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肉師じじい 大阪市都島区 御幸町１－２－３１　ボックスビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2023

焼肉入来 大阪市都島区 善源寺町２－８－２２　　 飲食店 ZN-0001-7739

カウ・ハウス 大阪市都島区 中野町２－１５－５　朝日プラザ大宝１０８号 飲食店 JS-0005-8105

華中苑 大阪市都島区 中野町４－１２－１ 飲食店 JS-0004-7417

鉄板焼め組 大阪市都島区 中野町４－１５－２２　桜宮ハイツ　 飲食店 ZN-2000-2192

三福園 大阪市都島区 中野町４－１５－２３ 飲食店 JS-0005-8337

アジアンダイニング 怡心 大阪市都島区 中野町５－３－２３ 飲食店 JS-0000-7657

フランス料理 まるしげ 大阪市都島区 都島中通２－２６－８ 飲食店 JS-0003-6202

桶家乃隠居 大阪市都島区 都島中通３－５－４ 飲食店 JS-0005-8763

海千山千番長 京橋北店 大阪市都島区 都島南通２－４－２４　１Ｆ 飲食店 JS-0004-6514

旬菜酒房 くにこし 大阪市都島区 都島南通２－４－２５ 飲食店 JS-0001-9459

鮓きずな 大阪市都島区 都島南通２－４－９　藤美ハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7689

鉄板酒家おかえり 大阪市都島区 都島南通２－５－２４－２０３　 飲食店 ZN-2000-4330

鉄板 dining もら 大阪市都島区 都島北通１－１－１２　都島岡本マンション１０２　 飲食店 ZN-0001-7731

串処 一龍 大阪市都島区 都島北通１－３－２１ 飲食店 JS-0003-1475

トリヤ ココロイヤル 大阪市都島区 都島北通１－４－２９　１Ｆ 飲食店 JS-0005-5864

旨いもんやつかさ 大阪市都島区 都島北通２－１－２９　　 飲食店 ZN-0001-7766

酒高蔵＆ COVO 大阪市都島区 都島本通１－６－１　 飲食店 SL-2000-6307

焼鳥凡僧 都島店 大阪市都島区 都島本通１－６－１８　２Ｆ 飲食店 JS-0001-5492

彩鳥亭 大阪市都島区 都島本通２－１６－１４ 飲食店 JS-0002-5454

琉球バル いちゃりば 大阪市都島区 都島本通２－６－１０　１Ｆ 飲食店 JS-0004-3777

活ふぐ料理新徳 大阪市都島区 都島本通２－６－１１　大東産業ビル　 飲食店 ZN-0001-7682

浜焼き串カツ GOKIGEN 大阪市都島区 都島本通２－９－１０ 飲食店 JS-0005-8612

BUZZ 大阪市都島区 都島本通３－１６－４　パルハイツ１０２ 飲食店 JS-0002-9843

紀の国屋くっす～ 大阪市都島区 都島本通３－２２－１７　　 飲食店 ZN-0001-7713

KITETSU 大阪市都島区 都島本通３－２４－１８ 飲食店 JS-0002-7388

焼肉うのう都島店 大阪市都島区 都島本通３－２７－７　　 飲食店 ZN-0001-7688

いごっそー 大阪市都島区 都島本通３－２７－９　　 飲食店 ZN-0001-7772

インド料理 ナンタラ 大阪市都島区 都島本通３－２８－２　 飲食店 SL-2000-3779

美ら島真心 大阪市都島区 都島本通３－３－２９ 飲食店 JS-0004-8504

煙・もくもく飛騨・七輪 大阪市都島区 都島本通４－２２－８　　 飲食店 ZN-0001-7684

ほっこり家 大阪市都島区 東野田町１－１３－３　　 飲食店 ZN-0001-7679

寿司バール 漁祭 京橋店 大阪市都島区 東野田町１－１５－１０　京橋 SK ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4572

アンティカトラットリア クロノ 大阪市都島区 東野田町１－１５－１３ 飲食店 JS-0003-6840

福福 京橋店 大阪市都島区 東野田町１－１５－１４ 飲食店 JS-0004-5708

すし 陵 大阪市都島区 東野田町１－１６－１２　京橋クイーンハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7749

オーガニックの店旬彩ダイニング Manna 大阪市都島区 東野田町１－１７－２７　１Ｆ 飲食店 JS-0001-3383

純 大阪市都島区 東野田町１－１７－２７　ロイヤル雅東野田１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7698

とり揚げと日本酒つかふき屋 大阪市都島区 東野田町１－１８－９　　 飲食店 ZN-0001-7743

鉄板食堂 EF 大阪市都島区 東野田町１－２０－１２　共栄京橋センタービル１０１ 飲食店 JS-0001-2468
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ホテイヤロッジ camp kitchen 大阪市都島区 東野田町１－２－１　京阪高架下Ｋぶらっと内 飲食店 JS-0001-6395

馬肉料理 りょう馬 大阪市都島区 東野田町１－２１－１０　パークサイドビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-3441

炭焼 Parks なないろ 大阪市都島区 東野田町１－２１－１４　ニュー若杉ビル　 飲食店 ZN-0001-7717

浜焼太郎京橋店 大阪市都島区 東野田町１－２１－８　都島エンビィハイム１Ｆ 飲食店 JS-0001-9448

TERRE － a － S 大阪市都島区 東野田町１－３－１２　 飲食店 SL-2001-0216

うなぎ串料理 う頂天 大阪市都島区 東野田町１－５－１　　 飲食店 ZN-2000-7362

やきとり家すみれ京橋店 大阪市都島区 東野田町１－５－２０　久豊ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7775

BREEZIN’ 大阪市都島区 東野田町１－５－２０　久豊ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7691

お好み鉄板焼き とんぼ 大阪市都島区 東野田町２－２－３　４Ｆ 飲食店 JS-0000-0594

博多もつ鍋まぁる 京橋店 大阪市都島区 東野田町２－２－３　湯浅ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-7355

旬ごはんとお酒 三心 大阪市都島区 東野田町２－３－５　パークサイドビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3044

なかの家京橋店 大阪市都島区 東野田町２－４－２０　三井住友銀行京阪京橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7680

アグレカフェ・ザ・テラス 大阪市都島区 東野田町２－７－１２　タワーレジデンス１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7738

大阪焼肉ホルモンふたご京橋店 大阪市都島区 東野田町２－８－２　久豊二番館１・２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5448

炭火焼みや澤 東野田店 大阪市都島区 東野田町２－８－８　平石ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-5114

京橋ビーフスタイルあか里 大阪市都島区 東野田町２－９－１１　 飲食店 SL-2000-7082

とり銀京橋店 大阪市都島区 東野田町２－９－１２　　 飲食店 ZN-0001-7734

昭和大衆ホルモン 京橋店 大阪市都島区 東野田町３－１０－１０　　 飲食店 ZN-0001-7697

韓国バル ハラペコ 大阪市都島区 東野田町３－１０－１９　サンピアザビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9848

栄鮓京橋店 大阪市都島区 東野田町３－１０－１９　サンピアザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7677

丸安 大阪市都島区 東野田町３－１１－１３　　 飲食店 ZN-0001-7726

KIRIVE 大阪市都島区 東野田町３－１１－１６　３Ｆ　 飲食店 PK-0000-2157

魚八商店京橋店 大阪市都島区 東野田町３－１１－１９　　 飲食店 ZN-0001-7704

かしわ本舗とりいし京橋店 大阪市都島区 東野田町３－１１－２０　　 飲食店 PK-0000-1728

diningspaceAnela 大阪市都島区 東野田町３－１１－２０　　 飲食店 ZN-2000-7488

まぐろ一徹京橋店 大阪市都島区 東野田町３－１１－９　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7719

お気軽焼肉正 大阪市都島区 東野田町３－１２－１０　１・２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0387

真骨頂京橋店 大阪市都島区 東野田町３－１２－１１　　 飲食店 ZN-0001-7732

イナズマスタンド 大阪市都島区 東野田町３－１２－１１　日祥ビル１０１　 飲食店 ZN-2000-5579

うまいもんいわたや 大阪市都島区 東野田町３－１２－１１　日祥ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7771

BarSalondeAthena 大阪市都島区 東野田町３－１２－２１　　 飲食店 ZN-2000-3770

DiningBarLARME 大阪市都島区 東野田町３－１２－３　１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2501

Dining Space Atria 大阪市都島区 東野田町３－１２－３　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1676

Beetle 大阪市都島区 東野田町３－１－３　JOREN ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3898

焼肉龍良 大阪市都島区 東野田町３－１３－１３ 飲食店 JS-0004-7670

PACHA 大阪市都島区 東野田町３－１３－２５ 飲食店 JS-0001-8251

牛もつどて鍋 まつい亭 大阪市都島区 東野田町３－１３－６ 飲食店 JS-0001-3849

ゆずの小町京橋店 大阪市都島区 東野田町３－２－９　シャンパンビルディング２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1896

ちっちり京橋店 大阪市都島区 東野田町３－２－９　シャンパンビルディング３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1897

赤鶏はるか 大阪市都島区 東野田町３－２－９　筒井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7760

ほてい寿司 本店 大阪市都島区 東野田町３－４－１８ 飲食店 JS-0000-0284

駅前酒場 もつ焼き もつ煮込み 松井 大阪市都島区 東野田町３－５－１ 飲食店 JS-0005-5601

赤のれん 京橋店 大阪市都島区 東野田町３－５－１０ 飲食店 JS-0000-2967

赤のれん 京橋店 2F 大阪市都島区 東野田町３－５－１０　２Ｆ 飲食店 JS-0002-1949
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Cafedecrie 大阪市都島区 東野田町３－７－１５　野村ビル１－Ａ　 飲食店 ZN-2000-3893

RICHMAN 本店 大阪市都島区 東野田町３－７－１７　　 飲食店 ZN-0001-7756

WEST．F 大阪市都島区 東野田町３－７－８　第２野村ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0208

焼肉レストラン 松井 大阪市都島区 東野田町３－８－１ 飲食店 JS-0001-1589

HEVENSKITCHEN BOOST 大阪市都島区 東野田町３－８－２　吉川ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-6634

avenir 大阪市都島区 東野田町３－８－２　京橋吉川ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3478

焼肉十八番 大阪市都島区 東野田町４－２－１６　　 飲食店 ZN-0001-7692

銀座いち五 大阪市都島区 東野田町４－５－４３　　 飲食店 PK-0000-0279

御馳走 よし春 大阪市都島区 東野田町４－５－４４　スイレンマンション１Ｆ 飲食店 JS-0001-3183

DaAlice 大阪市都島区 東野田町４－７－２７　　 飲食店 ZN-0001-7765

龍の巣京橋店 大阪市都島区 東野田町４－９－１３　　 飲食店 ZN-0001-7730

とりだん 京橋店 大阪市都島区 東野田町４－９－１８ 飲食店 JS-0004-0137

てっちり・もつ鍋太っ腹 大阪市都島区 東野田町５－１－２２　　 飲食店 ZN-0001-7699

昭和大衆ホルモン京橋 2 号店 大阪市都島区 東野田町５－２－４　　 飲食店 ZN-0001-7703

葵 大阪市都島区 東野田町５－６－７ 飲食店 JS-0000-2236

勝大京橋店 大阪市都島区 東野田町５－７－１－１０４　 飲食店 ZN-0001-7722

蛸焼き炭火 満家京橋店 大阪市都島区 東野田町５－７－１３ 飲食店 JS-0005-0398

イタリア酒場 京橋 ORA 大阪市都島区 東野田町５－７－９　石井ビル２Ｆ　 飲食店 SL-2000-3987

やきとり正や京橋店 大阪市都島区 東野田町５－８－１０　　 飲食店 ZN-0001-7733

LOVE ＆ 29 京橋 大阪市都島区 東野田町５－８－１８　　 飲食店 ZN-0001-7725

CAMEL DINER 京橋店 大阪市都島区 東野田町５－９－３ 飲食店 JS-0002-6869

トリワイン PIKOSHHHU 大阪市都島区 東野田町５－９－６　飯沼マンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7723

DANS LE CIEL 大阪市都島区 片町１－７－１９　都島フレールビル１０２　 飲食店 ZN-2000-0080

鉄板 福山 大阪市都島区 片町２－１０－１５　林ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2980

Brodo 大阪市都島区 片町２－１０－６　SAKRAS 城Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0005-0330

旬ごはん ほのぼの 大阪市都島区 片町２－１１－２０ 飲食店 JS-0001-1454

播鳥京橋店 大阪市都島区 片町２－１１－２２　　 飲食店 ZN-0001-7715

旬和食と天麩羅京風おでん 大森 大阪市都島区 片町２－１１－２４　大阪シティホテル京橋１Ｆ 飲食店 JS-0005-2044

みつば 大阪市都島区 片町２－１１－４　パティオ京橋１Ｆ－Ａ 飲食店 JS-0003-6349

九州うまか京橋 大阪市都島区 片町２－４－５　京橋駅前ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1911

鶏っく京橋店 大阪市都島区 片町２－４－５　京橋駅前ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1884

寿司処 翔海 大阪市都島区 片町２－４－５　京橋駅前ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-0259

DINING 歌舞季 大阪市都島区 片町２－５－４　千寿プラザ１２０２ 飲食店 JS-0001-4259

鉄板居酒屋 OHANA 大阪市都島区 片町２－５－４　千寿プラザ２０１ 飲食店 JS-0001-6270

炭火焼みや澤 大阪市都島区 片町２－５－４　千寿プラザ３Ｆ 飲食店 JS-0004-5169

四万十家 大阪市都島区 片町２－５－４　千寿プラザ４Ｆ 飲食店 JS-0004-5115

てんぷら酒場純 大阪市都島区 片町２－５－７　ロッソ京橋３Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7740

海鮮おどりや市場 京橋店 大阪市都島区 片町２－６－１１　 飲食店 SL-2001-1654

リッチマン片町店 大阪市都島区 片町２－６－１１　Ｂ１F　 飲食店 ZN-0001-7744

一準 大阪市都島区 片町２－６－２　クローバービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7700

base 大阪市都島区 片町２－６－２　クローバービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7696

FINGERFIVE 大阪市都島区 片町２－６－４　みかどビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7716

匠とり金 大阪市都島区 片町２－６－９　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7761

アルナーチャラム 1 大阪市都島区 片町２－７－２１ 飲食店 JS-0002-5640
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はしま 大阪市都島区 片町２－７－２１ 飲食店 JS-0003-0854

BEGLAD 大阪市都島区 片町２－７－２１　　 飲食店 ZN-0001-7678

シェフ ’S キッチン ポルナレフ 大阪市都島区 片町２－７－２１　片町ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-4924

和ダイニングひで 大阪市都島区 片町２－７－２５　アンシャンテビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-7745

CICICAB 大阪市都島区 片町２－７－５４ 飲食店 JS-0001-1909

呑み喰い處 土佐 にしむら 大阪市都島区 片町２－７－５４　前田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7701

肉匠 六感 大阪市都島区 片町２－８－１１ 飲食店 JS-0001-0261

居酒屋 月うさぎ 大阪市都島区 片町２－８－１３　植田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-4738

旬菜 ぼちぼち 大阪市都島区 片町２－９－１２　１Ｆ 飲食店 JS-0000-6911

味楽亭 大阪市都島区 毛馬町２－３－１５　　 飲食店 ZN-0001-7690

廻鮮鮨ととぎん都島店 大阪市都島区 友渕町２－１５　ベルファ２－１０２　 飲食店 ZN-0001-7681

食堂カフェ potto 都島店 大阪市都島区 友渕町２－８－３１　 飲食店 SL-2000-6737

イタリアンレストラン モンテプリモ 大阪市都島区 友渕町２－８－７　ロイヤルハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1665

ジェネシス・グラッシーズ 大阪市都島区 善源寺町２－３－２３　１Ｆ ショッピング JS-0001-8684

伊坂サイクル 大阪市都島区 大東町１－８－２５　　 ショッピング PK-0000-1409

メガネのアイ・ワールド 大阪市都島区 大東町２－２２－１０ ショッピング JS-0003-5650

オプティコ モダ 大阪市都島区 中野町４－８－１８　 ショッピング SL-2000-9954

SAORI 大阪 大阪市都島区 中野町５－１３－４　タワープラザアベニュー１Ｆ ショッピング JS-0002-9839

トクラ 大阪市都島区 都島南通２－１４－２７　 ショッピング SL-2000-7143

アルマジロ 大阪市都島区 都島南通２－１４－２９　井戸端ステーション１Ｆ ショッピング SL-2000-3068

スポーツタイガー 都島店 大阪市都島区 都島北通１－１－６ ショッピング JS-0000-4711

メガネサロン TWIN 大阪市都島区 都島北通２－１－２５　　 ショッピング ZN-0002-5111

三千円メガネ 都島店 大阪市都島区 都島本通１－３－１７ ショッピング JS-0001-4588

美園ふとん店 大阪市都島区 都島本通３－２０－１０　　 ショッピング ZN-2000-4941

都島コンタクト 大阪市都島区 都島本通３－２４－７－１０１ ショッピング JS-0002-1637

さくら書店 大阪市都島区 都島本通３－２８－６ ショッピング JS-0000-1848

エフクオーレ都島店 大阪市都島区 都島本通３－２８－８　kei ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-8138

京橋テッパン食堂 EF 大阪市都島区 東野田町１－２０－１２　共栄京橋センタービル１Ｆ ショッピング JS-0003-5752

ナカガイクライミングジム 京橋店 大阪市都島区 東野田町１－２－１　第１５７－３ ショッピング JS-0001-0424

アプローチ 大阪店 大阪市都島区 東野田町１－５－１ ショッピング JS-0005-4665

ビデオの鉄人 びしゃもんてん 大阪市都島区 東野田町３－１１－１０ ショッピング JS-0001-6822

甲陽電設配管工具 大阪市都島区 東野田町４－４－４　　 ショッピング ZN-0002-6059

石松眼鏡店 大阪市都島区 東野田町５－２－３０　エイコービル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-0822

うわさのチーズケーキハマダリア 大阪市都島区 東野田町５－７－１　 ショッピング SL-2000-7422

暮らしの服ベルプラス 内代店 大阪市都島区 内代町２－４－１２　関西スーパー内代店内 ショッピング JS-0003-9698

スマホ RisE 大阪市都島区 片町２－６－１１　庄司ビル５０２ ショッピング SL-2000-6413

MM SELECT STORE 大阪市都島区 片町２－７－２１　天業ビル ショッピング JS-0003-5675

PROTY 大阪市都島区 片町２－８－１ ショッピング JS-0003-2658

エヌスタジオ セラピエール 大阪市都島区 片町２－９－２４　Ｎビル３Ｆ ショッピング JS-0000-0088

バラエティ 101 都島店 大阪市都島区 友渕町２－１３－３４　ベルファ都島３Ｆ ショッピング JS-0001-9959

バラエティ 101 都島店 大阪市都島区 友渕町２－１３－３４　ベルファ都島３Ｆ ショッピング JS-0005-9244

ニコニコレンタカー都島御幸町店 大阪市都島区 御幸町１－８－４　ホームアリーナ内 サービス JS-0002-5778

フルール動物病院 大阪市都島区 御幸町１－９－１１　バル御幸１Ｆ サービス JS-0003-4048

GAJINoww 大阪市都島区 高倉町１－１３－５　高倉第２コーポ１０５　 サービス ZN-0003-0299
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Hair Salon Ars 大阪市都島区 高倉町１－１４－１５　佐伯第１コーポラス１Ａ サービス JS-0004-0558

Altirest hair 大阪市都島区 高倉町１－２－１７　リッチモンド３０ サービス JS-0001-9942

ベルアミ 大阪市都島区 高倉町１－４－１４　 サービス SL-2000-9931

OZONE works 2co 大阪市都島区 高倉町１－７－２－１０１ サービス JS-0000-4434

HAIR Vivo － corte 大阪市都島区 善源寺町１－５－１８－３０１ サービス JS-0004-1235

ぷらす整骨院 せぶん 大阪市都島区 善源寺町１－５－４８　大東北ビル１Ｆ サービス JS-0003-1100

eNRiccabyPina 大阪市都島区 善源寺町２－２－２２　メディカルモール２Ｆ　 サービス ZN-2000-7490

ぷらす鍼灸整骨院 大阪市都島区 善源寺町２－８－２０ サービス JS-0003-1099

ぷらす整骨院 桜ノ宮院 大阪市都島区 中野町４－１５－２ サービス JS-0003-1112

ぷらす整骨院 中通院 大阪市都島区 都島中通１－１－１０ サービス JS-0003-1108

ハートン動物病院 大阪市都島区 都島中通２－２５－１０ サービス JS-0001-2074

プラス 大阪市都島区 都島北通１－１３－１１　　 サービス ZN-0003-0318

hair salon NAGOMI 大阪市都島区 都島北通１－１４－２　サンロイヤル都島本通１０１ サービス JS-0001-8334

HEAVENLY 大阪市都島区 都島北通１－１５－２１ サービス JS-0000-7808

NOA 都島店 大阪市都島区 都島北通１－３－２４ サービス JS-0003-7184

ひまわり幼稚園 都島店 大阪市都島区 都島北通１－４－３０ サービス JS-0002-7794

わん子ん家 ひまカフェ 大阪市都島区 都島北通１－４－３０ サービス JS-0002-7795

h － pure 都島店 大阪市都島区 都島北通１－４－３０ サービス JS-0002-7797

ニコニコレンタカー 都島駅前 大阪市都島区 都島北通１－４－３２ サービス JS-0002-6119

都島本通りどうぶつ病院 大阪市都島区 都島本通１－１－１８　大倉ビル１Ｆ サービス JS-0003-4152

Hairsalon Bi ー ne 都島店 大阪市都島区 都島本通１－３－１５ サービス JS-0004-9714

ピーナ都島店 大阪市都島区 都島本通１－６－１１　　 サービス ZN-0002-9924

ATELIERGAJIN 大阪市都島区 都島本通１－６－１８　　 サービス ZN-0002-7156

SIELLA 大阪市都島区 都島本通１－７－２　サンハイツ都１Ｆ サービス JS-0000-9034

マルゼン薬局 消防署前店 大阪市都島区 都島本通３－１－１　山形ビル１Ｆ サービス JS-0000-2131

salon de un bijou 大阪市都島区 都島本通３－１７－１５　サンパレス都島２０１ サービス JS-0003-8015

moc 大阪市都島区 都島本通３－２４－２３　グラングレース都島１Ｆ サービス JS-0005-2768

マルゼン薬局本通店 大阪市都島区 都島本通３－２６－２２ サービス JS-0000-4249

TONAIelan 大阪市都島区 都島本通３－２８－５　　 サービス ZN-0003-0301

にゃん子ん家 都島店 大阪市都島区 都島本通３－２８－７ サービス JS-0002-7796

にゃん子ん家 大阪市都島区 都島本通３－２８－７ サービス JS-0005-7160

Hair アンド Life SHARE 大阪市都島区 都島本通３－４－１６　　 サービス ZN-0002-9930

マルゼン薬局 大阪市都島区 都島本通３－９－４ サービス JS-0000-2123

ヘアーメイク EXE フェリーチェ 大阪市都島区 都島本通５－１０－２３　アルファコート１Ｆ サービス JS-0000-5873

JILL 大阪市都島区 東野田町１－１４－１　パレ豊和ビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0297

GIEN 大阪市都島区 東野田町１－１４－３　第７東経ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0295

Mia ＇ s Beauty ＆ Relaxation 大阪市都島区 東野田町１－２０－２１　リバティステージ１０１ サービス SL-2001-0155

marl． 大阪市都島区 東野田町２－２－１６　ビラ六曜舎２Ｆ　 サービス SL-2000-3598

サワディバンコク 大阪市都島区 東野田町２－２－２０　永井ビル３Ｆ サービス JS-0003-1703

ecoulerbeaute 大阪市都島区 東野田町２－３－１２　ワタヤラベンダービル７０１ サービス JS-0004-1556

ALEGREbyunopulir 大阪市都島区 東野田町２－３－１９　MFK 京橋駅前ビル４Ｆ　 サービス ZN-0003-0304

l’ange 大阪市都島区 東野田町２－３－２６　サトウビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0321

IVYUnopulir 大阪市都島区 東野田町２－７－１０　エスティメゾン京橋１０１　 サービス ZN-0003-0302

IVYvilla 大阪市都島区 東野田町２－７－１１　タワーレジデンス１Ｆ　 サービス ZN-0003-0308
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ROMEO 京橋 大阪市都島区 東野田町２－８－１３　１Ｆ　 サービス ZN-0003-0317

Defi 大阪市都島区 東野田町２－８－３１　　 サービス ZN-0003-0323

Hair ＆ MakeLee．moca 京橋店 大阪市都島区 東野田町２－９－２３　晃進ビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0306

ロココ京橋店 大阪市都島区 東野田町２－９－２３　晃進ビル３Ｆ　 サービス ZN-2000-3794

IVY 大阪市都島区 東野田町２－９－２３　晃進ビル８Ｆ　 サービス ZN-0003-0316

FERIA 京橋 大阪市都島区 東野田町２－９－２３　晃進ビルＢ１Ｆ　 サービス ZN-0003-0312

nail salon SOU 京橋店 大阪市都島区 東野田町２－９－７　K ２ビル６０５ サービス JS-0001-7532

roubu 大阪市都島区 東野田町４－１－１０－１０５ サービス JS-0004-0154

emma 京橋 大阪市都島区 東野田町４－７－２０　I'S ビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0311

アルボ 京橋店 大阪市都島区 東野田町４－９－１９　村浜ビルディング５Ｆ サービス JS-0003-6155

プラスワン 京橋店 大阪市都島区 東野田町５－２－３０　エイコービル１Ｆ サービス JS-0004-8312

マルゼン薬局 京橋店 大阪市都島区 東野田町５－９－３０ サービス JS-0000-2130

Dears 京橋店 大阪市都島区 片町２－６－１３　ARC 京橋５Ｆ サービス JS-0005-8527

カットハウス シュ・ヴゥ 大阪市都島区 片町２－８－４　１Ｆ サービス JS-0003-1456

ピーナ毛馬店 大阪市都島区 毛馬町１－８－２１　　 サービス ZN-0002-9925

SEIYOSHA ベルファ都島 大阪市都島区 友渕町２－１３－３４ サービス JS-0003-7078

アベニュー 都島店 大阪市都島区 友渕町２－１３－３４　１Ｆ サービス JS-0000-1433

カラオケルーム うたばか 大阪市都島区 都島北通１－１－１５　３Ｆ エンターテインメント JS-0000-9995

桜宮ゴルフクラブ 大阪市都島区 中野町２－３－２３ その他 JS-0003-3096

AOR 大阪市都島区 中野町２－３－２３ その他 JS-0005-8097

ぱぴぷぺっと 大阪店 大阪市都島区 都島本通４－２２－５ その他 JS-0002-6583

8proud 京橋店 大阪市都島区 東野田町２－２－１０　２Ｆ その他 JS-0005-9511

コンタクトレンズギャラリー京橋店 大阪市都島区 東野田町２－９－１２　松和京橋第２ビル１Ｆ その他 SL-2001-1904

ILCHI BRAIN YOGA 京橋 大阪市都島区 東野田町２－９－２３　晃進ビル３ＦＡ その他 JS-0003-3004


