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鳥頭サブロー 鶴橋本店 大阪市東成区 玉津３－１－１０　 飲食店 SL-2000-7053

山一 大阪市東成区 深江南１－１２－９　ランコントル新深江１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7407

馳走庵新深江店 大阪市東成区 深江南１－１７－１３　　 飲食店 ZN-0001-7431

炭火焼鳥かわ八 大阪市東成区 深江北１－１－２６　朋来ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-7466

焼肉宝来園 大阪市東成区 深江北１－２－３　　 飲食店 ZN-0001-7465

鶴橋風月深江橋店 大阪市東成区 深江北１－２－５　　 飲食店 ZN-0001-7515

鳥いちもんめ 大阪市東成区 神路１－５－１２　深江橋ギャラクシービル１－Ａ 飲食店 JS-0003-6360

まるよし新深江店 大阪市東成区 神路４－１２－１８　　 飲食店 ZN-0001-7518

遊燈処 居心家 大阪市東成区 大今里１－３７－１４ 飲食店 JS-0005-7249

遊食処咲咲 大阪市東成区 大今里３－１－７ 飲食店 ZN-0001-7452

浜焼太郎 今里店 大阪市東成区 大今里西１－３０－１５ 飲食店 JS-0003-6945

炭火焼鳥＆中華小皿 凡龍 大阪市東成区 大今里西３－１６－１２　パルミエール新橋１Ｆ 飲食店 JS-0004-8159

寿司居酒屋 一心 大阪市東成区 大今里西３－１８－１２－１０５ 飲食店 JS-0004-2489

とりなべ亭 今里店 大阪市東成区 大今里西３－３－１ 飲食店 JS-0005-9338

吉鳥 今里店 大阪市東成区 大今里西３－３－１２ 飲食店 JS-0000-4998

和彩酒処 伊織 大阪市東成区 大今里南１－１１－３　ロイヤル大今里１Ｆ 飲食店 JS-0000-5322

茄子美 大阪市東成区 大今里南１－１－１４－１０３ 飲食店 JS-0000-1563

とりだん 今里店 大阪市東成区 大今里南１－１－２３　ノアーズアーク今里駅前１０１ 飲食店 JS-0004-7754

吾照里 大阪市東成区 大今里南４－１－７　　 飲食店 ZN-0001-7483

九州料理のぼせもん 大阪市東成区 中道１－１－１１　　 飲食店 ZN-0001-7442

いろいろ 大阪市東成区 中道１－１１－２１ 飲食店 JS-0004-2129

BARGIORNATA 大阪市東成区 中道１－１－１４　森ノ宮アパート１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7438

えびす 大阪市東成区 中道１－１－５ 飲食店 JS-0004-2318

鳥之宮 大阪市東成区 中道１－２－１５　１Ｆ 飲食店 JS-0004-1935

ヴィーナ・コッコ 大阪市東成区 中道１－２－３３　森田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7351

あんばい森ノ宮店 大阪市東成区 中道１－４－１０　　 飲食店 ZN-0001-7456

肉匠紋次郎森之宮店 大阪市東成区 中道２－２１－１９　　 飲食店 ZN-0001-7409

すし一品海力 大阪市東成区 中道２－４－４　　 飲食店 ZN-2000-0497

海鮮美酒しゅう 大阪市東成区 中道３－２－４　スカイビル１０１　 飲食店 ZN-2000-2363

輪食亭 ど鍋や 大阪市東成区 中本１－１０－２６ 飲食店 JS-0000-3246

食彩炉ばた こころ 大阪市東成区 中本１－１１－１０ 飲食店 JS-0000-7522

吉鳥 緑橋店 大阪市東成区 中本３－１５－１５ 飲食店 JS-0001-3506

松竹亭 新館 大阪市東成区 中本５－２２－７ 飲食店 JS-0002-7898

てが利 大阪市東成区 東小橋１－１０－１　オーズ玉造１０１号 飲食店 JS-0005-1648

RiBone 大阪市東成区 東小橋１－１－１５　新光ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0294

なにわ亭造 大阪市東成区 東小橋１－１－１７　西本ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2270

正味や 大阪市東成区 東小橋１－１－２１ 飲食店 JS-0001-4023

ファラウェイ 大阪市東成区 東小橋１－１－２１　オークラハンズビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-3728

馳走庵玉造店 大阪市東成区 東小橋１－１－２６　　 飲食店 ZN-0001-7405

旬彩炭火ほんぐん 大阪市東成区 東小橋１－９－１５　MS ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7492
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いとう 大阪市東成区 東小橋２－８－２９ 飲食店 JS-0000-3548

居酒や ぶあいそう 大阪市東成区 東小橋３－１３－１９ 飲食店 JS-0000-1170

アワビ村 大阪市東成区 東小橋３－１５－１　　 飲食店 ZN-0001-7477

バッテンよかとぉ鶴橋店 大阪市東成区 東小橋３－１５－１　　 飲食店 ZN-2000-7223

海昇園 大阪市東成区 東小橋３－１９－８　　 飲食店 ZN-0001-7517

ばんめしや 緑橋店 大阪市東成区 東中本１－１５－２５　緑ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7750

ふく玄 大阪市東成区 東中本１－１５－３５　中原ハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0002-4753

居酒屋ひな 大阪市東成区 東中本１－１６－１４　共立ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7434

串揚げ料理みや田 大阪市東成区 東中本２－２－１０　ノバカネイチ緑橋１０４ 飲食店 JS-0001-2544

WANTANTIQUELIFESTORE 大阪市東成区 深江北２－１０－４　　 ショッピング ZN-2000-2663

塩田ふとん店 大阪市東成区 神路１－６－２２ ショッピング JS-0005-2385

I．T．S 大阪市東成区 神路１－６－２５ ショッピング JS-0004-1461

白百合寝装 大阪市東成区 大今里１－３１－１５ ショッピング JS-0000-0436

今里コスモス薬局 大阪市東成区 大今里３－１－６　　 ショッピング PK-0000-8388

フローラ 大阪市東成区 大今里３－２－８ ショッピング JS-0001-1621

キマッタ三賞堂 大阪市東成区 大今里西２－１８－１ ショッピング JS-0005-4325

めがねの千田 大阪市東成区 大今里南６－２４－９ ショッピング JS-0000-2375

toto BURGER 大阪市東成区 中道３－１４－１１　ソルーナ玉造１Ｆ ショッピング JS-0004-5189

［HC］株式会社大一ミシン電器商会 大阪市東成区 中道３－１４－７ ショッピング JS-0001-8947

こがね緑橋店 大阪市東成区 中本５－２２－１１　ウエストハイツ中本１Ｆ ショッピング JS-0004-0815

テレマークスキーショップ SOU 大阪市東成区 東小橋１－６－２２ ショッピング JS-0002-4294

株式会社静風堂 大阪市東成区 東小橋２－７－２４ ショッピング JS-0003-1105

B．GOODS 大阪市東成区 東小橋３－１５－１　　 ショッピング ZN-2000-2893

麗 大阪市東成区 東小橋３－１５－１１　　 ショッピング ZN-2000-2987

申 大阪市東成区 東小橋３－１５－１１　　 ショッピング ZN-2000-4821

ジュエリー エミリー 大阪市東成区 東小橋３－１５－８ ショッピング JS-0000-0106

フリージア 大阪市東成区 東小橋３－１５－８　　 ショッピング ZN-2000-1259

Rose 大阪市東成区 東小橋３－１５－８　　 ショッピング ZN-2000-1985

安田商店 大阪市東成区 東小橋３－１５－９　 ショッピング SL-2000-7776

ハニートパーズ 大阪市東成区 東小橋３－１５－９　　 ショッピング PK-0000-8572

韓国雑貨 KoKoREA 大阪市東成区 東小橋３－１５－９　　 ショッピング ZN-0002-6269

ぶどうの樹 大阪市東成区 東小橋３－１５－９　　 ショッピング ZN-2000-5090

クラシック 大阪市東成区 東小橋３－１６－１７ ショッピング JS-0000-4984

アンバー 大阪市東成区 東小橋３－１６－１７　　 ショッピング ZN-0002-4418

TOP 大阪市東成区 東小橋３－１６－８　　 ショッピング ZN-2000-3357

LL 大阪市東成区 東小橋３－１６－８　　 ショッピング ZN-2000-3830

ジュエリーショップ ユノ 大阪市東成区 東小橋３－１７－２０ ショッピング JS-0005-1184

セレクトショップピオニー 大阪市東成区 東小橋３－１７－２０　　 ショッピング ZN-0003-1269

オッチム 大阪市東成区 東小橋３－１７－２２ ショッピング JS-0003-6256

マックスアンドスタジオ 大阪市東成区 東小橋３－１７－２４　タカシマビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4422

pink devil 大阪市東成区 東小橋３－１７－３　 ショッピング SL-2000-1831

ブティック Sara 大阪市東成区 東小橋３－１８－１　　 ショッピング ZN-0002-4407

PAL PAL 大阪市東成区 東小橋３－１９－１８ ショッピング JS-0003-1638

深江橋駅前整骨院 大阪市東成区 深江北１－１－２０ サービス JS-0003-3211
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KS GALLERY SOUTH 大阪市東成区 深江北１－１－２４ サービス JS-0002-4196

HAIRSTANDARD 大阪市東成区 深江北２－８－２１　サンアーク深江橋１０１　 サービス ZN-2000-1865

あいおい整骨院・はりきゅう院 大阪市東成区 神路４－１１－２３ サービス JS-0002-9254

アソシエ・ナウ 大阪市東成区 神路４－１－１５ サービス JS-0004-4755

DOLCE hair 今里店 大阪市東成区 大今里３－１４－２７ サービス JS-0001-8015

beautyroom fulfill 大阪市東成区 大今里３－２０－２３　島上ビル サービス JS-0001-9446

555teteframe 大阪市東成区 大今里４－２７－２２　　 サービス ZN-0003-0259

LUCEhair 大阪市東成区 大今里西１－２８－１５　　 サービス ZN-0003-1176

care ＆ design fulfill 大阪市東成区 大今里西１－３０－１７ サービス JS-0004-2090

インビレッジ　ピュア 1 大阪市東成区 大今里西１－３０－１８　JP レジデンス大阪城東６０５ サービス PK-0000-7622

ヘアーズグラッシュトーン 大阪市東成区 大今里西３－９－５　　 サービス ZN-2000-7452

スズキアリーナ 内環 大阪市東成区 大今里南６－１３－８ サービス JS-0004-0629

ぷらす整骨院 森ノ宮駅前院 大阪市東成区 中道１－２－７　ミヨシ油脂貸店舗１Ｆ サービス JS-0003-5428

大阪どうぶつ夜間急病センター 大阪市東成区 中道３－８－１１　NK ビル１Ｆ サービス JS-0004-4406

やまかわ動物病院 大阪市東成区 中道４－１６－２３ サービス JS-0000-2469

コアフュールナカノ 大阪市東成区 中本１－１１－１４　ギャレ緑橋２Ｆ サービス JS-0001-7451

DoEN 緑橋店 大阪市東成区 東今里１－３－２　　 サービス ZN-2000-5377

ヘア・アート レフティ 大阪市東成区 東今里３－２２－２５　 サービス SL-2000-9659

幸生堂薬局 東今里店 大阪市東成区 東今里３－２２－３３ サービス JS-0002-2743

あい・メディカル 鶴橋 大阪市東成区 東小橋３－１８－４ サービス JS-0004-4137

北海自動車株式会社 大阪市東成区 東小橋３－５－５ サービス JS-0001-7369

ルサロンフラン 大阪市東成区 東中本２－１７－２０　１Ｆ　 サービス PK-0000-2041

ビッグウェーブ深江橋店 大阪市東成区 深江南１－６－７　　 エンターテインメント ZN-0001-7464

ケントハウス 大阪市東成区 大今里南１－２１－１９　 その他 SL-2000-7105


