飲食店 ZN-0001-6627

standarena 大阪市中央区 東心斎橋２－３－１３　日宝スターライトビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0389

MixBarGreed 大阪市中央区 東心斎橋２－３－１３　日宝スターライトビル５Ｆ 飲食店 ZN-2000-2759

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 ZN-0001-6465

K’SBARLISZT 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２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0567

どうれ村 大阪市中央区 東心斎橋２－３－２０　　 飲食店 ZN-0001-6602

くぅ 大阪市中央区 東心斎橋２－３－２０　日宝メトロセンター１・２Ｆ 飲食店 JS-0000-3655

アンヴェール 大阪市中央区 東心斎橋２－３－２１ 飲食店 JS-0000-8081

BAR 風跡 大阪市中央区 東心斎橋２－３－２１　　 飲食店 ZN-2000-2320

すし鼓太郎 大阪市中央区 東心斎橋２－３－２１　日宝玉屋町会館２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6663

terote 大阪市中央区 東心斎橋２－３－２１　日宝玉屋町会館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3337

BARMozaic 大阪市中央区 東心斎橋２－３－２９　アネックスビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4811
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情 大阪市中央区 東心斎橋２－３－２９　リップルプロローグ８８　１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7168

すずめ 大阪市中央区 東心斎橋２－３－２９　大阪屋アネックス１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6537

韓流 BARchange 大阪市中央区 東心斎橋２－３－２９　大阪屋アネックス４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1477

BarTRIPLEJACK 大阪市中央区 東心斎橋２－３－２９　日宝アネックスビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-2916

ソウル 大阪市中央区 東心斎橋２－３－３　千代ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3618

Ash 大阪市中央区 東心斎橋２－３－３１　八幡筋ギャラクシービル１号館５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3451

わがまま居酒屋 哲や 大阪市中央区 東心斎橋２－３－３１　八幡筋ｷﾞｬﾗｸｼｰﾋﾞﾙ一号館３０１ 飲食店 SL-2000-7035

1989ASOBIBAR 大阪市中央区 東心斎橋２－３－３２　サンプラザ１２３　４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3855

居酒屋ちゃんこ 吉田屋 大阪市中央区 東心斎橋２－３－９　喜多原ビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-0259

KINGDOM 大阪市中央区 東心斎橋２－４－１１　丸喜会館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6845

PASSIONDININGBAR 大阪市中央区 東心斎橋２－４－１２　ＮＢエステレーラ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2471

POM 大阪市中央区 東心斎橋２－４－１２　ＮＢエステレーラ５０２　 飲食店 ZN-2000-4237

酒処呑喜屋 大阪市中央区 東心斎橋２－４－１９　玉屋町ギャラクシービル３号館１０３ 飲食店 JS-0000-5145

こつぼ 大阪市中央区 東心斎橋２－４－１９　玉屋町ギャラクシービル３号館１Ｆ 飲食店 JS-0002-6442

Boji Bar 大阪市中央区 東心斎橋２－４－１９　玉屋町ギャラクシービル３号館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3757

四季彩炭美処ゆうや 大阪市中央区 東心斎橋２－４－２１　玉屋町ギャラクシービル２号館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6466

国産肉鍋 飛鳥 大阪市中央区 東心斎橋２－４－２３　玉屋町ギャラクシービル１号館１Ｆ 飲食店 JS-0004-0251

MUSICBARFunkytown 大阪市中央区 東心斎橋２－４－２３　玉屋町ギャラクシービル１号館４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3909

ファイブスター 大阪市中央区 東心斎橋２－４－２５　日宝玉屋町ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6194

ラミマロン 大阪市中央区 東心斎橋２－４－２７　手塚ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4645

OBANZAI YES Dining 大阪市中央区 東心斎橋２－４－２７　大一ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-9409

笑ぎゅう 大阪市中央区 東心斎橋２－４－２８　　 飲食店 ZN-0001-6692

ACE 大阪市中央区 東心斎橋２－４－２９　周防町ギャラクシービル８Ｆ 飲食店 ZN-2000-0867

二代目憲－ hirayama － 大阪市中央区 東心斎橋２－４－６　さよかビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4212

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 ZN-0001-4645

旬菜いそ崎 大阪市中央区 東心斎橋２－４－６　小夜香ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6345

心壱岐 大阪市中央区 東心斎橋２－４－６　日宝ブルースカイビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5783

CERENDIB 大阪市中央区 東心斎橋２－４－８　ジュノン八幡ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6676

バーナンバーワン 大阪市中央区 東心斎橋２－４－９　ヒットワン第２アートビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6150

バンコクバー 大阪市中央区 東心斎橋２－５－１０　八幡筋ギャラクシービル２号館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3901

トラウマ 大阪市中央区 東心斎橋２－５－１０　八幡筋ギャラクシービル２号館８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0514

KREBar 大阪市中央区 東心斎橋２－５－１０　八幡筋ギャラクシービル２号館９Ｆ 飲食店 ZN-2000-1436

Volver the bar 大阪市中央区 東心斎橋２－５－１１　リップル八幡筋ビル３Ｆ 飲食店 JS-0001-9550

GS 大阪市中央区 東心斎橋２－５－１４　シノハララピスビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1161

季節料理のお店 さくら 大阪市中央区 東心斎橋２－５－１９　南グランド会館１Ｆ 飲食店 JS-0005-4808

酒道楽雲也 大阪市中央区 東心斎橋２－５－１９　南グランド会館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6830

BISTRO 大阪市中央区 東心斎橋２－５－１９　南グランド会館２０５　 飲食店 ZN-2000-5725

BARUNICORN 大阪市中央区 東心斎橋２－５－１９　南グランド会館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4052

DANK 大阪市中央区 東心斎橋２－５－１９　南グランド会館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6241

BARALYO 大阪市中央区 東心斎橋２－５－２１　　 飲食店 ZN-2000-5457

鶴林よしだ 大阪市中央区 東心斎橋２－５－２１　大阪屋会館１Ｆ 飲食店 JS-0000-6823

リプサリス 大阪市中央区 東心斎橋２－５－２１　大阪屋会館２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4309

BarRand 大阪市中央区 東心斎橋２－５－２２　岩伸ミカドビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3917

A － majide 大阪市中央区 東心斎橋２－５－２３　ふぁみ～ゆ笠屋町７Ｆ 飲食店 JS-0000-9135
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BarTAKE1 大阪市中央区 東心斎橋２－５－２３　ふぁみ～ゆ笠屋町７Ｆ 飲食店 ZN-2000-3497

BAR エンターテインメント 大阪市中央区 東心斎橋２－５－２３　ふぁみ～ゆ笠屋町７Ｆ 飲食店 ZN-2000-7177

Lush 大阪市中央区 東心斎橋２－５－２３　ふぁみーゆ笠屋町６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0290

M’sminami 大阪市中央区 東心斎橋２－５－２４　浜一ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7065

いかわ寿司 大阪市中央区 東心斎橋２－５－２６　　 飲食店 ZN-0001-6299

いんぱくと 大阪市中央区 東心斎橋２－５－３　VIP ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6169

HOTSPOT 大阪市中央区 東心斎橋２－５－３０　オックス周防町ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2587

四季 大阪市中央区 東心斎橋２－５－３０　オックス周防町ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6738

LAROCKA 大阪市中央区 東心斎橋２－５－３０　オックス周防町ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6894

てんまみち中川 大阪市中央区 東心斎橋２－５－３１　月虎５１番館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6286

BarAttic 大阪市中央区 東心斎橋２－５－３１　月虎５１番館３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4573

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 JS-0000-9633

ビッグマーメイド 大阪市中央区 東心斎橋２－５－４　リップルトップセンタービル１Ｆ 飲食店 ZN-2000-1663

アリエス 大阪市中央区 東心斎橋２－５－４　リップルトップセンタービル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6431

山海あみ 大阪市中央区 東心斎橋２－５－６　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6870

未山 大阪市中央区 東心斎橋２－５－６　つく志会館１０４　 飲食店 ZN-0001-6788

ASOBIBARRAKU 大阪市中央区 東心斎橋２－５－６　つく志会館２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3671

三つ子のバー 大阪市中央区 東心斎橋２－５－６　つく志会館４０５　 飲食店 ZN-2000-4325

すし忠 大阪市中央区 東心斎橋２－５－７ 飲食店 JS-0001-7947

WA 鶏 BAR 大阪市中央区 東心斎橋２－５－７　　 飲食店 ZN-0001-6876

鉄板・お好み焼き蓮 大阪市中央区 東心斎橋２－５－７　たまやセンター１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6699

D － Link 大阪市中央区 東心斎橋２－５－７　ルミナス玉屋町３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2684

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 JS-0004-2262

たこ小町 大阪市中央区 東心斎橋２－５－８　小町本社ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0288

炭焼肉酒場 GOLAZO 大阪市中央区 東心斎橋２－６－１１　三ッ寺 Lees ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-8664

GRAND 大阪市中央区 東心斎橋２－６－１２　シャンクレール三ッ寺ビル２０２　 飲食店 ZN-2000-4723

鉄板 Dining ＆ Bar 三矢 大阪市中央区 東心斎橋２－６－１２－１０１ 飲食店 JS-0000-6175

5BOZE 大阪市中央区 東心斎橋２－６－１３　日宝ナイトビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3668

PAPAVANIA 大阪市中央区 東心斎橋２－６－１３　日宝ナイトビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3716

KY 大阪市中央区 東心斎橋２－６－１３　日宝ナイトビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2338

花さかえ 大阪市中央区 東心斎橋２－６－１９ 飲食店 JS-0005-8443

焼肉 無双武蔵 大阪市中央区 東心斎橋２－６－１９　１Ｆ 飲食店 JS-0005-6797

oirandeenjou ～炎城～ 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１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4355

焼肉 みやした 大阪市中央区 東心斎橋２－６－２　サンシャイン玉屋町２Ｆ 飲食店 JS-0001-7973

MADE 大阪市中央区 東心斎橋２－６－２　サンシャイン玉屋町４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7482

endure 大阪市中央区 東心斎橋２－６－２　サンシャイン玉屋町５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6495

昭和路 大阪市中央区 東心斎橋２－６－２　サンシャイン玉屋町Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6262

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 ZN-0001-6369

HOMEPARTY 大阪市中央区 東心斎橋２－６－２１　１９番街プラザ４０５Ｂ　 飲食店 ZN-2000-0403

Suica 大阪市中央区 東心斎橋２－６－２２　日宝パラダイス６Ｆ 飲食店 JS-0001-5144

幸や 大阪市中央区 東心斎橋２－６－２２　日宝パラダイスビル１０２　 飲食店 ZN-0001-6912

関東煮 銀矢 大阪市中央区 東心斎橋２－６－２２　日宝パラダイスビル１Ｆ　 飲食店 JS-0002-9805

牛串なかの 大阪市中央区 東心斎橋２－６－２２　日宝パラダイスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7019

OYAYUBIJAPAN 大阪市中央区 東心斎橋２－６－３２　瀧川ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6251
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一丁 大阪市中央区 東心斎橋２－６－３２　瀧川ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7016

キャバリア 大阪市中央区 東心斎橋２－６－３２　瀧川ビルＢ１Ｆ－Ｂ－３　 飲食店 ZN-2000-2334

Dining Bar N 大阪市中央区 東心斎橋２－６－５　エイトワンビル１０６ 飲食店 JS-0003-5042

千手 大阪市中央区 東心斎橋２－６－５　エイトワンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6270

barHaNa 大阪市中央区 東心斎橋２－６－５　エイトワンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2547

Bamboo 大阪市中央区 東心斎橋２－６－５　エイトワンビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2683

Bar Bon 大阪市中央区 東心斎橋２－７－１　高松東心斎橋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-7718

牛たん料理 Jyujyu 大阪市中央区 東心斎橋２－７－１１　NEXAS 東心斎橋１Ｆ 飲食店 JS-0003-6646

味ごよみあし火 大阪市中央区 東心斎橋２－７－１１　ほんまビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6367

しま田 大阪市中央区 東心斎橋２－７－１１　ほんまビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-9096

四季の味今井 大阪市中央区 東心斎橋２－７－１１　ほんまビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4601

kala 大阪市中央区 東心斎橋２－７－１１　白ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7340

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 JS-0004-0833

BARVelvetZone 大阪市中央区 東心斎橋２－７－１１　平和ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4140

おでんと地酒の店あじ菜 大阪市中央区 東心斎橋２－７－１２　　 飲食店 PK-0000-0632

紅爐餐廳 大阪市中央区 東心斎橋２－７－１２　ホワイトビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6354

鉄板焼みぞばた 大阪市中央区 東心斎橋２－７－１２　ホワイトビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6389

華 ya 大阪市中央区 東心斎橋２－７－１３　コクボビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3108

LaVieEtude 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 ZN-2000-1519

Cafe ＆ Diningbloom 大阪市中央区 東心斎橋２－７－１４　心斎橋トライアンフＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2615

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 ZN-0001-6784

旬彩ゆうや 大阪市中央区 東心斎橋２－７－１８　暫ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6472

SAM ＆ DAVEONE 大阪市中央区 東心斎橋２－７－２０　サザンパレスビル６Ｆ 飲食店 ZN-2000-6061

金太郎 大阪市中央区 東心斎橋２－７－２２　日宝シルキータワー　 飲食店 ZN-0001-6874

南やぐら 大阪市中央区 東心斎橋２－７－２２　日宝シルキータワー１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6424

Joint 大阪市中央区 東心斎橋２－７－２２　日宝シルキータワー１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3660

晩酌処おとん 大阪市中央区 東心斎橋２－７－２２　日宝シルキータワー１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3972

RockBarSTARLESS 大阪市中央区 東心斎橋２－７－２２　日宝シルキータワー４Ｆ 飲食店 ZN-2000-2558

BAR マムたろう 大阪市中央区 東心斎橋２－７－２２　日宝シルキータワー５Ｆ 飲食店 ZN-2000-2068

sula 大阪市中央区 東心斎橋２－７－２５　第一荒井ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7339

Tiered 大阪市中央区 東心斎橋２－７－２７　ベル八幡ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3869

しゃぶしゃぶ田門 大阪市中央区 東心斎橋２－７－２８　　 飲食店 ZN-0001-6384

grace 大阪市中央区 東心斎橋２－７－３０　八幡筋山忠ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5025

ibiza － RESORT 大阪市中央区 東心斎橋２－７－３０八幡筋山忠ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-5456

TOKIBACKS 大阪市中央区 東心斎橋２－７－３１　トレビ八幡ビル３Ｆ 飲食店 ZN-2000-2967

FIRST 大阪市中央区 東心斎橋２－７－３１　トレビ八幡ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-2445

Caress 大阪市中央区 東心斎橋２－７－３１　鶴屋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-8898

Cafe ＆ BarRey’z 大阪市中央区 東心斎橋２－７－３２　すみ笠屋町ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1853

BARTriple 大阪市中央区 東心斎橋２－７－４　日宝笠屋町ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2300

SCAR 大阪市中央区 東心斎橋２－７－４　日宝笠屋町ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3227

ASOBI － BAR 大阪市中央区 東心斎橋２－７－４　日宝笠屋町ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0814

SISIbar 大阪市中央区 東心斎橋２－７－４　日宝笠屋町ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4795

Kawasaki 大阪市中央区 東心斎橋２－７－５　KAZZ ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6785

河崎 大阪市中央区 東心斎橋２－７－５　KAZZ ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4652
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旬の味 遊肴 大阪市中央区 東心斎橋２－８－１１ 飲食店 JS-0000-1978

黒毛和牛焼肉一東心斎橋店 大阪市中央区 東心斎橋２－８－１１　　 飲食店 ZN-0001-6855

Novel 大阪市中央区 東心斎橋２－８－１１　エーコービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6355

まぐろ割烹金正 大阪市中央区 東心斎橋２－８－１２ 飲食店 JS-0005-0683

漢城 大阪市中央区 東心斎橋２－８－１４　リップル千扇ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6108

PINPON 大阪市中央区 東心斎橋２－８－１９　サザンダイヤビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5161

割烹はや志 大阪市中央区 東心斎橋２－８－１９　サザンダイヤビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6325

SSB 大阪市中央区 東心斎橋２－８－１９　サザンダイヤビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2066

大阪ゆでたまご 大阪市中央区 東心斎橋２－８－１９　サンプラザ１２８畳屋町ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5678

ひまつぶし 大阪市中央区 東心斎橋２－８－１９　サンプラザ１２８畳屋町ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1520

ビビアン・リー 大阪市中央区 東心斎橋２－８－１９　サンプラザ１２８畳屋町ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2151

おばんざい割烹 新宮 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２　日宝本社ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1841

SALONdeMOGULLA 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２　日宝本社ビル２Ｆ 飲食店 ZN-2000-2961

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 JS-0001-6014

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 JS-0004-6652

にしかわくん家 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２０　新日本畳屋町ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4170

BARNiCOLE 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２０　新日本畳屋町ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4001

BAR アイトゥーアイ 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２０　新日本畳屋町ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6887

酒肴菜屋 あんばい 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２１　日宝畳屋町会館１Ｆ１０ 飲食店 SL-2000-9700

CREWbar 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２１　日宝畳屋町会館２Ｆ 飲食店 ZN-2000-4763

Cinq 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２１　日宝畳屋町会館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1847

Loretta 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２１　日宝畳屋町会館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2159

ナガレ 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２１　日宝畳屋町会館４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6306

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 ZN-0001-6379

ZERO 大阪市中央区 東心斎橋２－８－２３　イケダ会館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6240

焼きしゃぶ・酒 長とも 大阪市中央区 東心斎橋２－８－３　日宝笠屋町会館１Ｆ 飲食店 JS-0001-2015

一休 大阪市中央区 東心斎橋２－８－３　日宝笠屋町会館１Ｆ 飲食店 JS-0002-3404

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 JS-0003-1252

鉄板焼き EGAMI 大阪市中央区 東心斎橋２－８－３　日宝笠屋町会館１Ｆ　 飲食店 SL-2000-7008

酉正 大阪市中央区 東心斎橋２－８－３　日宝笠屋町会館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6388

hus ＋ 大阪市中央区 東心斎橋２－８－３　日宝笠屋町会館１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4676

FUNK 大阪市中央区 東心斎橋２－８－３　日宝笠屋町会館２Ｆ 飲食店 ZN-2000-4018

魚と野菜つじ田 大阪市中央区 東心斎橋２－８－３　日宝笠屋町会館２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6459

チョーハンの餃子 大阪市中央区 東心斎橋２－８－３　日宝笠屋町別館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6892

小料理咲 大阪市中央区 東心斎橋２－８－５　日宝ニューグランドビル１Ｆ 飲食店 ZN-2000-5989

旬粋 だいき 大阪市中央区 東心斎橋２－８－５　日宝ニューグランドビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6309

Peace ！ 大阪市中央区 東心斎橋２－８－５　日宝ニューグランドビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1160

オカメカフェ 大阪市中央区 東心斎橋２－８－５　日宝ニューグランドビル２０４　 飲食店 ZN-2000-3475

ZeroBase 大阪市中央区 東心斎橋２－８－５　日宝ニューグランドビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2734

NUTSBAR 大阪市中央区 東心斎橋２－８－５　日宝ニューグランドビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4524

SOUL 電波 大阪市中央区 東心斎橋２－８－５　日宝ニューグランドビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1103

Y’s 大阪市中央区 東心斎橋２－８－６　LUXE ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3686

Southbank 大阪市中央区 東心斎橋２－８－７　日宝 N-STREET １Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6625

心斎橋寛 大阪市中央区 東心斎橋２－８－７　日宝 N-STREET １Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6702
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AROMA 大阪市中央区 東心斎橋２－８－９　コア笠屋町Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-0405

AmBoLuZo 大阪市中央区 東平２－２－７　メゾンルミエール上六１０１　 飲食店 ZN-0001-6306

せき戸 大阪市中央区 道修町１－２－４　大和道修町ビル　 飲食店 ZN-2000-0701

Natural Queen 大阪市中央区 道修町１－３－３　戎ビル道修町１Ｆ 飲食店 JS-0000-5988

炭火焼鳥つくね屋 大阪市中央区 道修町３－１－１４　ドウシバビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0646

海 UMI 大阪市中央区 道修町３－３－１０　大阪屋道修町ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-6477

井筒 大阪市中央区 道修町３－３－１４ 飲食店 JS-0004-7433

お好み焼鉄板焼白鳥 大阪市中央区 道修町３－３－２　　 飲食店 ZN-0001-7048

小ぼけ 道修町店 大阪市中央区 道修町４－４－１０　KDX 小林道修町ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6425

dashidokoro 空 大阪市中央区 道修町４－４－２　　 飲食店 ZN-0001-6834

グリル ニューハマヤ 道修町店 大阪市中央区 道修町４－５－１ 飲食店 JS-0000-3538

志が 道修町店 大阪市中央区 道修町４－５－３ 飲食店 JS-0000-4181

木偶の坊 大阪市中央区 道修町４－５－９　　 飲食店 ZN-2000-6160

幸福粥店ハッピーコンジ 大阪市中央区 道修町４－７－１１　D･H　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0001-6979

COLMATA 大阪市中央区 道修町４－７－１２　三星ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6750

たこ家道頓堀くくる 本店 大阪市中央区 道頓堀１－１０－５　白亜ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1695

大阪に乾杯 大阪市中央区 道頓堀１－１０－５　白亜ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6932

黒毛和牛善道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀１－１－１１　Ｋ２４ビル　 飲食店 ZN-2000-5877

BUDDY 大阪市中央区 道頓堀１－１－１１　フロントホースビル西館Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-3396

酒奉行 よいではないか 大阪市中央区 道頓堀１－１－１４　岡田ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-7479

牛小屋 大阪市中央区 道頓堀１－１－１４　幸ビル２Ｆ西 飲食店 JS-0002-6108

NCCI 大阪市中央区 道頓堀１－１－５　新日本道頓堀ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4153

たこ梅 本店 大阪市中央区 道頓堀１－１－８ 飲食店 JS-0002-9146

旬肴料理人 裕 大阪市中央区 道頓堀１－１－９　豊栄ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-3402

焼肉 福家 大阪市中央区 道頓堀１－３－１ 飲食店 JS-0004-1135

ロデオ 大阪市中央区 道頓堀１－３－１２　松村ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1028

ろばた酒場夢ぼうず 大阪市中央区 道頓堀１－３－１３　　 飲食店 ZN-0001-6543

道頓堀 蛸也 大阪市中央区 道頓堀１－３－１３　サウスパークビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7741

たこ焼割烹 たこ昌 道頓堀本店 大阪市中央区 道頓堀１－４－１５ 飲食店 JS-0000-3376

たこ八 道頓堀総本店 大阪市中央区 道頓堀１－５－１０ 飲食店 JS-0003-5542

神戸牛和ノ宮道頓堀本店 大阪市中央区 道頓堀１－５－２　　 飲食店 ZN-0001-7014

Level One 大阪市中央区 道頓堀１－５－４　TKU ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-6397

ほっとけや道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀１－５－６　　 飲食店 ZN-0001-6300

錦わらい道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀１－５－６　　 飲食店 ZN-0001-6301

道頓堀一休 大阪市中央区 道頓堀１－５－７　　 飲食店 ZN-0001-6338

串かつ勝大道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀１－５－９　　 飲食店 ZN-0001-6505

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 ZN-0001-6514

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 ZN-0001-6513

串カツ小鉄道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀１－５－９　ドウトンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6729

どむす 大阪市中央区 道頓堀１－５－９　久幸ビルＢ１Ｆ 飲食店 PK-0000-1602

焼肉牛魔道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀１－５－９　和ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5315

リバーサイド Dining Leaf 大阪市中央区 道頓堀１－６－１４　平松ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-5172

たこやき王子 道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀１－６－１５　コムラードドウトンビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-2952

くれおーる 道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀１－６－４ 飲食店 JS-0000-4759
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くれおーる 道頓堀店〔2F〕 大阪市中央区 道頓堀１－６－４　２Ｆ 飲食店 JS-0004-6099

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 ZN-0001-6810

doppa ！ 大阪市中央区 道頓堀１－６－９　　 飲食店 ZN-0001-6417

季節料理 いちい 大阪市中央区 道頓堀１－７－１０ 飲食店 JS-0003-0396

彦壱 大阪市中央区 道頓堀１－７－１０　バイストリート横丁ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6883

まんまる食堂 大阪市中央区 道頓堀１－７－１０　バイストリート横丁ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1040

法善寺 しきみ 大阪市中央区 道頓堀１－７－１０　バイストリート横丁ビル２０６ 飲食店 JS-0002-2025

Bistro えくうす 大阪市中央区 道頓堀１－７－１０　バイストリート横丁ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6314

法善寺横丁 誠太郎 大阪市中央区 道頓堀１－７－１１ 飲食店 JS-0004-3993

法善寺横丁本湖月 大阪市中央区 道頓堀１－７－１１　　 飲食店 ZN-0001-6719

本家とらちゃん 大阪市中央区 道頓堀１－７－１３　　 飲食店 ZN-0001-6418

コトラ 大阪市中央区 道頓堀１－７－１３　本家とらちゃんビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6334

大阪かに源 道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀１－７－２１２Ｆ 飲食店 JS-0005-7589

二和鳥 大阪市中央区 道頓堀１－７－７ 飲食店 JS-0001-9170

浪速割烹 喜川 大阪市中央区 道頓堀１－７－７ 飲食店 JS-0003-0274

北新地はらみ法善寺店 大阪市中央区 道頓堀１－７－８　仲谷ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7051

焼肉 新恵 大阪市中央区 道頓堀１－８－５ 飲食店 JS-0000-5882

夜一 難波法善寺店 大阪市中央区 道頓堀１－８－５　こいさんセンタービル１・２Ｆ 飲食店 JS-0003-3796

はり重 大阪市中央区 道頓堀１－９－１７　　 飲食店 ZN-0001-6372

ステーキさくら松竹座店 大阪市中央区 道頓堀１－９－１９　大阪松竹座Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6936

キムカツ大阪松竹座店 大阪市中央区 道頓堀１－９－１９　大阪松竹座Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5734

喜与鮓 大阪市中央区 道頓堀１－東５－１８ 飲食店 JS-0001-3280

LAUGHING 大阪市中央区 道頓堀１－東５－１８　ワンワン共和国ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6636

たんや又兵衛 大阪市中央区 道頓堀１－東５－２１　南ハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6783

ぼて茶屋 道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀１－東７－２１　中座くいだおれ道頓堀ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-1815

鶏鳥 kitchen ゆう道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀２－１－１　　 飲食店 ZN-0001-6443

道頓堀 治兵衛 大阪市中央区 道頓堀２－１－４ 飲食店 JS-0001-0849

ステーキさくら道頓堀 WEST 大阪市中央区 道頓堀２－１－５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-6937

焼肉鶴橋 笑吉亭 大阪市中央区 道頓堀２－１－７　サン道頓堀ビル 飲食店 JS-0002-7828

ステーキハウス 寿々 大阪市中央区 道頓堀２－１－７　サン道頓堀ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-0803

庵の梅 大阪市中央区 道頓堀２－１－８　 ZELKOVATRE １Ｆ 飲食店 ZN-0001-6438

TSURUGI 難波店 大阪市中央区 道頓堀２－２－１３　　 飲食店 ZN-0001-7000

About 大阪市中央区 道頓堀２－２－１７　忠兵衛道頓堀ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2816

赤坂一龍大阪難波店 大阪市中央区 道頓堀２－２－２０　ローサポンテビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4517

銀平道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀２－２－２０　道頓堀 RIT ２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6444

焼塩美屋 大阪市中央区 道頓堀２－２－７　道頓堀ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6422

シルクロード・ウイグルレストランムカーム 大阪市中央区 道頓堀２－２－８　大儀田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6562

おの冨久 大阪市中央区 道頓堀２－３－２１ 飲食店 JS-0001-3008

鉄板料理工房ブォナージョ 大阪市中央区 道頓堀２－４－１０　千代の家ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3977

いこい 大阪市中央区 道頓堀２－４－１６　　 飲食店 ZN-0001-6619

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 ZN-0001-6308

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 JS-0001-7112

あきんとこ 大阪市中央区 道頓堀２－４－３　道頓堀ホーセンビル４０２　 飲食店 ZN-2000-1523

おぼらだれん 大阪市中央区 道頓堀２－４－７　プランドール道頓堀 飲食店 JS-0000-9194
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農家と漁師の台所知床漁場難波道頓堀店 大阪市中央区 道頓堀２－４－７　プランドール道頓堀６Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1916

旬平 大阪市中央区 道頓堀２－４－８　　 飲食店 ZN-0001-6261

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Ｂ１Ｆ 飲食店 SL-2000-6268

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 JS-0001-1371

だいだい 大阪市中央区 徳井町１－３－１４　セントレコーエー２０１ 飲食店 JS-0002-0368

中華ビストロ福満屋 大阪市中央区 徳井町２－２－１４　大阪屋徳井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6391

A LA MAISON 大阪市中央区 内久宝寺町４－３－１０　１Ｆ 飲食店 JS-0001-5635

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 JS-0001-6547

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 JS-0000-4096

谷町炉端かこい 大阪市中央区 内淡路町１－３－７ 飲食店 JS-0001-6702

MONSTERA 大阪市中央区 内淡路町２－３－１４　日宝グリーンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6949

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 JS-0004-7650

旬魚菜居酒屋大北大手前店 大阪市中央区 内平野町１－１－６　ライオンズマンション第３　 飲食店 ZN-0001-6441

やまのや別館すしのや 大阪市中央区 内平野町１－２－９　グランドビル大手前１０１ 飲食店 JS-0003-5550

旬彩かどかぜ 大阪市中央区 内平野町２－２－１５　　 飲食店 ZN-0001-6454

Bar．One 大阪市中央区 内平野町２－３－１　Ｂ１０１ 飲食店 JS-0003-3584

Restaurant ＆ Bar R 大阪市中央区 内平野町２－４－５　内平野中央ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-4486

Rasa Bojun 大阪市中央区 内平野町３－３－２　恵美須ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-7573

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 ZN-2000-5756

谷町 百番 大阪市中央区 内本町１－２－１１ウタカビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4777

mouton valcitta 大阪市中央区 内本町１－２－１５　　 飲食店 ZN-0001-6279

だしまる 大阪市中央区 内本町２－２－１４　ＧＳハイム内本町２０２ 飲食店 JS-0002-8438

馳走庵内本町本店 大阪市中央区 内本町２－４－１０　　 飲食店 ZN-0001-6364

俺たちの漁師小屋 大阪市中央区 内本町２－４－１０　　 飲食店 ZN-0001-6659

イタリア料理 L’orma 大阪市中央区 南久宝寺町１－８－３　第一マエダビル 飲食店 JS-0000-4980

焼肉屋盛楽 大阪市中央区 南久宝寺町１－９－１０　日宝船場ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2134

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 ZN-0001-6662

和食時々フレンチ貴 大阪市中央区 南久宝寺町２－２－８　インザグレイス心斎橋１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6593

喜多八 大阪市中央区 南久宝寺町２－６－１０　　 飲食店 ZN-0001-6280

ペリカン ビオ 大阪市中央区 南久宝寺町３－１－３ 飲食店 JS-0002-3037

船場とり萬 大阪市中央区 南久宝寺町３－４－１４　三興ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-6526

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 SL-2001-0521

KOKOCHI 大阪市中央区 南久宝寺町４－３－２ 飲食店 JS-0001-2166

大東園 大阪市中央区 南久宝寺町４－４－１３　　 飲食店 ZN-0001-6348

きだ食堂 大阪市中央区 南久宝寺町４－６－１３　エミー　 飲食店 ZN-0001-7015

さくや 谷町 大阪市中央区 南新町１－１－２　タイムスビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-8408

炭寅 大阪市中央区 南新町１－４－４　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-6521

どん呑 谷町店 大阪市中央区 南新町１－４－９　昭和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3951

蕎麦切り 晴 大阪市中央区 南新町２－４－１４ 飲食店 JS-0003-6327

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１０１ 飲食店 SL-2000-5561

YUZAN 南船場店 大阪市中央区 南船場１－１０－２　三和トレーディング１Ｆ 飲食店 ZN-0001-6467

EspaceMAKOTO 大阪市中央区 南船場１－１１－１９　　 飲食店 ZN-0001-6626

洋食 KITCHIN かぐら 大阪市中央区 南船場１－１１－５　２Ｆ 飲食店 JS-0004-7236

南船場 大乃家 大阪市中央区 南船場１－１２－２６ 飲食店 JS-0002-3782
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神門 大阪市中央区 南船場１－１２－２６　エムズニュー南船場１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6330

Knopp 大阪市中央区 南船場１－１２－２７　幸福相互安堂寺町第３ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3320

セイロンカリー 大阪市中央区 南船場１－１３－４　フロントラインビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6792

串かつ やん！ 大阪市中央区 南船場１－１６－２　ふぁみーゆ南船場１Ｆ 飲食店 JS-0001-7684

船場亭 大阪市中央区 南船場１－１８－２４ 飲食店 JS-0000-1494

鉄板彩菜 やまぐち 大阪市中央区 南船場１－１８－２４－１０１ 飲食店 JS-0004-5854

和ばーる えにし 大阪市中央区 南船場１－４－１５　中央タックス総研ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6445

ココカラ 大阪市中央区 南船場１－４－１９ 飲食店 JS-0002-7689

旬菜 和かつき 大阪市中央区 南船場１－７－８　ダイアパレス順慶町１０４ 飲食店 JS-0002-5770

食彩と縁 小森 大阪市中央区 南船場１－８－３　ＪＭビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-9874

Buono 大阪市中央区 南船場１－９－２６ 飲食店 JS-0001-3211

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 JS-0001-3359

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 ZN-0001-6972

イタリア料理ローザ・ロッチェ 大阪市中央区 南船場２－１２－２２　ハートンホテル南船場１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6512

うり食堂 大阪市中央区 南船場２－２－２１　Ｌ＆Ｄ１０２ 飲食店 JS-0002-0369

ワイン小料理 il Picolit 大阪市中央区 南船場２－２－２８－１０１ 飲食店 JS-0004-9603

居酒屋 しん 大阪市中央区 南船場２－４－２３　東泉ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-0834

串揚げこめっと 大阪市中央区 南船場２－５－２０　加藤ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7061

とつぼ 大阪市中央区 南船場２－５－２１　　 飲食店 ZN-0001-6470

海鮮酒場 喰海 大阪市中央区 南船場２－６－２７　ラグジュリア南船場１Ｆ 飲食店 JS-0002-6227

南船場御肉 大阪市中央区 南船場２－６－９　大成ビル１０２　 飲食店 ZN-0001-6931

らかんか 大阪市中央区 南船場２－７－１ 飲食店 JS-0002-1402

京ごはんふわっとふわっと 大阪市中央区 南船場２－７－１３　日宝船場中央ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2829

鳥こまち南船場店 大阪市中央区 南船場２－７－１６　　 飲食店 ZN-0001-4539

どら猫ロック 大阪市中央区 南船場２－７－２０ 飲食店 JS-0002-5801

花勢 大阪市中央区 南船場２－７－３２ 飲食店 JS-0000-0418

ラ・ゴロセッタ 大阪市中央区 南船場２－８－１３ 飲食店 JS-0002-4832

網元直送旬魚菜居酒屋 大北 大阪市中央区 南船場３－１０－１９　銀泉心斎橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6440

ふくろう 大阪市中央区 南船場３－１１－２７　日宝シルバービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6390

どうらく心斎橋 大阪市中央区 南船場３－１１－３　山下ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4666

ひなた 大阪市中央区 南船場３－１１－３　山下ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6450

四季彩 Palette 大阪市中央区 南船場３－１－１６　日宝ラッキービル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5600

ロマン亭 大阪市中央区 南船場３－１２－４ 飲食店 JS-0001-2061

おきな昆布 心斎橋店 大阪市中央区 南船場３－１２－４ 飲食店 JS-0005-6070

そば処 みやび 大阪市中央区 南船場３－１２－６ 飲食店 JS-0004-5188

多満喜 大阪市中央区 南船場３－１－７　日宝東心斎橋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3455

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 JS-0000-4803

地鶏と地魚のお店 大祥庵 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 JS-0004-7000

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 ZN-0001-6319

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 ZN-0001-6503

キムカツ心斎橋店 大阪市中央区 南船場３－５－２２　SAKURA SHINSAIBASHI　Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-4697

わさび キッチンドリンカー 大阪市中央区 南船場３－５－２７ 飲食店 JS-0000-1331

広東料理昌和 大阪市中央区 南船場３－６－１　サイプレス心斎橋Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-6084

心ちや 大阪市中央区 南船場３－６－２５　IDC 心斎橋イースト 飲食店 ZN-0001-6359



28 2020/9/15

［大阪市中央区（飲食店）］

加盟店名 所在地 ジャンル

SENBA 道場 大阪市中央区 南船場３－７－２８ 飲食店 JS-0000-7674

そばよし 心斎橋店 大阪市中央区 南船場３－８－１１ 飲食店 JS-0000-2215

和ノ宮北心斎橋店 大阪市中央区 南船場３－８－１１　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6975

鶴喜 大阪市中央区 南船場３－９－６　　 飲食店 ZN-0001-6667

旬菜 楽 大阪市中央区 南船場４－１０－１８　ナサプライムハウス本館１０３ 飲食店 JS-0003-6057

きのこの里 大阪市中央区 南船場４－１０－２０　グランドメゾン西心斎橋１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6340

Sour de Kitchen 大阪市中央区 南船場４－１０－２０　グランドメゾン西心斎橋１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6376

おっかんの寿司 大阪市中央区 南船場４－１０－２１　日宝エコービル１０３ 飲食店 JS-0003-8950

宮がみ屋 本店 大阪市中央区 南船場４－１０－２１－１０１ 飲食店 JS-0000-8736

焼肉 きたん 大阪市中央区 南船場４－１１－２２　ＹＯＣビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5695

銀彩 大阪市中央区 南船場４－１１－２６　セピア心斎橋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-7727

ビストロセンバキッチン 大阪市中央区 南船場４－１３－１１　ミフネ南船場ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6623

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 ZN-0001-6482

ボンゴレスタンド カンノ 大阪市中央区 南船場４－１３－１４　南船場 SHU ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7048

遊人里 大阪市中央区 南船場４－１３－１４　南船場 SHU ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-4125

南庭 大阪市中央区 南船場４－１３－１４　南船場 SHU ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-5767

星のアントニオ 大阪市中央区 南船場４－１３－２　泉亀ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3499

ヨッテリアグルー 大阪市中央区 南船場４－１４－１　ＢＲＩＣＫ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6790

ヨルボンチムタク 大阪市中央区 南船場４－１４－１　南船場 BRICK ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6548

ことりカフェ 心斎橋 大阪市中央区 南船場４－１４－１　南船場 BRICK ３Ｆ 飲食店 JS-0002-4858

S．Senba マヨネーズ本舗 大阪市中央区 南船場４－３－２１　森村御堂ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6799

酒場食堂 BEN 大阪市中央区 南船場４－５－３　心斎橋エビスビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-8487

GOEN 大阪市中央区 南船場４－６－３　田口ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4211

Fisherman’sTACOS 大阪市中央区 南船場４－６－６　宮川ビル　 飲食店 ZN-0001-7037

大阪餃子しな野 大阪市中央区 南船場４－８－１　　 飲食店 ZN-2000-7389

焼肉亀田 大阪市中央区 南船場４－８－２　　 飲食店 ZN-0001-6825

鷹仁南船場店 大阪市中央区 南船場４－８－２　日宝南船場テラス２　 飲食店 ZN-2000-6090

Ceppo 大阪市中央区 南船場４－９－６　１Ｆ 飲食店 JS-0005-2463

GIOVANOTTO 大阪市中央区 南本町１－３－１４　ＨＰビル１０Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6797

大衆馬肉酒場馬王堺筋本町店 大阪市中央区 南本町１－３－１５　アクセスボンベイビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6826

一華 大阪市中央区 南本町１－４－１０　StoRK ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6499

和惣酎房田楽庵 大阪市中央区 南本町１－５－１５　ディワンチャンドビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6312

創作鉄板 mo － ri 大阪市中央区 南本町１－５－１５　ディワンチャントビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6502

彩祭 大阪市中央区 南本町１－５－２２ 飲食店 JS-0002-6260

ぢどり亭 堺筋本町店 大阪市中央区 南本町１－５－４　東洋ビル 飲食店 JS-0004-6705

にくまるや 本店 大阪市中央区 南本町２－１－１　本町サザンビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-5683

旬魚菜よし田南本町店 大阪市中央区 南本町２－１－１５　ジコウビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-6395

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 ZN-0001-6775

上田屋 大阪市中央区 南本町２－３－１１　玉屋ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-6745

ダイニングバー 美ら島物語 大阪市中央区 南本町２－３－１２　EDGE 本町ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-3833

嵐山亭 大阪市中央区 南本町２－４－１１　第一住建本町ビルＢ１０２ 飲食店 JS-0001-8003

このは 大阪市中央区 南本町２－６－２２　プルミエール南本町１Ｆ 飲食店 JS-0000-5296

やまのや 船場中央店 大阪市中央区 南本町２－６－８　merpacio 本町ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-2106

山根屋 本町店 大阪市中央区 南本町３－１－３　２Ｆ 飲食店 JS-0003-1131
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鉄板バル MUGI 大阪市中央区 南本町３－１－３　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-1130

昭和大衆ホルモン総本店 大阪市中央区 南本町３－２－１７　　 飲食店 ZN-2000-2312

二刀流武蔵 大阪市中央区 南本町３－３－１７　丸松ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-4425

中国酒家 明元 大阪市中央区 南本町３－３－１９　森一ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9955

六味酒肴 QU 大阪市中央区 南本町３－３－１９　森一ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6313

我竜 大阪市中央区 南本町３－３－２３　インペリアル船場２Ｆ 飲食店 JS-0005-8676

焼肉まるしま本店 大阪市中央区 南本町３－３－２３　インペリアル船場２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6374

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 JS-0005-9913

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 ZN-0002-4912

本町 そばよし 大阪市中央区 南本町３－６－１ 飲食店 JS-0000-2217

豚しゃぶせいろ蒸し HARU 本町邸 大阪市中央区 南本町３－６－１　竹宏本町ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7072

ハードロックカフェ 大阪 大阪市中央区 南本町３－６－１４　イトゥビル１Ｆ　 飲食店 AX-0000-0012

酒喜まっとうや 大阪市中央区 南本町３－６－１４　イトゥビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-6736

閑太郎 大阪市中央区 南本町３－６－１４　イトゥビルＢ２Ｆ 飲食店 ZN-0002-2070

馬と魚 本町店 大阪市中央区 南本町４－１－１　ヨドコウビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7036

串屋長右衛門 大阪市中央区 南本町４－２－１６ 飲食店 JS-0000-7215

たちより処 め組 大阪市中央区 南本町４－２－１６　奥ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9368

とりの極 大阪市中央区 南本町４－２－１６　奥ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-1576

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 ZN-0001-6455

法善寺横丁炉ばた焼水かけ茶屋 大阪市中央区 難波１－１－２０　法善寺に志むらビル　 飲食店 ZN-0001-6464

王道 premium なんば店 大阪市中央区 難波１－１－５　　 飲食店 ZN-0001-6511

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 ZN-0001-6539

法善寺 鮨処 なかたに 大阪市中央区 難波１－１－７ 飲食店 JS-0001-9807

がんこ法善寺店 大阪市中央区 難波１－２－２　 飲食店 AX-2000-0143

ORIENTALLOUNGENAMBA 大阪市中央区 難波１－５－１６　大阪Ｂ＆ＶビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5722

鯛めし銀まる 大阪市中央区 難波１－５－２　　 飲食店 ZN-2000-5844

七輪焼肉ええかてい 大阪市中央区 難波１－５－２１　　 飲食店 ZN-0001-6432

炭火バルねじろ 大阪市中央区 難波１－５－２１　　 飲食店 ZN-0001-6908

鮨うちやま 大阪市中央区 難波１－５－２３　法善寺タウンビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6673

榮華亭難波店別館 大阪市中央区 難波１－５－２３　法善寺タウンビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6973

割烹艮 大阪市中央区 難波１－５－３　シスタービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6616

みうら 大阪市中央区 難波１－５－３　シスタービルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-5294

法善寺力丸茶屋 大阪市中央区 難波１－５－６　　 飲食店 ZN-0001-6315

南進 大阪市中央区 難波１－５－７　　 飲食店 ZN-0001-6285

炭焼と釜飯やま蔵 大阪市中央区 難波１－５－７　　 飲食店 ZN-0001-6829

豚美なんば店 大阪市中央区 難波１－５－８　　 飲食店 ZN-0001-6761

さかな屋さんの居酒屋さん 大阪市中央区 難波１－６－２２　　 飲食店 ZN-0001-6462

桃酔 1 大阪市中央区 難波１－６－４　いち仲ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-6761

やはね 大阪市中央区 難波１－６－５　TM ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-9566

一心一味 法善寺茂 大阪市中央区 難波１－６－５　TM ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-1314

炭火焼まこ家難波はなれ店 大阪市中央区 難波１－７－１３　いづもやビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6654

お好み焼き酒場 O 大阪市中央区 難波１－７－１５　江戸安ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-3456

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 JS-0001-1074

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 ZN-0001-7053
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和ノ宮なんば御堂筋店 大阪市中央区 難波１－７－８　　 飲食店 ZN-0001-6974

吟～ぎん～ 大阪市中央区 難波１－８－１６　難波 HIPS １０Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1885

K － story 大阪市中央区 難波１－８－１９　日東一ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7058

ちゃんこ鍋なにわ一番 大阪市中央区 難波１－８－１９　日東一ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6292

黒毛和牛焼肉 京郷 大阪市中央区 難波２－３－１　アザミ難波ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-8476

フルーツマッコリ専門店 anz 大阪市中央区 難波２－４－６　２Ｆ　　 飲食店 PK-0000-5156

がんこ難波本店 大阪市中央区 難波３－１－１５　 飲食店 AX-0000-0271

焼肉いろりや南海通店 大阪市中央区 難波３－１－１６　　 飲食店 ZN-0001-6809

治兵衛 難波店 大阪市中央区 難波３－１－２２ 飲食店 JS-0000-1537

難波 豊丸 大阪市中央区 難波３－２－１４ 飲食店 JS-0002-3914

お好み鉄板居酒屋 DON 大阪市中央区 難波３－２－３３ 飲食店 JS-0003-8424

61HaruHaru ／ banguet 難波 大阪市中央区 難波３－２－３５　億兆ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4679

炭焼きっちん祐星 大阪市中央区 難波３－３－１２　第２ライズビル　 飲食店 ZN-0001-6560

TEPPAN29BARBARUMICHE 大阪市中央区 難波３－３－４ 飲食店 JS-0002-5358

鶏家六角鶏難波店 大阪市中央区 難波３－３－７　　 飲食店 ZN-0001-6609

まこ家 大阪市中央区 難波３－３－７　ライズビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6449

コッテジ千日前本店 大阪市中央区 難波３－４－１０　　 飲食店 ZN-0001-6970

黒毛和牛 善 難波店 大阪市中央区 難波３－４－１３　味わいばしビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6840

いろり庵 なんば店 大阪市中央区 難波３－４－１３　味わいばしビル８Ｆ 飲食店 JS-0003-4970

創作ゆず料理ゆずの小町難波店 大阪市中央区 難波３－４－１６　アークなんばビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1879

イチかバチか 千日前 大阪市中央区 難波３－４－１６　アークなんばビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1893

ネットカフェ プラネット なんば店 大阪市中央区 難波３－５－１　ナンバ１番ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-2401

海鮮旬彩うお佐 大阪市中央区 難波３－５－１４　　 飲食店 ZN-0001-6375

九州だんじ 難波店 大阪市中央区 難波３－６－４　平和園ビル　 飲食店 ZN-0001-6400

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 ZN-0001-7032

大阪ぼてぢゅう 本店 大阪市中央区 難波３－７－２０ 飲食店 JS-0003-1583

串皇難波店 大阪市中央区 難波３－７－２２　中野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6930

肉バル炭火焼き dining 暁 大阪市中央区 難波３－７－２２　中野ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-1429

中央軒 和華蘭 大阪市中央区 難波４－２－１１　中央軒ビル２　３Ｆ 飲食店 JS-0000-3461

KIMURAYA 大阪市中央区 難波４－２－６　　 飲食店 ZN-0001-6916

焼鳥 ササキ 大阪市中央区 難波４－２－７ 飲食店 JS-0004-0418

ホルモン焼肉七福 大阪市中央区 難波４－２－８　鳥勘ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6742

志げ 大阪市中央区 難波４－３－１０ 飲食店 JS-0000-1168

LapisLazuli 大阪市中央区 難波４－３－１６　ＧＴタウン４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1541

味どころ 二楽 大阪市中央区 難波４－３－２０ 飲食店 JS-0002-3492

タイ屋台キョンキョン 大阪市中央区 難波４－３－２３　　 飲食店 ZN-0001-6880

Mar’s 大阪市中央区 難波４－４－９　２Ｆ 飲食店 JS-0002-0045

焼鳥 秀人 大阪市中央区 難波４－５－５　ファーストビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5068

もんじゃ麦 なんば店 大阪市中央区 難波４－５－８ 飲食店 JS-0004-8398

味楽にしの 大阪市中央区 難波４－６－２　ミューズビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6250

おでんの楽 大阪市中央区 難波４－６－２　ミューズビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3786

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 JS-0000-6359

ROCO なんば店 大阪市中央区 難波４－６－８　　 飲食店 ZN-0001-6960

ANTICAOSTERIADALSPEL 大阪市中央区 難波４－７－５　光栄ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7010
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麺や 信希 大阪市中央区 難波４－８－１１　アスタービル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4791

ヴィーノ 大阪市中央区 難波４－８－２　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-6618

銀座がち鶏 大阪市中央区 難波４－８－３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-6587

家庭料理たかせ 大阪市中央区 難波４－８－９　２Ｆ 飲食店 JS-0000-2956

茶寮つぼ市製茶本舗なんば店 大阪市中央区 難波５－１－６０　なんばスカイオ５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7030

串かつじゃんじゃん難波店 大阪市中央区 難波千日前１０－１４　森岡ビル　 飲食店 ZN-0001-6710

竜田屋 大阪市中央区 難波千日前１１－２４　　 飲食店 ZN-0001-6407

串かつ ひょうたん 大阪市中央区 難波千日前１１－２５ 飲食店 JS-0003-4697

千日前 はつせ 大阪市中央区 難波千日前１１－２５　２Ｆ 飲食店 JS-0003-4700

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 JS-0003-4701

焼肉宝 大阪市中央区 難波千日前１１－２８　　 飲食店 ZN-0001-7065

FunkyJunkFullChicken 大阪市中央区 難波千日前１１－３　　 飲食店 ZN-0001-6570

燻製工房 jammy 大阪市中央区 難波千日前１１－３　　 飲食店 ZN-0001-6984

ひょうたん 裏なんば店 大阪市中央区 難波千日前１１－３　ハナヤセンター２Ｆ 飲食店 JS-0003-4997

じろー 本店 大阪市中央区 難波千日前１２－３３　　 飲食店 ZN-0001-6491

若狭家 南海なんば店 大阪市中央区 難波千日前１２－３４　本間ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4041

八銭難波店 大阪市中央区 難波千日前１２－５　朱雀ビル１．２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6304

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 JS-0004-5296

なんば個室均一居酒屋きんぱち 大阪市中央区 難波千日前１３－１０　アソルティ難波６Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1878

けむり屋難波店 大阪市中央区 難波千日前１３－１１　マスザキヤ難波ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6620

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 JS-0003-2113

創作土佐料理 ぼたん 大阪市中央区 難波千日前１３－５　　 飲食店 ZN-0001-6582

鮨山桜 大阪市中央区 難波千日前１３－５　　 飲食店 ZN-0001-6628

馬肉専門 百萬馬力 大阪市中央区 難波千日前１３－５　３Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-6651

IZUTANI 大阪市中央区 難波千日前１３－６　ジェイプライド難波ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6849

とんぼ 大阪市中央区 難波千日前１３－６　千日前セントラル第４ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4972

旬彩バル－ Vittoria － 大阪市中央区 難波千日前１４－１８　千日地蔵尊通り横丁１Ｆ 飲食店 JS-0001-7978

炭焼と釜飯にしむら 大阪市中央区 難波千日前１４－１８　千日地蔵尊通り横丁１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6881

幸工芸千日前道具屋筋本店 大阪市中央区 難波千日前１４－２ 飲食店 JS-0005-8920

人夢叶思 大阪市中央区 難波千日前１４－２６　　 飲食店 ZN-2000-1201

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 JS-0005-8328

野菜とワインビストロ V’tres ＋ 大阪市中央区 難波千日前１４－６　　 飲食店 ZN-0001-6559

PESCA 大阪市中央区 難波千日前１４－７　　 飲食店 ZN-0001-6569

串揚げばらんざっく 大阪市中央区 難波千日前１５－１９　油谷ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6760

Cave Rosetta 大阪市中央区 難波千日前１５－２ 飲食店 JS-0000-9033

難波ワイン酒場バルミチェ 大阪市中央区 難波千日前１５－２２ 飲食店 JS-0001-5745

波平 大阪市中央区 難波千日前１５－２３ 飲食店 JS-0004-2189

アジア・多国籍料理マルコポーロ 大阪市中央区 難波千日前１５－３　　 飲食店 ZN-0001-6832

寿司弁天 大阪市中央区 難波千日前１５－３　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-7041

BISTRO あじと 大阪市中央区 難波千日前１５－４　つる屋陶器店ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-2783

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 ZN-0001-6681

アジェ なんば店 大阪市中央区 難波千日前１－９ 飲食店 JS-0003-7728

あばらや 大阪市中央区 難波千日前２－１４　１Ｆ 飲食店 JS-0005-4299

鮨　雄 大阪市中央区 難波千日前２－２１　　 飲食店 PK-0000-6575
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こいろり千日前店 大阪市中央区 難波千日前２－２２　　 飲食店 ZN-0001-6808

鉄板焼 福太郎 大阪市中央区 難波千日前３－１８　中村ビル 飲食店 JS-0003-1379

ITALIANBARSPELLO 大阪市中央区 難波千日前３－１９　　 飲食店 ZN-0001-7008

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 ZN-0001-6813

天秤棒 大阪市中央区 難波千日前３－２２　　 飲食店 ZN-0001-6268

てっぽう 大阪市中央区 難波千日前３－４　１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-0919

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 ZN-0001-6945

もっちゃん 大阪市中央区 難波千日前３－６　スカイハウス１Ｆ 飲食店 JS-0000-4960

揚八裏なんば店 大阪市中央区 難波千日前３－７　　 飲食店 ZN-2000-4849

DINING あじと 大阪市中央区 難波千日前４－２０ 飲食店 JS-0000-4786

治兵衛 なんば駅東店 大阪市中央区 難波千日前４－２９　１Ｆ 飲食店 JS-0003-1550

千日前肉寿司 大阪市中央区 難波千日前４－３６　　 飲食店 ZN-0001-4677

和食 おり 大阪市中央区 難波千日前５－６ 飲食店 JS-0000-1780

けむり屋本店 大阪市中央区 難波千日前６－１２　　 飲食店 ZN-2000-5116

串 BUONO 大阪市中央区 難波千日前６－２　辻グランドビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-2660

源兵衛 なんば店 大阪市中央区 難波千日前７－１５ 飲食店 JS-0004-6327

海千山千番長 難波店 大阪市中央区 難波千日前８－１７ 飲食店 JS-0002-3424

TABLE あじと 大阪市中央区 難波千日前８－６ 飲食店 JS-0004-1939

魚伝 大阪市中央区 難波千日前９－１７　セントラル第２ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-1417

通天閣もつ鍋屋道頓堀店 大阪市中央区 日本橋１－１－１５　　 飲食店 ZN-0001-6516

居酒屋なかよし 千日前店 大阪市中央区 日本橋１－１３－２０ 飲食店 JS-0002-3248

トサカ商會 大阪市中央区 日本橋１－１４－１３　　 飲食店 ZN-0001-6428

小川商店 大阪市中央区 日本橋１－１４－１３　　 飲食店 ZN-0001-6431

カフェ ええ庵 大阪市中央区 日本橋１－１５－１０ 飲食店 JS-0003-3377

和ノ宮黒門千日前店 大阪市中央区 日本橋１－１５－１２　　 飲食店 ZN-0001-6977

あの街ねっと 日本橋店 大阪市中央区 日本橋１－１７－１７ 飲食店 JS-0001-9639

とり焼き丹羽 大阪市中央区 日本橋１－１７－２１　　 飲食店 ZN-2000-6548

轍 大阪市中央区 日本橋１－１８－４　南地ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6426

守破離日本橋店 大阪市中央区 日本橋１－１９－４　　 飲食店 ZN-0001-6953

STAND BB 大阪市中央区 日本橋１－２０－８　　 飲食店 ZN-2000-6299

活ふぐ 青柳 大阪市中央区 日本橋１－２１－２２ 飲食店 JS-0002-1908

Maybee 大阪市中央区 日本橋１－２５－２３　アミスタユウ日本橋１０３　 飲食店 ZN-2000-2427

昌 大阪市中央区 日本橋１－２５－３　ベルジュ丸福１Ｆ 飲食店 JS-0001-9456

とり鹿 大阪市中央区 日本橋１－３－５ 飲食店 SL-2000-5852

古里庵 大阪市中央区 日本橋１－４－４　グリーンハイツ１０６　 飲食店 ZN-0001-6382

焼肉屋大牧場 大阪市中央区 日本橋１－５－１０　ジョリービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6812

麻屋 大阪市中央区 日本橋１－９－１３　アメニティビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7011

きりん 大阪市中央区 日本橋１－９－２１　小林ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2975

サロックながた 大阪市中央区 日本橋２－１０－７　BM ランド１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6336

鮨司すず芽 大阪市中央区 日本橋２－１５－２９　ますみ荘１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6281

和ノ宮黒門市場店 大阪市中央区 日本橋２－３－８　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-6976

炭屋こばこ 大阪市中央区 日本橋２－４－１０　　 飲食店 ZN-0001-6596

牛匠 大阪市中央区 日本橋２－５－５　日本橋ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0927

かき小屋ランドリー 大阪市中央区 日本橋２－７－２５　　 飲食店 ZN-0001-6705
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酒処 依屋 大阪市中央区 日本橋２－７－２７ 飲食店 JS-0002-9366

串揚げ はこや 大阪市中央区 日本橋２－８－１５　ユーロハイツ日本橋Ｔ０３　 飲食店 ZN-0001-6446

酒と肴 よしまさ 大阪市中央区 日本橋２－８－１６　日本橋レジデンス１０２ 飲食店 JS-0003-1438

IDOLSTAGE 大阪市中央区 日本橋２－９－１　　 飲食店 ZN-2000-3788

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 JS-0002-1484

京ちゃばな 南船場 大阪市中央区 博労町２－６－５ 飲食店 JS-0003-6229

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 ZN-0001-6999

ひもの野郎南船場店 大阪市中央区 博労町３－３－１２　　 飲食店 ZN-2000-4539

とまと食堂 大阪市中央区 博労町３－４－１１　浅野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9705

小料理酒家ばくろう 大阪市中央区 博労町３－４－９ 飲食店 JS-0001-4813

船場 大丸屋 大阪市中央区 博労町３－４－９ 飲食店 JS-0003-2629

サワディ シンチャオ 大阪市中央区 博労町３－４－９　１Ｆ 飲食店 JS-0002-0817

CafeMAMARO 大阪市中央区 博労町４－３－２　KUS 博労町２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0672

日本料理美松 大阪市中央区 博労町４－６－１７　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6399

BARRARITY 大阪市中央区 博労町４－６－１７　第三丸米ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0534

牛歩 大阪市中央区 博労町４－７－２　　 飲食店 ZN-0001-6921

蛸家せんば店 大阪市中央区 博労町４－７－３　　 飲食店 ZN-0001-6996

チェルキオレガーメコンパーニョ 大阪市中央区 博労町４－７－７ 飲食店 JS-0002-5933

いっしん 大阪市中央区 備後町１－２－１２　兼一ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4427

洋食ビストロ Awano 大阪市中央区 備後町１－２－１２　兼一ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5332

マミーズきっちん 大阪市中央区 備後町１－５－１５ 飲食店 JS-0000-1052

いっちょう本町店 大阪市中央区 備後町１－６－５　　 飲食店 ZN-0001-7006

九州干物市場わだち 大阪市中央区 備後町１－６－５　梨本ビル別館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6917

キッチンガンプ 大阪市中央区 備後町２－４－１０　第一住建備後町ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6489

炭火焼鳥 とりだん 大阪市中央区 備後町２－４－１３　KADO ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4777

うどん第六感 大阪市中央区 備後町２－４－９　日本精化ビルＢ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-2241

鍋屋 okamoto 大阪市中央区 備後町３－３－１　西島ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6751

旬彩 kiaji 大阪市中央区 備後町３－３－１１　河崎ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6693

庵菜 大阪市中央区 備後町４－３－６　アスティナ２Ｆ 飲食店 JS-0000-6606

づけや 大阪市中央区 伏見町１－１　ホテルブライトンシティ大阪北浜１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6671

BELTZ 大阪市中央区 伏見町２－１－１　三井住友銀行高麗橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 JS-0003-5872

鉄板ダイニング en 大阪市中央区 伏見町２－１－１　三井住友銀行高麗橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6586

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 ZN-0001-6542

ユニック 大阪市中央区 伏見町２－２－３ 飲食店 JS-0000-0421

土山人北浜 大阪市中央区 伏見町２－４－１０　　 飲食店 ZN-0001-7017

cerveceriaLUBIROPOSS 大阪市中央区 伏見町２－４－４　伏見甲陽ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6525

北浜にくや 大阪市中央区 伏見町２－４－４　伏見甲陽ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5694

アチャコ 大阪市中央区 伏見町２－４－４　伏見甲陽ビル３０１　 飲食店 ZN-0001-6567

新窯ピッツァ×ワインのお店キタバル 大阪市中央区 伏見町２－４－４　伏見甲陽ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6805

中国菜火ノ鳥 大阪市中央区 伏見町２－４－９　　 飲食店 ZN-2000-7189

L’orma attiva 大阪市中央区 伏見町２－５－９　三福ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4976

たわわキッチン 大阪市中央区 伏見町２－６－６　ザ・タナベビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6283

淀屋橋よし田 大阪市中央区 伏見町３－２－８　池芳ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6469

笑てん 大阪市中央区 伏見町４－２－６　平松ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6331
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鳥いってつ 北浜店 大阪市中央区 平野町１－４－１１ 飲食店 JS-0005-2206

Mike Man 大阪市中央区 平野町１－４－１１　　 飲食店 ZN-0001-6531

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 JS-0001-5901

ネパール＆インド料理 Manakamana 大阪市中央区 平野町１－６－１０　KA ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6342

豚匠北浜邸 大阪市中央区 平野町１－６－５　大山ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7069

鉄板鍋やなきち 北浜店 大阪市中央区 平野町１－７－１　堺筋高橋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-9023

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 ZN-0001-6311

串串 大阪市中央区 平野町２－２－１　２Ｆ 飲食店 JS-0004-4855

菜々人 大阪市中央区 平野町２－２－６ 飲食店 JS-0000-7924

Cafe ＆ BarPuaMOANA 大阪市中央区 平野町２－３－１１　北浜ＮＫビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-5988

中国酒菜凛 大阪市中央区 平野町２－５－１２　　 飲食店 ZN-0001-6265

和ダイニング 恭道 大阪市中央区 平野町２－５－１４　FUKU BLD. 三休橋Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-5611

福梅 1 大阪市中央区 平野町２－６－１　　 飲食店 PK-0000-0362

Puteca La Lanterna 大阪市中央区 平野町２－６－５　みすやビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0033

NORTHSHORE GREEN 大阪市中央区 平野町２－６－６ 飲食店 JS-0003-7434

桔梗 大阪市中央区 平野町３－１－７　大阪屋セントラルビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7892

吟酒海楽和 大阪市中央区 平野町３－１－７　日宝平野町セントラルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6580

BarBOUTON88 大阪市中央区 平野町３－１－８　船場 ROJINO　 飲食店 ZN-2000-5474

ほし寅淀屋橋店 大阪市中央区 平野町３－４－５　　 飲食店 ZN-0001-6871

居酒屋白鳥 大阪市中央区 平野町３－４－９　旭洋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6439

うおじ 大阪市中央区 平野町４－２－４　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-6550

おでん・惣菜 如月 大阪市中央区 平野町４－２－４　文楽ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-4841

鉄板焼とおばんざいの店 朱酒 大阪市中央区 平野町４－６－６　平野町Ｎビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2261

泳ぎ烏賊 銘魚料理 磯銀 肥後橋店 大阪市中央区 平野町４－８－５　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1933

グラスゴウ食堂 大阪市中央区 北久宝寺町１－１－１　フレアコート北久宝寺１０１ 飲食店 JS-0002-4157

旬彩和食万や 大阪市中央区 北久宝寺町２－６－１１　アドーラブル船場１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6592

ビアンドアイ 大阪市中央区 北久宝寺町２－６－１４　　 飲食店 ZN-0001-6798

ちゃ味船場 大阪市中央区 北久宝寺町４－２－３　　 飲食店 ZN-0001-6991

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 ZN-0001-6688

焼とりはま田 大阪市中央区 北久宝寺町４－３－８　本町アーバンライフＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-6629

彼氏の手料理ソラリ 大阪市中央区 北新町２－７　　 飲食店 ZN-0001-6272

桜屋たつくら 大阪市中央区 北新町４－１　谷町プラザビル１０１　 飲食店 ZN-0001-6561

Condo 大阪市中央区 北浜１－１－１２　Y's ピア北浜７Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4524

花外楼北浜本店 大阪市中央区 北浜１－１－１４　　 飲食店 ZN-0001-6815

FRUIT 大阪市中央区 北浜１－１－２８　ビルマビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-1128

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 ZN-0001-6836

北浜ハイボール Baru 大阪市中央区 北浜１－８－１６　大阪証券取引所ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6523

阿み彦北浜店 大阪市中央区 北浜２－１－５　平和不動産北浜ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0412

善生 大阪市中央区 北浜２－２－２２　北浜中央ビルＢ２Ｆ 飲食店 JS-0000-0360

白玉屋 大阪市中央区 北浜２－２－２２　北浜中央ビルＢ２Ｆ 飲食店 JS-0004-3669

泳ぎイカモツ鍋鮮馬刺し九州うまか北浜 大阪市中央区 北浜２－３－１０　大阪松田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1918

南禅 大阪市中央区 北浜２－３－６　　山本ビルＢ１Ｆ 飲食店 SL-2000-2252

黒門酒場北浜店 大阪市中央区 北浜２－５－１７　　 飲食店 ZN-0001-6656

KEN WEST 大阪市中央区 北浜２－６－１８　淀屋橋スクエアビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1202
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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 JS-0003-1179

喫茶　ふくだ 大阪市中央区 北浜２－６－８　　 飲食店 PK-0000-6551

淀家 大阪市中央区 北浜３－１－１４　タカラ淀屋橋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-8507

よどやばし ハナ 大阪市中央区 北浜３－２－１６　　 飲食店 ZN-0001-6969

小ぼけ京阪淀屋橋店 大阪市中央区 北浜３－２－２５　京阪淀屋橋ビル　 飲食店 ZN-0001-6712

浜町 大阪市中央区 北浜３－３－１５ 飲食店 JS-0000-2830

楽太郎 大阪市中央区 北浜３－３－１５　　 飲食店 ZN-0001-6807

北浜 銀じ 大阪市中央区 北浜３－３－１６　ザエモンビル１０１ 飲食店 JS-0002-2161

九郎兵衛 大阪市中央区 北浜３－５－２０　松栄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6364

北海大衆酒場魚成水産 大阪市中央区 北浜３－７－１２　京阪御堂筋ビルＢ１　 飲食店 ZN-0002-1941

秀吉淀屋橋店 大阪市中央区 北浜４－１－１３　大川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6322

小ぼけ 淀屋橋店 大阪市中央区 北浜４－１－２１　　 飲食店 ZN-0001-6347

わが蔵 大阪市中央区 北浜４－２－１３ 飲食店 JS-0005-2105

ベトナム料理インドシナ 1 大阪市中央区 北浜４－３－１　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-6432

addPAINDUCE 大阪市中央区 北浜４－３－１　淀屋橋 odona ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6621

Shreepech 大阪市中央区 北浜東１－１３　大森ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7356

＆ BOTTLE 大阪市中央区 北浜東１－１５　ビル・リバーセンターＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6802

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Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7405

酒蔵 多氣 大阪市中央区 北浜東２－１３　幸ビル 飲食店 JS-0005-2477

けむたい家 大阪市中央区 北浜東２－１７　新天満橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6392

レストランバー K’s Bullseye 大阪市中央区 北浜東５－４　コーシン北浜Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-7302

にんにん＆桃莉本町店 大阪市中央区 本町１－４－５　大阪産業創造館１６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6831

炭焼きジョニー 本町店 大阪市中央区 本町２－６－１１　大一ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-4904

grits 大阪市中央区 本町３－２－１　　 飲食店 ZN-0001-6776

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 JS-0002-8809

旬彩工房喜あじ本町店 大阪市中央区 本町３－３－９　本町岩尾ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6664

WILLIAMS 大阪市中央区 本町３－５－１　里井新ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6324

御堂筋 よし田 大阪市中央区 本町３－５－７　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6585

馳走庵本町店 大阪市中央区 本町４－４－１２　　 飲食店 ZN-0001-6351

いかさまや本町本店 1 大阪市中央区 本町４－４－２７　細井ビルＢ－１　 飲食店 PK-0000-6751

Bar eTrattriaQUATTRO 大阪市中央区 本町４－５－４　本町 GTC ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2638

ビストロ キャトル 大阪市中央区 本町４－６－２５　　 飲食店 ZN-0002-4812

焼酎蕎麦やはやさき 大阪市中央区 本町４－７－１５　タウンコート本町１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0352

うちわや 大阪市中央区 本町４－７－１６　　 飲食店 ZN-0001-6933

炭火焼鳥 Birds’Bar 大阪市中央区 本町４－８－１　大栄産業本町ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1150

Lisboa 大阪市中央区 本町４－８－８　篠福ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-1894

mexicokitchen × bar mu 大阪市中央区 本町橋５－２　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-3476

旬菜 廣長 大阪市中央区 本町橋６－１２ 飲食店 JS-0005-0563

柚子や 大阪市中央区 本町橋６－１９　本町第２今岡ビル１０２ 飲食店 JS-0004-5835

串カツとお酒 「凛」 大阪市中央区 本町橋７－１７　トウセン本町橋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-8505

台湾料理華丸 大阪市中央区 本町橋８－８　M ２本町橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7039


