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［大阪市福島区］

加盟店名 所在地 ジャンル

あんばらんす 大阪市福島区 海老江２－２－７ 飲食店 JS-0005-6774

榮華亭野田阪神店 大阪市福島区 海老江５－１－１１　　 飲食店 ZN-0001-7095

和ごころ　なか道 大阪市福島区 海老江５－１－１５　　 飲食店 PK-0000-6419

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 JS-0001-2884

酒菜や うおまる 大阪市福島区 海老江５－１－８ 飲食店 JS-0002-0116

串カツ 車家 福島店 大阪市福島区 海老江７－１－３２ 飲食店 JS-0000-5716

車家／轟 とどろき 大阪市福島区 海老江７－１－３２ 飲食店 JS-0001-9298

下町鉄板川上 1 大阪市福島区 海老江７－９－１８　　 飲食店 PK-0000-0403

カフェ バーンホーフ 大阪市福島区 吉野１－１４－８ 飲食店 JS-0003-1872

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 ZN-0001-7084

串焼市場江戸善 野田店 大阪市福島区 吉野１－２２－３ 飲食店 JS-0001-5512

Don ポチャ 野田店 大阪市福島区 吉野２－１ 飲食店 JS-0004-0723

フェルマータ 大阪市福島区 吉野２－１０－１２　ゴールデンラピス１０３ 飲食店 JS-0001-9160

しゃかりきばーるほしぼし 大阪市福島区 吉野２－１－１０　　 飲食店 ZN-0001-7168

Rarth 大阪市福島区 吉野２－１－１７ 飲食店 JS-0003-2953

和伝 福まん 大阪市福島区 吉野２－１２－１５　松田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8982

炭火焼鳥くわどり 大阪市福島区 吉野２－１－２６ 飲食店 JS-0004-4761

ほっこりばーるほしぼし 大阪市福島区 吉野２－１３－８　　 飲食店 ZN-2000-3930

肉バル×がぶ飲みワイン　ITARE 大阪市福島区 吉野２－１－７　　 飲食店 PK-0000-6745

レイヤー 大阪市福島区 吉野２－２－６　西商ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0363

おばんざいと炭火焼き亀太郎 大阪市福島区 吉野２－３－１　野中ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-4621

四季 おりおり 大阪市福島区 吉野２－８－１０ 飲食店 JS-0000-8012

イタリアンバールミーオ 大阪市福島区 吉野３－１　JR 野田駅高架下　 飲食店 ZN-0001-7147

串焼きだだ 大阪市福島区 吉野３－１－４１　　 飲食店 ZN-2000-3523

日本食レストラン 祭 大阪市福島区 吉野３－２７－１７ 飲食店 JS-0004-3431

ハングアウト 大阪市福島区 吉野３－７－２　GSF ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8060

鮮や丸 大阪市福島区 吉野３－７－６ 飲食店 JS-0004-4233

Nondy’sbarMahira 大阪市福島区 吉野３－７－６　山本ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1957

K － STYLE 大阪市福島区 吉野３－７－７　コスモプラザ野田２Ｆ 飲食店 JS-0000-3065

とりとんちゃん 大阪市福島区 吉野３－７－７　ディライトビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7965

小雀弥福島店 大阪市福島区 玉川４－１０－２　　 飲食店 PK-0000-0894

鯖とか烏賊とか真とか 大阪市福島区 玉川４－１４－８　今村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-3534

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 SL-2000-1386

旨味食堂 べジ吉 大阪市福島区 鷺洲１－２－１１ 飲食店 SL-2000-3788

ミーオ 大阪市福島区 鷺洲２－１２－１　　 飲食店 ZN-0002-2316

福乃城 大阪市福島区 鷺洲２－９－１４　　 飲食店 ZN-0001-7180

Tenerezza 大阪市福島区 鷺洲２－９－１５　エイトワンビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-6994

tsubakiya 大阪市福島区 鷺洲５－６－６３ 飲食店 JS-0004-8037

ツバキヤ 大阪市福島区 鷺洲５－６－６３ 飲食店 JS-0005-9240

咲輪 大阪市福島区 大開１－１１－１０ 飲食店 JS-0001-8061
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鮨 さえき 大阪市福島区 大開１－１５－２１ 飲食店 JS-0002-6609

町屋酒場りとも野田阪神店 大阪市福島区 大開１－１５－２４　　 飲食店 ZN-0001-7140

やきとり一番 野田阪神駅前店 大阪市福島区 大開１－１５－２９ 飲食店 JS-0003-8062

Blue moon 大阪市福島区 大開１－１５－３２　阪神レジャービル一番館５Ｆ 飲食店 JS-0000-5666

学舎 大阪市福島区 大開１－２０－１１ 飲食店 JS-0001-7195

肴時々酒 海市 大阪市福島区 大開１－２０－３ 飲食店 JS-0005-0711

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 JS-0000-0053

MAMEZO ＆ CAFE 大阪市福島区 福島１－１－４８　 飲食店 SL-2000-4779

ad hoc 大阪市福島区 福島１－１－４８　ほたるまち 飲食店 JS-0000-2407

いなせ 大阪市福島区 福島１－１－４８　堂島クロスウォーク１Ｆ 飲食店 JS-0000-1630

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 ZN-0001-7099

BOBABBLY 大阪市福島区 福島１－２－１０　　 飲食店 PK-0000-6354

西屋福島店 大阪市福島区 福島１－２－２５　　 飲食店 ZN-0001-7178

Kimagurebistrogigi 大阪市福島区 福島１－２－３７　ロイヤルハイツ丹後１０２　 飲食店 ZN-0001-7176

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 ZN-0001-7105

丑乃匠 大阪市福島区 福島１－４－４１　　 飲食店 ZN-0001-7161

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 ZN-0002-1998

炭火焼肉 ここから屋 大阪市福島区 福島１－６－１２ 飲食店 JS-0000-6721

ぐるぐるねぎま 大阪市福島区 福島１－６－１２　ヤブネ店舗１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0119

楽心 大阪市福島区 福島１－６－１４　　 飲食店 ZN-0001-7106

ワインスタンドパプリカ 大阪市福島区 福島１－６－１４　亀甲店舗２Ｆ 飲食店 JS-0002-3854

福島酒場おおき 大阪市福島区 福島１－６－１８　クリスタルハウス１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5879

MAREVIGNA 大阪市福島区 福島１－６－２７　　 飲食店 ZN-0001-7134

お好み酒家 ん “un” 大阪市福島区 福島１－６－３１ 飲食店 JS-0003-9928

がじゅまる食堂 大阪市福島区 福島１－７－１０　聖和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1936

sushi 場ぁ～げん家 大阪市福島区 福島１－７－１３　あさひビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7118

旬菜 はなぶさ 大阪市福島区 福島２－１０－１３ 飲食店 JS-0002-9426

ミートファミリア 大阪市福島区 福島２－１－４１　ブリーズコート１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5711

Ange 大阪市福島区 福島２－１－４１　ブリーズコート２Ｆ 飲食店 JS-0003-5883

とろさば料理専門店 SABAR 大阪市福島区 福島２－２－２　シティサイドステージ福島１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7126

炭焼酒場すもぉ～き～ 大阪市福島区 福島２－２－２３ 飲食店 JS-0001-2202

鳥匠いし井 大阪市福島区 福島２－３－２３　中之島 MS ビル　 飲食店 ZN-0001-7162

多幸屋 3 組 大阪市福島区 福島２－６－７ 飲食店 JS-0005-8830

牛ホルモン串 吉村 大阪市福島区 福島２－７－１３　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-7159

うのう福島店 大阪市福島区 福島２－７－７　　 飲食店 ZN-0001-7169

お酒とさかな かけはし 大阪市福島区 福島２－７ー２０　 飲食店 SL-2000-7092

創作和匠なかしま 大阪市福島区 福島２－８－１　　 飲食店 ZN-0001-7111

木古里 大阪市福島区 福島２－８－１０ 飲食店 JS-0001-5710

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 JS-0005-2216

鮨ダイニング龍 大阪市福島区 福島２－８－１０　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-7115

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 ZN-0001-7116

海鮮居酒屋 天ぷら番長 大阪市福島区 福島２－８－１２ 飲食店 JS-0004-7712

居酒屋べんてんさん 大阪市福島区 福島２－８－１６　コトブキビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7160

MONDIAL KAFFEE328GOLD RUSH 大阪市福島区 福島２－８－２２　福田ビル１Ｆ 飲食店 SL-2001-1350
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やきとり番長 大阪市福島区 福島２－９－１０ 飲食店 JS-0005-1206

フレンチレストラン Evoluer 大阪市福島区 福島３－１１－１０　 飲食店 SL-2000-7956

炭火焼鳥 政 大阪市福島区 福島３－１１－７ 飲食店 JS-0003-2756

Kenny．row． 大阪市福島区 福島３－１３－１２ 飲食店 JS-0004-3315

トラットリアダプーピ 大阪市福島区 福島３－１４－５　　 飲食店 PK-0000-0210

赫色 大阪市福島区 福島３－１４－９　　 飲食店 ZN-0001-7156

コント デュ ヴァン 大阪市福島区 福島３ー９ー１５　２F 飲食店 SL-2000-1657

MONROE 大阪市福島区 福島３－５－４ 飲食店 JS-0001-5088

大衆酒場 SAKABAR 大阪モノラル 大阪市福島区 福島３－６－１５　　 飲食店 ZN-0001-7171

森ん蔵 大阪市福島区 福島３－６－２２　福島ドリームマンション　 飲食店 ZN-0001-7119

KENYA 大阪市福島区 福島３－７－３５　岡本ビル　 飲食店 ZN-0001-7155

XSiX 大阪市福島区 福島３－８－１０　　 飲食店 ZN-0001-7107

藤乃 大阪市福島区 福島３－９－１０　　 飲食店 ZN-0001-7150

FOUJITA 大阪市福島区 福島３－９－１５　　 飲食店 ZN-0001-7151

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 ZN-0001-7157

鮨 かなさ 大阪市福島区 福島４－４－２４ 飲食店 JS-0001-1613

日本酒 弘大 大阪市福島区 福島４－４－３９ 飲食店 JS-0001-7903

すし処 つま美 大阪市福島区 福島４－５－５５ 飲食店 JS-0003-0191

けんしん亭 新福島 大阪市福島区 福島４－５－５６　三好ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1101

とん彩や 福島店 大阪市福島区 福島５－１０－１３ 飲食店 JS-0000-0006

Rikyu 福島 大阪市福島区 福島５－１０－１４　　 飲食店 ZN-0002-2045

藤家 大阪市福島区 福島５－１０－２１　　 飲食店 ZN-0001-7136

Teppangrillgrillia 大阪市福島区 福島５－１０－４　玉井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7110

味とく家 大阪市福島区 福島５－１０－６　　 飲食店 ZN-0001-7174

立食焼肉 一穂 福島店 大阪市福島区 福島５－１１－１７ 飲食店 JS-0004-1995

板前焼肉一笑福島店 大阪市福島区 福島５－１１－２　　 飲食店 ZN-0001-7148

北海道海鮮にほんいち福島店 大阪市福島区 福島５－１１－２　福島５丁目ビル 飲食店 ZN-0001-7133

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 JS-0003-5905

NORESORE 福島 大阪市福島区 福島５－１１－９　　 飲食店 ZN-0002-2044

焼肉寿司福島 大阪市福島区 福島５－１２－１０　　 飲食店 ZN-0001-4597

藤家セカンズ 大阪市福島区 福島５－１２－１４　　 飲食店 ZN-0001-7137

四季旬感 山崎 大阪市福島区 福島５－１２－１４　福島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0342

福島バル肉寿司 大阪市福島区 福島５－１２－１８　　 飲食店 ZN-0001-4676

串カツ酒場福島店 大阪市福島区 福島５－１２－１８　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7112

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 ZN-0001-7153

もんじゃ麦福島店 大阪市福島区 福島５－１２－４　　 飲食店 ZN-0001-7143

IL LUOGO DI TAKEUCHI 大阪市福島区 福島５－１－２６　MF 西梅田ビル　 飲食店 ZN-0001-7086

BAR ＆ DININGHIMAWARI 大阪市福島区 福島５－１２－９　サンフラット２　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7158

ぢどり亭 福島店 大阪市福島区 福島５－１３－１１ 飲食店 JS-0003-9038

うまかもん 大阪市福島区 福島５－１３－１１　大伸ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6691

弘大 Z 大阪市福島区 福島５－１３－３ 飲食店 JS-0003-1592

楽 大阪市福島区 福島５－１３－７　　 飲食店 ZN-2000-5480

とり焼一本松 大阪市福島区 福島５－１４－１０　　 飲食店 ZN-0001-7078

鉄板酒場ちょいちょい 大阪市福島区 福島５－１４－１２　プラサ２ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-4542
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豚美福島店 大阪市福島区 福島５－１４－８　　 飲食店 ZN-0001-7138

Fish ＆ MeatHANDS 大阪市福島区 福島５－１４－９　　 飲食店 ZN-0001-7172

CHI・i・NA 福島店 大阪市福島区 福島５－１７－２０　　 飲食店 ZN-0001-7152

やきにく宵緒 大阪市福島区 福島５－１７－４０　　 飲食店 ZN-0001-7185

CROSS 大阪市福島区 福島５－５－９　西商ビル２Ｆ 飲食店 ZN-2000-0825

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 ZN-0001-7080

海物焼 新島水産 福島店 大阪市福島区 福島５－６－１３ 飲食店 JS-0001-7633

ハチマル蒲鉾 大阪市福島区 福島５－６－１３ 飲食店 JS-0004-2100

さくやま 大阪市福島区 福島５－６－３　　 飲食店 ZN-0001-7145

ARNECK 大阪市福島区 福島５－６－３１　タツミビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2842

花川 大阪市福島区 福島５－６－４８　　 飲食店 ZN-0001-7090

堂島グラッチェ福島店 大阪市福島区 福島５－６－６　　 飲食店 ZN-0001-7141

PARADISODELVINO 大阪市福島区 福島５－６－６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-7128

炭火焼肉 牛善 大阪市福島区 福島５－８－１４　７Ｆ 飲食店 JS-0004-3297

どれもこれも 福島 大阪市福島区 福島５－８－１４　吉紹ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-8771

鉄板 DINING O 大阪市福島区 福島５－８－１４　福島吉紹ビル５Ｆ 飲食店 JS-0004-5981

MACELLERIAdiTAKEUCHI 大阪市福島区 福島５－８－１７　　 飲食店 ZN-0001-7108

焼肉肉どうし福島店 大阪市福島区 福島５－８－６　　 飲食店 ZN-0001-7184

チャイニーズ 芹菜 大阪市福島区 福島６－１１－１３　シャトー西梅田１Ｆ 飲食店 JS-0003-0081

蕎麦まき埜 大阪市福島区 福島６－１１－１３－１０４　 飲食店 PK-0000-2664

りときや本店 大阪市福島区 福島６－１－２６　OK １番街　 飲食店 ZN-0001-7077

福島とり藤 大阪市福島区 福島６－１－２６　OK １番街　 飲食店 ZN-0001-7102

やきとり正や福島店 大阪市福島区 福島６－１－２６　OK １番街　 飲食店 ZN-0001-7124

多呼おどり 大阪市福島区 福島６－１－２６　OK １番街　 飲食店 ZN-0001-7125

だいなまいと 大阪市福島区 福島６－１－３９　　 飲食店 ZN-0002-1899

Abar 大阪市福島区 福島６－１４－９　なにわ筋出水ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1718

二軒目 大阪市福島区 福島６－１－６　メゾン OBK １０１ 飲食店 JS-0002-8262

福島もう利 大阪市福島区 福島６－１７－７　オアシス梅田１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7121

なごみ料理黄味鶏 大阪市福島区 福島６－２０－１９　コーポ盛乃１０２　 飲食店 ZN-0001-7082

すし青木 大阪市福島区 福島６－２０－６　藤井ビル１０４　 飲食店 ZN-0001-7076

サーレアンドぺぺ 大阪市福島区 福島６－３－１１　関西将棋会館１Ｆ 飲食店 JS-0005-4246

せんべろゆうじ 大阪市福島区 福島６－３－８　　 飲食店 ZN-2000-6599

遊食酒家る主水福島店 大阪市福島区 福島６－４－１０　ウエストビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7079

キャンプファイヤー 大阪市福島区 福島７－１ 飲食店 ZN-0001-4607

若葉屋 福島店 大阪市福島区 福島７－１－１０　OK ２番街 飲食店 JS-0000-6072

梅田ビアーズ倶楽部 大阪市福島区 福島７－１１－５１　福ろうじ商店街 飲食店 JS-0005-9231

梅田 Beers 倶楽部 大阪市福島区 福島７－１１－５１　福ろうじ商店街店内 飲食店 JS-0004-8034

國型製作所 福島店 大阪市福島区 福島７－１１－５１　福ろうじ商店街北４７ 飲食店 JS-0003-6026

げん家 大阪市福島区 福島７－１１－５１　福ろうじ商店街北４９　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7166

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 JS-0003-4563

Bar paulele 大阪市福島区 福島７－１２－２　アート福島ビル２０２　 飲食店 ZN-2000-0269

食堂タボリノ 大阪市福島区 福島７－１３－７ 飲食店 JS-0001-2740

寿司バール 漁祭 大阪市福島区 福島７－１４－１９　福島駅前ビル 飲食店 JS-0003-4655

生ハムとイタメシ 86 ストア 大阪市福島区 福島７－１－６　　 飲食店 ZN-2000-6054
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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 ZN-2000-5367

延重 大阪市福島区 福島７－１７－１５ 飲食店 JS-0000-4654

街の肉バル Buff 福島店 大阪市福島区 福島７－２　　 飲食店 ZN-0001-7165

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 ZN-0001-7103

すみび焼肉 Da － Wa 大阪市福島区 福島７－２２－１７　BRAVI 福島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0701

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 ZN-0001-7129

季楽酒場 おっきゃがり 大阪市福島区 福島７－２－５　　 飲食店 ZN-0001-7109

我流総本家福島店 大阪市福島区 福島７－２－８　　 飲食店 ZN-0001-7091

LOVE ＆ 29 福島店 大阪市福島区 福島７－２－８　OK ３番街２Ｆ 飲食店 ZN-0001-7117

居酒屋えべっさん 大阪市福島区 福島７－２－９　　 飲食店 ZN-0001-7135

MARUKAMI 餃子 大阪市福島区 福島７－４－１５ 飲食店 JS-0004-8915

ビストリア 魚タリアン 大阪市福島区 福島７－４－２４ 飲食店 JS-0003-2096

魚 China YO 大阪市福島区 福島７－４－２５ 飲食店 JS-0003-2169

魚タリアン YO 大阪市福島区 福島７－５－２　１Ｆ 飲食店 JS-0003-2112

自遊空間 大阪市福島区 福島７－５－２０　びびるビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-8675

和央 大阪市福島区 福島７－５－５　ドルフ福島１Ｆ 飲食店 JS-0001-2203

JURIAN 大阪市福島区 福島７－６－１０　　 飲食店 PK-0000-1225

薬膳火鍋 OSHIDORI 福島店 大阪市福島区 福島７－６－１９　　 飲食店 ZN-2000-2769

柑子家 大阪市福島区 福島７－６－６　　 飲食店 ZN-0001-7093

おさかな番長 大阪市福島区 福島７－７－１０ 飲食店 JS-0003-8762

十り屋 大阪市福島区 福島７－７－１０　グレイス福島２Ｆ 飲食店 JS-0005-1840

季節のおばんざいえにし 大阪市福島区 福島７－７－１３　ラ・コンパス１５－２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7139

炭や肴や はん蔵 大阪市福島区 福島７－７－１９ 飲食店 JS-0001-5283

奏煖 大阪市福島区 福島７－７－２１　　 飲食店 ZN-0001-7122

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 ZN-0001-7131

輝寿家 大阪市福島区 福島７－７－２８ 飲食店 JS-0000-9467

居酒屋 やご 大阪市福島区 福島７－７－３０ 飲食店 JS-0001-1207

ねた市 福島店 大阪市福島区 福島７－７－８ 飲食店 JS-0001-0149

鮨処 敏 大阪市福島区 福島７－７－８　１Ｆ 飲食店 JS-0001-8764

生姜料理 福島 ぬくり 大阪市福島区 福島７－７－９　YUAN １Ｆ 飲食店 JS-0004-1896

寿司処 香味岡 大阪市福島区 福島７－８－３　福本ビル１０１　 飲食店 ZN-2000-4939

Da － Wa 大阪市福島区 福島７－８－３　福本ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-1534

鍬とろ 大阪市福島区 福島７－８－８　　 飲食店 ZN-0001-7182

DUKES 大阪市福島区 福島８－１－３　 飲食店 SL-2000-0984

てんぷら 敬 大阪市福島区 福島８－１３－６ 飲食店 JS-0000-4118

DAIDOKORO 大阪市福島区 福島８－１４－１２ 飲食店 JS-0003-8208

日本酒酒場立呑み仁 大阪市福島区 福島８－１７－１　BLD'SH2O １Ｆ 飲食店 ZN-0001-7130

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 SL-2000-0163

串かつ場ぁ聖天堂 大阪市福島区 福島８－１９－１９　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7092

彩苑 大阪市福島区 福島８－２１－１ 飲食店 JS-0004-9839

いわ志別邸 大阪市福島区 福島８－８－１７　　 飲食店 ZN-2000-5087

福島安兵衛 大阪市福島区 福島８－８－２１　　 飲食店 ZN-0001-7123

中之島 GATE PARK 大阪市福島区 野田１－１　　 飲食店 ZN-2000-4798

丸忠 大阪市福島区 野田１－１－８６　大阪市中央卸売市場 飲食店 JS-0003-6154
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串カツダイニング はれる 大阪市福島区 野田３－１２－１７　マルサンビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0145

源 大阪市福島区 野田３－１２－２１ 飲食店 JS-0004-7552

草鍋えんや 大阪市福島区 野田３－１５－１０ 飲食店 JS-0005-0446

旬味まゆとろ 大阪市福島区 野田４－１－３９ 飲食店 JS-0001-2411

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 JS-0001-7705

株式会社やまたや商店 大阪市福島区 吉野２－１１－１７　 ショッピング SL-2000-0365

西尾 本店 大阪市福島区 吉野２－１３－１８ ショッピング JS-0002-1442

Ba・s・ta 大阪市福島区 吉野２－２－６　西商ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-2771

Ba・s・ta 大阪市福島区 吉野２－３－１４ ショッピング JS-0000-2677

整体・カイロプラクティック院 アリビオ 大阪市福島区 吉野２－８－２９ ショッピング JS-0001-9730

VARON 大阪市福島区 吉野４－２７－１３　　 ショッピング ZN-2000-0774

Ricco 大阪市福島区 大開１－１０－１９ ショッピング JS-0005-7561

LOOKATUS 大阪市福島区 大開１－１４－９　　 ショッピング ZN-0002-5289

サンメガ 福島店 大阪市福島区 福島１－５－１６ ショッピング JS-0001-4586

ラインメガネ 大阪市福島区 福島２－８－２２ ショッピング JS-0000-2455

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 JS-0000-5624

ANTIQUES Leviosa 大阪市福島区 福島４－８－１９　グランデニューオーサカ１０１ ショッピング SL-2000-6297

SHOGETSU 大阪市福島区 福島５－１０－２３ ショッピング JS-0005-1895

山中躍仙堂 大阪市福島区 福島６－１４－１０　 ショッピング SL-2000-7999

デジャヴ 大阪市福島区 福島６－２４－１４ ショッピング JS-0003-4342

MIKALANCE 大阪市福島区 福島７－１２－２　アート福島ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2864

株式会社ミカランセ 大阪市福島区 福島７－１２－２　堀内ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-7706

HANAFUKU 花福 大阪市福島区 福島７－４－２６ ショッピング JS-0005-0726

バイシクルショップアルティ 大阪市福島区 野田３－６－２６ ショッピング JS-0002-1071

菊川モータース 大阪市福島区 海老江１－１１－７ サービス JS-0005-5316

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 JS-0000-6578

ヘアーアドバイス スニップ 大阪市福島区 海老江１－２－１８　グレイスアカイ１Ｆ サービス JS-0003-7551

リラクゼーション SORA 大阪市福島区 海老江２－１－３８　ウェルネス３Ｆ サービス JS-0003-2872

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 JS-0001-7605

グリーン薬局 大阪市福島区 海老江５－２－２　大拓ビル５　１Ｆ サービス JS-0003-3007

Hair ＆ MakeLeeAura 野田阪神 大阪市福島区 海老江５－２－２　大拓ビル５　１Ｆ　 サービス ZN-0003-0235

Modelo 大阪市福島区 海老江７－２－４０　２Ｆ サービス JS-0001-3151

Zoi 大阪市福島区 吉野１－２２－２８　ヒラノビル１０１　 サービス ZN-0002-7137

JUPITER 大阪市福島区 吉野３－１ サービス JS-0003-5197

青木薬店 野田店 大阪市福島区 吉野３－７－３ サービス JS-0001-9213

merry 大阪市福島区 吉野３－８－１　西川産業第５ビル２Ｆ サービス JS-0000-8616

Graph hair Grandir 大阪市福島区 吉野４－１０－２２　吉野Ｔビル１Ｆ サービス JS-0004-1041

iecabyemt 大阪市福島区 吉野４－１４－１５　リッチマンション１Ｆ　 サービス ZN-2000-5785

HAIR ＆ RELAXATIONRUTA 大阪市福島区 鷺洲１－１２－２５　　 サービス ZN-0003-0238

ペロどうぶつ病院 大阪市福島区 鷺洲１－５－１４ サービス JS-0003-4554

PADOMA 大阪市福島区 鷺洲２－１０－４　１Ｆ サービス JS-0003-8169

Hair ＆ Therapy Fate 大阪市福島区 鷺洲２－８－１ サービス JS-0000-0982

野田阪神カイロプラクティック整体院 大阪市福島区 大開１－１－１　桂文ビル４Ｆ サービス JS-0003-8447

マリカー大阪 大阪市福島区 大開３－１－１０　大開倉庫Ｄ サービス JS-0002-8247
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felicita 福島店 大阪市福島区 福島１－４－４０　サンフル梅田ビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-0993

RECALO 大阪市福島区 福島１－５－１８　アクサンビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-9902

モンデマス★ルーム 大阪市福島区 福島２－１０－１９　メガロコープ福島 1121 号室 サービス AL-0000-0352

hairs Goo 大阪市福島区 福島２ー８ー１０　島崎ビル１Ｆ サービス SL-2000-1634

Nijichaw 大阪市福島区 福島２－８－１６　コトブキビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0233

ネイルサロンハナアオヤマ 福島店 大阪市福島区 福島２－８－２２　福田ビル３Ｆ サービス JS-0002-5724

suco 大阪市福島区 福島２－８－２２－６０１ サービス JS-0002-7858

Regalo 大阪市福島区 福島２－９－１ サービス JS-0004-0372

新福島どうぶつ病院 大阪市福島区 福島４－２－６６　ETC 福島１Ｆ サービス JS-0003-5018

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 ZN-0003-0236

ランプ 大阪市福島区 福島５－１０－２３　菊一ビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0234

眠れる街のネイル フルール 大阪市福島区 福島５－１３－１８　福島ビル２Ｆ サービス JS-0004-7863

Noa 大阪市福島区 福島５－１３－８－２Ｆ サービス JS-0002-7676

GRIT 大阪市福島区 福島５－１７－３３　バウムハウゼンハナレ２０１ サービス JS-0003-2955

C．C．O 福島しまだ整骨院 大阪市福島区 福島６－１－２６　ＯＫ１番街２Ｆ サービス JS-0002-9176

mjuka 大阪市福島区 福島６－１４－５　民放ビル３Ｆ　 サービス ZN-0002-7138

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 JS-0001-0517

Salon．Cookie 西梅田 大阪市福島区 福島６－１８－１８　WOB NISHIUMEDA ２０２ サービス JS-0004-4219

Hair lol nicoLa 大阪市福島区 福島７－１６－８　サンフレスカ福島１Ｆ サービス JS-0001-1776

ミドリヘアーズ 大阪市福島区 福島７－２－１１　高架下３区１５ サービス JS-0004-1911

ボーノボーノ 大阪市福島区 福島７－６－２３　日の出ビル２Ｆ サービス JS-0006-0109

BRICK 大阪市福島区 福島７－６－２３　日の出ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-7348

あおき鍼灸整骨院 大阪市福島区 福島７－６－２３　日の出ビル４Ｆ サービス JS-0005-8028

ヘアサロンカーブ 大阪市福島区 福島８－８－３　ランドマーク福島２Ｆ　 サービス ZN-0002-9901

GOLD CLUB GOLF 福島 大阪市福島区 鷺洲２－１２－２３ その他 JS-0003-3259

日本酒セラー HARETOKE 大阪市福島区 鷺洲２－１４－２４　 その他 SL-2000-1859

LADS GALLERY 大阪市福島区 福島３－１－３９　メリヤス会館　１Ｆ その他 SL-2000-4017


