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［大阪市浪速区］

加盟店名 所在地 ジャンル

K － Story 大阪市浪速区 稲荷１－６－１　　 飲食店 ZN-0001-7629

こばや JR なんば店 大阪市浪速区 稲荷１－６－１　シャトー湊町１Ｆ 飲食店 JS-0002-0443

ヨンウ家 大阪市浪速区 塩草２－２－１　　 飲食店 ZN-2000-5833

すし処まさる 大阪市浪速区 下寺２－３－１０　　 飲食店 ZN-0001-7539

中国料理 福星楼 大阪市浪速区 恵美須西１－２－４　魁ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1923

福笑家 大阪市浪速区 恵美須東１－１２－１２　山庄ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6433

TSURUGI 新世界本店 大阪市浪速区 恵美須東１－１３－１４　　 飲食店 ZN-0001-7386

からから亭新世界店 大阪市浪速区 恵美須東１－１４－７　　 飲食店 ZN-0001-7625

いろは 大阪市浪速区 恵美須東１－１６－１１ 飲食店 JS-0005-2255

さかな屋六鮮新世界店 大阪市浪速区 恵美須東１－１７－７　コーラルリーフビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7538

ワイン＆鉄板ダイニング Hirotaka 大阪市浪速区 恵美須東１－２２－１　１Ｆ 飲食店 JS-0003-5552

韓国居酒屋晴 大阪市浪速区 恵美須東１－２２－５　　 飲食店 ZN-0001-7632

お好み焼 大阪市浪速区 恵美須東２－１－１５　　 飲食店 ZN-0001-7624

串かつバイキング大統領 大阪市浪速区 恵美須東２－１－１７　　 飲食店 ZN-0001-7589

回転寿司六鮮 大阪市浪速区 恵美須東２－１－２６　　 飲食店 ZN-0001-7592

壱番別館 大阪市浪速区 恵美須東２－２－８　サニーコート１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7526

つり吉 大阪市浪速区 恵美須東２－３－１４　新世界ジャンボ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7602

なにわ八圓 大阪市浪速区 恵美須東２－４－１０　　 飲食店 ZN-0001-7522

横綱 大阪市浪速区 恵美須東２－４－１１　　 飲食店 ZN-0001-7530

じゃんじゃん大西屋 大阪市浪速区 恵美須東２－４－１５　　 飲食店 ZN-0001-7532

串かつじゃんじゃん 大阪市浪速区 恵美須東２－４－１６　　 飲食店 ZN-0001-7585

美味苑 大阪市浪速区 恵美須東２－４－２ 飲食店 JS-0003-3071

朝日 大阪市浪速区 恵美須東２－４－７　　 飲食店 ZN-0001-7529

炉端焼きいるり 大阪市浪速区 恵美須東２－４－７　　 飲食店 ZN-0001-7596

名代鶴亀家 大阪市浪速区 恵美須東２－５－２　　 飲食店 ZN-0001-7528

ぎふや本家 大阪市浪速区 恵美須東２－５－９　　 飲食店 ZN-0001-7579

壱番 大阪市浪速区 恵美須東２－６－１　パインフィールドビル１・２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7527

七福 大阪市浪速区 恵美須東２－６－２１ 飲食店 JS-0000-7922

味の大丸 大阪市浪速区 恵美須東３－１－１５　　 飲食店 ZN-0001-7533

ふじやま 大阪市浪速区 恵美須東３－２－１９　　 飲食店 ZN-2000-5336

大西屋ジャンジャン横丁店 大阪市浪速区 恵美須東３－３－１１　　 飲食店 ZN-0001-7531

居酒屋 春 大阪市浪速区 恵美須東３－４－１ 飲食店 JS-0002-2380

ひだまり 大阪市浪速区 元町１－２－２７　　 飲食店 ZN-0001-7540

武漢熱干面 Juan 大阪市浪速区 元町１－５－２４　シャトー豊田１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7635

しゃかりき 432 難波元町店 大阪市浪速区 元町２－８－９　難波ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7120

フラッシュバック 大阪市浪速区 元町３－１０－１７　難波竹立ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-2574

焼肉舌ぴん 大阪市浪速区 元町３－１１－１７　アーバンスペース元町１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7603

明洞 大阪市浪速区 元町３－１－１９　　 飲食店 ZN-0001-7546

Vitti Cucina 大阪市浪速区 元町３－４－１　泉ハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0000-7370

ふぐ料理 しらかわ 大阪市浪速区 元町３－８－１２ 飲食店 JS-0000-0415
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やきにく CHAN 大阪市浪速区 幸町１－１－１１　クライスビル３　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7551

MICASADECO ＆ CAFE 大阪市浪速区 幸町１－２－８　Minatomachi82bld. １Ｆ 飲食店 JS-0004-5055

Jammy 大阪市浪速区 幸町１－３－６　エクセル道頓堀西１０２　 飲食店 ZN-0001-7628

福助 大阪市浪速区 幸町１－４－３　　 飲食店 ZN-2000-5739

Trattoria ALBERO 大阪市浪速区 幸町２－２－３０ 飲食店 SL-2000-0264

旬菜 大阪市浪速区 幸町２－３－１４　沢村マンション１Ｆ 飲食店 JS-0002-8566

焼肉酒家じげん 大阪市浪速区 幸町２－３－７　桜川レヂデンス２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7554

鉄板 kitchen DAI 大阪市浪速区 幸町３－３－５　幸町河野ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-7555

彦家 大阪市浪速区 幸町３－７－１２　１Ｆ 飲食店 JS-0000-0189

そば切り治太夫 大阪市浪速区 幸町３－８－１５　　 飲食店 ZN-0001-7560

八百屋とごはんうらや本店 大阪市浪速区 桜川１－１－２８　三宝ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-7599

貴鶏屋 桜川店 大阪市浪速区 桜川２－１－１９　桜川 Zenshin BLD １Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7569

お好み焼さざれ 大阪市浪速区 桜川２－２－２３　　 飲食店 ZN-0001-7581

cafebarS ＆ K 大阪市浪速区 桜川２－６－２３　宝ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7604

居酒屋 七福 大阪市浪速区 桜川３－１－２８　脇田１号館２Ｆ 飲食店 JS-0003-2559

S・EBISUCAFEBAR 大阪市浪速区 戎本町１－３－３５　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7593

有川家 居酒屋華 大阪市浪速区 戎本町１－７－１　シャルム日商１０３ 飲食店 JS-0002-2922

焼肉一正 大阪市浪速区 大国２－１－１６　パインブルックマンション１０５　 飲食店 ZN-0001-7562

佐海屋 旭 大阪市浪速区 難波中１－１０－４　南海野村ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-3766

鉄板焼ゑびす 大阪市浪速区 難波中１－１－１０ 飲食店 JS-0001-6330

焼肉 Q ちゃん 大阪市浪速区 難波中１－１１－８　サウスなんばビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7631

まるや精肉店 大阪市浪速区 難波中１－１２－１２ 飲食店 JS-0005-1913

六角鶏 難波 2 号店 大阪市浪速区 難波中１－１５－２３　難波清覚ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7534

こことり 大阪市浪速区 難波中１－１５－３　　 飲食店 ZN-0001-7578

餃子酒場 あめみや 大阪市浪速区 難波中１－１５－４　　 飲食店 ZN-0001-7606

スペインバル MASSA 大阪市浪速区 難波中１－１７－１１　フレイザーレジデンス１Ｆ 飲食店 JS-0002-7723

昭和ロマンス酒場難波 大阪市浪速区 難波中１－４－１１　　 飲食店 ZN-2000-5164

居酒屋 なかよし 難波店 大阪市浪速区 難波中１－５－２　タカタビル１・２Ｆ 飲食店 JS-0000-5752

炉ばたつぼ 大阪市浪速区 難波中１－６－２５　幸福相互ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7544

海空 大阪市浪速区 難波中１－８－１１　中野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-7061

蛸焼とおでん 友の 大阪市浪速区 難波中１－８－１３　松榮ナンバビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5316

焼鶏だんな 大阪市浪速区 難波中１－９－６　宮守ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-8301

極味やなんば店 大阪市浪速区 難波中２－１０－２５　なんばこめじるし８番 飲食店 SL-2001-1565

堂島グラッチェなんば店 大阪市浪速区 難波中２－１１－１　　 飲食店 ZN-0001-7607

三豊麺 なんば日本橋店 大阪市浪速区 難波中２－１－２３ 飲食店 JS-0004-7836

二次元カラオケ喫茶 大阪市浪速区 難波中２－２－２１　志ビル３Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2898

大阪カオマンガイカフェ 1 大阪市浪速区 難波中２－４－１４　　 飲食店 PK-0000-0521

Nan Nan BAR Gotta 大阪市浪速区 難波中２－６－２１ 飲食店 JS-0005-8535

ReichoL 大阪市浪速区 難波中２－７－７　ナンバ FK ビル１Ｆ 飲食店 SL-2000-3701

地酒蔵大阪 難波店 大阪市浪速区 難波中２－８－８０ 飲食店 JS-0005-9049

Over　The　Over 大阪市浪速区 難波中２－８－８６　国枝ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-6554

虎ばん 大阪市浪速区 難波中２－８－９５　　 飲食店 ZN-0001-7614

旬のおばんざい 地酒のはぜやん 大阪市浪速区 難波中３－１４－５　新日本１Ｆ 飲食店 JS-0004-4344

からから苑 大阪市浪速区 難波中３－１６－１４　２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5389
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フランス料理店 草月 大阪市浪速区 難波中３－１７－２２ 飲食店 JS-0000-6052

しゃぶしゃぶ桜 本店 大阪市浪速区 難波中３－１７－５　昭和グランドハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0000-4432

炭焼き居酒屋 一風雷蔵 難波店 大阪市浪速区 難波中３－３－３　　 飲食店 ZN-0001-7550

ちろり 大阪市浪速区 難波中３－４－１１　ダイワ難波ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7609

T4cafeNamba 大阪市浪速区 難波中３－６－３ 飲食店 JS-0005-4988

てんぷらやさん 大阪市浪速区 難波中３－７－８　難波リーガルハウス１０５　 飲食店 ZN-0001-7548

AnnaColorsCoffee 大阪市浪速区 日本橋３－４－１０－１Ｆ　ホテルヒラリーズ内　 飲食店 ZN-2000-3173

コミックバスター 日本橋店 大阪市浪速区 日本橋３－６－２２　布谷ビル６Ｆ 飲食店 JS-0004-0267

神戸牛みやび日本橋本店 大阪市浪速区 日本橋３－６－２６　　 飲食店 ZN-0001-7621

RacingBar100R 大阪市浪速区 日本橋４－１１－２　 J.Bridge ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2993

POPiDCafe 大阪市浪速区 日本橋４－１－１９　ベルエアー日本橋３Ｆ 飲食店 JS-0001-3872

メイドカフェ じゅぴたー 大阪市浪速区 日本橋４－７－２６　ワンダー３ビル４Ｆ 飲食店 JS-0000-7257

Milk cafe 大阪市浪速区 日本橋５－１２－３　盛岡ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0401

アンジェール 大阪市浪速区 日本橋５－１８－２４　日本橋５ビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4134

barsakenoma 大阪市浪速区 日本橋西１－２－９　油谷ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7566

匠の細麺 つるとんたん 大阪市浪速区 敷津西２－１－１１　　 飲食店 ZN-0001-7561

のんでよしたべてよしうまいもん誠三朗 大阪市浪速区 敷津西２－１－１１　　 飲食店 ZN-0001-7586

炭火焼き とりとりこ 大阪市浪速区 敷津西２－１－１６　１Ｆ 飲食店 JS-0003-5109

ソウル焼肉 大阪市浪速区 敷津西２－１５－２　　 飲食店 ZN-0001-7573

ぢどり亭大国町店 大阪市浪速区 敷津西２－２－２　なんなんタウン双葉プラザ１０１ 飲食店 JS-0003-6800

居酒屋なかよし 大国町店 大阪市浪速区 敷津西２－３－１２　レジタンス大国１０２ 飲食店 JS-0003-8862

イタリアン＆ BAR アトリエ 大阪市浪速区 敷津西２－４－４　大国町青山ビル別館１Ｆ 飲食店 JS-0002-0502

オルケスタ 大阪市浪速区 敷津東１－２－１２ 飲食店 JS-0001-5072

板前居酒屋ゆうや 大阪市浪速区 敷津東２－２－８　　 飲食店 ZN-0001-7574

貴鶏屋本店 大阪市浪速区 敷津東２－５－１７　　 飲食店 ZN-0001-7570

風来坊 大国町店 大阪市浪速区 敷津東３－１０－２２　フランセリナ２５－１０１ 飲食店 JS-0005-8611

粋花亭 大阪市浪速区 敷津東３－３－１０　　 飲食店 ZN-2000-0778

海鮮ふたば屋 1 大阪市浪速区 敷津東３－３－１１　エクラ今宮戎駅前１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6767

やん 大阪市浪速区 湊町１－３－１　湊町リバープレイスＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1442

レンクラード 大阪市浪速区 稲荷１－１２－２５ ショッピング JS-0003-7859

T ＆ D 大阪市浪速区 稲荷１－７－２ ショッピング JS-0000-3276

京屋宝飾店 大阪市浪速区 恵美須東１－１４－６ ショッピング JS-0002-2240

大北軒 大阪市浪速区 恵美須東１－２２－８　 ショッピング SL-2000-6981

クリームキッチン 新世界店 大阪市浪速区 恵美須東２－１－２２ ショッピング JS-0004-2278

福服堂 じゃんじゃん店 大阪市浪速区 恵美須東３－１－１０ ショッピング JS-0002-6585

福服堂 新世界店 大阪市浪速区 恵美須東３－５－２０ ショッピング JS-0002-6584

おしゃれ工房 綺麗館 大阪市浪速区 元町１－４－１３　井本ビル ショッピング SL-2000-3662

ヘイワ自転車 大阪市浪速区 元町１－４－２２－１０３ ショッピング JS-0001-2962

D．I．Y plus 大阪市浪速区 元町１－９－１４　 ショッピング SL-2000-2432

allie 大阪市浪速区 元町２－８－２６　末沢ビル ショッピング JS-0003-9951

GUN MALL OSAKA 大阪市浪速区 元町３－１１－２２　1・２Ｆ ショッピング JS-0003-3592

Ayin 大阪市浪速区 幸町１－２－５　匠空ビル１・２Ｆ ショッピング JS-0003-5598

TALE COCOON 大阪市浪速区 幸町２－２－４７　メゾン難波１０６ ショッピング JS-0003-4896

ブティック カベタニ 大阪市浪速区 桜川３－２－１　 ショッピング SL-2000-8996
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ゴルフラボ ナガタ 大阪市浪速区 大国１－４－１６－１０１ ショッピング JS-0002-9225

おはな薬局　なにわ店 大阪市浪速区 大国１－９－１１　　 ショッピング PK-0000-8270

京都さがの館 なんば店 大阪市浪速区 難波中１－１０－４　南海野村ビル２Ｆ ショッピング JS-0001-3113

ハマダ卓球 大阪市浪速区 難波中１－１６－６ ショッピング JS-0005-4776

LAXbyGRIZZLY 大阪市浪速区 難波中２－１１－１　なんば EKIKAN １・２Ｆ ショッピング ZN-0002-4432

ウォーハンマーストアなんば 大阪市浪速区 難波中２－１－５　松田ビル　 ショッピング ZN-0002-4928

BIGMAGIC なんば店 大阪市浪速区 難波中２－４－１５　２Ｆ ショッピング JS-0001-2431

BIG MAGIC 大阪市浪速区 難波中２－４－１５　興伸ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-1889

サウンドパック 本店 2F 大阪市浪速区 難波中２－４－３　村上ビル２Ｆ ショッピング JS-0002-2658

レコードショップナカ 2 ゴウテン 大阪市浪速区 難波中２－６－１　　 ショッピング ZN-2000-0498

中古ラケットワールド 大阪市浪速区 難波中２－６－１２　サウスポイントビル１Ｆ ショッピング JS-0000-0953

TAI THAI 大阪市浪速区 難波中２－６－１５　ユーアイプラザビル１Ｆ ショッピング JS-0000-8404

BAR UNKNOWN 大阪市浪速区 難波中２－７－７２Ｆ ショッピング JS-0004-9118

シャトルハウス 大阪市浪速区 難波中２－８－８８　YO ３ビル ショッピング JS-0000-7778

EVEREST SPICE OSAKA 大阪市浪速区 難波中３－３－３－２０３ ショッピング JS-0004-5853

株式会社三源 大阪市浪速区 難波中３－９－１０ ショッピング JS-0003-5808

ピュアサウンド日本橋 2 号店 大阪市浪速区 日本橋３－６－２　アシベ日三ビル２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2111

トレカチャンス 日本橋店 大阪市浪速区 日本橋３－６－２０ ショッピング JS-0003-5578

ホビーステーション日本橋本店 大阪市浪速区 日本橋３－８－１２　日本橋プラザ１Ｆ ショッピング JS-0003-2343

ホビーステーション日本橋 2’s 店 大阪市浪速区 日本橋３－８－１２　日本橋プラザ２Ｆ ショッピング JS-0003-2342

フルコンプ大阪日本橋店 大阪市浪速区 日本橋３－８－１８　平田ビル４Ｆ ショッピング JS-0002-7362

レーベルショップ大阪 大阪市浪速区 日本橋４－１５－１８　コトブキビル４Ｆ ショッピング JS-0005-6307

丸菱電機商会 大阪市浪速区 日本橋４－１７－１１ ショッピング JS-0004-9284

きもの屋 大阪市浪速区 日本橋４－１７－３　 ショッピング SL-2001-1850

made in HAND 大阪市浪速区 日本橋４－１７－４ ショッピング JS-0002-9754

株式会社 大福屋 大阪市浪速区 日本橋４－１７－５　 ショッピング SL-2001-1849

ProCable 大阪店 大阪市浪速区 日本橋４－７－１４　丸和ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-0322

WANTED 大阪市浪速区 日本橋４－８－１ ショッピング JS-0002-0092

宝島ハンター 大阪市浪速区 日本橋４－８－１７　KIK ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-4167

SFBC 大阪市浪速区 日本橋４－９－１５ ショッピング JS-0000-0291

ヒーロー玩具研究所 大阪市浪速区 日本橋４－９－２１ ショッピング JS-0003-0203

アウトレットプライス 日本橋店 大阪市浪速区 日本橋５－１０－５ ショッピング JS-0002-8139

サウンドパック 堺筋店 大阪市浪速区 日本橋５－１０－６ ショッピング JS-0002-2659

あおぞら薬局 日本橋店 大阪市浪速区 日本橋５－１１－１８ ショッピング JS-0005-0193

トイベース浪速 大阪市浪速区 日本橋５－１１－７　第１片倉ビル６Ｆ ショッピング ZN-2000-4727

ピュアサウンド日本橋 1 号店 大阪市浪速区 日本橋５－１２－５　KS ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-0315

ebisu gallery 大阪市浪速区 日本橋５－８－２１　　 ショッピング ZN-2000-3811

サウンドパック アナログ店 大阪市浪速区 日本橋５－９－２０ ショッピング JS-0002-2656

きくや酒販 大阪市浪速区 日本橋西１－１－５　　 ショッピング PK-0000-3894

ダイシン北店 大阪市浪速区 敷津西２－１－１２　YK ビルディング１－Ｂ　 ショッピング ZN-2000-0741

LEAD ー OSAKA 大阪市浪速区 敷津東２－１－４　Ｄ５０３ ショッピング JS-0004-8617

カギの救急車 大国町店 大阪市浪速区 敷津東３－１１－１０　AKI 難波ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-1511

BrilliantSports 大阪市浪速区 敷津東３－６－９　アレックスビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2798

エグゼスインターナショナル 大阪市浪速区 湊町２－２－５ ショッピング PK-0000-0180
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加盟店名 所在地 ジャンル

オフザウォール大阪店 大阪市浪速区 浪速東１－５－２　 ショッピング SL-2000-3360

ニコニコレンタカー・吉井モータース 大阪市浪速区 塩草３－１－２７ サービス JS-0002-3540

RELATION 大阪市浪速区 元町１－９－１２　１Ｆ　　 サービス ZN-0003-0272

STARDUST 大阪市浪速区 元町２－４－２２　東伸ビル　 サービス ZN-0003-0278

池野スタジオ 大阪市浪速区 元町３－１１－２１　　 サービス PK-0000-1660

ベアー動物病院 大阪市浪速区 元町３－１－１８　ルシード森川１Ｆ サービス JS-0002-1001

GARAGE 大阪市浪速区 幸町２－１－１７　アルボール西道頓堀１Ｆ　 サービス ZN-0002-9918

appearshair 大阪市浪速区 幸町２－２－２４　スタジオ幸町１Ｆ　 サービス ZN-0002-7149

桜川スタジオ 大阪市浪速区 幸町２－６－１５　是空難波西２０３ サービス JS-0001-9406

F レンタカー大阪 なんば店 大阪市浪速区 桜川２－１１－１０ サービス JS-0000-6845

美容室インジーノ 大阪市浪速区 桜川２－３－３４　エスティーライフ難波西　１Ｆ サービス SL-2000-2113

桜川 小林整骨院 大阪市浪速区 桜川４－１－３０ サービス JS-0003-3209

La Boo hair 大阪市浪速区 桜川４－２－２７　貴志ビル　１Ｆ サービス SL-2000-9616

ニコニコレンタカーなんば駅前店 大阪市浪速区 難波中１－１５－１１ サービス JS-0005-9593

Hermitage（エルミタージュ） 大阪市浪速区 難波中１－６－１　タケダビル６Ｆ　 サービス SL-2000-6652

SyiSyu なんば本店 大阪市浪速区 難波中２－２－１２　有馬ビル６Ｆ サービス JS-0001-8633

eyelashSyiSyu なんば本店 大阪市浪速区 難波中２－２－１２　有馬ビル６Ｆ サービス JS-0001-9320

HEADS SIESTA 大阪市浪速区 難波中２－３－９　シマモトスリムビル１Ｆ サービス SL-2000-9217

nail salon SOU ナンバ店 大阪市浪速区 難波中３－１－１３　なんば西島ビル５０２ サービス JS-0001-1937

Rubik’s 大阪市浪速区 難波中３－４－４２　なんばソフィア２０１　 サービス ZN-0003-0282

CUFFIAMEN’SHAIRCAMPO 大阪市浪速区 日本橋西１－２－５　AI ビル　 サービス ZN-0003-1177

プラススタジオ 大阪市浪速区 日本橋西１－５－５　ミズホビル７Ｆ　 サービス ZN-2000-3943

LILAC 大阪市浪速区 敷津西１－３－１　ラ・フォンテ難波南１Ｆ　 サービス PK-0000-3294

LaLa ＆ Co 大阪市浪速区 敷津西２－２－５　米田ビル２Ｆ サービス JS-0001-5591

カラオケレインボー 難波なんさん通り店 大阪市浪速区 難波中２－１－１７　コスモビル４Ｆ エンターテインメント JS-0004-5877

オーバルマルチメディア 大阪市浪速区 日本橋５－７－１２　 その他 SL-2000-3474

アクアスペース 大阪市浪速区 日本橋東１－２－１４－１０２ その他 JS-0002-5548

やすらぎ薬局 大阪市浪速区 敷津西２－３－１２ その他 SL-2000-3521


