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［大阪市港区］

加盟店名 所在地 ジャンル

焼肉まえだ 大阪市港区 磯路１－１－１７　　 飲食店 ZN-0001-7363

なかよし家 大阪市港区 磯路１－３－１９－１０２号 飲食店 JS-0002-3399

焼鳥おばんざい ゆうじ 1972 大阪市港区 磯路２－６－９　赤丸マンション１Ｆ 飲食店 JS-0000-6585

黒毛和牛焼肉一市岡店 大阪市港区 磯路３－８－２４　　 飲食店 ZN-0001-7345

三先肉焼屋 大阪市港区 三先１－１０－３４　　 飲食店 ZN-0001-7303

とりだん 市岡店 大阪市港区 市岡１－４－２４ 飲食店 JS-0004-3919

廉家 大阪市港区 市岡元町３－１１－３３ 飲食店 JS-0000-3252

炭火焼みくりん坊 大阪市港区 市岡元町３－１－１４　　 飲食店 ZN-2000-6645

松庵まえ川 大阪市港区 市岡元町３－５－１８　　 飲食店 ZN-0001-7218

美味彩菜たんぽぽ大阪港店 大阪市港区 築港３－６－１６　　 飲食店 ZN-0001-7264

モリ家 大阪市港区 築港３－８－５　　 飲食店 ZN-0001-7269

紀州 大阪市港区 築港４－２－１５ 飲食店 JS-0004-2959

千両寿司 大阪市港区 築港４－２－３ 飲食店 JS-0004-1373

玄家 大阪市港区 築港４－３－２１　　 飲食店 ZN-0001-7298

ほっ TO すれ Bar 大阪市港区 波除３－１－２０　ディズプラザ１Ｆ 飲食店 JS-0001-8152

居酒屋まんま。 大阪市港区 波除３－２－１１　１Ｆ　　 飲食店 ZN-2000-5597

ぶんちゃん 大阪市港区 波除３－３－１５　　 飲食店 ZN-2000-1715

AKASHIYA 大阪市港区 波除３－３－６　　 飲食店 PK-0000-4052

すし活 大阪市港区 波除３－５－１６ 飲食店 JS-0001-6955

松栄丸 大阪市港区 波除３－５－１６　　 飲食店 ZN-0001-7215

BARAROMA 大阪市港区 波除３－８－１１　コアロード 2000　１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0753

七人の盗賊 大阪市港区 波除３－８－１８　　 飲食店 ZN-0001-7195

ダイニングキッチン 盗賊の隠れ家 大阪市港区 波除３－８－１９　　 飲食店 ZN-0001-7191

焼肉レストラン 威威 大阪市港区 波除３－８－２０ 飲食店 JS-0000-0063

味味 大阪市港区 八幡屋１－１０－１６ 飲食店 JS-0000-4982

千吉寿司 大阪市港区 八幡屋２－６－１　　 飲食店 ZN-0001-7311

Cafe ＆ Brasserieo10 大阪市港区 弁天１－２－１　アートホテル大阪ベイタワー２Ｆ 飲食店 JS-0003-8495

鶴橋風月弁天町店 大阪市港区 弁天１－２－２　大阪ベイタワーイースト３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6346

吉鳥弁天町店 大阪市港区 弁天２－１－８　弁天コーポ１０５ 飲食店 ZN-0001-7323

ふぐ克 大阪市港区 弁天４－１１－２４　　 飲食店 PK-0000-0334

多古安 大阪市港区 夕凪１－１５－５ 飲食店 JS-0000-1977

栄鮓 大阪市港区 夕凪１－３－２２ 飲食店 JS-0001-3240

やきとりみなみ 大阪市港区 夕凪１－７－３１　　 飲食店 ZN-2000-3485

鶏爛漫朝潮橋店 大阪市港区 夕凪２－１８－１３　　 飲食店 ZN-0001-7199

まちの自転車店リコ 市岡店 大阪市港区 磯路１－１－１８　磯路１Ｆ ショッピング JS-0002-3087

天保山ギャラリー 大阪市港区 海岸通１－１－１０　天保山マーケットプレイス３Ｆ ショッピング SL-2000-9144

日進ゴルフ 大阪市港区 三先１－１０－２７ ショッピング JS-0004-8237

クルン株式会社 大阪市港区 波除５－１０－８　 ショッピング SL-2000-6296

ハヤシ 大阪市港区 弁天４－４－１　　 ショッピング PK-0000-0146

パティオーク 大阪市港区 弁天４－７－１３　グラン・ボヌール１Ｆ ショッピング JS-0003-4456
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まるとみクリーニング ライフ弁天町店 大阪市港区 磯路１－９－２５　ライフ弁天町店２Ｆ サービス JS-0004-8185

さくら美容室 CHOKIchoki 大阪市港区 磯路３－８－２４　　 サービス ZN-0002-9905

Hair Salon Ace 大阪市港区 三先２－１３－２１　マキビル１Ｆ サービス JS-0002-3453

まるとみクリーニング 関西スーパー市岡店 大阪市港区 市岡２－４－３０ サービス JS-0005-5928

朝潮橋駅前薬局 大阪市港区 池島１－１－１８ サービス JS-0000-6241

さくら美容室天保山店 大阪市港区 築港３－７－１９－１１０　　 サービス ZN-0002-9914

Hair ＆ Make plaisir 大阪市港区 波除２－１１－２２　フローレットＳ サービス JS-0002-9015

Hair ＆ MakeLee 弁天町店 大阪市港区 波除２－５－３　富士プラザ２中央１Ｆ　 サービス ZN-0003-0248

EYELASH　SALON　Ang 大阪市港区 波除３－１－１７　アスティナ弁天町５０３　 サービス PK-0000-8105

美容室 ヘアーマジック 大阪市港区 弁天２－１－８　弁天コーポ１Ｆ サービス JS-0000-9052

カラオケライブ 弁天町駅前店 大阪市港区 波除３－１－２０ エンターテインメント JS-0003-0607

制服のフォーム 大阪市港区 夕凪２－２－２２　 その他 SL-2000-2486


