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魚頂天酒場～まつり～ 大阪市北区 角田町５－１　楽天地ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-6033

こなれ 梅田店 大阪市北区 角田町５－１　楽天地ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0002-1874

CoCo 都可 梅田店 大阪市北区 角田町７－３２　北大阪角田町第２ビル 飲食店 JS-0004-9632

酒遊 旬彩千のすし 大阪市北区 角田町８－４７　阪急グランドビル２８Ｆ 飲食店 JS-0000-9170

酉文グランドビル店 大阪市北区 角田町８－４７　阪急グランドビル２８Ｆ 飲食店 ZN-0001-6114

麦とろ自然生物語 大阪市北区 角田町８－４７　阪急グランドビル２９Ｆ 飲食店 ZN-0001-4566

鎌倉グリル 大阪市北区 角田町８－４７　阪急グランドビル２９Ｆ 飲食店 ZN-0001-4624

魚舟梅田店 大阪市北区 角田町８－４７　阪急グランドビル２９Ｆ 飲食店 ZN-2000-6472

インドレストランビンドゥ 大阪市北区 角田町８－４７　阪急グランドビル３０Ｆ 飲食店 ZN-0001-5663

S ダイニング 大阪市北区 角田町８－４７　阪急グランドビル３０Ｆ 飲食店 ZN-0002-1877

ニュー松坂梅田 32 番街店 大阪市北区 角田町８－４７　阪急グランドビル３１Ｆ 飲食店 ZN-0001-6097

たこ梅 分店 大阪市北区 角田町９－２５　新梅田食道街１Ｆ 飲食店 JS-0002-9147

たこ梅 北店 大阪市北区 角田町９－２６　新梅田食堂街１Ｆ 飲食店 JS-0002-9148

はちきん 大阪市北区 角田町９－２６　新梅田食道街２Ｆ 飲食店 JS-0001-5182

炉ばた然家新梅店 大阪市北区 角田町９－２６　新梅田食道街２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5811

七輪焼鳥トリオ 大阪市北区 錦町３－１２　アウロラビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5618

SAKETORY 大阪市北区 錦町３－８　ケントビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5609

彩食絢味 花谷山中 大阪市北区 黒崎町２－２４ 飲食店 JS-0003-2589

たまき 大阪市北区 黒崎町３－２２ 飲食店 JS-0002-6033

カフェマラッカ 大阪市北区 黒崎町５－１４　 飲食店 SL-2000-2380

熱帯魚 BAR 近藤熱帯魚店 大阪市北区 黒崎町８－２　　 飲食店 ZN-2000-2614

あまの家 大阪市北区 黒崎町８－２　北ロイヤルビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9570

Sy’s second 大阪市北区 黒崎町８－３　２Ｆ 飲食店 JS-0001-8401

さぎり中崎町店 大阪市北区 黒崎町８－４　　 飲食店 ZN-0001-6143

ニュー黒崎 大阪市北区 黒崎町９－２ 飲食店 JS-0000-3384

中崎バル　エストレージャ 大阪市北区 黒崎町９－９　　 飲食店 PK-0000-6555

吟味屋 大阪市北区 山崎町２－１５　　 飲食店 ZN-0001-5560

TEPPAN SAKAMOTO 大阪市北区 芝田１－１２－１４　ワタナベビル５　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5601

照 梅田店 大阪市北区 芝田１－１２－１４　ワタナベビル５　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-8172

個室ダイニング しずか 大阪市北区 芝田１－１５－２１　　 飲食店 ZN-0001-5609

茶屋町まぐろや 大阪市北区 芝田１－１５－７ 飲食店 JS-0004-7104

8105 炭 VINO ギャザ阪急店 大阪市北区 芝田１－３－１　ギャザ阪急４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6417

Canna Lily 大阪市北区 芝田１－３－１３　シバタビル４Ｆ 飲食店 JS-0002-9422

とり銀 大阪市北区 芝田１－３－１３　芝田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5759

ニュー朝日 大阪市北区 芝田１－３－１５　　 飲食店 ZN-0001-6184

がんこ梅田総本店 大阪市北区 芝田１－５－１１　猪井梅田ビル　 飲食店 AX-2000-0141

漁火 大阪市北区 芝田１－５－１２　備後屋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5513

Prune 大阪市北区 芝田１－５－１２　備後屋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5735

喰人本店 大阪市北区 芝田１－５－２１　　 飲食店 ZN-0001-5496

梅田芝田 1 丁目まぐろや 大阪市北区 芝田１－５－６　梅田旭ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7158
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串揚げキッチンだん梅田店 大阪市北区 芝田１－６－１－２ 飲食店 ZN-0002-5883

達屋 阪急梅田店 大阪市北区 芝田１－６－１３　　 飲食店 ZN-0001-5627

梅田ワイン酒場バルミチェ 大阪市北区 芝田１－６－１４ 飲食店 JS-0000-9877

TOREROTAKEUCHI 大阪市北区 芝田１－６－２　　 飲食店 ZN-2000-5070

馬籠 大阪市北区 芝田１－６－８　　 飲食店 ZN-0001-5514

松阪和牛亭 大阪市北区 芝田１－６－９　　 飲食店 ZN-0001-5587

花殿 大阪市北区 芝田１－７－２　阪急かっぱ横丁２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5892

花様 阪急梅田店 大阪市北区 芝田１－７－２　阪急かっぱ横丁２Ｆ２５　 飲食店 ZN-0001-5641

板前焼肉一笑茶屋町 大阪市北区 芝田１－８－１　　 飲食店 ZN-0001-6158

宇和島／うまい門 大阪市北区 芝田１－８－１　D.D.HOUSE ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4542

宮崎うまか 梅田茶屋町店 大阪市北区 芝田１－８－１　D.D.HOUSE ３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1890

ひら井 大阪市北区 芝田２－２－１７　和光ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-5470

EVEREST TANDOORI 大阪市北区 芝田２－２－８　幸福相互ビル１０５ 飲食店 JS-0003-3553

天ぷらとワイン大塩 梅田店 大阪市北区 芝田２－３－１６ 飲食店 JS-0004-8113

和風居酒屋いおり 大阪市北区 芝田２－３－１６　東洋ビル別館１Ｆ 飲食店 SL-2000-7069

権兵衛芝田店 大阪市北区 芝田２－３－２３　　 飲食店 ZN-0001-5482

鶏っくうめきた 大阪市北区 芝田２－３－９　エクセルビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1903

和づつみ 大阪市北区 芝田２－３－９　エクセルビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1902

げん気 大阪市北区 芝田２－４－３　日生ビル別館１Ｆ 飲食店 JS-0003-0065

割鮮吉在門東通り店 大阪市北区 小松原１－１６　モコビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6251

炉端焼 味香佐 大阪市北区 小松原町１－１　小松原ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-5109

ダンク 大阪市北区 小松原町１－１　小松原ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5618

32 空中 Garden 素材庵梅田店 大阪市北区 小松原町１－１０　梅田パルビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4589

カンパーニュ 大阪市北区 小松原町１－１１ 飲食店 JS-0000-0104

アレグレ 大阪市北区 小松原町１－１１ 飲食店 JS-0000-0108

東通りまぐろセンター 大阪市北区 小松原町１－１６　　 飲食店 ZN-0001-6068

Crackle 大阪市北区 小松原町１－１６　新秀貨ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6056

横綱東通り店 大阪市北区 小松原町１－１６　新秀貸ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6055

喰人東通店 大阪市北区 小松原町１－１９　　 飲食店 ZN-0001-5497

ビバハウス 大阪市北区 小松原町１－４　ナンリビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5530

本等鮨海馬梅田店 大阪市北区 小松原町２－４　大阪富国生命ビルＢ２F 飲食店 ZN-0001-5665

お好み焼ゆかり富国ビル店 大阪市北区 小松原町２－４　富国生命ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5677

SOLA 大阪市北区 小松原町２－４　富国生命ビル B ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5679

網場 大阪市北区 小松原町４－２８　　 飲食店 ZN-0001-5516

ゆかり 宴 阪急東通り店 大阪市北区 小松原町４－４　　 飲食店 ZN-0001-5562

炭で肉 大阪市北区 小松原町４－５　　 飲食店 ZN-2000-6481

炉端焼きぱちぱち 大阪市北区 小松原町４－５　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5877

妻籠 大阪市北区 小松原町４－６　　 飲食店 ZN-0001-5515

お魚ときどきお肉うまみ屋梅田店 大阪市北区 小松原町４－６　加納ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7161

八銭梅田店 大阪市北区 小松原町５－１４　小松原ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5495

ミカシータプリュス 大阪市北区 小松原町５－４　　 飲食店 ZN-0001-5917

炉端焼きちずり 大阪市北区 小松原町５－５　　 飲食店 ZN-0001-5878

BABBINO 大阪市北区 小松原町５－５　　 飲食店 ZN-0001-5899

鉄板ステーキ ピュール 大阪市北区 松ケ枝町１－３０　OK ビル１０２　 飲食店 ZN-0001-5729
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Etrenne 大阪市北区 松ケ枝町１－３０　OK ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0328

酒肴 うさぎ 大阪市北区 松ケ枝町２－６　AK ビル１０２ 飲食店 JS-0000-2775

炭焼とフレンチ はっさく 大阪市北区 松ケ枝町４－１２　アベニール８８　１０１ 飲食店 JS-0001-6870

Casa de alcala 大阪市北区 松ケ枝町４－１２　アベニール８８　１Ｆ 飲食店 JS-0001-3125

伊庵 大阪市北区 松ケ枝町６－１７　第７新興ビル１０２　 飲食店 ZN-0001-5963

ダイワ食堂 大阪市北区 神山町１４－３　メゾン崎山１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5732

鍋・鉄板焼 暁 神山 大阪市北区 神山町１５－８ 飲食店 JS-0000-8828

BARPANCHLINE 大阪市北区 神山町８－１２　日宝フレンドビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-0983

居酒屋割烹 ほたる 大阪市北区 神山町８－１４　日宝東阪急レジャービル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1662

Cafe ＆ Bar　Luna 大阪市北区 神山町８－７　日宝サンライスタウン３Ｆ　 飲食店 PK-0000-6851

Warung 大阪市北区 神山町９－１６　山名ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0105

泰楽 大阪市北区 神山町９－１６　山名ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7028

しゃぶしゃぶ桜 梅田店 大阪市北区 神山町９－６　カーサ梅田１Ｆ 飲食店 JS-0000-4456

まーめいど梅田店 大阪市北区 神山町９－６　カーサ梅田２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4023

SHOT BAR TRIBE 大阪市北区 神山町９－８　オーエムビル１Ｆ　 飲食店 SL-2001-0309

丸万寿司 東通り店 大阪市北区 神山町９－９ 飲食店 JS-0003-8550

UMAMITASU 大阪市北区 菅栄町５－１６ 飲食店 JS-0003-1557

肴菜や はなさく 大阪市北区 菅栄町６－１２　森川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5452

NOSTRA 大阪市北区 菅原町１０－２６　１Ｆ 飲食店 JS-0003-3790

ダイニング イオリ 大阪市北区 菅原町７－２　　 飲食店 ZN-0001-5559

和 とがわ 大阪市北区 西天満１－７－４　協和中之島ビル１０２ 飲食店 SL-2000-7526

つどい処 鮨 旬三郎 大阪市北区 西天満１－９－１２　USUI ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-3566

寿司居酒屋 縁 大阪市北区 西天満２－１０－１０　BRAVE 西天満２Ｆ 飲食店 JS-0005-8167

Kitchen Lemon Bar 大阪市北区 西天満２－１０－２　幸田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4856

ひといき 大阪市北区 西天満２－１０－９　宝ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5706

スミレオオサカ 大阪市北区 西天満２－１－１８　　 飲食店 ZN-0001-5803

伊々 大阪市北区 西天満２－２－５ 飲食店 JS-0005-5669

寿し秋野 大阪市北区 西天満２－２－５　同心ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5184

えん座 西天満店 大阪市北区 西天満２－３－６　大阪法曹ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9046

寿司 林田 大阪市北区 西天満２－５－１１　渋川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5504

新太呂 大阪市北区 西天満２－５－５ 飲食店 JS-0001-7231

柘榴 大阪市北区 西天満２－７－１９ 飲食店 JS-0005-9559

家庭料理 まこ 大阪市北区 西天満２－７－２２　ワコウビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5688

クアトロデヴアス 大阪市北区 西天満２－７－２４　２・３Ｆ 飲食店 ZN-0001-5992

酒座てんまみち 大阪市北区 西天満２－９－１４－１０１　 飲食店 ZN-0001-5485

なにわとんかつ六実 大阪市北区 西天満２－９－７　与市ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6895

北新地 うの和 大阪市北区 西天満３－１０－４ 飲食店 JS-0002-5546

オーガニックレストラン Loops ！ 大阪市北区 西天満３－１２－３７　シャトー西天満１Ｆ 飲食店 JS-0000-7093

鮨と肴 蔵 大阪市北区 西天満３－４－１２　メゾンユタカ１Ｆ 飲食店 JS-0000-7759

まどあかり 大阪市北区 西天満３－４－１３　伊藤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7205

中国菜 香味 大阪市北区 西天満３－６－１５　池田ビル１Ｆ２ 飲食店 JS-0000-0090

ラトリエ 大阪市北区 西天満３－６－２７　シャトー南森町２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5967

レストラン いまとむかし 大阪市北区 西天満３－８－７ 飲食店 JS-0005-9079

老松とり宮本 大阪市北区 西天満４－１０－１７　　 飲食店 ZN-0001-6166
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ぶらんにゅう亭 大阪市北区 西天満４－１０－２４　不動ビル１２ 飲食店 JS-0002-1320

老松喜多川 大阪市北区 西天満４－１－１１　昭栄ビル　 飲食店 ZN-0001-5740

汎 大阪市北区 西天満４－１－１１　昭栄ビル南館１０２　 飲食店 ZN-0001-5588

オステリア 87 大阪市北区 西天満４－１－１１　昭栄ビル南館１Ｆ 飲食店 JS-0003-2527

KoKoRotake 大阪市北区 西天満４－１１－４　ビエラ老松１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5702

ニューメェイル 大阪市北区 西天満４－１１－８　１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-6673

ふく吉 大阪市北区 西天満４－１１－８　武智マンション老松町１Ｆ 飲食店 JS-0001-1859

老松割烹あ・うん 大阪市北区 西天満４－１１－８　武智産業ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6199

Pgreco 大阪市北区 西天満４－１－２０　　 飲食店 ZN-2000-1416

ちーず亭 大阪市北区 西天満４－１－２１ 飲食店 JS-0002-7177

地鶏専門店マルエ 大阪市北区 西天満４－１２－１０　　 飲食店 ZN-0001-5764

匠味 大阪市北区 西天満４－１２－１５　重光ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1283

ゆず屋 大阪市北区 西天満４－１２－１７　　 飲食店 ZN-0001-5750

かぶら 大阪市北区 西天満４－１２－２２　第三青山ビル１０６ 飲食店 JS-0004-4234

鮨 しお津 大阪市北区 西天満４－１２－３　エスキュート西天満１Ｆ 飲食店 JS-0004-0783

炭火ざく 大阪市北区 西天満４－１５－２　　 飲食店 ZN-0001-6208

Cuisined Osaka Ryo 大阪市北区 西天満４－２－７　昭栄ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5673

炭焼き季節料理 真気 大阪市北区 西天満４－３－１９　Ｂ１F 飲食店 JS-0002-8959

Chi － Fu 大阪市北区 西天満４－４－８　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4519

AUBE 大阪市北区 西天満４－４－８　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4682

Az 大阪市北区 西天満４－４－８　Ｂ１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-4520

老松 鮨処 よしか 大阪市北区 西天満４－５－２３　豊国ビル１０２ 飲食店 JS-0003-0558

本場ソウルの味 味家 大阪市北区 西天満４－５－２３　豊国ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-5652

玄挽き蕎麦 和豊 大阪市北区 西天満４－５－３　第２渋観ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0664

鴨と日本酒「五角」 大阪市北区 西天満４－５－５　京阪マーキス梅田１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6061

タベルナ・キンタ 大阪市北区 西天満４－５－８　　 飲食店 ZN-0001-5628

老松通り エクウス 大阪市北区 西天満４－７－１５　　 飲食店 ZN-0001-5885

Tuxedo Park 大阪市北区 西天満４－９－２　西天満ビル１０６ 飲食店 ZN-0001-5763

カフェ wineR 大阪市北区 西天満４－９－２０　東興ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-7860

Maison 4125 大阪市北区 西天満５－１０－１２　 飲食店 SL-2000-7852

ランデヴーデザミ 大阪市北区 西天満５－１０－１６　植月ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0264

西天満 いがらし 大阪市北区 西天満５－１２－１８　メゾン堀川１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5624

チャイニーズ 敲敲 大阪市北区 西天満５－１－３　南森町パークビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-0326

おごっち sou 大阪市北区 西天満５－１３－４　　 飲食店 ZN-2000-0644

Casa d’oro（カーサディオーロ） 大阪市北区 西天満５－１４－７　和光ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-4867

宇鳥天 大阪市北区 西天満５－１５－１４　　 飲食店 ZN-0001-5895

グリル光陽 大阪市北区 西天満５－１５－９ 飲食店 JS-0003-5326

Cantina8 大阪市北区 西天満５－１６－３　西天満ファイブビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-1974

とでか寿司 大阪市北区 西天満５－１－９　新日本曽根崎ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5842

居酒屋 一寸一杯 大阪市北区 西天満５－６－１０ 飲食店 JS-0003-1023

中國菜 心香 大阪市北区 西天満５－６－２６　コーポイセマチ１０１ 飲食店 JS-0002-0127

ブラッセリー舵 大阪市北区 西天満５－６－２６　コーポイセマチ１Ｆ 飲食店 JS-0002-2019

VARD RHYTHM 大阪市北区 西天満５－８－１２　高橋ビル１Ｆ　１ 飲食店 JS-0005-0406

本格炭火焼肉炭香 大阪市北区 西天満６　９－２１　タイガービルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-4591
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Story 大阪市北区 西天満６－２－１４　マッセ梅田２号館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4583

家庭料理 なか 大阪市北区 西天満６－５－７ 飲食店 JS-0001-8484

たきはた 大阪市北区 西天満６－６－１１ 飲食店 JS-0004-5556

沖花 大阪市北区 西天満６－８－２　ヤノシゲビル　 飲食店 ZN-0001-6053

鉄板ダイニングちゅらり 大阪市北区 西天満６－８－８　オリエンタル西天満１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6046

味奉行 大阪市北区 西天満６－９－２　RITY ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6082

オールナイト 戸高 大阪市北区 曾根崎１－１－１８　　 飲食店 ZN-0001-5956

やきとり正や 梅田曽根崎店 大阪市北区 曾根崎１－２－２０　　 飲食店 ZN-0001-5884

FrenchHana1 大阪市北区 曾根崎１－２－８　マルビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-0291

nitro 大阪市北区 曾根崎１－６－１０ 飲食店 JS-0004-4651

蕎麦と肴巻き はたやま 大阪市北区 曾根崎１－６－２３　　 飲食店 ZN-0001-6126

スパイス食堂サワキチ梅田兎我野店 大阪市北区 曾根崎１－６－２３　千種会館１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5591

ふぐ天神 大阪市北区 曾根崎１－７－１３　曽根崎ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5524

ShotBar4U 大阪市北区 曾根崎１－７－１５　曽根崎ムーンビル５Ｅ　 飲食店 ZN-2000-3694

ふぐのすけ梅田店 大阪市北区 曾根崎１－７－２０　津多家第２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5988

大衆酒場ながはま 大阪市北区 曾根崎２－１０－１０　第一あーけるびる１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7474

鮨酒肴 杉玉 お初天神店 大阪市北区 曾根崎２－１０－１５　センタービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5635

福味 大阪市北区 曾根崎２－１０－１５　曾根崎センタービルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1276

ザ・ブラーニー・ストーン 大阪市北区 曾根崎２－１０－１５　曽根崎センタービル６Ｆ 飲食店 JS-0000-5592

居酒屋 本陣 大阪市北区 曾根崎２－１０－１８ 飲食店 JS-0003-2069

もぐら酒場 アジイチバ 大阪市北区 曾根崎２－１０－１８　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-2070

鶏匠井ぐち 大阪市北区 曾根崎２－１０－１９　河合ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5527

焼肉 Lab 大阪市北区 曾根崎２－１０－２１　第３河合ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6491

鉄板飯と日本酒の肉バル bouillon 大阪市北区 曾根崎２－１０－２１　第三河合ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5400

シックスシグマ 大阪市北区 曾根崎２－１０－２２　今村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0318

トリワイン PIKOSHHHU お初天神店 大阪市北区 曾根崎２－１０－３１　梅田オレンジビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5897

たゆたゆお初天神 大阪市北区 曾根崎２－１０－７　お初天神裏参道　 飲食店 ZN-0001-5902

にくや萬野 大阪市北区 曾根崎２－１０－９　　 飲食店 ZN-0001-5886

亀八お初天神裏参道店 大阪市北区 曾根崎２－１０－９　２Ｆ 飲食店 JS-0002-3174

お野菜カフェ 8 大阪市北区 曾根崎２－１１－１９　サンプラザ曽根崎２－２Ｆ 飲食店 JS-0002-1029

PAO2 お初天神店 大阪市北区 曾根崎２－１１－２０　春貴曽根崎ビル　 飲食店 ZN-0001-5915

九州だんじお初天神店 大阪市北区 曾根崎２－１１－２３　銀鍋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5501

喫茶サンシャイン 大阪市北区 曾根崎２－１１－８　大阪日興ビルディング内　 飲食店 ZN-2000-4683

海の旬山の旬神門 大阪市北区 曾根崎２－１３－１　　 飲食店 ZN-0001-5591

ミンミン曽根崎店 大阪市北区 曾根崎２－１３－１９　　 飲食店 ZN-0001-4652

SAKE DINING FUJI 大阪市北区 曾根崎２－１３－４　　 飲食店 ZN-0001-5845

SAKE BAR 誉 大阪市北区 曾根崎２－１３－５ 飲食店 JS-0003-5649

グリル HIRO 大阪市北区 曾根崎２－１３－５　　 飲食店 ZN-0001-6101

UMEDACAFE ＆ BAR ルポゼ 大阪市北区 曾根崎２－１４－１０　梅田クリスタルビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3812

Darts Bar Amitie．．． 大阪市北区 曾根崎２－１４－１０　梅田クリスタルビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7489

Dee 大阪市北区 曾根崎２－１４－１０　梅田ロイヤルビル４Ｆ 飲食店 JS-0005-2521

イタリアンバル－ TARU － 大阪市北区 曾根崎２－１４－１０　梅田ロイヤルビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6149

天獄 大阪市北区 曾根崎２－１４－１０　梅田ロイヤルビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4788

Dining Bar M’s 大阪市北区 曾根崎２－１４－１０　梅田ロイヤルビル７０３ 飲食店 JS-0000-9417
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横綱お初天神店 大阪市北区 曾根崎２－１４－１３　曽根崎河合ビル　 飲食店 ZN-0001-6040

酒楽処天和 大阪市北区 曾根崎２－１４－１４　US ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6129

天草の恵 大阪市北区 曾根崎２－１４－２１ 飲食店 JS-0000-5510

ひさご 大阪市北区 曾根崎２－１４－２５ 飲食店 JS-0000-8717

焼肉どうらくお初天神店 大阪市北区 曾根崎２－１４－５　エムケー曽根崎ビル　 飲食店 ZN-2000-6246

丸万寿司 曽根崎店 大阪市北区 曾根崎２－１４－７ 飲食店 JS-0003-8549

炭焼と釜飯さかぐち 大阪市北区 曾根崎２－１４－７　　 飲食店 ZN-0001-6024

Dining Bar earth 大阪市北区 曾根崎２－１４－７　グランデ曽根崎ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8229

旨い肴と旨い酒。 田丸 大阪市北区 曾根崎２－１４－７　大平レジャービル１Ｆ 飲食店 JS-0000-0432

お好み焼 五菜 大阪市北区 曾根崎２－１５－２９ 飲食店 JS-0004-2544

ゆう曽根崎店 大阪市北区 曾根崎２－１６－２２　アメリカンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5519

創作居酒屋笑吉 大阪市北区 曾根崎２－１６－２２　ジャスミン曾根崎ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6127

河豚家ゆめふく 大阪市北区 曾根崎２－２－１　梅新２１ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5572

けむり屋お初天神店 大阪市北区 曾根崎２－２－３　アポロ２号館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5942

夕霧そば 瓢亭 大阪市北区 曾根崎２－２－７ 飲食店 JS-0000-7284

鉄板大衆酒場高はし 大阪市北区 曾根崎２－５－２０　お初天神ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7475

たこやき王子 お初天神 2 号店 大阪市北区 曾根崎２－５－２０　お初天神ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-5431

華泉 大阪市北区 曾根崎２－５－２２　２Ｆ 飲食店 JS-0003-8040

饒舌 大阪市北区 曾根崎２－５－２３　　 飲食店 ZN-0001-6239

炭火焼鳥久勝 大阪市北区 曾根崎２－５－２３　お初天神ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5277

肉バル GAM 大阪市北区 曾根崎２－５－２５　ワンエンドワン曽根崎ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2795

らむ屋岩本 大阪市北区 曾根崎２－５－２７　ルフージュ梅田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7472

Tucusi 大阪市北区 曾根崎２－５－３０　ポンヌーボービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6022

肉バル SHOKICHI 大阪市北区 曾根崎２－５－３０　ボンヌーボービル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6128

にく料理と炭酸の酒どころぽち火 大阪市北区 曾根崎２－５－３０　ポンヌーボービル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5393

肉卸萬野屋別邸 大阪市北区 曾根崎２－５－３４　お初天神エビスビル　 飲食店 ZN-0001-5974

やまんそら 大阪市北区 曾根崎２－５－３６ 飲食店 JS-0003-1398

北龍 大阪市北区 曾根崎２－５－３７　　 飲食店 ZN-0001-5592

炭屋キッチンやまや 大阪市北区 曾根崎２－５－３７　　 飲食店 ZN-0001-6013

曽根崎ワイン食堂 リモーネ 大阪市北区 曾根崎２－５－４１　大一梅田ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-0857

テッパンキッチンツチケン 大阪市北区 曾根崎２－５－４１　大一梅田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6010

大衆寿司 豊洲 大阪市北区 曾根崎２－７－１４　７Ｆ 飲食店 ZN-0001-6232

ブラッスリーランコン 大阪市北区 曾根崎２－７－２　梅新ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5720

心の館清水梅心 大阪市北区 曾根崎２－７－２　梅新会館５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5903

がんこ曾根崎本店 大阪市北区 曾根崎２－８－１３　 飲食店 AX-2000-0142

くつろぎ家 大阪市北区 曾根崎２－８－７　４Ｆ 飲食店 JS-0000-3624

まだんお初天神店 大阪市北区 曾根崎２－８－７　コーストスタジョーネビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6096

焼鳥兼続 大阪市北区 曾根崎２－８－７　コーストスタジョーネビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4648

わだ家お初天神店 大阪市北区 曾根崎２－８－９　八幸ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5619

中華バルサワダ 大阪市北区 曾根崎２－９－１７　　 飲食店 ZN-2000-6861

AGEHA お初天神裏参道店 大阪市北区 曾根崎２－９－１８　　 飲食店 ZN-0001-4678

喜多郎寿しお初天神店 大阪市北区 曾根崎２－９－１９　　 飲食店 ZN-0001-6138

家庭料理 華 大阪市北区 曾根崎２－９－２３ 飲食店 JS-0000-2860

ガルリデュノール 大阪市北区 曾根崎新地１－１０－１　エスパシオン YAMADA ビル１０Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5816
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鮨処寛龍 大阪市北区 曾根崎新地１－１０－１　エスパシオン YAMADA ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5491

BAR LOUNGE 1818 大阪市北区 曾根崎新地１－１０－１　エスパシオン YAMADA ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5872

串処最上北新地店 大阪市北区 曾根崎新地１－１０－１６　　 飲食店 ZN-0001-5593

ひないや 大阪市北区 曾根崎新地１－１０－１６　６Ｆ 飲食店 AL-0000-0131

アクサングラーブル・ソレイユ 大阪市北区 曾根崎新地１－１０－１６　永楽ビル１０Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5507

ACE 大阪市北区 曾根崎新地１－１０－１６　永楽ビル３０１ 飲食店 ZN-2000-3521

てっぱんやき tanpopo 大阪市北区 曾根崎新地１－１０－１６　永楽ビル６０６ 飲食店 JS-0003-4321

Veraison 大阪市北区 曾根崎新地１－１０－１６　永楽ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5979

SevenFor 大阪市北区 曾根崎新地１－１０－１６　永楽ビル７０７　 飲食店 ZN-2000-2580

びんちょう焼き八炭 大阪市北区 曾根崎新地１－１０－１６　永楽ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5731

YoKoChinToKo 大阪市北区 曾根崎新地１－１０－１６　永楽ビル８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3708

炭火焼肉 清次郎 大阪市北区 曾根崎新地１－１０－１６　永楽ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-2352

リンクダイニング北新地店 大阪市北区 曾根崎新地１－１０－１６　永楽ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-2334

十割蕎麦玄盛 大阪市北区 曾根崎新地１－１０－６　シリウスビル１～４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-5864

すしやまわき 大阪市北区 曾根崎新地１－１－１１　北陽ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5854

やきとり瓦 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－１１　　 飲食店 ZN-0001-5995

福多亭 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－１９　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9172

北新地鳥羽 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－１９　北新地スタービル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2567

龍のえん 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－１９　北新地スタービル５Ｆ 飲食店 JS-0000-9306

たこ茶屋 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－１９　北新地スタービル６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5575

カラオケバーワンモア 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－１９　北新地スタービル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3017

agape 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－２　臼杵ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4125

家庭料理 阿喜 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－２０　北新地ハットボーイビル 10 Ｆ 飲食店 JS-0002-9796

BARROSELounge 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－２０　北新地ハットボーイビル７Ｆ 飲食店 ZN-2000-2485

ばってんよかとお 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－２４　タカガワビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5584

ちょい 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－４　一らくビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-9242

花はな 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－４　一らくビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5898

hanahana 大阪市北区 曾根崎新地１－１－１４　第２サウスビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2231

さかな料理ろっこん 大阪市北区 曾根崎新地１－１－１５　GOTS 北新地ビル２号館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5664

Bar08 上通り店 大阪市北区 曾根崎新地１－１－１５　GOTS 北新地ビル２号館６Ａ　 飲食店 ZN-2000-2913

北新地ハラミ 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－５　なにわビル　 飲食店 ZN-0001-6074

寿司処粋 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－６　サクラビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5544

千鈴 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－６　昭和ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5935

DiningBar Vuvvle 大阪市北区 曾根崎新地１－１－１７　バーボンストリートビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-0718

エスタジ 大阪市北区 曾根崎新地１－１－１７　バーボンストリートビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-1641

くろこ家 大阪市北区 曾根崎新地１－１－１７　バーボンストリートビル４ＦＡ 飲食店 JS-0000-0709

信 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－７　阿部ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9895

三浦屋 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－７　阿部ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5973

北新地新明石鮓 大阪市北区 曾根崎新地１－１－１８　１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4940

和洋串 PANKOYA 大阪市北区 曾根崎新地１－１－１８　グリーンテラスビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9773

旬菜すし処慶鮓 大阪市北区 曾根崎新地１－１－１８　荒木ビル４Ｆ 飲食店 JS-0001-3100

ステーキ つじ 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－９ 飲食店 JS-0000-9454

GOZAIMARS 大阪市北区 曾根崎新地１－１－１９　フロントガーデンビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-5951

季節料理ふじ 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－９　京屋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5536
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湊 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－９　京屋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5890

三炭 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－９　京屋ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6247

BAR MINMORE HOUSE 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－９　京屋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1838

葉四季 大阪市北区 曾根崎新地１－１１－９　京屋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5847

鮨 やました 大阪市北区 曾根崎新地１－１－２４　北新地ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6086

おれのルーツ 大阪市北区 曾根崎新地１－１－２４　北新地ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6201

本格焼肉炎坐 大阪市北区 曾根崎新地１－１－２４　北新地ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5901

Octave 大阪市北区 曾根崎新地１－１－２８　ひし好ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7180

レストラン菱冨 大阪市北区 曾根崎新地１－１－２９ 飲食店 JS-0001-4818

BarRoom 大阪市北区 曾根崎新地１－１－３０　ぼたんビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5756

BarAO 大阪市北区 曾根崎新地１－１－３１　伊藤ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3085

BarNO．1 北新地店 大阪市北区 曾根崎新地１－１－３８　尼信梅田ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4826

Bar SPORTS 運慶 大阪市北区 曾根崎新地１－１－３９　延藤ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0367

とんかつわたなべ 大阪市北区 曾根崎新地１－１－３９　延藤ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6250

Le theatre 大阪市北区 曾根崎新地１－１－３９　延藤ビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-2821

味 神田川 大阪市北区 曾根崎新地１－１－４０　ジロービル 飲食店 JS-0001-5697

かりん 大阪市北区 曾根崎新地１－１－４０　ジロービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5493

musiqueAnge 大阪市北区 曾根崎新地１－１－４０　ジロービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3860

GORILLA 大阪市北区 曾根崎新地１－１－４０　ジロービル４Ｆ 飲食店 JS-0004-6288

梅はら 大阪市北区 曾根崎新地１－１－４０　ジロービルＭ２Ｆ 飲食店 JS-0001-1677

Ragga Ragga 大阪市北区 曾根崎新地１－１－４０　ジロ－ビル３Ｆ 飲食店 SL-2000-9412

心屋 大阪市北区 曾根崎新地１－１－４１　　 飲食店 ZN-0001-5766

北新地本通りチャイニーズ響香 大阪市北区 曾根崎新地１－１－４１　アストリアジロービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5851

THE キュイジーヌ ハセガワ 大阪市北区 曾根崎新地１－１－４１　アストリアジロービル２Ｆ 飲食店 JS-0003-1542

うおじゅう 大阪市北区 曾根崎新地１－１－４１　アストリアジロービル４Ｆ 飲食店 JS-0003-8381

BAR NASH 大阪市北区 曾根崎新地１－１－４１　田中ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0081

comptoirFeu 大阪市北区 曾根崎新地１－１－４１　田中ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6183

天太 大阪市北区 曾根崎新地１－１－４１　田中ビルＢ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0092

純米酒＆ブドウ酒 ViN － ViNO 大阪市北区 曾根崎新地１－１－４３　第２大川ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5827

漢気－ otokogi － 大阪市北区 曾根崎新地１－１－４３　第２大川ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6096

春奈家 大阪市北区 曾根崎新地１－１－４３　第２大川ビル地下１Ｆ－Ｃ　 飲食店 ZN-2000-2946

SPADE 大阪市北区 曾根崎新地１－１－４４　フジモトビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3747

吹上庵北新地 大阪市北区 曾根崎新地１－１－６　GOTS 北新地ビル７号館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5834

OBSCURE 大阪市北区 曾根崎新地１－１－６　GOTS 北新地ビル７号館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1991

Bar34 大阪市北区 曾根崎新地１－１－６　GOTS 北新地ビル７号館７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0619

ESCRUISE 大阪市北区 曾根崎新地１－１－６　GOTS 北新地ビル７号館７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7064

BarBRAVO ！ 大阪市北区 曾根崎新地１－１－６　GOTS 北新地ビル７号館９Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4519

隼人 大阪市北区 曾根崎新地１－１－７ 飲食店 JS-0000-2161

ColBleu 大阪市北区 曾根崎新地１－１－７　メリメントビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6207

JILL 大阪市北区 曾根崎新地１－１－７　谷安メリメントビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5794

すしたま田 大阪市北区 曾根崎新地１－１－８　アストリアビル２号館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5990

磯乃家蛤庵 大阪市北区 曾根崎新地１－１－８　アストリアビル２号館１Ｆ東側　 飲食店 ZN-0001-5957

餃子鍋 あーちゃん 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１　２Ｆ 飲食店 JS-0002-2711

海藤花北新地本店 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１０　キャノンプラザビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6246
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DIA5 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１０　キャノンプラザビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1518

窯焼きステーキ福田 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１０　第３鈴木ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6028

宙空 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１０　第３鈴木ビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-2896

よし留 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１０　第３鈴木ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5535

luxurycaro 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１０　第３鈴木ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2612

北新地 みち田 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１１　アレーナ堂島１Ｆ１０１ 飲食店 JS-0000-3967

GONZALES 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１１　アレーナ堂島ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7254

日本料理 春城 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１２　橘ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9109

Body ＆ Soul 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１２　橘ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4190

賀城 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１２　橘ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5907

咲 Bloom 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１２　橘ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4260

Luana 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１２　橘ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4928

Babar 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１２　橘ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4115

割烹 ふじ久 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１３ 飲食店 JS-0000-4581

おらんく家北新地別館 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１３　　 飲食店 ZN-0001-5655

北新地 池田 銀なべ 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１３　北新地タムラビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-9607

ステーキいぐち 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１３　北新地タムラビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5578

北新地 SUMIYA 大阪市北区 曾根崎新地１－２－１６　　 飲食店 ZN-0001-6204

BARLOGINSECOND 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２　谷安フィフスビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5104

Piccolo 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２　谷安フィフスビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3585

ダイニング しゅす 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２　谷安フィフスビル５Ｆ 飲食店 JS-0004-8539

Party × 2 北新地 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２０　ノースタウンビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2819

海都 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２０　甚田ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0694

COZO 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２１　谷安セッティモビル４Ｆ－１　 飲食店 ZN-2000-4388

すしたな町 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２２　北リンデンビル３０１　 飲食店 ZN-0001-6227

グラマラス 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２２　北リンデンビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0861

金ぷらづぼら 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２３　　 飲食店 ZN-0001-5512

Forest 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２３　ガーデニアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0408

Vin 樹亭 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２４　ニューウメダビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2842

串かつ にし川 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２４　ニューウメダビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5571

焼鍋孫家 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２４　ニューウメダビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5782

エイト 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２４　ニューウメダビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5499

四季彩粋 柴田 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２４　ニューウメダビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5799

ミドル 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２４　ニューウメダビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4259

黒川ステーキハウス 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２４　ニューウメダビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5549

美奈 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２４　ニューウメダビル８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2353

北新地 君しま 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２４　ニューウメダビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-2164

播鳥新地本通店 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２６　　 飲食店 ZN-0001-5709

京ちゃばな 北新地 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２８　シスタービル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6227

うしのかみ 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２８　古沢ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5929

MoonBar 大阪市北区 曾根崎新地１－２－２９　日宝ノースビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2638

山地 大阪市北区 曾根崎新地１－２－３　サントビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6160

Deglacer 大阪市北区 曾根崎新地１－２－３　北新地東商ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5506

しゃぶはうす 大阪市北区 曾根崎新地１－２－３０　新三ッ輪ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5550
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風季 大阪市北区 曾根崎新地１－２－３０　新三輪ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6137

Hu － Long 大阪市北区 曾根崎新地１－２－４　谷安セストビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6156

オダギリ 大阪市北区 曾根崎新地１－２－４　谷安セストビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5969

北新地わかな 大阪市北区 曾根崎新地１－２－６　新松リンデンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6103

club club 大阪市北区 曾根崎新地１－２－６　新松リンデンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0616

あまの 大阪市北区 曾根崎新地１－２－７　櫻ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5923

粋餐 石和川 1F 大阪市北区 曾根崎新地１－２－９　第一三好ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0316

粋餐 石和川 2F 大阪市北区 曾根崎新地１－２－９　第一三好ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0315

串揚げ しんば 大阪市北区 曾根崎新地１－３－１０　北新地山忠ビル２号館１０１ 飲食店 JS-0000-1316

天ぷら割烹佐とう 大阪市北区 曾根崎新地１－３－１０　北新地山忠ビル２号館３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5577

旬菜旬魚 淡 大阪市北区 曾根崎新地１－３－１０　北新地山忠ビル２号館４０２ 飲食店 JS-0000-5402

Bar ＆ Singingshe 大阪市北区 曾根崎新地１－３－１１　レジョンノールビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1427

ライブスポット fg 大阪市北区 曾根崎新地１－３－１９　北新地ビルディング４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0890

彩葉 大阪市北区 曾根崎新地１－３－１９　北新地ビルディング５Ｆ 飲食店 JS-0000-9601

旬菜にしだ 大阪市北区 曾根崎新地１－３－１９　北新地ビルディング５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6130

Harmonie アルモニ 大阪市北区 曾根崎新地１－３－２１　日宝スタービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3259

酒処 晴天 大阪市北区 曾根崎新地１－３－２１　日宝スタービル４Ｆ 飲食店 JS-0003-7607

917 大阪市北区 曾根崎新地１－３－２１　日宝スタービル６Ｆ 飲食店 ZN-2000-6588

寿司処然北新地店 大阪市北区 曾根崎新地１－３－２３　FOODEAR ４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2000

きっしゃん北新地店 大阪市北区 曾根崎新地１－３－２３　成晃ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5953

尾崎牛肉割烹吟北新地店 大阪市北区 曾根崎新地１－３－２３　成晃ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1937

太政 北新地店 大阪市北区 曾根崎新地１－３－２５　ぐらんぱれ西館１Ｆ 飲食店 JS-0001-9218

Foce 大阪市北区 曾根崎新地１－３－２９　リップルＭＡＸビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5958

VIN de VIN 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３　好陽ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9600

感彩人 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３　好陽ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5561

香り串揚 口勝 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３　好陽ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6032

SOUNDBARstay 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３　好陽ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0432

料理や八幡浜はなれ 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３　好陽ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5531

ワイン酒場 BORRACHO 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３０　２Ｆ 飲食店 ZN-0001-5839

深夜食堂めしや 北新地支店 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３０　岩村ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-2767

和牛まつした上通り店 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３０　北新地幸田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5909

BarSpring 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３０　北新地幸田ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3572

アンガトゥ 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３０　北新地幸田ビル７０５ 飲食店 ZN-0001-5814

NOIR 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３０　北新地幸田ビル７０６ 飲食店 ZN-0001-5952

博多味処いろは北新地 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３１　　 飲食店 ZN-0002-1813

caro 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３２　COZY 北新地　 飲食店 ZN-2000-0159

BARNARITA 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３２　新地リバティビル４０１　 飲食店 ZN-2000-5440

maimai 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３２　新地リバティビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0555

Bar 08 本通り店 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３２　新地リバティビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2238

DOKKYUN 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３６　竹新ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3776

維心 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３６　竹新ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-7029

心水 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３６　竹新ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0541

ATABLE 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３６　竹新ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5936

梟 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３６　竹新ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2040
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Lyric 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３６　竹新ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3948

あらえびす 大阪市北区 曾根崎新地１－３－３７　２・３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5742

北新地 和牛割烹 穐山 大阪市北区 曾根崎新地１－３－４　第３サウスビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-6846

sake 倶楽部 しの 大阪市北区 曾根崎新地１－３－４　第３サウスビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4378

村上酒店 大阪市北区 曾根崎新地１－３－４　第３サウスビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6593

イタリアンダイニングペスカ 大阪市北区 曾根崎新地１－３－８　毎日産業ビル壱番館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5870

北新地暁 大阪市北区 曾根崎新地１－３－９　GOTS 北新地ビル１号館２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5280

PREMIUM 播鳥 大阪市北区 曾根崎新地１－４－１０　銀泉桜橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5859

鮓 まんま 北新地 大阪市北区 曾根崎新地１－４－１７　YU ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6349

つるとんたん 北新地 琴しょう楼 大阪市北区 曾根崎新地１－４－２０　　 飲食店 ZN-0001-5711

Bar el sol 大阪市北区 曾根崎新地１－４－２４　東ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-7868

EMOI 大阪市北区 曾根崎新地１－４－２５　　 飲食店 ZN-2000-6702

北新地名門 大阪市北区 曾根崎新地１－４－２５　２・３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5815

串揚げかな山 大阪市北区 曾根崎新地１－４－２５　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5929

グリルバー ハオウジュ 大阪市北区 曾根崎新地１－４－７　小西ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9515

イルペペ 大阪市北区 曾根崎新地１－４－７　小西ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6826

玉鬘 大阪市北区 曾根崎新地１－４－７　小西ビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-6912

焼鳥 Kawaguchi 大阪市北区 曾根崎新地１－４－７　小西ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-9621

森ん家 大阪市北区 曾根崎新地１－５－１３　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6063

日本酒紫 大阪市北区 曾根崎新地１－５－１３　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5857

びしお 大阪市北区 曾根崎新地１－５－１４　みもざ館１Ｆ 飲食店 JS-0002-4733

BEET 大阪市北区 曾根崎新地１－５－１４　みもざ館３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4004

和洋割烹しまおか 大阪市北区 曾根崎新地１－５－１７　サウザントビル２Ｆ 飲食店 ZN-0001-5460

板前焼肉一笑北新地 大阪市北区 曾根崎新地１－５－１８　ゼロ北新地ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5696

Zaza 大阪市北区 曾根崎新地１－５－１８　零ビル１１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5861

焼肉マル 北新地店 大阪市北区 曾根崎新地１－５－１８　零北新地ビル１０Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2694

パール 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２　大川ビル本館６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3643

GIRAFE 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２　大川ビル本館７Ｆ－Ｄ　 飲食店 ZN-2000-2712

北新地 慶喜 大阪市北区 曽根崎新地１－５－２　大川ビル本館２Ｆ 飲食店 AL-0000-0240

キャプテン カンガルー 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２０　大川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-8940

CAUPONA 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２０　大川ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5227

ELSOL the party 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２０　大川ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-2397

ParPunte 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２０　大川ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-3204

福一 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２１　松木興産ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5796

長樂 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２１　松木興産ビル９Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6047

北海道料理北新地太田 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２２　橋立ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5994

Omm Two 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２２　橋立ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5599

ほたる・和楽．北新地店 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２３　吉紹ビル４・５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5620

北の酒道－つどい－ 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２４　２Ｆ 飲食店 JS-0003-0546

おおぼけ こぼけ 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２５　ジェイプライト梅田永楽ビル 飲食店 JS-0003-4827

Le Cercle。 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２５　曽根崎新地ビル６Ｆ 飲食店 JS-0000-9557

ういすたりあ 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２６　１Ｆ 飲食店 JS-0003-4776

海味 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２６　永楽リンデンビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2936

恕庵 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２６　永楽リンデンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5585



12 2020/9/7

［大阪市北区（飲食店）］

加盟店名 所在地 ジャンル

「孝鮨」 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２６　永楽リンデンビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0332

BARNYAGOKITASHINCHI 大阪市北区 曾根崎新地１－５－２９　八千代レジャービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3932

恒雅 大阪市北区 曾根崎新地１－５－３２　ボネールビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5776

酒呑研究所 キタのみかん 大阪市北区 曾根崎新地１－５－３２　ボネールビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-9106

大番 大阪市北区 曾根崎新地１－５－４　岩伸スプレットビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9777

北新地 冷麺館 大阪市北区 曾根崎新地１－５－４　岩伸スプレットビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5947

串喝処 たけち 大阪市北区 曾根崎新地１－５－４　岩伸スプレッドビル４Ｆ 飲食店 JS-0003-2234

カルビレストラン 北新地 まや 大阪市北区 曾根崎新地１－５－６　北新地 VIP ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0192

どおぞの 大阪市北区 曾根崎新地１－５－６　北新地 VIP ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5478

すし処次郎丸 大阪市北区 曾根崎新地１－５－７　森ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5545

Omm 大阪市北区 曾根崎新地１－５－７　森ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5598

さのよいよい 大阪市北区 曾根崎新地１－５－７　森ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5792

喜禄 大阪市北区 曾根崎新地１－５－７　森ビル３Ｆ　 飲食店 JS-0004-1891

和食楽心庵 大阪市北区 曾根崎新地１－５－７　森ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6054

again 大阪市北区 曾根崎新地１－５－７　森ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5900

Bar na nog 大阪市北区 曾根崎新地１－５－７　森ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4280

旬菜バー 志づ 大阪市北区 曾根崎新地１－５－７　梅ばちビル 飲食店 JS-0005-4513

こてっぱん 大阪市北区 曾根崎新地１－５－７　梅ばちビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8551

知利十里 大阪市北区 曾根崎新地１－５－７　梅ばちビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5576

リトルボン 大阪市北区 曾根崎新地１－５－７　梅ばちビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5893

北新地銀杏 大阪市北区 曾根崎新地１－５－８　ピアースエイトビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6052

GIRAFFE 大阪市北区 曾根崎新地１－５－８　ピアースエイトビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2559

おくどさん 小柴 大阪市北区 曾根崎新地１－５－８　ピアースエイトビル７Ｆ 飲食店 JS-0001-0505

お好み・鉄板焼きおもろみ 大阪市北区 曾根崎新地１－５－９　REX ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5807

新どおぞの 大阪市北区 曾根崎新地１－５－９　REX ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5602

近江牛と有機野菜の呑処ひだまり 大阪市北区 曾根崎新地１－５－９　REX ビル５０１　 飲食店 ZN-0001-6045

楽食楽酒 iwakoro 大阪市北区 曾根崎新地１－５－９　REX ビル５Ｆ 飲食店 JS-0000-8223

和牛まつした 大阪市北区 曾根崎新地１－５－９　REX ビル６Ｆ 飲食店 ZN-0001-5908

マッコリ家 大阪市北区 曾根崎新地１－５－９　幸ビル　 飲食店 ZN-0001-6248

トリュフ蕎麦わたなべ 大阪市北区 曾根崎新地１－５－９　谷安プレジールビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6935

スタンドシャン食 大阪市北区 曾根崎新地１－５－９　谷安プレジールビル１ＦＡ　 飲食店 ZN-0001-5852

北新地こくらげ 大阪市北区 曾根崎新地１－５－９　谷安プレジールビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5032

N’s 大阪市北区 曾根崎新地１－５－９　谷安プレジールビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7230

いったらんかい 大阪市北区 曾根崎新地１－５－９　谷安プレジールビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5832

Luciano 大阪市北区 曾根崎新地１－５－９　日宝レックスビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5699

ランジュヴァン 大阪市北区 曾根崎新地１－５－９　日宝レックスビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5639

ミルカレス 大阪市北区 曾根崎新地１－６－１　ENISHI 北新地ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5823

PETIT CARESSES 大阪市北区 曾根崎新地１－６－１　ENISHI 北新地ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7617

創作料理大田 大阪市北区 曾根崎新地１－６－１１　藤田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5798

Musicpub2nd 大阪市北区 曾根崎新地１－６－１１　藤田ビル３Ｆ　 飲食店 PK-0000-0191

ダイニングバー夢酒 大阪市北区 曾根崎新地１－６－１２　碇ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-2652

cucina cucina 大阪市北区 曾根崎新地１－６－１３　ニューセントラルビル１Ｆ１０２　 飲食店 ZN-0001-5757

すしつむぎ 大阪市北区 曾根崎新地１－６－１３　ニューセントラルビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6213

おらんく家本通 3 号店 大阪市北区 曾根崎新地１－６－１５　ニューセントラルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5654
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季節料理 楽山 大阪市北区 曾根崎新地１－６－１５　ニューセントラルビル２０２ 飲食店 JS-0000-3578

花はな 大阪市北区 曾根崎新地１－６－１５　ニューセントラルビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5651

季節一品むら本 大阪市北区 曾根崎新地１－６－１８　床喜代ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6051

割烹まつもと 永楽店 大阪市北区 曾根崎新地１－６－１９　山名ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5633

イタリア酒場ザ・ランデブー 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２１　イトヤビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5744

旬菜料理ひまわり 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２３　杉の家ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5670

楪 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２３　杉の家ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5873

もじゅーる 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２３　杉の家ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5745

steakhouse 蔵文 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２３　杉の家ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6107

高校野球 Bar 高三の夏 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２３　杉の家ビル４Ｆ４０２　 飲食店 ZN-2000-5927

鮨処 川崎 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２３　杉の家ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-1328

山吹 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２４　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5668

葉なと 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２７　あすとりあビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5774

食堂 燈 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２７　ジェイプライド北新地３ｒｄビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-7551

すし小島 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２７　ニュー八千代会館２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5471

鮨処 平野 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２７　ニュー八千代会館４Ｆ 飲食店 JS-0000-9506

曽根崎ホルモン 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２８　北新地ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-5731

魚瀬 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２９ 飲食店 JS-0000-4795

いわき 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２９　宝ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5662

秋山 大阪市北区 曾根崎新地１－６－２９　宝ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5920

cachecache 大阪市北区 曾根崎新地１－６－３２　司ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1213

FRONTIER 大阪市北区 曾根崎新地１－６－３２　司ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-5171

七つ星 大阪市北区 曾根崎新地１－６－４　日宝ラフォーレ北新地６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1413

900 大阪市北区 曾根崎新地１－６－６　大川ビル１号館２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1873

新浅草 大阪市北区 曾根崎新地１－６－７ 飲食店 JS-0004-2507

洋食レストランカラーズ 大阪市北区 曾根崎新地１－６－７　　 飲食店 ZN-0001-5865

SNACK えんどう 大阪市北区 曾根崎新地１－６－８　平川ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6957

Nori 大阪市北区 曾根崎新地１－６－９　サンパレスビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2101

ヤマグチ 大阪市北区 曾根崎新地１－７－１０　盧月ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1165

グラス 大阪市北区 曾根崎新地１－７－１０　盧月ビル７－Ｃ　 飲食店 ZN-0001-5650

FOLK ＆ FOLK 大阪市北区 曾根崎新地１－７－１０　盧月ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6190

JazzBarBuddies 大阪市北区 曾根崎新地１－７－１０　蘆月ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3447

OHANA 大阪市北区 曾根崎新地１－７－１６　　 飲食店 ZN-0001-5768

北新地 BarB － TRIP1 大阪市北区 曾根崎新地１－７－１７　ＭＹビルＢ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0244

日本料理なかむら 大阪市北区 曾根崎新地１－７－１９　えすぱす北新地 21　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5927

misty 北新地店 大阪市北区 曾根崎新地１－７－２１　エスパス北新地８　４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5646

かりゆしナイト 大阪市北区 曾根崎新地１－７－２５　日宝セレーネ北新地１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6215

北新地空海 大阪市北区 曾根崎新地１－７－２７　２０１　 飲食店 ZN-2000-5667

ランディー 大阪市北区 曾根崎新地１－７－２７　コトヤビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3870

魚匠すし割烹さかぐち 大阪市北区 曾根崎新地１－７－３　北新地プラザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5551

創作料理 真 大阪市北区 曾根崎新地１－７－３　北新地プラザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5570

串しゃぶ 菜彩 大阪市北区 曾根崎新地１－７－３　北新地プラザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5838

天ぷらとワイン加治木 大阪市北区 曾根崎新地１－７－３　北新地プラザビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7183

いもの蔵 大阪市北区 曾根崎新地１－７－３　北新地プラザビル６Ｆ 飲食店 JS-0002-1389
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Minority 大阪市北区 曾根崎新地１－７－４　喜多一ビル４Ｆ 飲食店 JS-0001-0366

No．19 大阪市北区 曾根崎新地１－７－４　石田ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5783

鮨しばた 大阪市北区 曾根崎新地１－７－４　石田ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5574

あけくれ神田川 大阪市北区 曾根崎新地１－７－５　バサラビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2357

ミヤザワ 大阪市北区 曾根崎新地１－７－６　新日本新地ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6827

北新地 こまつ 大阪市北区 曾根崎新地１－７－６　新日本新地ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5671

下桂茶屋月波本店 大阪市北区 曾根崎新地１－７－６　新日本新地ビル東館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5887

北新地喜多郎寿し 大阪市北区 曾根崎新地１－７－６　新日本新地ビル東館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6226

バー高橋 大阪市北区 曾根崎新地１－７－６　新日本新地ビル東館２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1130

鮨処やま本 大阪市北区 曾根崎新地１－７－６　新日本新地ビル東館３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5894

英 大阪市北区 曾根崎新地１－７－６　新日本新地ビル東館４Ｆ 飲食店 JS-0003-9577

北新地和平 大阪市北区 曾根崎新地１－７－８　新日本新地ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5769

BARMERRY 大阪市北区 曾根崎新地１－７－８　新日本新地ビル２Ｆ２５　 飲食店 ZN-2000-4910

蓮心 大阪市北区 曾根崎新地１－７－８　新日本新地ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5165

肴家 槙の 大阪市北区 曾根崎新地１－７－８　新日本新地ビル本館２Ｆ 飲食店 JS-0005-6392

THEBAROSAKA 大阪市北区 曾根崎新地１－７－９　エスパス北新地１１　１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0539

寿し久保 大阪市北区 曾根崎新地１－７－９　エスパス北新地１１　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5686

CRYSTALSHANTIII 大阪市北区 曾根崎新地１－７－９　エスパス北新地１１　８ＦＢ　 飲食店 ZN-2000-4958

割烹・ろばた和心 大阪市北区 曾根崎新地１－８－１４　　 飲食店 ZN-0001-5976

癒酒屋お花 大阪市北区 曾根崎新地１－８－３　遅ビル３Ｆ１　 飲食店 ZN-0001-5667

よし光 大阪市北区 曾根崎新地１－８－５ 飲食店 JS-0000-6732

焼き焼き呑み屋北新地ナニワヤン 1 大阪市北区 曾根崎新地１－８－６　山忠ビル１号館１Ｆ　 飲食店 PK-0000-2781

桔梗 大阪市北区 曾根崎新地１－８－７　フォーシーズンズ北新地ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1058

鮨亮 大阪市北区 曾根崎新地１－８－７　フォーシーズンズ北新地ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6062

家庭料理 淀 大阪市北区 曾根崎新地１－８－７　梅紫津ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-0009

ISTANBULNazaR 大阪市北区 曾根崎新地１－８－７　梅紫津ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5864

SalondeMoonLight 大阪市北区 曾根崎新地１－８－８　フォーシーズンズ北新地アネックスＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-7359

ん 大阪市北区 曾根崎新地１－８－９　北新地 NORTH ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4632

なごみ家 大阪市北区 曾根崎新地１－８－９　北新地 NORTH ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5737

サクラ BAR 大阪市北区 曾根崎新地１－８－９　北新地 NORTH ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6476

きし庵 大阪市北区 曾根崎新地１－９－１　プランドールビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-6179

ぼうず 大阪市北区 曾根崎新地１－９－１０　谷安セドナビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9602

馬光 大阪市北区 曾根崎新地１－９－１０　谷安セドナビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6075

黒猫北新地店 大阪市北区 曾根崎新地１－９－１１　エスパス北新地１０　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6121

北新地和食個室暁別館 大阪市北区 曾根崎新地１－９－１２　　 飲食店 ZN-2000-6560

和食家こきづ 大阪市北区 曾根崎新地１－９－１２　フォーシーズンフロント２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5510

割烹がはは 大阪市北区 曾根崎新地１－９－１２　フォーシーズンフロント３０２　 飲食店 ZN-0001-6115

石川さゆり 大阪市北区 曾根崎新地１－９－１２　大雅ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6034

和食 BaL Takeichi 大阪市北区 曾根崎新地１－９－１５　２Ｆ 飲食店 JS-0001-8677

炭火庵高乃屋 大阪市北区 曾根崎新地１－９－１５　Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-5781

雲仙北新地本店 大阪市北区 曾根崎新地１－９－１５　雲仙ビル　 飲食店 ZN-0001-5479

アマンテ 大阪市北区 曾根崎新地１－９－１５　雲仙ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-5480

Simbar 大阪市北区 曾根崎新地１－９－２　岸本ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5748

レストラン カハラ 大阪市北区 曾根崎新地１－９－２　岸本ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9503
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大鍋や 北新地店 大阪市北区 曾根崎新地１－９－２４ 飲食店 JS-0003-2473

天ぷらもり井 大阪市北区 曾根崎新地１－９－３　ニュー華ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5683

エペ 北新地 大阪市北区 曾根崎新地１－９－３　ニュー華ビル３Ａ 飲食店 JS-0003-1272

5001 年 大阪市北区 曾根崎新地１－９－３　ニュー華ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6243

Winey 大阪市北区 曾根崎新地１－９－３　池辺ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6189

美酒嘉肴せん 大阪市北区 曾根崎新地１－９－３　池辺ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6186

板前焼肉一笑北新地別館 大阪市北区 曾根崎新地１－９－５　中法ビル２Ｆ 飲食店 ZN-0001-5821

川添 大阪市北区 曾根崎新地１－９－６　菱富ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8769

天婦羅ひらいし 大阪市北区 曾根崎新地１－９－６　菱冨ビル３０２　 飲食店 ZN-0001-5553

RAKUSUIADAY 大阪市北区 曾根崎新地１－９－８　ゴアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5685

MANJU3CAFE 大阪市北区 曾根崎新地１－９－８　ゴアビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7024

おのみち屋 大阪市北区 曾根崎新地１－９－８　北原ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5600

こころ 大阪市北区 曾根崎新地１－９－８　北原ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5682

BARSTRAIGHT 大阪市北区 曾根崎新地１－９－８　北原ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0407

鮨 ほしやま 大阪市北区 曾根崎新地１－９－９　谷安ロワビル３Ｆ 飲食店 JS-0000-9067

黒毛和牛 肉匠 いちえ 大阪市北区 曾根崎新地１－９－９　谷口ロワビル１・Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5758

乾坤一擲 大阪市北区 曾根崎新地２－１－１３　曽根崎澤田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0002-3882

乾坤一擲 大阪市北区 曾根崎新地２－１－１３　曽根崎澤田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-5040

桜橋 深川 大阪市北区 曾根崎新地２－１－２１　桜橋深川ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-3484

ロンドンティールーム本店 大阪市北区 曾根崎新地２－１－２３　JPR ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-2361

守破離 堂島店 大阪市北区 曾根崎新地２－１－９　ウォブウメダ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6153

ヴィス 大阪市北区 曾根崎新地２－２－５　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5615

ヴィスゑしぇ蔵 大阪市北区 曾根崎新地２－２－５　第３シンコービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6019

うたげどころうぉっしゅ 大阪市北区 曾根崎新地２－３－１３　若杉大阪駅前ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5940

ステーキハウス和豪 大阪市北区 曾根崎新地２－３－２１　ax ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5475

Quiet STORM CAFE 大阪市北区 曾根崎新地２－４－２１　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0742

石庵西梅田店 大阪市北区 曾根崎新地２－４－２１　キチリンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5914

ビストロフジノ 大阪市北区 曾根崎新地２－４－７　酒井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6216

炭と蕎麦しろや 大阪市北区 曾根崎新地２－５－２９　不動ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6009

Vin de Kitchen 大阪市北区 曾根崎新地２－５－３　堂島 TSS ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5761

小嘉津 大阪市北区 曽根崎１－２－８　マルビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4260

中国家常菜 桃園 大阪市北区 曽根崎１－７－２　レクシア曾根崎１Ｆ 飲食店 SL-2000-5387

トラットリア e バール MARIA 大阪市北区 曽根崎２－１０－６　２Ｆ 飲食店 SL-2001-0924

葉山珈琲ホテルドンルクール大阪梅田店 大阪市北区 曽根崎２－１５－２３　１Ｆ 飲食店 JS-0005-7484

葉山ダイニング 大阪市北区 曽根崎２－１５－２３　２Ｆ 飲食店 JS-0005-7525

お酒の美術館 お初天神店 大阪市北区 曽根崎２－５－２０　お初天神ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-8966

西洋料理店 ふじもと 大阪市北区 曽根崎新地１－１０－１６　永楽ビル５Ｆ 飲食店 JS-0002-5932

酒人肴びりけん 大阪市北区 曽根崎新地１ー１１ー２０　ハットボーイビル８Ｄ 飲食店 JS-0005-5515

わっぜ 大阪市北区 曽根崎新地１－１１－４　一らくビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-9169

北新地にくやきもじもじ 大阪市北区 曽根崎新地１－１－９　第３松木ビル３Ｆ 飲食店 JS-0005-9141

くいもんどころ酒菜 蕪家 大阪市北区 曽根崎新地１－２－１６ 飲食店 JS-0001-0260

緒乃 大阪市北区 曽根崎新地１－２－２２　北リンデンビル６Ｆ 飲食店 JS-0005-2144

いづる 大阪市北区 曽根崎新地１－２－６　新松リンデンビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-7243

鮨のぐち 大阪市北区 曽根崎新地１－２－８　　 飲食店 ZN-0001-5508
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鍋 KING 大阪市北区 曽根崎新地１－５－１０　地田ビル２Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-3463

＆ JOKER 大阪市北区 曽根崎新地１－５－８　ピアースエイトビル５Ｆ 飲食店 JS-0005-0206

かしみん焼き箱 北新地店 大阪市北区 曽根崎新地１－６－２３　杉の家ビル１０４ 飲食店 JS-0005-9226

蜆食堂 大阪市北区 曽根崎新地１－６－２４ 飲食店 JS-0005-0205

ボンヌシャンス 大阪市北区 曽根崎新地１－６－２４　２Ｆ 飲食店 JS-0005-0207

北新地しえん 大阪市北区 曽根崎新地１－７－１９　えすぱす北新地２１　２Ｆ 飲食店 JS-0005-0930

焼き焼き呑み屋ナニワヤン 大阪市北区 曽根崎新地１－８－６　山忠ビル一号館１Ｆ 飲食店 SL-2001-1227

肴家いしはら 大阪市北区 曽根崎新地１－９－１０　GOTS 永楽町ビル１号館２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5546

お料理 ふじ原 大阪市北区 曽根崎新地１－９－３　池辺ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-4964

河野 大阪市北区 太融寺町１－７ 飲食店 JS-0000-6490

Cafe ＆ Bar9〔NINE〕 大阪市北区 太融寺町７－１　大栄レジャービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5652

居酒屋でん 大阪市北区 太融寺町７－１１　フジノビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5532

料理酒房 しょうち 大阪市北区 太融寺町８－１０　梅田高速ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5467

寿し花ざくら 大阪市北区 大淀中１－１２－１８　シャトー大淀１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5470

中国菜 feve 大阪市北区 大淀中１－１２－７　メゾンインペリアル大淀１０１　 飲食店 ZN-0001-6175

和味や るぜん 大阪市北区 大淀中１－１２－７　メゾンインペリアル大淀１０２　 飲食店 ZN-2000-0077

鉄板焼えん 大阪市北区 大淀中１－１－９０　新梅田シティＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-5542

ナマステタージマハル梅田スカイビル店 大阪市北区 大淀中１－１－９０　梅田スカイビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-8436

かがやきキッチン 大阪市北区 大淀中１－８－２６　　 飲食店 ZN-0001-5981

BISTROtesoronUNAVACC 大阪市北区 大淀中２－４－１２　パナッシュコート北梅田１０１　 飲食店 ZN-0001-5684

匠味〔浜佐商店〕 大阪市北区 大淀中２－５－３　　 飲食店 ZN-0001-6206

日和山 大阪市北区 大淀中２－７－１ 飲食店 JS-0003-8110

吉鳥 大淀店 大阪市北区 大淀中３－６－１６　WEST １Ｆ 飲食店 JS-0001-0002

Premium Marche ROMAN 大阪市北区 大淀中５－１２－３９　　 飲食店 ZN-0001-5977

遊食家じゅまる 大阪市北区 大淀南１－１１－１０　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5648

久房 大阪市北区 大淀南１－２－１５ 飲食店 JS-0002-8014

浪速割烹 昇 大阪市北区 大淀南１－３－１２ 飲食店 JS-0002-9562

かがやきダイナー 大阪市北区 大淀南１－３－１７　第２柴田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5621

AltoTritone 大阪市北区 大淀南１－４－２０　長谷川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5867

炭味家 大阪市北区 大淀南１－９－１１　　 飲食店 ZN-0001-5476

魚場 春夏秋冬 大阪市北区 大淀南２－１－１ 飲食店 JS-0003-8859

ふくしま炉談 大阪市北区 大淀南２－１－１　　 飲食店 ZN-0001-5498

POTATO ／しみず 大阪市北区 大淀南２－１－１　　 飲食店 ZN-0001-6151

焼しゃぶ よっしゃ 大阪市北区 池田町１０－１１　辰巳ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-1915

酒菜屋 かんきち 大阪市北区 池田町１７－１０ 飲食店 JS-0002-0083

鮨処うお徳 大阪市北区 池田町１７－１５　作楽マンション　 飲食店 ZN-0001-5539

餃子がぎょうさん天佑 大阪市北区 池田町１７－１７　ハイツ十七１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6986

天満寅蔵 大阪市北区 池田町１７－６　カンティオン１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5606

獅子ノ酒場 大阪市北区 池田町１７－８ 飲食店 JS-0005-8857

天ぷらとワイン大塩 天満市場店 大阪市北区 池田町５－５ 飲食店 JS-0005-4828

かき小屋フィーバー 1111 大阪市北区 池田町６－１　　 飲食店 ZN-0001-5806

ツキと寿っぽん 大阪市北区 池田町６－１７　２Ｆ 飲食店 JS-0001-8002

寿司処たくみ 大阪市北区 池田町６－４　丸井マンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6212

天満ジビエバル YAMAGOYA 大阪市北区 池田町７－１　　 飲食店 ZN-0001-6120
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北新地はらみ天満店 大阪市北区 池田町７－１　サンプラザ天満ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6110

大阪焼肉ホルモンふたご天満店 大阪市北区 池田町７－１０　　 飲食店 ZN-2000-7309

韓国バル ハラペコ 天満店 大阪市北区 池田町７－１０　２Ｆ 飲食店 JS-0004-2622

ホルモン小川商店天五店 大阪市北区 池田町７－１１　　 飲食店 ZN-0001-5666

おすしや 番長 大阪市北区 池田町７－５ 飲食店 JS-0001-7838

TAKEZO 天満店 大阪市北区 池田町７－５　第３TK ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6220

やきにく番長 天満店 大阪市北区 池田町７－６ 飲食店 JS-0001-1421

おさかな 番長 大阪市北区 池田町７－６ 飲食店 JS-0001-7837

うなぎじん田 大阪市北区 池田町７－６　２Ｆ 飲食店 JS-0002-4431

天神ライオン飯店 大阪市北区 池田町７－７　好きやねん天満ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-5045

御食事佳容 大阪市北区 池田町８－１７　天満池田町ハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5473

立呑みビストロやまもと 大阪市北区 池田町８－２　　 飲食店 ZN-0001-6000

鷹仁 天満店 大阪市北区 池田町８－２　　 飲食店 ZN-2000-6886

花彩 大阪市北区 池田町８－２　天満食彩ろおじ東の道２Ｆ 飲食店 JS-0002-6645

大阪天満肉寿司 大阪市北区 池田町８－５　　 飲食店 ZN-0001-4637

KOTETSU 大阪市北区 池田町８－６ 飲食店 JS-0002-4872

炭焼と和酒 ひとしお 大阪市北区 池田町８－６　裏天満天神横丁 飲食店 JS-0003-8941

日本酒とお万菜の店じゃんけんポン 大阪市北区 池田町９－１０　ツイキ天満ビル　 飲食店 ZN-0001-6038

炉ばた茶屋 旅籠 大阪市北区 茶屋町１０－３　　 飲食店 ZN-0001-5533

ラピーヌダイナー 大阪市北区 茶屋町１０－９ 飲食店 JS-0003-7913

スタンダードスタイルショップ ラピーヌ 大阪市北区 茶屋町１０－９ 飲食店 JS-0003-7917

サルーテ 大阪市北区 茶屋町１４－１５　FC ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5919

バルコラメント 大阪市北区 茶屋町１４－７ 飲食店 JS-0001-3817

燻製 Switch 大阪市北区 茶屋町１４－７ 飲食店 JS-0002-5168

吟助 梅田茶屋町店 大阪市北区 茶屋町１４－８　２Ｆ 飲食店 JS-0005-0506

ミカシータ 大阪市北区 茶屋町１－５　茶屋町 MD ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5916

三嶺／鳴門 大阪市北区 茶屋町１５－８　茶屋町ビル２ＦＢ　 飲食店 ZN-0001-4541

権兵衛茶屋町店 大阪市北区 茶屋町１５－８　茶屋町ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5529

Music bal ボニーラ 大阪市北区 茶屋町１９－１９　阪急インターナショナルホテルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-5543

ORIENTALLOUNGE 茶屋町 大阪市北区 茶屋町２－１６　イースクエアビル５～７Ｆ 飲食店 ZN-0001-4684

炉禅 大阪市北区 茶屋町２－２８　茶屋町ＵＧビル５Ｆ 飲食店 JS-0002-3333

Carne vor 大阪市北区 茶屋町２－２８　茶屋町ＵＧビル６Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1913

とりば 茶屋町店 大阪市北区 茶屋町３－２　チロル茶屋町ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-4699

Butter 茶屋町 大阪市北区 茶屋町４－４　茶屋町ガーデンビル２Ｆ 飲食店 ZN-0001-5721

Premium Marche Confu 大阪市北区 茶屋町４－４　茶屋町ガーデンビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5724

アズール 大阪市北区 茶屋町４－４　茶屋町ガーデンビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5723

PLUM 茶屋町 大阪市北区 茶屋町４－６　タケムラ第一ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5461

GRAND PLUM 大阪市北区 茶屋町６－２　　 飲食店 ZN-0001-5611

キューズクラブ茶屋町店 大阪市北区 茶屋町６－２　水野ビル１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5590

旬菜和酒 味彩 大阪市北区 茶屋町６－２　水野ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5589

きわ心 大阪市北区 中崎１－１－２２　　 飲食店 ZN-0001-5717

レストラン リベルタス 大阪市北区 中崎１－４－２１　タカヤマ北ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2372

dottii 大阪市北区 中崎１－５－２８　　 飲食店 ZN-2000-0797

cafe ＆ bar 華美 大阪市北区 中崎１－６－１７　松一ビル２０１ 飲食店 JS-0003-0552
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姜家 大阪市北区 中崎１－６－４ 飲食店 JS-0001-1231

美味 in 家しげ 大阪市北区 中崎１－７－１５　 飲食店 SL-2000-5297

Kitchen ku 和 大阪市北区 中崎１－８－８　JS ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-6235

和 Bistro 綱 大阪市北区 中崎１－９－４　　 飲食店 ZN-0001-5945

天佑 大阪市北区 中崎２－１－１　小川ビル１０２　 飲食店 ZN-0001-6181

山根屋 中崎町店 大阪市北区 中崎２－３－９ 飲食店 JS-0003-1129

ステーキハウス 薔薇園 大阪市北区 中崎３－１－１９ 飲食店 JS-0002-9841

南の島酒場てりとりー 大阪市北区 中崎西１－４－２２　梅田東ビル３０１　 飲食店 SL-2000-7019

レストラン オリビエ ル フランソワ 大阪市北区 中崎西１－８－２４　アインズビル梅田１０２ 飲食店 JS-0000-7243

串揚げ 水庵 大阪市北区 中崎西１－８－３　コーポクレッセント１Ｆ 飲食店 JS-0000-7887

TROTRO 大阪市北区 中崎西２－１－４　ヒカリビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5649

居酒家 たけ福 大阪市北区 中崎西２－２－１　東梅田八千代ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5631

梅田肉料理きゅうろく 大阪市北区 中崎西２－２－１　東梅田八千代ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6106

HERRADURA 大阪市北区 中崎西２－２－１３ 飲食店 JS-0000-2001

君と薩摩猛者 大阪市北区 中崎西２－２－６ 飲食店 JS-0004-0617

網衆 大阪市北区 中崎西２－２－６　　 飲食店 ZN-0001-5517

RICH GARDEN 梅田中崎町店 大阪市北区 中崎西２－３－１４　興栄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3977

CHEESE ALL STAR 中崎 大阪市北区 中崎西２－４－２６　高架下６０　 飲食店 ZN-0001-5950

居酒屋 大甚 大阪市北区 中崎西３－１－１０　朝日プラザ梅田東１Ｆ 飲食店 JS-0001-0014

LEN 大阪市北区 中崎西３－１－１０　朝日プラザ梅田東１Ｆ 飲食店 JS-0003-5323

和彩厨房 KATURA 大阪市北区 中崎西３－２－１７　朝日プラザ梅田東２－１０９　 飲食店 ZN-0001-5972

べじとん 大阪市北区 中崎西３－３－１５　ＪＲ高架下３７　 飲食店 ZN-0001-5494

ブルックス 大阪市北区 中崎西４－３－２５　　 飲食店 ZN-0002-2932

はらいっぱい 大阪市北区 中崎西４－３－２５　　 飲食店 ZN-0002-5848

季節のお鍋 縁 大阪市北区 中崎西４－３－２７　アストスレ茶屋町東１Ｆ 飲食店 JS-0002-2048

食楽こつま 大阪市北区 中津１－１０－１２　アトレ中津２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6988

中津鮨多田 大阪市北区 中津１－１０－９　　 飲食店 ZN-0001-6159

うお徳 大阪市北区 中津１－１１－３０ 飲食店 JS-0003-0319

ツキアカリ 大阪市北区 中津１－１２－１１　メロディーハイム中津２番館１０４ 飲食店 JS-0003-4614

おでん 松原 大阪市北区 中津１－１２－１１　メロディーハイム中津２番館１Ｆ 飲食店 JS-0001-7696

RICCIO 大阪市北区 中津１－１３－１３　西川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6140

旬げつ 大阪市北区 中津１－１３－５　ハピネス２１　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5661

焼鳥と焼野菜 ぎんすけ 中津店 大阪市北区 中津１－１４－１０ 飲食店 JS-0002-3410

ぴあの 大阪市北区 中津１－１５－２０　REBANGA 中津１０２　 飲食店 ZN-0002-2376

割烹橋本 大阪市北区 中津１－１５－２７　　 飲食店 ZN-0001-5681

七輪 逢地 大阪市北区 中津１－１５－２７　曙ビル西館１０７ 飲食店 JS-0000-0070

キャトルラパン 北梅田 大阪市北区 中津１－１６－２５　１Ｆ 飲食店 JS-0004-8166

香葉 大阪市北区 中津１－１７－１２－１０８ 飲食店 JS-0004-5018

串まん 中津店 大阪市北区 中津１－２－１５ 飲食店 JS-0003-6769

美乃家 大阪市北区 中津１－２－１８　　 飲食店 ZN-2000-5843

居酒屋 たかちゃん 大阪市北区 中津１－７－１５ 飲食店 JS-0001-8495

板前割烹市橋 大阪市北区 中津３－５－１２　島浦ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5540

和膳和酒油屋 大阪市北区 中津３－５－５　 飲食店 SL-2000-4461

中之島 あんず亭 大阪市北区 中之島２－３－３３　大阪三井物産ビルＢ１ 飲食店 JS-0000-3497
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NORTHSHORE 中之島店 大阪市北区 中之島３－１－２ 飲食店 JS-0005-7083

Szechwan Cuisine ＆ Wine 御馥 中之島ダイビル店 大阪市北区 中之島３－３－２３　中之島ダイビル 飲食店 SL-2000-8860

中之島 穂の河 大阪市北区 中之島３－３－２３　中之島ダイビル３０６　 飲食店 ZN-0001-5636

オステリアレーブ 大阪市北区 中之島４－３－３６　　 飲食店 ZN-0001-5819

ふうふう 大阪市北区 中之島６－２－４０　中之島インテスビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-8040

かふく 大阪市北区 長柄西１－１－１５　　 飲食店 ZN-0001-5989

三徳庵北区店 大阪市北区 長柄西１－３－３２　　 飲食店 ZN-0001-5676

寿し処和 大阪市北区 長柄西１－５－１　　 飲食店 ZN-0001-4570

ゆう食家 大阪市北区 長柄西１－７－３１　遊湯パークビル８Ｆ 飲食店 JS-0003-4775

焼肉じゃけぇ 大阪市北区 長柄中１－４－９ 飲食店 JS-0002-5158

焼肉じゃけぇ 1 大阪市北区 長柄中１－４－９　長柄ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6461

ふぐの神 大阪市北区 長柄中２－５－３９　シャトー第一マンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6152

おかげ家 大阪市北区 鶴野町２－５　　 飲食店 ZN-0001-5849

mine 大阪市北区 鶴野町３－２３　　 飲食店 ZN-0001-5623

33 ジャドール茶屋町 大阪市北区 鶴野町４－１１　朝日プラザ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7402

Bistro やまごや 大阪市北区 天神橋１－１０－１０ 飲食店 JS-0001-8682

串屋長右衛門天神橋店 大阪市北区 天神橋１－１０－１０　　 飲食店 ZN-0001-5518

やきとり正や南森町店 大阪市北区 天神橋１－１０－９　ＦＢビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5978

Calvados 大阪市北区 天神橋１－１－１　中塚ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-7222

輝楽家 大阪市北区 天神橋１－１１－１３ 飲食店 JS-0001-8954

和牛の壺やまむら 大阪市北区 天神橋１－１３－１４　　 飲食店 ZN-0001-5733

天神橋おおもり 大阪市北区 天神橋１－１４－６　アストロビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6057

みずぐち 大阪市北区 天神橋１－１７－１３　　 飲食店 ZN-0001-5573

鶏屋 Jizo 大阪市北区 天神橋１－１８－１１　　 飲食店 ZN-0001-5718

天神ポルポ 大阪市北区 天神橋１－１８－１３ 飲食店 JS-0001-4258

Scudetto スクデット 大阪市北区 天神橋１－１９－１５　大証ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0823

ピッツェリアアッチェント 大阪市北区 天神橋１－２０－２　　 飲食店 PK-0000-0245

炭焼地鶏 鳥健 大阪市北区 天神橋１－２０－３ 飲食店 JS-0003-8061

まことや本舗 大阪市北区 天神橋１－３－９　タカノハイム天神橋１Ｆ 飲食店 JS-0001-9701

天神土山人 大阪市北区 天神橋２－１－１８　　 飲食店 ZN-0001-6173

モーリ亭 大阪市北区 天神橋２－１－１８　シャトーＮＴ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5149

天神プロップ 大阪市北区 天神橋２－１－２４　スペースフォーリーブス１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6111

泰山 大阪市北区 天神橋２－１－３　シャガール天神橋２Ｆ・３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6162

焼とり居酒家りときや南森町店 大阪市北区 天神橋２－２－１０　ハイマウントビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5483

一富士南森町店 大阪市北区 天神橋２－２－２５　 飲食店 SL-2000-2194

小施哥哥 大阪市北区 天神橋２－２－２７ 飲食店 JS-0003-4174

あじわい酒房あづま 天満宮店 大阪市北区 天神橋２－２－８　日宝南森町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3013

jiji 大阪市北区 天神橋２－３－１９　Ｔ ’ ｓ南森町ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5871

串カツ居酒屋 mani mani 大阪市北区 天神橋２－３－２５　奥野ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-9962

ワンズアレイ 大阪市北区 天神橋２－３－２６　ドゥマン梅田２Ｆ 飲食店 SL-2000-6890

オステリア ミラ 大阪市北区 天神橋２－３－２６　ドウマン梅田Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5643

珍竹 大阪市北区 天神橋２－４－２２　大建ビル　 飲食店 ZN-0001-5509

寿司常 大阪市北区 天神橋２－４－３ 飲食店 JS-0002-6456

わがままきっちん Mojo Mojo 大阪市北区 天神橋２－４－３　大工町共栄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0732
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Cafe ＆ DiningSugarCube 大阪市北区 天神橋２－５－１８　南森町センタービル１０５ 飲食店 JS-0002-5765

鉄板焼 gump 大阪市北区 天神橋２－５－３　第５新興ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3416

大阪天満宮鮨とよなが 大阪市北区 天神橋２－５－３　第五新興ビル１０６　 飲食店 ZN-0001-6176

播鳥南森町北店 大阪市北区 天神橋２－北２－２１　　 飲食店 ZN-0001-5487

居酒屋 あんのんや 大阪市北区 天神橋３－１０－８　与力町スカイハイツ１０２ 飲食店 JS-0001-8019

ビストロとんとろすぶたそら 大阪市北区 天神橋３－１１－１６　　 飲食店 ZN-2000-6222

イタリア食堂サルディーナ 大阪市北区 天神橋３－１－１５　ジュネス末広２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6003

千里しゃぶ亭天神橋店 大阪市北区 天神橋３－１－１５－１０２ 飲食店 JS-0006-0155

唐津ん のぼせもん 大阪市北区 天神橋３－１－１６ 飲食店 JS-0004-2860

炭火焼鳥権兵衛南森町店 大阪市北区 天神橋３－１－８　　 飲食店 ZN-0001-5556

街の肉バル Buff 大阪市北区 天神橋３－２－１９　　 飲食店 ZN-0001-5882

BRANCH 大阪市北区 天神橋３－２－２ 飲食店 JS-0004-0768

立呑処新橋へそ南森町店 大阪市北区 天神橋３－３－１７　幸陽ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7025

溶岩焼市 大阪市北区 天神橋３－５－１３　　 飲食店 ZN-2000-5099

イルソーレ TEN － 3 大阪市北区 天神橋３－５－１６　　 飲食店 ZN-0001-5752

絆創膏 大阪市北区 天神橋３－５－２０　２Ｆ 飲食店 JS-0003-2141

備長炭やきとり 鶏夢 大阪市北区 天神橋３－５－２１ 飲食店 JS-0001-6868

OTTANTOTTO 大阪市北区 天神橋３－７－１３　ブラーボォ扇町１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5833

地鶏専門店マルエ 天神橋 3 丁目店 大阪市北区 天神橋３－７－１８ 飲食店 JS-0003-1219

佐賀の日本酒と和心料理 笑日志 大阪市北区 天神橋３－７－２２ 飲食店 JS-0005-1708

天ぷら市 大阪市北区 天神橋３－７－２６－１０１　 飲食店 ZN-2000-6223

焼肉どうらく天神橋三丁目店 大阪市北区 天神橋３－８－１９　天三木村ビル　 飲食店 ZN-0001-4694

天神橋サンボア 大阪市北区 天神橋３－８－３　　 飲食店 ZN-0001-4533

横浜珈琲 天神橋 3 丁目店 大阪市北区 天神橋３－９－１１　グランピア扇町１Ｆ 飲食店 JS-0005-1373

四季旬菜 しばた 大阪市北区 天神橋３－９－１４ 飲食店 JS-0002-9351

穂々恵み ～天神橋～ 大阪市北区 天神橋３－９－８　安福マンション１Ｆ 飲食店 SL-2000-9355

播鳥天満店 大阪市北区 天神橋４－１０－１５　　 飲食店 ZN-0001-5486

VIAGIOVEQUATTRO 大阪市北区 天神橋４－１０－１８　河野ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5860

TK － bar 大阪市北区 天神橋４－１０－４　JK ビル７０１　 飲食店 ZN-2000-2753

Aile 大阪市北区 天神橋４－１０－４　JK ビル８０１ 飲食店 JS-0003-4014

炭ヤキバル KAFU 大阪市北区 天神橋４－１１－１８ 飲食店 JS-0002-3089

た藁や 天満店 大阪市北区 天神橋４－１２－１１　　 飲食店 ZN-0002-1906

ごっつ 大阪市北区 天神橋４－１２－２　　 飲食店 ZN-0001-5736

長崎県平戸港天満店 大阪市北区 天神橋４－１２－４　天満シミズビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6211

寿司居酒屋 ひろ 大阪市北区 天神橋４－１２－９ 飲食店 JS-0004-2726

バッテンよかとぉとほ三〇歩 大阪市北区 天神橋４－１２－９　イストワール天四ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5932

かしわ屋将軍 大阪市北区 天神橋４－２－３ 飲食店 JS-0004-6458

鮨処 ひかり 大阪市北区 天神橋４－２－７　　 飲食店 ZN-0001-6238

THEPASTA ＆ GRILL’S 大阪市北区 天神橋４－２－８　アミティエ扇町公園　 飲食店 ZN-0001-5855

焼肉ダイニング タケショク 大阪市北区 天神橋４－４－１　 飲食店 SL-2000-3580

炭火焼とりあいだ 大阪市北区 天神橋４－４－２０　エスエスビル１Ｆ１０１　 飲食店 ZN-0001-5930

meteor 大阪市北区 天神橋４－４－２０　エスエスビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5888

Deel 大阪市北区 天神橋４－４－２１　　 飲食店 ZN-2000-6100

寿司処まえ田 大阪市北区 天神橋４－５－１１　　 飲食店 ZN-0001-5856
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大衆酒場マルリキ天神橋四丁目店 大阪市北区 天神橋４－５－６ 飲食店 JS-0004-8033

扇町和庵青空 大阪市北区 天神橋４－７－１１ 飲食店 JS-0004-8856

ごますりちゃんこ 大阪市北区 天神橋４－７－１１　グリフォンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5534

無膳 福助 大阪市北区 天神橋４－７－１１　グリフォンビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-8587

ビストロ居酒屋 WAIKIKI 大阪市北区 天神橋４－８－１４　カウラナビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5421

焼肉どうらく天神橋四丁目店 大阪市北区 天神橋４－８－２３　　 飲食店 ZN-2000-7005

KEMURI 大阪市北区 天神橋４－８－２５　長田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5823

創作居酒屋 くつろぎ 大阪市北区 天神橋４－８－５　土井ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-8579

居酒屋ばんこ 大阪市北区 天神橋４－９－２　　 飲食店 ZN-2000-7434

串もん西屋 大阪市北区 天神橋５－１－１３　K'S アパートメント１Ｆ 飲食店 ZN-0001-5801

Pizzeria ＆ Bar Ricco 大阪市北区 天神橋５－１－５　　 飲食店 ZN-0001-5642

ホルモン肉五郎 大阪市北区 天神橋５－２－１４　　 飲食店 ZN-2000-7224

tsuboniwa 大阪市北区 天神橋５－２－８ 飲食店 JS-0002-0839

ホルモン串焼 丸高 大阪市北区 天神橋５－３－１９ 飲食店 JS-0002-1288

Solaio 大阪市北区 天神橋５－３－１９　四の倉天神橋２Ｆ 飲食店 ZN-0001-5937

ご馳走ね音 大阪市北区 天神橋５－３－２２　安田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6196

大衆酒場てんま 大阪市北区 天神橋５－３－５　　 飲食店 ZN-0001-6178

大衆ビストロオンズ 大阪市北区 天神橋５－３－５　上田ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6139

地鶏専門店マルエ 大阪市北区 天神橋５－３－９　　 飲食店 ZN-0001-5800

彩鶏どり 大阪市北区 天神橋５－４－１０　　 飲食店 ZN-0001-6223

割烹 加門 大阪市北区 天神橋５－４－５　管北ハイツ１０３ 飲食店 SL-2000-3374

野菜巻き串ともつ鍋 おくお 大阪市北区 天神橋５－４－９ 飲食店 JS-0004-6366

海老の世界 大阪市北区 天神橋５－５－２８　シェリブルー天神橋１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6253

ももふく［百福］ 大阪市北区 天神橋５－６－２　イセビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-0268

天ぷらとワイン大塩 天五横丁店 大阪市北区 天神橋５－６－２３ 飲食店 JS-0004-8116

寿司処ゑにし 大阪市北区 天神橋５－６－２３　一松食品センター１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6042

西屋天六店 大阪市北区 天神橋５－６－２３　一松食品センター内　 飲食店 ZN-0001-6213

バッテンよかとぉ天満店 大阪市北区 天神橋５－６－３３　天満タニイ建物ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7342

torico358 大阪市北区 天神橋５－６－９　２Ｆ 飲食店 JS-0002-7871

北海道知床漁場天神橋店 大阪市北区 天神橋５－７－１０　さかしん天神橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1873

飛夢坊偉 大阪市北区 天神橋５－７－１２　天五共栄ビル２０１　 飲食店 PK-0000-0653

串揚げ・串かつ五菜 大阪市北区 天神橋５－７－１９ 飲食店 JS-0000-8307

もつ焼えるびす 大阪市北区 天神橋５－８－２　　 飲食店 ZN-2000-7222

コキリ 大阪市北区 天神橋６－１－３０ 飲食店 JS-0000-8327

福好 大阪市北区 天神橋６－２－７　 飲食店 SL-2000-1556

旨い酒と肴 呑喜 大阪市北区 天神橋６－３－２６ 飲食店 JS-0000-8768

天ぷらとワイン大塩 天六レンガ通り店 大阪市北区 天神橋６－３－２６ 飲食店 JS-0004-8114

『熊の焼鳥』 大阪市北区 天神橋６－３－２６　レンガ通り　 飲食店 ZN-0001-6070

IslandField 大阪市北区 天神橋６－５－１２　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-6200

泰三屋 大阪市北区 天神橋６－５－３０ 飲食店 JS-0004-2525

JUNO 大阪市北区 天神橋６－５－４ 飲食店 JS-0004-4081

タイ料理 プリック 天満 大阪市北区 天神橋６－６－１１　エレガントビル大阪Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-5154

天星 大阪市北区 天神橋７－１０－９　レオン天神橋１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5730

沼田 大阪市北区 天神橋７－１０－９　レオン天神橋１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5841
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天神橋青木 大阪市北区 天神橋７－１２－１４　グレイシー天神橋１０８ 飲食店 JS-0001-3544

家呑み みずや 大阪市北区 天神橋７－１２－１４　グレーシィ天神橋１Ｆ 飲食店 JS-0003-2541

炭火焼鳥 とりだん天六店 大阪市北区 天神橋７－６－９ 飲食店 JS-0004-5317

大衆すし居酒天六 大阪市北区 天神橋７－７－８　　 飲食店 ZN-0001-6146

旬鮮美酒とめきち 大阪市北区 天満１－６－２６　ライフ天満１０１　 飲食店 ZN-2000-1602

焼肉一杯 大阪市北区 天満２－１－２７　桃井第二ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6807

寿し長栄 大阪市北区 天満２－１４－１１　　 飲食店 ZN-0001-5749

天満橋 藤かわ 大阪市北区 天満２－２－２１　ヒロビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9666

酒工房 大阪市北区 天満２－６－１９　ヤマタカビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5528

gucite 大阪市北区 天満２－７－１－１０２ 飲食店 JS-0002-7193

旬味 えがわ 大阪市北区 天満２－８－４　朝日プラザ天満橋１Ｆ 飲食店 JS-0003-0637

みやび亭 大阪市北区 天満３－６－１４ 飲食店 JS-0001-9287

吉鳥東天満店 大阪市北区 天満橋１－３－３　　 飲食店 ZN-0001-5875

鮨まつもと 大阪市北区 天満橋１－３－８　日宝ライフ東天満１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5674

鉄板居酒屋 介 JIRO 大阪市北区 天満橋１－４－１４　天満橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5608

肉処門 大阪市北区 天満橋２－１－７　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-3045

焼肉ホルモン坂上 大阪市北区 兎我野町１０－２０　藤田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5997

おこげもんじゃ田中 大阪市北区 兎我野町１０－６　平田第２レジャービル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6467

炭火を囲むわだ 大阪市北区 兎我野町１０－６　平田第２レジャービル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6469

炭焼き専門 ひととき 大阪市北区 兎我野町１０－６　平田第二レジャービル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6002

Mole 大阪市北区 兎我野町１１－１０　スイスビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6124

えんや 大阪市北区 兎我野町１１－１４　イチフジ興産ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5970

炭火焼肉 一兆 大阪市北区 兎我野町１１－１９　浪速ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4035

和牛炭焼き日本酒バル LUMP 大阪市北区 兎我野町１１－１９－１０１　　 飲食店 ZN-0001-6259

BAR JURA 大阪市北区 兎我野町１２－１５　丸一ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0458

魚彩 和 大阪市北区 兎我野町１２－１５　丸一ホテル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0374

餃子の山崎 大阪市北区 兎我野町１３－１１　相互レジャーセンタービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6234

okiumiya 大阪市北区 兎我野町１３－２　平田第１レジャービル１Ｆ 飲食店 ZN-2000-6854

炭火焼鳥 壱庵 大阪市北区 兎我野町１５－３ 飲食店 JS-0000-7648

COCOLO69 大阪市北区 兎我野町２－７ 飲食店 JS-0004-2940

酒楽いのうえ 大阪市北区 兎我野町３－２０　扇ビル２Ｆ 飲食店 SL-2000-7528

北海しゃぶしゃぶ 梅田店 大阪市北区 兎我野町３－２２　椿ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8602

TRICKIES 大阪市北区 兎我野町３－２２　椿ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-5604

dowithcafe 大阪市北区 兎我野町９－２３　聚楽ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5610

きち屋 南森町店 大阪市北区 東天満１－１０－１２　新日本天満ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-8314

LaKanro 大阪市北区 東天満１－２－３　金屋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3869

七福神 南森町 大阪市北区 東天満２－１０－２３　１Ｆ 飲食店 JS-0003-1771

たんたら西野 大阪市北区 東天満２－２－３　ダイアパレス南森町１Ｆ 飲食店 JS-0005-9313

大阪とらふぐの会プレミアム 大阪市北区 同心１－７－２　クリスタルアーク１１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4586

くいしん坊 大阪市北区 同心１－９－３ 飲食店 JS-0003-0043

おでん処 おずや 大阪市北区 同心２－１－２　１Ｆ 飲食店 JS-0003-7466

源兵衛天満本店 大阪市北区 同心２－１３－６　　 飲食店 ZN-0001-6142

焼肉 犀 大阪市北区 同心２－１－８ 飲食店 JS-0002-9068

炭火料理と地酒屋 まりも 大阪市北区 同心２－３－１３　松葉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-1290
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同心町和食瑞 大阪市北区 同心２－４－１３　ヴェール同心１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6444

酒処 たけ家 大阪市北区 同心２－４－１６ 飲食店 JS-0000-0448

スフィーダ lacima 大阪市北区 同心２－４－２５　T.D.M ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5703

浜焼太郎 大阪市北区 堂山町１０－１５　天神ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0991

鶏豚笑店 さっさ 大阪市北区 堂山町１０－１７－１　Ｈ＆Ｉビル堂山１Ｆ 飲食店 JS-0001-4631

創作居酒屋 男前 大阪市北区 堂山町１０－７　ステージジュエルビル１０３ 飲食店 JS-0003-0391

Swallow 大阪市北区 堂山町１０－７　ステージジュエルビル１０４　 飲食店 ZN-2000-3672

薪と炭の炙り焼きキッチンひろ 大阪市北区 堂山町１０－７　ステージジュエルビル１０５　 飲食店 ZN-0001-6258

炭割烹 誉 大阪市北区 堂山町１１－１４　那由多ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-5230

pitmasterVAMOS 大阪市北区 堂山町１－１２　雅ビル２Ｆ　　 飲食店 PK-0000-0032

酒場 リベリー 大阪市北区 堂山町１１－２　堂山山よしビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7455

昭和大衆ホルモン 梅田東通り店 大阪市北区 堂山町１－１５　　 飲食店 ZN-0001-5596

旬彩ダイニング 一歩 大阪市北区 堂山町１－２　R&E ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-1290

アミューズメントダイニング ボンボン 大阪市北区 堂山町１－２１　モンテビル３Ｆ 飲食店 JS-0003-9991

LUNO 大阪市北区 堂山町１－２１　モンテビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6512

ウーニーポンポンカウカウ 大阪市北区 堂山町１３－５　 飲食店 SL-2000-9448

焼鳥ひらい 大阪市北区 堂山町１－５　大阪合同ビル１Ｆ西　 飲食店 ZN-0001-6065

寿司一心 大阪市北区 堂山町１５－１２　　 飲食店 ZN-0001-5784

plelia 大阪市北区 堂山町１５－１５　鳳城ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6511

JAZZ・ON TOP 大阪市北区 堂山町１５－１７　梅田アクトスリー 飲食店 JS-0000-8925

京風 青山 大阪市北区 堂山町１５－１７　梅田アクトスリー２Ｆ 飲食店 JS-0003-1198

ここや 大阪市北区 堂山町１５－１７　梅田アクトスリー２Ｆ　 飲食店 PK-0000-1123

RELAX 大阪市北区 堂山町１５－２　関西中央ビル別館１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1564

SINASOS 大阪市北区 堂山町１６－１２　２Ｆ 飲食店 JS-0003-0090

肉 GARAGE 大阪市北区 堂山町１６－１３　堂山町ＭＤビル２　 飲食店 ZN-0001-6098

パフェ×酒パフェテリア Largo 大阪市北区 堂山町１６－１４　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-6172

COMRADE 大阪市北区 堂山町１６－１９　イワタ会館１０５　 飲食店 ZN-2000-2778

Wine Bar Sato 大阪市北区 堂山町１６－１９　イワタ会館２０７ 飲食店 JS-0002-2302

Victory 大阪市北区 堂山町１６－４　パールレジャービル１０２　 飲食店 ZN-2000-2435

ビストロ酒未来 大阪市北区 堂山町１６－４　パールレジャービル１０７・１０８　 飲食店 ZN-2000-4966

GReeeeNBANANA 大阪市北区 堂山町１６－４　パールレジャービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2280

LOL 大阪市北区 堂山町１６－４　パールレジャービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5655

Share 大阪市北区 堂山町１６－４　パールレジャービルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-1356

お好み・鉄板焼 堀川 大阪市北区 堂山町１７－１　FK ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7020

あんふぁん 大阪市北区 堂山町１７－１　FK ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-9866

AmusementBarRuby 大阪市北区 堂山町１７－１　FK ビル３Ｆ 飲食店 ZN-2000-2007

旬菜美食ダイニング 空 大阪市北区 堂山町１７－１　さくら堂山ビル４Ｆ 飲食店 JS-0002-4295

Berry 大阪市北区 堂山町１７－２　H&I ビルパークアベニュー２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0233

薩摩八郎堂山店 大阪市北区 堂山町１７－２０　　 飲食店 ZN-2000-2118

焼肉 Moo 大阪市北区 堂山町１７－２３　　 飲食店 ZN-0001-6256

まる八とり友 大阪市北区 堂山町１７－２４　FK レジャービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5762

りんご屋 大阪市北区 堂山町１７－３　ストークビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6690

達屋 大阪市北区 堂山町１７－５　　 飲食店 ZN-2000-0198

鶏家六角鶏 堂山店 大阪市北区 堂山町１８－１　大信東梅田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5644
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BARNOAH 大阪市北区 堂山町２－１０　K １ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3097

神戸あぶり牧場 東通り店 大阪市北区 堂山町２－１１　MK ビートルビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5815

龍の巣梅田店 大阪市北区 堂山町２－１６　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5879

龍の巣梅田店はなれ 大阪市北区 堂山町２－１６　２Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5880

FAB 大阪市北区 堂山町２－８　１Ｆ 飲食店 JS-0000-6693

BLOOM 大阪市北区 堂山町２－８　大扇レジャービル３０２　 飲食店 ZN-2000-3622

回転すし さかえ 阪急東通り店 大阪市北区 堂山町３－１２　ステージスカラブビル 飲食店 JS-0003-1680

肉炉端 BLOCK 大阪市北区 堂山町３－１３　梅田レインボープラザビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5560

蛸焼とおでんいけした 大阪市北区 堂山町３－１７　堂山町ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7473

天の戸／阿蘇山 大阪市北区 堂山町４－１２　白馬車ビル　　 飲食店 ZN-0001-4618

仙波 大阪市北区 堂山町４－１７　固城ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4631

焼肉どんどん 東通り店 大阪市北区 堂山町４－４　阪急東ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5699

やきとり居酒屋 DAIGOMI 大阪市北区 堂山町５－１４　梶川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6174

梅田明月館堂山店 大阪市北区 堂山町５－１７　　 飲食店 ZN-0001-5472

まだん阪急東通り店 大阪市北区 堂山町５－３　堂山タウンビル１～３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6093

博多 BARU 中村屋 大阪市北区 堂山町５－３　堂山タウンビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6094

Meat Camp 大阪市北区 堂山町５－４　ABC 観光ビル１・Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-5960

活さば問屋 大阪市北区 堂山町５－４　ABC 観光ビル１・Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5959

ONE PEACE 大阪市北区 堂山町６－１０　第２名門ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0232

炊き餃子川添 大阪市北区 堂山町６－１３　オーパビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6224

PUMPUPBAR 大阪市北区 堂山町６－１４　第１松栄会館２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1569

ARATA 大阪市北区 堂山町６－５　ペンギンスクエアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5928

北海道料理弁天別館 大阪市北区 堂山町６－９　弁天別館ビル 飲食店 SL-2000-0584

丸万寿司 堂山店 大阪市北区 堂山町７－１６ 飲食店 JS-0003-8551

LAMP 大阪市北区 堂山町７－１６　喜多八ビル１０７ 飲食店 JS-0000-2811

Barkokon 大阪市北区 堂山町７－１６　喜多八ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0457

幸福飯店 大阪市北区 堂山町７－１６－１０３ 飲食店 JS-0000-2686

SKOCEANS 大阪市北区 堂山町７－１８　伊勢屋ビル２０２ 飲食店 ZN-2000-2028

ここチキン 大阪市北区 堂山町７－１８　第一名門ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-2591

Azure 大阪市北区 堂山町７－２１　一番館ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4051

GLITTER 大阪市北区 堂山町７－２２　はやし源ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1566

創作ゆず料理ゆずの小町梅田店 大阪市北区 堂山町７－７　角庄ビル３Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1886

かるび家 梅田店 大阪市北区 堂山町７－７　角庄ビル７Ｆ　　 飲食店 ZN-0002-1871

個室ダイニング集・WAGOKORO 梅田店 大阪市北区 堂山町７－７　角庄ビル８Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-5466

MAXTHEHORMONE 大阪市北区 堂山町８－１０　　 飲食店 ZN-2000-5956

okitaya 大阪市北区 堂山町８－１０　Ｂ棟　　 飲食店 ZN-0001-6241

マショラ 大阪市北区 堂山町８－１２　２Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6193

おだいどこ じゅんちゃん 大阪市北区 堂山町８－１８　マツモトレジャービル１Ｆ１１０号 飲食店 JS-0005-1345

CAPSULE 大阪市北区 堂山町８－１８　マツモトレジャービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0794

Jcrown’s 大阪市北区 堂山町８－１８　マツモトレジャービル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3861

BAR 宗 大阪市北区 堂山町８－１８　霧島レジャービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0660

SHIFT 大阪市北区 堂山町８－１８　霧島レジャービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0664

globe 大阪市北区 堂山町８－１８　霧島レジャービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0665

トゥエンティーフォーセブン 大阪市北区 堂山町８－１８　霧島レジャービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3783
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メディアスペースジオフロント 大阪市北区 堂山町８－１８　霧島レジャービルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-1702

ビストロバード 大阪市北区 堂山町８－２３　サンヨ－会館２Ｆ　 飲食店 PK-0000-3547

味楽 大阪市北区 堂山町８－５ 飲食店 JS-0003-5170

ダイニングバー 楽都 大阪市北区 堂山町８－８　エイトレジャービル３Ｆ 飲食店 JS-0002-3961

炭火バルあじと 大阪市北区 堂山町９－２８　　 飲食店 ZN-0001-6050

マルブン おかざき 大阪市北区 堂島１－１－２０ 飲食店 JS-0000-7839

櫓鮨 大阪市北区 堂島１－１－２０ 飲食店 JS-0001-8431

堂じま上通り 大阪市北区 堂島１－１－２０　　 飲食店 ZN-0001-5616

WINE BAR Milles 大阪市北区 堂島１－１－２０　パールプラザ２０２　 飲食店 ZN-2000-0191

ぶろんれちゅ 大阪市北区 堂島１－１－２０　パールプラザ４Ｆ 飲食店 JS-0004-7911

ゆか都 大阪市北区 堂島１－１－２０　パールプラザビル３０２ 飲食店 JS-0001-8910

総作居酒屋 大和 大阪市北区 堂島１－１－２０　パールプラザビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5626

焼肉 さつま 大阪市北区 堂島１－１－２１　GOTS 北新地ビル３号館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5582

堂島グラッチェ 大阪市北区 堂島１－１－２１　GOTS 北新地ビル３号館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5632

BARSalon39 大阪市北区 堂島１－１－２１　GOTS 北新地ビル３号館５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1955

Casa tua Satoh 大阪市北区 堂島１－１－２１　MY ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-7661

和・ふらんす 神田川 大阪市北区 堂島１－１－２２ 飲食店 JS-0001-5698

博多女 大阪市北区 堂島１－１－２４　GOTS 北新地ビル５号館１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5597

Barossa 大阪市北区 堂島１－１－２４　GOTS 北新地ビル５号館４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6838

BarLounge 慈花 大阪市北区 堂島１－１－２４　GOTS 北新地ビル５号館５Ｆ 飲食店 ZN-2000-6009

DUEX 大阪市北区 堂島１－１－２４　GOTS 北新地ビル５号館Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4516

割烹小森 大阪市北区 堂島１－２－１１　山本ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3971

あみ焼きみよし 大阪市北区 堂島１－２－１３　翁ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7162

磯寿司 北新地店 大阪市北区 堂島１－２－１３　翁ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-2072

てっぱん 色彩 大阪市北区 堂島１－２－１４　小川第３ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-6228

かさね 大阪市北区 堂島１－２－１４　小川第３ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-8601

THEPARTY 大阪市北区 堂島１－２－１５　浜村サンプラザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5881

居酒屋 浜村 大阪市北区 堂島１－２－１５　浜村サンプラザビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9808

ブラックムース 大阪市北区 堂島１－２－１５　浜村サンプラザビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1828

七宝 大阪市北区 堂島１－２－１５　浜村サンプラザビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5787

ゆかり 大阪市北区 堂島１－２－１５　浜村サンプラザビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4281

BarPros 大阪市北区 堂島１－２－１５　浜村サンプラザビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-7532

まる一 大阪市北区 堂島１－２－１６　K'S ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6134

北新地起福 大阪市北区 堂島１－２－１７　大日ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5552

北新地 蟹善 大阪市北区 堂島１－２－１７　大日ビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-3405

炉端零 大阪市北区 堂島１－２－１７　大日ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5477

粋魚 むらばやし 大阪市北区 堂島１－２－１７　大日ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5612

大幸庵 玄 大阪市北区 堂島１－２－２　堂栄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2288

下桂茶屋月波上通り店 大阪市北区 堂島１－２－２１　三協ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6855

創彩空 大阪市北区 堂島１－２－２３　ベガアークビル　 飲食店 ZN-0001-6252

Bar 月 大阪市北区 堂島１－２－２３　ベガアークビル５Ｆ 飲食店 ZN-2000-2507

割烹うえの 大阪市北区 堂島１－２－２３　ベガア－クビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-0012

鉄板焼 誉 大阪市北区 堂島１－２－２３　田園ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-0508

割烹 秋やま 大阪市北区 堂島１－２－２３　田園ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-9719
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ゴロウキタシンチ 大阪市北区 堂島１－２－２３　田園ビル２Ｆ 飲食店 ZN-0001-6255

みゞ酉と旬料理時廣 大阪市北区 堂島１－２－２３　田園ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5850

北新地はし本 大阪市北区 堂島１－２－２３　田園ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6144

U’s inn 大阪市北区 堂島１－２－２３　田園ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2025

神田川 本店 大阪市北区 堂島１－２－２５ 飲食店 JS-0001-5696

EMI’S KITCHEN 大阪市北区 堂島１－２－２５　天野ビル４Ｆ 飲食店 JS-0002-4568

水炊き鶏坊 大阪市北区 堂島１－２－３０　　 飲食店 ZN-0001-5767

とり坊 大阪市北区 堂島１－２－３０　堂島上ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5594

和 榮屋 大阪市北区 堂島１－２－３０　堂島上ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5638

新八景 大阪市北区 堂島１－２－３１　小川第２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5734

リーガルバー 大阪市北区 堂島１－２－３１　第２小川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2224

五感割烹和井 大阪市北区 堂島１－２－３２　トヨタビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5720

一期一会香悦 大阪市北区 堂島１－２－３５　アートビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5658

割烹悦 大阪市北区 堂島１－２－３５　アートビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5653

ステーキハウス大和 大阪市北区 堂島１－２－３５　アートビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5657

ケモノミチの夜 大阪市北区 堂島１－２－７　パーマリィ・イン堂島３０２　 飲食店 ZN-2000-5859

BARMagicTime 大阪市北区 堂島１－２－７　パーマリィ・イン堂島４Ｆ 飲食店 ZN-2000-1170

B’s 大阪市北区 堂島１－２－７　パーマリィ・イン堂島５０１　 飲食店 ZN-2000-4653

アフロ 大阪市北区 堂島１－２－７　パーマリィ・イン堂島５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3636

AGENT 大阪市北区 堂島１－２－７　パーマリィ・イン堂島５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6687

酒菜 竹井 大阪市北区 堂島１－２－９ 飲食店 JS-0000-0254

周山 大阪市北区 堂島１－３－１　フタバビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5580

弘屋 大阪市北区 堂島１－３－１　二葉ビル３Ｆ 飲食店 SL-2000-9373

ミストフェリーズ 大阪市北区 堂島１－３－１　二葉ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0630

DEEP 大阪市北区 堂島１－３－１　二葉ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6857

鮨瀧本 大阪市北区 堂島１－３－１　二葉ビル３Ｆ３０３　 飲食店 ZN-0001-5918

OggiNovita 大阪市北区 堂島１－３－１　二葉ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5986

ステーキ アンド グリル ユニゾン 大阪市北区 堂島１－３－１４　堂島平八ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2812

Sky Dust 大阪市北区 堂島１－３－１４　堂島平八ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5117

北新地平八 大阪市北区 堂島１－３－１４　堂島平八ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5568

たけちゃん亭 大阪市北区 堂島１－３－１４　堂島平八ビル３Ｆ 飲食店 JS-0004-2924

上月 大阪市北区 堂島１－３－１４　平八ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-6834

ダイニングバー k’s 大阪市北区 堂島１－３－１４　平八ビル４Ｆ 飲食店 JS-0002-0474

酒肴人三昧人 大阪市北区 堂島１－３－１６　堂島メリーセンタービル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6289

とりなべ やまと 北新地 大阪市北区 堂島１－３－１６　堂島メリーセンタービル３Ｆ 飲食店 JS-0003-5130

焼鳥 やまと 北新地 大阪市北区 堂島１－３－１６　堂島メリーセンタービル４Ｆ 飲食店 JS-0001-9941

cugnette 大阪市北区 堂島１－３－１６　堂島メリーセンタービル４Ｆ 飲食店 SL-2000-9063

焼鳥 やまと 大阪市北区 堂島１－３－１６　堂島メリーセンタービル５Ｆ 飲食店 JS-0001-1965

北新地 五鉄 大阪市北区 堂島１－３－１７　スリーエイトビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4729

Magche 大阪市北区 堂島１－３－１７　スリーエイトビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-0819

とり焼き さじ 大阪市北区 堂島１－３－１７　スリーエイトビル３０１ 飲食店 JS-0001-6465

VISALIA － TAVERN 大阪市北区 堂島１－３－１７　スリーエイトビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1938

炭火焼ステーキ岡田 大阪市北区 堂島１－３－１９　２Ｆ 飲食店 SL-2001-0106

播磨屋龍泉堂 大阪市北区 堂島１－３－１９　薬師堂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5503
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寿し門司 大阪市北区 堂島１－３－１９　薬師堂ビル３Ｆ 飲食店 ZN-0001-5905

離宮 大阪市北区 堂島１－３－１９　薬師堂ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5906

08VIP 大阪市北区 堂島１－３－１９　薬師堂ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7179

Oy － de やす 大阪市北区 堂島１－３－１９　薬師堂ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6077

NewYorkGrill シャンパン食堂 大阪市北区 堂島１－３－２０　阪口ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5701

北新地うえはら 大阪市北区 堂島１－３－２０　天風ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5547

Atout 堂島 大阪市北区 堂島１－３－２０　天風ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5941

POPO 北新地店 大阪市北区 堂島１－３－２３　大阪屋北新地ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4003

石鍋料理健 大阪市北区 堂島１－３－２３　日宝北新地ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5843

旬鮮彩庵竹膳 大阪市北区 堂島１－３－２４　エスパス北新地２０　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5565

日本酒まつやま 大阪市北区 堂島１－３－２４　エスパス北新地２０　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0117

鶏人 大阪市北区 堂島１－３－２８　　 飲食店 ZN-0001-5541

鉄板焼と串アベ亭 大阪市北区 堂島１－３－２８　堂島センター１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6195

つばき 大阪市北区 堂島１－３－２８　堂島センター内　 飲食店 ZN-0001-5743

ル・フクロウ 大阪市北区 堂島１－３－２９　日宝新地レジャービル１Ｆ　 飲食店 JS-0003-1323

喰海 大阪市北区 堂島１－３－２９　日宝新地レジャービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5613

己知色 大阪市北区 堂島１－３－２９　日宝新地レジャービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4313

coral 大阪市北区 堂島１－３－２９　日宝新地レジャービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4615

TOMsmoke 大阪市北区 堂島１－３－２９　日宝新地レジャービル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5364

暖 大阪市北区 堂島１－３－２９　日宝新地レジャービル３Ｆ　 飲食店 JS-0000-3982

JIGGER 大阪市北区 堂島１－３－２９　日宝新地レジャービル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1570

堂島ビバーソ 大阪市北区 堂島１－３－２９　日宝新地レジャービル４Ｆ 飲食店 ZN-2000-1706

汎家 大阪市北区 堂島１－３－２９　日宝新地レジャービル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5786

D － tail 大阪市北区 堂島１－３－２９　日宝新地レジャービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5938

夢ん家 大阪市北区 堂島１－３－２９　日宝新地レジャービルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6017

イベリコヤ北新地店 大阪市北区 堂島１－３－３　西辻ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5911

北新地 眞海 大阪市北区 堂島１－３－３　北新地西辻ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7261

Pertica 大阪市北区 堂島１－３－３　北新地西辻ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5836

紅谷 大阪市北区 堂島１－３－３　北新地西辻ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5984

66 大阪市北区 堂島１－３－３　北新地西辻ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3008

I．ON 大阪市北区 堂島１－３－３　北新地西辻ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0283

THANKYOU39 大阪市北区 堂島１－３－３　北新地西辻ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4684

焼きふぐ優ふく北新地店 大阪市北区 堂島１－３－３３　新地萬年ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5913

おばんざい HARU 大阪市北区 堂島１－３－３３　新地萬年ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6085

天晴 大阪市北区 堂島１－３－３３　新地萬年ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6983

心屋 大阪市北区 堂島１－３－３３　新地萬年ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5753

とら娜 大阪市北区 堂島１－３－３３　新地萬年ビル４Ｆ 飲食店 JS-0003-0333

天ぷら 和 大阪市北区 堂島１－３－３３　新地萬年ビル４Ｆ 飲食店 JS-0005-1053

Cin・Cin 大阪市北区 堂島１－３－３３　新地萬年ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0301

青ノ BAR 或ルとき 大阪市北区 堂島１－３－３３　新地萬年ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4139

yozakura 大阪市北区 堂島１－３－３３　新地萬年ビルＢ２Ｆ 飲食店 JS-0000-0563

Kitashinchi141 大阪市北区 堂島１－３－３３　萬年ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4256

KONEKO 大阪市北区 堂島１－３－３３　萬年ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5925

味わい心 来海 大阪市北区 堂島１－３－３４　第２京松ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5926
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鮨わきた 大阪市北区 堂島１－３－３４　第２京松ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5578

北乃椿 大阪市北区 堂島１－３－３４　第２京松ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-6596

北新地小西 大阪市北区 堂島１－３－３４　第２京松ビル２Ｆ－Ｃ　 飲食店 ZN-0001-6193

BAR GAMI’S 大阪市北区 堂島１－３－３４　第２京松ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0085

PEROPEROBAR 大阪市北区 堂島１－３－３４　第２京松ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5809

MELANGE 大阪市北区 堂島１－３－３５　新陽第２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5617

三樹 大阪市北区 堂島１－３－３６　　 飲食店 ZN-0001-6071

おばた 大阪市北区 堂島１－３－３６　曾根崎ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4236

M 大阪市北区 堂島１－３－３９　第２二葉ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6102

中国料理 星華 大阪市北区 堂島１－３－３９　第２二葉ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-2181

北新地 はな柳 大阪市北区 堂島１－３－４　谷安ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5801

惣菜酒房 きままや 大阪市北区 堂島１－３－４　谷安ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9431

串料理 北銀扇 大阪市北区 堂島１－３－４　谷安ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5765

CARNEMANIA 大阪市北区 堂島１－３－４　谷安ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6182

TI － MA 大阪市北区 堂島１－３－４　谷安ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4687

肉料理 神谷 大阪市北区 堂島１－３－４　谷安ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-2832

割烹 味吉野 大阪市北区 堂島１－３－４　谷安ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-0147

ほりかわ 大阪市北区 堂島１－３－４　谷安ビル３Ｆ　 飲食店 JS-0004-3925

グランシャン 大阪市北区 堂島１－３－４　谷安ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5738

LaCaSaKudo 大阪市北区 堂島１－３－４　谷安ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6289

旬彩 千逢途 大阪市北区 堂島１－３－４　谷安ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6229

ステーキハウス風靡 大阪市北区 堂島１－３－４０　スタック堂島Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5523

しゃぶしゃぶダイニング壱 大阪市北区 堂島１－３－４０　スタック堂島Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6133

北新地てんり 大阪市北区 堂島１－３－８　　 飲食店 ZN-0001-6076

あや菜 大阪市北区 堂島１－３－８　堂島リンデンビル２０３　 飲食店 ZN-0001-5647

柳田 大阪市北区 堂島１－３－８　堂島リンデンビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6020

つぼキムチ 大阪市北区 堂島１－３－８　堂島リンデンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5805

北新地鉄板けん 大阪市北区 堂島１－３－８　堂島リンデンビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6123

SANGLERYOSHIMI 大阪市北区 堂島１－３－８　堂島リンデンビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2102

小椋 大阪市北区 堂島１－３－９　日宝堂島センター３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0126

源氏の夢 大阪市北区 堂島１－３－９　日宝堂島センター５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5537

呼福 大阪市北区 堂島１－３－９　日宝堂島センタービル１Ｆ 飲食店 JS-0001-4396

Kitashinchi141 大阪市北区 堂島１－３－９　日宝堂島センタービル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4255

ナッシュヴィル 大阪市北区 堂島１－３－９　日宝堂島センタービル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2367

ブロス 大阪市北区 堂島１－３－９　日宝堂島センタービル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0442

くまの家 大阪市北区 堂島１－３－９　日宝堂島センタービル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4373

RUMOR’S 大阪市北区 堂島１－３－９　日宝堂島センタービル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5727

OPUS 大阪市北区 堂島１－４－１０　岩伸 GALINA １Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4650

香幸凛 大阪市北区 堂島１－４－１０　岩伸 GALINA ３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6018

35 大阪市北区 堂島１－４－１０　岩伸 GALINA ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6225

海皇 大阪市北区 堂島１－４－２　ビールディング北新地　 飲食店 ZN-0000-0624

北新地穂の河 大阪市北区 堂島１－４－２　ビールディング北新地４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5459

新地肉割烹 PLATINUM3601 大阪市北区 堂島１－４－２　ビールディング北新地５Ｆ 飲食店 ZN-2000-5690

シュバルージュ 大阪市北区 堂島１－４－２　ビールディング北新地Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5605
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金まる屋 大阪市北区 堂島１－４－２０　第２ロイヤルビルディング１Ｆ　 飲食店 JS-0001-9806

HATSU 大阪市北区 堂島１－４－２０　第２ロイヤルビルディング１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5704

焼鳥みなみ 大阪市北区 堂島１－４－２０　第２ロイヤルビルディング４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6235

Bar hope 大阪市北区 堂島１－４－２３　北新地吉本ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0112

や満祢 大阪市北区 堂島１－４－２３　北新地吉本ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5474

賀茂ん 大阪市北区 堂島１－４－２３　北新地吉本ビル３Ｆ 飲食店 ZN-2000-2376

えん座 北新地店 大阪市北区 堂島１－４－２３　北新地吉本ビル４Ｆ 飲食店 JS-0003-9047

海匠 大阪市北区 堂島１－４－２４　堂島にしきビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5567

旭星 大阪市北区 堂島１－４－２４　堂島にしきビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2675

BarSTYLE 大阪市北区 堂島１－４－２６　玉家ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-6452

BAN － KARA 大阪市北区 堂島１－４－４　NJ ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6738

北新地はらみ別邸 大阪市北区 堂島１－４－６　　 飲食店 ZN-0001-6191

北新地伊庵 大阪市北区 堂島１－４－６　谷安ルナビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6202

ペグライン 大阪市北区 堂島１－４－６　谷安ルナビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5117

夢鉄砲北新地店 大阪市北区 堂島１－４－７　堂浜アネックスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5961

APIARIUM 大阪市北区 堂島１－４－７　堂浜アネックスビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5788

1484 大阪市北区 堂島１－４－７　堂浜アネックスビル４Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5687

AZAS 大阪市北区 堂島１－４－７　堂浜アネックスビル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2083

北新地 たゆたゆ 大阪市北区 堂島１－４－８　広ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6731

田田 大阪市北区 堂島１－４－８　広ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5469

北新地 縁 大阪市北区 堂島１－４－８　廣ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-8755

焼鳥 市松 大阪市北区 堂島１－５－１　エスパス北新地２３　１Ｆ 飲食店 JS-0000-6669

北新地 弧柳 大阪市北区 堂島１－５－１　エスパス北新地２３　１Ｆ 飲食店 JS-0001-0451

くらま 大阪市北区 堂島１－５－１　エスパス北新地２３　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5607

連 大阪市北区 堂島１－５－１　エスパス北新地２３　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0297

BAR 荻窪 大阪市北区 堂島１－５－１　エスパス北新地２３　５Ｆ 飲食店 JS-0002-1914

雅しゅとうとう 大阪市北区 堂島１－５－２　フェザービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5712

日本料理 かこみ 大阪市北区 堂島１－５－２５　エルセラーンホテル堂島 飲食店 JS-0000-3288

銀平はなれ 大阪市北区 堂島１－５－３０　堂島プラザビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5678

ジョウバラ 大阪市北区 堂島１－５－３５　堂島レジャービル４Ｆ 飲食店 JS-0000-9686

MAISON 大阪市北区 堂島１－５－３５　堂島レジャービル５Ｆ 飲食店 JS-0001-2961

ARGUS 北新地 大阪市北区 堂島１－５－３５　堂島レジャービル５Ｆ 飲食店 JS-0004-1754

北新地たゆたゆ DX 大阪市北区 堂島１－５－３５　堂島レジャービルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-2506

KJ 大阪市北区 堂島１－５－３５　日宝堂島レジャービル５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5269

仔牛 大阪市北区 堂島１－５－３７　堂島地田ビル３　１Ｆ 飲食店 JS-0003-7502

YASATANE 大阪市北区 堂島１－５－３７　堂島池田ビル３　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-3607

料理酒房 しょうち 北新地店 大阪市北区 堂島１－５－３８　マツイビル２・３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5525

日本料理 湯木 新店 大阪市北区 堂島１－５－３９　マルタビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-7959

Craftman 大阪市北区 堂島１－５－３９　小蝶ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6150

MAMMA MIA 大阪市北区 堂島１－５－４　はつ根ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0321

北新地 Chief 大阪市北区 堂島１－５－４　はつ根ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-6350

北新地 みなも 大阪市北区 堂島１－５－４　はつ根ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5660

まんとく 大阪市北区 堂島１－５－４０　　 飲食店 ZN-0001-5583

RestaurantURA 大阪市北区 堂島１－５－５　エスパス２５　 飲食店 ZN-0001-5810
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器楽 Dining π－ pai － 大阪市北区 堂島１－５－５　エスパス北新地２５　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6210

鉄板焼鳥ニワ 大阪市北区 堂島１－５－７　堂島グランドビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6285

花様西梅田店 大阪市北区 堂島２－１－１８　堂島 NS ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5804

中々 大阪市北区 堂島２－１－２　中村屋ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-5763

オステリアダパオロ 大阪市北区 堂島２－１－２４　アーバンスクエア１Ｆ 飲食店 SL-2000-1548

Charlotte 大阪市北区 堂島２－１－２７　桜橋千代田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0316

CHRONUS 大阪市北区 堂島２－１－３１　京阪堂島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-6621

豚匠堂島邸 大阪市北区 堂島２－１－３９　日食物産ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6254

和ダイニングゆめ咲小町 大阪市北区 堂島２－１－４０　新堂島ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6041

堂島河岸番外地 大阪市北区 堂島２－２－２　近鉄堂島ビルＢ１Ｆ 飲食店 AX-0000-0291

市岡 45 大阪市北区 堂島２－２－３３　RES 堂島１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6492

イタリア大衆食堂 堂島グラッチェ 大阪市北区 堂島２－２－３８　宝寿ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5760

VENISON 大阪市北区 堂島２－２－３８　宝寿ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6180

くすの木堂島店 大阪市北区 堂島２－３－３３ 飲食店 JS-0002-5073

出入橋助六 1 大阪市北区 堂島３－２－４　　 飲食店 PK-0000-1304

魚坐 大阪市北区 堂島３－２－６　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-6972

炉とマタギ堂島 大阪市北区 堂島３－４－１　　 飲食店 ZN-0001-4529

肉匠みつ平 大阪市北区 堂島浜１－１－１５　堂浜第２ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7182

堂島カフェ 大阪市北区 堂島浜１－１－１８　堂浜ビルディング１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5675

SLUSH 大阪市北区 堂島浜１－１－１８　堂浜ビルディングＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-3715

はまじま 大阪市北区 堂島浜１－１－８ 飲食店 JS-0002-1824

リストランテリナッシェレドウジマ 大阪市北区 堂島浜１－１－８　　 飲食店 ZN-2000-7451

canni sienne 北新地 大阪市北区 堂島浜１－３－１６　ナカニシビル４Ｆ 飲食店 ZN-0001-6048

まほろば 大阪市北区 堂島浜１－３－１６　ナカニシ堂島ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5954

Salon Du KUMA3 大阪市北区 堂島浜１－３－１６　ナカニシ堂島ビル５Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5966

ファイブ北新地 大阪市北区 堂島浜１－３－１８　堂島セントラルビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6088

肉彩 一歩 大阪市北区 堂島浜１－３－２２　ビル・堂島タウン１Ｆ 飲食店 JS-0000-4598

かっぽう庵 江上 大阪市北区 堂島浜１－３－２２　ビル・堂島タウン１Ｆ 飲食店 JS-0001-4699

瑞英 大阪市北区 堂島浜１－３－２２　ビル・堂島タウン１Ｆ 飲食店 JS-0004-3710

神威 大阪市北区 堂島浜１－３－２２　ビル・堂島タウン５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6795

料理屋 九 大阪市北区 堂島浜１－４－４　アクアフォンターナ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5481

紅紅南森町店 大阪市北区 南森町１－４－１９　サウスホレストＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6078

トラットリア ニコ 大阪市北区 南森町２－１－１８ 飲食店 SL-2000-9090

りょうりやしるべえ 大阪市北区 南森町２－２－１３　　 飲食店 ZN-2000-1007

APGRILL 大阪市北区 南森町２－４－３６　　 飲食店 ZN-0001-6161

錦厨 大阪市北区 南扇町７－２７　TTH 東梅田１Ｆ 飲食店 JS-0002-7788

韓国料理 ソウル 大阪市北区 梅田１－１１－４　大阪駅前第４ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9038

バールワン 大阪市北区 梅田１－１１－４　大阪駅前第４ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-2477

たこ焼酒場 しん家 大阪市北区 梅田１－１１－４　大阪駅前第４ビルＢ１Ｆ－５０ 飲食店 JS-0002-6377

大衆酒場マルリキ 第 4 ビル店 大阪市北区 梅田１－１１－４　大阪駅前第４ビルＢ２Ｆ－２２ 飲食店 JS-0004-2091

シンガネ 大阪市北区 梅田１－１１－５　大阪駅前第４ビルＢ２Ｆ 飲食店 JS-0003-6488

インドレストラン ヒマラヤ 大阪市北区 梅田１－１－２　大阪駅前第２ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-6076

MPRIME 大阪市北区 梅田１－１－３　大阪駅前第３ビル３２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1976

牛若丸 大阪市北区 梅田１－１－３　大阪駅前第３ビル３２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2022
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丸力 大阪市北区 梅田１－１－３　大阪駅前第３ビルＢ１Ｆ　 飲食店 JS-0001-9151

天ぷら・鉄板焼酒場 しん家 大阪市北区 梅田１－１－３　大阪駅前第３ビルＢ１Ｆ　 飲食店 JS-0002-6596

出雲そば飛庵 大阪市北区 梅田１－１－３　大阪駅前第３ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5722

梅田酒場 H 大阪駅前第 3 ビル店 大阪市北区 梅田１－１－３　大阪駅前第３ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6021

田ごと 大阪市北区 梅田１－１－３　大阪駅前第３ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6112

花こよみ 大阪市北区 梅田１－１－３　大阪駅前第３ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6188

ワインとオマール海老の店 UOMO 大阪市北区 梅田１－１－３　大阪駅前第３ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5292

とん 大阪駅前第 3 ビル店 大阪市北区 梅田１－１－３　大阪駅前第 3 ビルＢ２Ｆ 飲食店 AX-0000-0303

天ぷらスタンド大塩 第三ビル店 大阪市北区 梅田１－１－３　大阪駅前第 3 ビルＢ２Ｆ 飲食店 JS-0004-8111

バール ガルゴッタ 大阪市北区 梅田１－１－３　大阪駅前第３ビルＢ２Ｆ　 飲食店 JS-0000-5248

ベビーブレス 梅田店 大阪市北区 梅田１－１－３　大阪駅前第３ビルＢ２Ｆ　 飲食店 JS-0004-4909

酒蔵 呑 大阪市北区 梅田１－１－３　大阪駅前第３ビルＢ２Ｆ　 飲食店 JS-0004-5936

アリラン 大阪市北区 梅田１－１－３　大阪駅前第３ビルＢ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5708

照 大阪市北区 梅田１－２－２　大阪駅前第２ビル 飲食店 ZN-2000-2086

あしか 大阪市北区 梅田１－２－２　大阪駅前第２ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-6891

すし 魚貴 大阪市北区 梅田１－２－２　大阪駅前第２ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9941

鉄板串酒場 しん家 大阪市北区 梅田１－２－２　大阪駅前第２ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0002-6334

立食焼肉 一穂 第二ビル店 大阪市北区 梅田１－２－２　大阪駅前第２ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-1000

どんがめ梅田 大阪市北区 梅田１－２－２　大阪駅前第２ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-6971

アリラン第 2 ビル店 大阪市北区 梅田１－２－２　大阪駅前第２ビルＢ２Ｆ 飲食店 ZN-0001-5837

すたんど若桜 大阪市北区 梅田１－３－１　　 飲食店 ZN-0001-5554

北新地 屯舎 大阪市北区 梅田１－３－１　大阪駅前第１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0398

湖崎オプティカル眼鏡部 大阪市北区 梅田１－３－１　大阪駅前第１ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2844

オープンドア 大阪市北区 梅田１－３－１　大阪駅前第１ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5504

萬願亭 大阪市北区 梅田１－３－１　大阪駅前第１ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-5259

今井きしょう 大阪市北区 梅田１－３－１　大阪駅前第１ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9840

北北新地 大阪市北区 梅田１－３－１　大阪駅前第１ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-6105

インド料理 ミラ 大阪市北区 梅田１－３－１　大阪駅前第１ビルＢ２Ｆ 飲食店 JS-0000-6121

伊達屋 大阪市北区 梅田１－３－１　大阪駅前第１ビルＢ２Ｆ 飲食店 JS-0001-5856

la sow 大阪市北区 梅田１－３－１　大阪駅前第１ビルＢ２Ｆ 飲食店 JS-0002-0852

鞄ヤ 大阪市北区 梅田１－３－１　大阪駅前第１ビルＢ２Ｆ 飲食店 JS-0003-5613

大衆酒場 マルリキ 大阪市北区 梅田１－３－１　大阪駅前第１ビルＢ２Ｆ 飲食店 JS-0003-5972

神戸萩原珈琲店梅田店 大阪市北区 梅田１－８－１６　ヒルトンプラザイースト５Ｆ 飲食店 JS-0004-7831

大阪 聘珍樓 大阪市北区 梅田１－８－１６　ヒルトンプラザイースト７Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4558

京都つる家茶房 大阪市北区 梅田１－８－１６　ヒルトンプラザイーストＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-6434

ニユートーキヨー 第一生命ビル 大阪市北区 梅田１－８－１７　大阪第一生命ビルディングＢ２Ｆ　 飲食店 AX-0000-0292

バリラックス ザ ガーデン  梅田 大阪市北区 梅田１－９－２０　大阪マルビル３Ｆ　 飲食店 SL-2000-0510

四川料理 御馥 大阪マルビル本店 大阪市北区 梅田１－９－２０　大阪マルビル８Ｆ 飲食店 SL-2000-8861

串焼 BAR 美留土 大阪市北区 梅田２－１－１４　梅田２丁目阪神ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-0676

イグカフェ 大阪市北区 梅田２－２－２　ヒルトンプラザウエスト３Ｆ 飲食店 JS-0003-6709

大和屋 三玄 大阪梅田店 大阪市北区 梅田２－２－２　ヒルトンプラザウエスト５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6733

吟梅田店 大阪市北区 梅田２－２－２　ヒルトンプラザウエスト５Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7448

BuenaLaCarne 大阪市北区 梅田２－２－２　ヒルトンプラザウエストＢ２Ｆ 飲食店 ZN-2000-6622

XEX WEST 大阪市北区 梅田２－２－２２　ハービスエント７Ｆ 飲食店 JS-0001-0359
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焼栄 大阪市北区 梅田２－４－４３　　 飲食店 ZN-0001-5775

和翔栄 大阪市北区 梅田２－４－４３　浪漫倶楽部ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-5948

梅田ホルモン堂なかと 大阪市北区 梅田２－４－４３　浪漫倶楽部ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7519

播鳥西梅田店 大阪市北区 梅田２－４－４３　浪漫倶楽部ビル２０１ 飲食店 ZN-2000-7407

相撲茶屋 寺尾 大阪市北区 梅田２－４－６ 飲食店 JS-0005-9217

中華居酒屋 女児紅 大阪市北区 梅田３－４－５　毎日新聞ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0006-0042

炭美酒菜 一馬力 大阪市北区 浮田１－３－１４　浮田ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-3469

肉匠ろうす亭 大阪市北区 浮田１－５－２６　　 飲食店 ZN-0001-6080

狸狸亭 北梅田店 大阪市北区 豊崎１－１－６ 飲食店 JS-0001-3974

かわ原 大阪市北区 豊崎２－４－２１　　 飲食店 ZN-0001-6037

神戸あぶり牧場北梅田 大阪市北区 豊崎２－４－２４　　 飲食店 ZN-0001-6192

博多味処いろは梅田店 大阪市北区 豊崎２－４－２４　　 飲食店 ZN-0002-1777

mus 大阪市北区 豊崎３－１０－２　I ＆ F 梅田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0035

八重福 大阪市北区 豊崎３－１０－２　I ＆ F 梅田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6005

センバキッチン中津店 大阪市北区 豊崎３－１４－９　　 飲食店 ZN-0001-5876

肉 ’sKitchen きたうち 大阪市北区 豊崎３－１５－１６　　 飲食店 ZN-0001-6039

上海厨房 大阪市北区 豊崎３－１５－１９ 飲食店 JS-0005-4148

串樽 大阪市北区 豊崎３－１５－１９　東洋東ビル　 飲食店 ZN-0001-6079

楽从 大阪市北区 豊崎３－４－１０ 飲食店 JS-0002-5196

ラ・バルカッチャ 大阪市北区 豊崎３－５－１７　　 飲食店 ZN-0001-5672

板前焼肉一笑中津店 大阪市北区 豊崎３－５－１７　　 飲食店 ZN-0001-6006

やきとりまたたび 大阪市北区 豊崎３－６－１１　エイトビル１０３　 飲食店 ZN-0001-6221

和 藤もと 大阪市北区 豊崎３－６－１１　エイトビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2526

沁ゆうき にのま 大阪市北区 豊崎３－６－８　TO ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-9199

KOKOYUMA ぐらんぱ 大阪市北区 豊崎４－３－１ 飲食店 JS-0002-0345

海千山千番長 中津店 大阪市北区 豊崎５－７－１６ 飲食店 JS-0004-2435

China Dining 迦羅求羅 大阪市北区 豊崎５－７－８ 飲食店 JS-0003-2574

焼肉いろり 大阪市北区 本庄東１－１２－１８ 飲食店 JS-0000-1869

東茶屋 なかむら 大阪市北区 本庄東１－２５－８ 飲食店 JS-0005-1905

Mojito 7 大阪市北区 本庄東１－３－５ 飲食店 JS-0000-1458

Warm 大阪市北区 本庄東１－６－１５　　 飲食店 ZN-0001-5825

OldiesBarff 大阪市北区 本庄東１－７－１７　　 飲食店 ZN-2000-2773

大阪豚しゃぶの会天六店 大阪市北区 本庄東２－１－４　三友プロトビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-6092

榮華亭天神橋本店 大阪市北区 本庄東２－３－３１　　 飲食店 ZN-0001-5500

ノワ・ド・ココ 大阪市北区 本庄東２－５－３２ 飲食店 JS-0002-8226

アージョ 大阪市北区 末広町３－１９　大西ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-3413

四季喰のむら 大阪市北区 野崎町１－２２　日宝扇町ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-6203

コズミックダイナー 大阪市北区 野崎町９－１３　　 飲食店 ZN-2000-3301

Person’sdream 大阪市北区 野崎町９－１３　梅田扇町通ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3302

コンネ 大阪市北区 与力町２－１１　フォルテ南森町１０１ 飲食店 JS-0001-6818

恵 大阪市北区 与力町２－８ 飲食店 JS-0001-3850

炭焼呑処 うまとら 大阪市北区 浪花町１－１７　外川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5910

創作酒房なかなか 大阪市北区 浪花町１－２２　　 飲食店 ZN-0001-6007

日本料理 豹紋 大阪市北区 浪花町３－１２ 飲食店 JS-0004-0279
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［大阪市北区（飲食店）］

加盟店名 所在地 ジャンル

clochette．83 大阪市北区 浪花町３－２ 飲食店 JS-0002-5157

令和 大阪市北区 浪花町４－１２ 飲食店 JS-0005-0168

居酒屋 マルタ 大阪市北区 浪花町４－１４ 飲食店 JS-0004-7810

山はしる 大阪市北区 浪花町５－２ 飲食店 JS-0005-4364


