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阿波座なが友 大阪市西区 阿波座１－１０－１８－１Ｆ　サンポリマー本町ビル 飲食店 ZN-0001-4625

和味処 桜川 大阪市西区 阿波座１－１０－２　ボンジュール阿波座１Ｆ 飲食店 JS-0000-0057

魚菜料理二代目みつい 大阪市西区 阿波座１－１１－１９　新興ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7254

お好み焼 のんの 大阪市西区 阿波座１－１１－６ 飲食店 JS-0005-7229

ラ・グラッツァ 大阪市西区 阿波座１－１２－３　グローバルビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1060

ガストハウス 44 大阪市西区 阿波座１－１２－８　　 飲食店 ZN-0001-7235

気ぶん屋 kitchen Free 大阪市西区 阿波座１－１２－９　大島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-1950

鮨処 一 大阪市西区 阿波座１－１２－９　大島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-0433

心粋うどん いろは 本店 大阪市西区 阿波座１－１４－１７　本町センタービル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4461

ShotBarRoulette 大阪市西区 阿波座１－１４－１７　本町センタ－ビル２Ｆ　 飲食店 PK-0000-3242

Casa da Andorinha 大阪市西区 阿波座１－１５－１８　西本町クリスタルビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2951

スパイスバル サウンドブーツ 大阪市西区 阿波座１－２－１０ 飲食店 JS-0000-2092

Ocona 大阪市西区 阿波座１－２－１０ 飲食店 JS-0001-3397

WINEPLANET 大阪市西区 阿波座１－２－１９　椿堂ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7249

メゾンサルー 大阪市西区 阿波座１－３－１　本町福島ビル１Ｆ 飲食店 ZN-0001-7258

鉄ぱん焼素敵家 大阪市西区 阿波座１－５－８　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-7316

カレンダー 大阪市西区 阿波座１－９－１ 飲食店 JS-0001-1109

おばんざい 山本屋 大阪市西区 阿波座１－９－１６ 飲食店 JS-0002-8494

朋 大阪市西区 阿波座２－２－２２　ルポ西本町Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0003-0839

サワキチ肥後橋 大阪市西区 京町堀１－１１－３　園部ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6778

蓮家 京町堀 大阪市西区 京町堀１－１２－４ 飲食店 JS-0005-3427

鮨 伊吹 大阪市西区 京町堀１－１２－５　やまもとビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3711

インド・ネパール料理シダラタ 大阪市西区 京町堀１－１３－１７　ハイツオークラ靭公園１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7268

EL CAMINO 大阪市西区 京町堀１－１３－１７－１０４ 飲食店 JS-0001-4085

虎丸 大阪市西区 京町堀１－１３－２３ 飲食店 JS-0000-6781

RiVi 大阪市西区 京町堀１－１６－２８ 飲食店 JS-0005-4811

炭焼きイタリアン CARBONE 大阪市西区 京町堀１－１７－１１　ファーストステージ京町堀１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7362

ピアノピアーノ 大阪市西区 京町堀１－４－２２　　 飲食店 ZN-0001-7204

海鮮七輪焼山海倶楽部 淀屋橋店 大阪市西区 京町堀１－４－３　TCF ビルＢ１Ｆ　 飲食店 SL-2000-2234

STREGA 大阪市西区 京町堀１－４－９　京町堀八千代ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0581

829 アズバード 肥後橋店 大阪市西区 京町堀１－６－２３ 飲食店 JS-0005-0881

京町堀華家 大阪市西区 京町堀１－７－１７　　 飲食店 ZN-0001-7378

ぢどり亭 京町堀店 大阪市西区 京町堀１－７－１８ 飲食店 JS-0000-3322

Too，Re ！ Do，Re ！ 大阪市西区 京町堀１－８－２８　エントレーズ１Ｆ 飲食店 JS-0004-1275

一朗 大阪市西区 京町堀１－９－１６ 飲食店 JS-0000-6563

焼肉華苑京町堀店 大阪市西区 京町堀２－１１－１８　大森ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7353

炭焼和牛 七福 大阪市西区 京町堀２－１４－１６ 飲食店 JS-0000-4667

やきやき晴の花 大阪市西区 京町堀２－３－４　サンヤマトビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7242

トラットリアアリア 大阪市西区 京町堀２－３－４　サンヤマトビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7384

懐石 宇津房 大阪市西区 京町堀２－５－１６　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-5231
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ラドルチェリアアドリアーノ 大阪市西区 京町堀２－６－２９　　 飲食店 ZN-0001-7307

前田庭 大阪市西区 京町堀３－６－１８ 飲食店 JS-0001-2434

味ヒーロー 大阪市西区 九条１－１２－１８ 飲食店 JS-0002-9355

季節料理中西 大阪市西区 九条１－１４－１１　　 飲食店 ZN-0001-7243

チング 大阪市西区 九条１－１４－１６　　 飲食店 ZN-0001-7259

EN 大阪市西区 九条１－１５－１０　藤原ビル２Ｆ 飲食店 SL-2001-1148

旬菜 まんま 大阪市西区 九条１－１５－１５ 飲食店 JS-0000-9378

すし源 大阪市西区 九条１－１７－１７ 飲食店 JS-0005-7807

BAR FREAK 大阪市西区 九条１－１７－２２　 飲食店 SL-2000-6901

焼肉レストラン登ラ志 大阪市西区 九条１－１９－２２　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-7300

旬味満菜味寛 大阪市西区 九条１－２０－２３　　 飲食店 ZN-0001-7255

焼肉の牛哲 大阪市西区 九条１－６－１４　ジョイフル１番館１Ｆ 飲食店 JS-0000-7655

食いきり武いち 大阪市西区 九条１－９－６　　 飲食店 ZN-0001-7224

鶏家陶山 大阪市西区 九条南１－１０－２５　　 飲食店 ZN-0001-7327

シンショク食堂大阪市消防局 3 大阪市西区 九条南１－１２－５４　　 飲食店 PK-0000-3241

月のおどり 辰巳橋店 大阪市西区 九条南２－２６－１３　ロイヤルハイツ川田１０７　 飲食店 ZN-0001-7385

肥後橋南蛮亭 大阪市西区 江戸堀１－１０－２６　大川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7193

うまいもんや心肥後橋店 大阪市西区 江戸堀１－１０－３３ 飲食店 JS-0001-3924

Lion Heart 大阪市西区 江戸堀１－１１－１２ 飲食店 JS-0002-7674

蛸焼とおでんクレ 大阪市西区 江戸堀１－１４－１　肥後橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7470

板前焼肉一笑江戸堀店 大阪市西区 江戸堀１－１４－４　　 飲食店 ZN-0001-7189

秀吉 肥後橋店 大阪市西区 江戸堀１－１４－５　辰巳ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7203

ジュークトゥエンティー 大阪市西区 江戸堀１－１５－２０　丸大肥後橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6939

むらさき 大阪市西区 江戸堀１－１５－４　　 飲食店 ZN-0001-7202

炊い処 ぽんたん 大阪市西区 江戸堀１－１５－５　日宝ニュー肥後橋ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-2347

蓮華－ Renge － 大阪市西区 江戸堀１－１６－２６　ダイワ肥後橋ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7381

漁師酒屋歩々 大阪市西区 江戸堀１－１６－３０　　 飲食店 ZN-0001-7192

寿し元 Dining 大阪市西区 江戸堀１－１７－５　　 飲食店 ZN-0001-7217

遊膳人 田はた 大阪市西区 江戸堀１－１８－２０ 飲食店 JS-0004-0883

えどぼり 和じ庵 大阪市西区 江戸堀１－１８－２３　２Ｆ 飲食店 JS-0000-7687

えどぼり 和じ庵 大阪市西区 江戸堀１－１８－２３　西原ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7074

一宝 大阪市西区 江戸堀１－１８－３５ 飲食店 JS-0000-5091

跳ね馬 大阪市西区 江戸堀１－１９－２　ラインビルド肥後橋１Ｆ 飲食店 JS-0000-4499

鮨ご馳走処 やく藏 大阪市西区 江戸堀１－１９－２－１０１ 飲食店 JS-0004-0247

旬彩工房喜あじ江戸堀店 大阪市西区 江戸堀１－１９－２３　長崎ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7302

韓国料理紅紅 大阪市西区 江戸堀１－１９－３　江戸堀ビル　 飲食店 ZN-2000-6913

和 Dinning わだち 大阪市西区 江戸堀１－２０－１１　肥後橋建和ビル１Ｆ２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7284

うまいもんや心 HANARE 大阪市西区 江戸堀１－２１－４　ＭＲＫ１Ｆ 飲食店 JS-0002-9362

樽 大阪市西区 江戸堀１－２２－１　光洋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5150

asse 大阪市西区 江戸堀１－２２－２　　 飲食店 ZN-0001-7260

すし藤田 大阪市西区 江戸堀１－２２－３　　 飲食店 ZN-0001-7223

大衆ビストロ 原田屋 大阪市西区 江戸堀１－２２－４０ 飲食店 JS-0000-8321

波平 肥後橋 大阪市西区 江戸堀１－２３－１３　肥後橋ビル３号館１Ｆ 飲食店 JS-0003-7314

THE・TAVERN 大阪市西区 江戸堀１－２３－３０　　 飲食店 ZN-0001-7225
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DINING1325 大阪市西区 江戸堀１－３－２５ 飲食店 JS-0005-9976

さかば 一友 大阪市西区 江戸堀１－４－２１　日宝肥後橋中央ビル１０４ 飲食店 JS-0000-5818

炭火焼鳥おかにわ 大阪市西区 江戸堀１－４－２３　　 飲食店 ZN-2000-5762

インドレストラン NawaShanti 大阪市西区 江戸堀１－４－２３　スミコバシビル１０２　 飲食店 ZN-0001-7358

さらんちぇ 江戸堀 大阪市西区 江戸堀１－４－２７　　 飲食店 ZN-0001-7240

呑みどころ 卯 大阪市西区 江戸堀１－９－１３　肥後橋双葉ビル１０３ 飲食店 JS-0000-6788

肥後橋／ダイニング プルチーノ SHIN 大阪市西区 江戸堀１－９－１４　ネクサス江戸堀ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4594

郷味 大阪市西区 江戸堀１－９－１５　寿剛ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-2884

la ROCCIA 大阪市西区 江戸堀２－１－２１　ファミール江戸堀１Ｆ 飲食店 JS-0002-0119

江戸堀さんなすび 大阪市西区 江戸堀２－７－４　エスポワール江戸堀１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2021

炭火焼鳥あおとり 大阪市西区 江戸堀３－３－２０－１０１　 飲食店 ZN-0001-7349

ヘルシー焼肉八六江戸堀店 大阪市西区 江戸堀３－３－２７　　 飲食店 ZN-2000-5672

LOHAS lounge 寛 大阪市西区 江戸堀３－６－３５　スーパーホテル内１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7322

SIDDARTHA 大阪市西区 江戸堀３－７－１４　大阪屋江戸堀ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7241

金鼎軒 大阪市西区 江之子島１－５－２　西本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-4069

仁 大阪市西区 江之子島１－５－８　ロイヤルハイツたそがれ半Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7233

洋食屋なにわ亭 大阪市西区 江之子島１－６－２　奥内第８ビルＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-7383

もつ鍋暖家 大阪市西区 江之子島１－６－８　シャンピア阿波座１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7280

炭火焼鳥まんてん 大阪市西区 江之子島１－７－３ 飲食店 JS-0002-4871

貴鶏屋阿波座店 大阪市西区 江之子島１－７－３　　 飲食店 ZN-0001-7281

キャピトロ・ドゥエ 大阪市西区 新町１－１１－９　ONS ビル２ｆ 飲食店 SL-2000-5809

國型製作所 新町店 大阪市西区 新町１－１－２７ 飲食店 JS-0000-5972

旨酒楽食うえの 大阪市西区 新町１－１３－３　　 飲食店 ZN-0001-7270

541 ＋ 大阪市西区 新町１－１４－２　新町中央ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3896

SNOWLION 大阪市西区 新町１－１４－２　新町中央ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2669

Bistro Sifflet 大阪市西区 新町１－１４－４３ 飲食店 JS-0004-0457

e － two 大阪市西区 新町１－１８－２４　２Ｆ 飲食店 JS-0000-5757

お魚きっちん祐星 大阪市西区 新町１－１８－２４　フロンティアビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7262

吟味屋 大阪市西区 新町１－１８－３　　 飲食店 ZN-0001-7222

料理屋新町 1 丁目 大阪市西区 新町１－２０－６　打上ビル２　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7190

家族亭 大阪市西区 新町１－２１－１ 飲食店 JS-0000-5542

茶酔楼時ノ葉 大阪市西区 新町１－２１－２－２０１　第３中村興産ビル　 飲食店 ZN-0001-7395

日の松 大阪市西区 新町１－２１－３　小林ビル１－Ｃ　 飲食店 ZN-0001-7261

牡蠣酒場 佐々木孫べぇ 大阪市西区 新町１－２１－３　小林ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3165

くずし割烹豚美 大阪市西区 新町１－２２－１９　桑名ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7314

旬菜鮮魚 新町 源平 大阪市西区 新町１－２２－２０　第２中村興産ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0005-7245

洋食手嶋 大阪市西区 新町１－２２－２２－１０２　 飲食店 PK-0000-0353

新町冨久鮓 大阪市西区 新町１－２３－１２　　 飲食店 ZN-0001-7315

Orange 大阪市西区 新町１－２３－３　誠和ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-4858

まぐろ商店 M1010 大阪市西区 新町１－２４－６　EPO 新町　 飲食店 ZN-0001-7331

焼き鳥せいじ 大阪市西区 新町１－２４－８　マッセノース四ッ橋１０１ 飲食店 ZN-0001-7274

Y’s Berry 大阪市西区 新町１－２－５　ケイエスビー新町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5482

かんてきや 大阪市西区 新町１－２５－１８　サンタンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7230

辛いもんやギロチン 南船場店 大阪市西区 新町１－２－６　ニュー新町ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-6667
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マンモスカフェ 大阪市西区 新町１－２－６　日宝ニュウ新町ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7312

Comptoir15 大阪市西区 新町１－２９－１６　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0002-1186

にらめっ子 大阪市西区 新町１－２９－１８　コート新町２Ｆ 飲食店 JS-0000-0022

焼肉勝 大阪市西区 新町１－３０－３ 飲食店 JS-0001-3755

肉重かつ 大阪市西区 新町１－３０－３－１０３ 飲食店 JS-0005-7948

レストランラナ 大阪市西区 新町１－３０－６　長堀リッツビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7220

お好み焼き千鶴 大阪市西区 新町１－３１－３　ダイアパレス四ッ橋１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4610

うおのや 大阪市西区 新町１－３３－２４　　 飲食店 ZN-0001-7332

シダラタ新町店 大阪市西区 新町１－３４－１７　今西ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7356

炭火焼鳥権兵衛四ッ橋店 大阪市西区 新町１－４－１２　　 飲食店 ZN-0001-7201

Shinsaibashi4BG 大阪市西区 新町１－４－１２　ホワイトドームプラザＢ１Ｆ 飲食店 ZN-2000-7317

旬菜 串・なべ処 慶祐 大阪市西区 新町１－５－７　四ツ橋ビルディングＢ１Ｆ 飲食店 JS-0001-0587

パブリックダイナー kakashi 大阪市西区 新町１－５－７　四ツ橋ビルディングＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-5131

鉄板焼きお好み焼き oribe 大阪市西区 新町１－６－１８　１Ｆ 飲食店 JS-0004-9331

ル・ジャルダン 大阪市西区 新町１－６－２２　新町新興産ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5043

ダイニングしゃぶしゃぶ 仁 本店 大阪市西区 新町１－６－２３ 飲食店 JS-0003-6897

Teppan ＆ grill R 大阪市西区 新町１－７－５　GTC ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-5470

ちゃがゆ 大阪市西区 新町１－７－７ 飲食店 JS-0002-5622

よりみち酒場ちょこっと 大阪市西区 新町１－７－９　　 飲食店 ZN-0001-7275

出雲そば炭火やきとりとびた 大阪市西区 新町１－８－１９　パールビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7251

いつもの処 大阪市西区 新町１－８－２２　新町ビル　 飲食店 ZN-0001-7352

カラオケパブ新町ブギウギ 大阪市西区 新町１－８－２４　角屋四ツ橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 PK-0000-4452

めれんげ 大阪市西区 新町１－８－２４　角屋四ツ橋ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0536

中々 大阪市西区 新町１－８－９ 飲食店 JS-0003-7096

和牛専門店富久重 大阪市西区 新町１－８－９　　 飲食店 ZN-0001-7267

新町なみなみ 大阪市西区 新町１－９－１４　丸勝ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-0367

パプリカ食堂 Vegan 大阪市西区 新町１－９－９　アリビオ新町一Ｆ 飲食店 SL-2000-4192

鮨 藤もと 大阪市西区 新町２－１２－１０　ストークマンション１０１ 飲食店 JS-0000-9377

バールパッパ 大阪市西区 新町２－１２－４　　 飲食店 ZN-0001-7390

MOPPEN 大阪市西区 新町２－１７－１０　ニュー新町ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0188

辛いもんやギロチン 新町店 大阪市西区 新町２－１７－３　新町アパート１Ｆ 飲食店 JS-0002-6582

Do NOT DISTURB 大阪市西区 新町２－１９－２０　西長堀ビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0482

鶏心 大阪市西区 新町３－３－２　１Ｆ 飲食店 JS-0000-1569

ステーキハウス上田 大阪市西区 新町３－７－１５　新町コーポ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7296

おひさん 大阪市西区 新町３－８－１２ 飲食店 JS-0000-7073

割烹たけだ 大阪市西区 新町３－９－２　　 飲食店 PK-0000-1147

うち呑み屋新町店 大阪市西区 新町３－９－７　口ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1809

鮓あさ吉 大阪市西区 新町４－１０－２２　ライオンズマンション西長堀１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7197

土竜 新町店 大阪市西区 新町４－２－５　ブロード西長堀１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7236

西本町 ごん田 大阪市西区 西本町１－１０－３　新松岡ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-6668

そばよし庵 信濃橋店 大阪市西区 西本町１－１３－５　津和田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-3385

ソラスパ 大阪市西区 西本町１－２－１　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1062

日本料理梅堂 大阪市西区 西本町１－５－１７　堀内ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3381

焼肉まるしま西本町店 大阪市西区 西本町１－６－９　　 飲食店 ZN-0001-7213
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魚菜 さか蔵 大阪市西区 西本町１－７－８　柴田東急ビルＢ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7244

串かつじゃんじゃん 大阪市西区 西本町１－８－２　三晃ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-7326

はれるや 大阪市西区 西本町１－９－１６　コーニッシュビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7257

八百屋とごはんうらや西本町店 大阪市西区 西本町２－１－１　RE-009　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7339

agnel d’or 大阪市西区 西本町２－４－４ 飲食店 JS-0002-8010

華蔵 大阪市西区 西本町３－１－４６　奥内第５ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-6862

焼鳥居酒屋ひかり亭 大阪市西区 西本町３－１－７　　 飲食店 ZN-0001-7377

九条アジヨシ 大阪市西区 千代崎１－１６－６ 飲食店 JS-0003-3105

九条トリコ 大阪市西区 千代崎１－５－２　 飲食店 SL-2000-4053

ふぐ吉 大阪市西区 千代崎２－２３－９　サンライズ千代崎１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7226

地頭鶏播鳥肥後橋店 大阪市西区 土佐堀１－１－１１　　 飲食店 ZN-0001-7248

鶴すし 大阪市西区 土佐堀１－１－１４ 飲食店 JS-0002-6198

炭火焼鳥矮鶏 大阪市西区 土佐堀１－１－２３　コウダイ肥後橋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7266

BUNdaBUN ！！ 大阪市西区 土佐堀１－１－３２　リバービル１Ｆ 飲食店 ZN-2000-5459

igocoti 大阪市西区 土佐堀１－１－５　敬明ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1646

ボナフォルケッタ 大阪市西区 土佐堀１－１－６　クリスタルビル１０１　 飲食店 ZN-0001-7355

肥後橋 ゆきや。 大阪市西区 土佐堀１－２－１０　山文ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-7499

牛煮炊きとおばんざいちいやん 大阪市西区 土佐堀１－４－１　土佐堀筑前ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-4952

Bistro de Ramekin 大阪市西区 土佐堀１－４－３ 飲食店 JS-0004-2296

丁度エエとこ上燗や 大阪市西区 土佐堀１－４－６　肥後橋新興産ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7278

上田 大阪市西区 土佐堀１－６－１０　トキワビル８Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7320

AL SODO 大阪市西区 土佐堀２－３－５　菅澤眼科ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-9568

鮨 MAU 大阪市西区 土佐堀３－２－７ 飲食店 JS-0004-2219

鶏福 大阪市西区 土佐堀３－２－８　梁川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7354

Chiocciola 大阪市西区 土佐堀３－３－１０　土佐堀コーポラス１０２　 飲食店 ZN-0001-4561

季節の酒菜あじ彩 大阪市西区 南堀江１－１１－１　　 飲食店 ZN-0001-7216

MONDIAL KAFFEE328GUT WOLF 大阪市西区 南堀江１－１－２０　大阪屋１Ｆ 飲食店 SL-2001-1349

YAKINIKUEN 忍鬨 南堀江店 大阪市西区 南堀江１－２０－１９　西村ビル１Ｆ 飲食店 JS-0005-9119

GOODSPOON 大阪市西区 南堀江１－２５－１２　RE015　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7335

Knaben 大阪市西区 南堀江１－２６－１５ 飲食店 JS-0005-4322

クイニコ 大阪市西区 南堀江１－９－１　オレンジビル４Ｆ 飲食店 JS-0003-5300

ケセランパサラン南堀江店 大阪市西区 南堀江２－１－１０ 飲食店 JS-0005-1116

南堀江喜多郎寿し 大阪市西区 南堀江２－１－１０　　 飲食店 ZN-2000-1642

DEVI 大阪市西区 南堀江２－１２－２１　河野ビル１－Ｂ　 飲食店 ZN-0001-7294

堀江酒場 大阪市西区 南堀江２－５－２４ 飲食店 JS-0002-3983

TABLES コーヒーベーカリー＆ダイナ 大阪市西区 南堀江２－９－１０　堀江グリーンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7207

フリジェリオ 大阪市西区 南堀江３－８－９ 飲食店 JS-0002-7455

活魚創作料理 かず 大阪市西区 南堀江４－２２－１　レスポアール南堀江１Ｆ 飲食店 JS-0000-3265

お茶の辻重庵 大阪市西区 南堀江４－２４－６ 飲食店 JS-0004-3916

まぐろの鉄人 大阪市西区 南堀江４－３１－２１ 飲食店 JS-0002-4982

餃子の餃子 大阪市西区 北堀江１－１－２７　イマイビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-1691

たこ焼とおでん石橋 大阪市西区 北堀江１－１－３　四ツ橋日生ビル別館１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7471

Member’sbar 月 大阪市西区 北堀江１－１４－１９　北堀江レジデンス１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2479

天ぷら 海馬 大阪市西区 北堀江１－１４－２２　　 飲食店 ZN-0001-7271
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Bistro New Orleans 大阪市西区 北堀江１－１５－１０　第三川辺ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-4117

本等鮨海馬 大阪市西区 北堀江１－１５－２２　　 飲食店 ZN-0001-7245

鷹仁堀江店 大阪市西区 北堀江１－１５－８　山田ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5874

TRATTORIA BAR GIORNO 大阪市西区 北堀江１－１６－１７ 飲食店 JS-0004-7753

BINDU 北堀江店 大阪市西区 北堀江１－１６－１８　森脇ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-3276

覇王樹 大阪市西区 北堀江１－１６－２５　YSS ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9179

焼肉牛魔 大阪市西区 北堀江１－２－１６　ツリカネビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7376

ヤナギストア 大阪市西区 北堀江１－２２－２３　北堀江ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7394

黒毛和牛焼肉一堀江店 大阪市西区 北堀江１－２２－４　　 飲食店 ZN-0001-7401

エクソダス 大阪市西区 北堀江１－２－２７－２０３　 飲食店 ZN-0002-6234

夜半の月 大阪市西区 北堀江１－３－２０　ANNEXGIZA ２Ｆ 飲食店 JS-0000-5602

八百屋とごはんしみず 大阪市西区 北堀江１－４－１４　H2O ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7360

AUPA 大阪市西区 北堀江１－６－１２　四ッ橋中央ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-7246

日本料理 和顔 大阪市西区 北堀江１－６－１２　四ツ橋中央ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-3387

MONDIAL KAFFEE328 大阪市西区 北堀江１－６－１６　フォレシュテージュ北堀江１Ｆ 飲食店 SL-2001-1348

トッサ・ジ・クラッサン 大阪市西区 北堀江１－６－１９ 飲食店 JS-0002-8590

CONTACTO 大阪市西区 北堀江１－６－２４　　 飲食店 ZN-0001-7285

串かつ帆洲 大阪市西区 北堀江１－６－４　　 飲食店 ZN-0001-7196

ローカーボキッチン然－ zen － 大阪市西区 北堀江１－６－４　欧州館２Ｆ 飲食店 SL-2000-8266

Jaksalchicken 大阪市西区 北堀江１－９－１１　北堀江８Ｒビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7288

ボクらのキッチン 大阪市西区 北堀江１－９－９－１０１　CASA TAKEUCHI １Ｆ 飲食店 ZN-0001-7295

ニッカバー 大阪市西区 北堀江２－２－１４　　 飲食店 ZN-0001-7206

LEPETITMOUTON 大阪市西区 北堀江２－３－１３　レスポワール北堀江１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7244

串かつ ISEDA 大阪市西区 北堀江２－３－３　久竹ビル 飲食店 JS-0000-0036

創作鉄板焼 720 大阪市西区 北堀江２－５－２１　　 飲食店 ZN-0001-7308

dai ！！ 大阪市西区 北堀江２－６－１２　　 飲食店 ZN-2000-5187

Mrs．YUN 大阪市西区 北堀江２－６－１５　WIN ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7399

北堀江 いちふく 大阪市西区 北堀江３－１１－２１　ローズガーデン北堀江１Ｆ 飲食店 JS-0000-4910

肉匠紋次郎北堀江店 大阪市西区 北堀江３－４－１５　　 飲食店 ZN-0001-7210

馳走別邸大阪北堀江 大阪市西区 北堀江３－５－１４　スリーファイブ北堀江　 飲食店 ZN-0001-7319

SUJEO 大阪市西区 北堀江３－５－１４　スリーファイブ北堀江１Ｆ 飲食店 JS-0003-3104

夢叶縁 大阪市西区 北堀江３－６－３　　 飲食店 ZN-0001-7369

花水木 大阪市西区 本田３－２－３　シャトーメルヘン１０２ 飲食店 JS-0000-2281

あまみ 大阪市西区 本田３－６－１１　　 飲食店 ZN-0001-7329

越中屋 大阪市西区 立売堀１－１１－３　　 飲食店 ZN-2000-0345

そば酒房 蕎喜 大阪市西区 立売堀１－１３－１４ 飲食店 JS-0000-9337

風鈴草 大阪市西区 立売堀１－１３－１７　レフィナード鶴翁１０１　 飲食店 ZN-0001-4582

なにわの台所 いたち 大阪市西区 立売堀１－６－１５　日宝四ツ橋ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2132

梟 大阪市西区 立売堀１－８－６　星和 CITYBLD 本町西 飲食店 ZN-0001-7392

焼鳥ジョニー 立売堀店 大阪市西区 立売堀１－９－１ 飲食店 JS-0003-6249

乃ぶよし 大阪市西区 立売堀１－９－１ 飲食店 JS-0003-6723

ころころ亭桃梦 大阪市西区 立売堀１－９－８　コンフィデンスロン１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7397

とりだん 阿波座店 大阪市西区 立売堀４－１－６ 飲食店 JS-0005-0504

菜々竃 大阪市西区 立売堀４－４－２３　大岩ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7293
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TO BE 大阪市西区 立売堀４－４－３　藤和阿波座コープ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9161

梅田明月館阿波座店 大阪市西区 立売堀５－２－１　　 飲食店 ZN-0001-7198

焼肉一笑靭本町店 大阪市西区 靱本町１－１３－１　　 飲食店 ZN-0001-7188

ノートルマンマ 大阪市西区 靱本町１－１３－１０　リヨンビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7370

和魂洋彩 大阪市西区 靱本町１－１４－４　　 飲食店 ZN-2000-4980

ウツボーノ 大阪市西区 靱本町１－１４－５　本町コウダイビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-7053

Difference 大阪市西区 靱本町１－１６－１２　畠田ビル 飲食店 JS-0001-2351

Porta Nuova 大阪市西区 靱本町１－１６－１９　メゾンダール１Ｆ 飲食店 JS-0000-5054

Bonsowa ShiyokuD 大阪市西区 靱本町１－１７－１５　岡本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1651

鬼酔 大阪市西区 靱本町１－４－２２ 飲食店 JS-0005-9110

中華料理 福 大阪市西区 靱本町１－５－１８　ミフネ本町ビル２０１ 飲食店 JS-0003-3701

ポン酒とお魚ジョウ燗ヤ 大阪市西区 靱本町１－６－２５　玉井ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7364

AB’S 食堂 大阪市西区 靱本町２－２－２３　センターコート前ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2660

すし萬 本店 大阪市西区 靱本町２－３－７ 飲食店 JS-0000-9287

季節料理 GARASYA 大阪市西区 靱本町２－６－１６ 飲食店 JS-0000-5232

蛸家靭本町店 大阪市西区 靱本町２－７－１０　　 飲食店 ZN-0001-7382

四季料理入兆 大阪市西区 靱本町３－２－１８　ラパレス靱公園１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7346

鉄板洋酒場 ホタルカゴ 大阪市西区 靱本町３－３－３ 飲食店 JS-0002-3981

とりあえず 大阪市西区 靱本町３－８－８　ホテルオクウチＢ１　 飲食店 ZN-0001-7368

焼肉のあじまる 大阪市西区 靱本町３－８－８　第三奥内ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-1975

DONNY ＆ COMPANY 大阪市西区 阿波座１－１４－１５ ショッピング JS-0005-7890

港栄タイヤ商会 大阪市西区 安治川２－２－３０ ショッピング JS-0000-0676

ATELIER to nani IRO 大阪市西区 京町堀１－１２－２８　壽会館ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-8078

ネペンテス大阪 大阪市西区 京町堀１－１３－１６　プレステージ靭公園１Ｆ ショッピング JS-0000-2250

LENO UPSTAIRS 大阪市西区 京町堀１－１３－２　２Ｆ ショッピング JS-0004-8861

セントオーディン 大阪市西区 京町堀１－１３－２　藤原ビル２Ｆ ショッピング JS-0003-0620

E 大阪市西区 京町堀１－１３－２３　岡崎ビル３０１ ショッピング JS-0003-6843

FILO del colorato 大阪市西区 京町堀１－１４－３０　Delta bld ３Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2364

A ＆ C ギャラリー ＃ 1 大阪市西区 京町堀１－８－３１　安田ビル ショッピング JS-0000-4742

ombre 大阪市西区 京町堀２－２－１５　中川ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-8205

プラスワングルメシティ九条店 大阪市西区 境川１－５－３４　ダイエ－グルメシティ九条店１Ｆ　 ショッピング PK-0000-2074

こがね九条店 大阪市西区 九条１－１０－５ ショッピング JS-0004-0817

ツルヤ 九条本店 大阪市西区 九条１－１２－１２ ショッピング JS-0000-2871

バラヤ 大阪市西区 九条１－１３－１０ ショッピング JS-0000-2819

オレンジハウス 大阪市西区 九条１－１３－９ ショッピング JS-0001-8895

新東洋服店 大阪市西区 九条１－１４－２３ ショッピング JS-0001-8073

めがね館 大阪市西区 九条１－１５－２４ ショッピング JS-0004-5944

オレンジ薬局ドーム店 大阪市西区 九条南１－１２－２０　フォレオ大阪ドームシティ１Ｆ ショッピング JS-0005-9974

まちの自転車店リコ 大阪ドームシティ店 大阪市西区 九条南２－３４－９ ショッピング JS-0003-3801

モルトベーネ 大阪市西区 九条南３－１３－２４　プチメゾン九条１Ｆ ショッピング JS-0003-7644

カツラ本店 大阪市西区 江戸堀１－１０－２５　　 ショッピング ZN-0002-5773

FTC Selection 大阪市西区 新町１－２０－１２　FTC ビルディング ショッピング JS-0003-0900

花安園 大阪市西区 新町１－２０－５ ショッピング JS-0002-3996

NICEdesClothing 大阪市西区 新町１－２－１３　新町ビル１０３　 ショッピング ZN-2000-0684
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Charl 大阪市西区 新町１－２２－２２　新町ダイアパレス５０４　 ショッピング SL-2000-6054

Fresh － Farm なると 大阪市西区 新町１－２３－１　ドゥムール新町１０１ ショッピング JS-0005-6424

Tribute to 大阪市西区 新町１－２５－１３ ショッピング JS-0003-7211

コテドコントワール 大阪市西区 新町１－２９－１７　 ショッピング SL-2000-0954

ガッツ 四ツ橋本店 大阪市西区 新町１－３－１６　YOSA ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-1535

KEITE 南船場店 大阪市西区 新町１－３－２１　寿司清ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-3382

PRESSROOM 大阪市西区 新町１－３３－１　OneShinmachi ７０３ ショッピング JS-0001-2160

vestir 大阪市西区 新町１－７－１４ ショッピング JS-0001-8956

Gladz 大阪市西区 新町１－７－１７　ブラックビル１Ｆ ショッピング JS-0001-6587

ミロ・アンティークス＆ビンテージ 大阪市西区 新町１－７－３　戎四ツ橋ビル３Ｆ－３０１　 ショッピング PK-0000-4442

永豊堂 大阪市西区 新町２－１１－３ ショッピング JS-0000-5367

松岡釣具株式会社 大阪市西区 新町２－３－１３　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ四ツ橋１Ｆ ショッピング JS-0000-1745

和けい 大阪市西区 新町２－３－１３　ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼｮﾝ四ツ橋１Ｆ ショッピング JS-0003-5132

株式会社加藤忠 大阪市西区 新町３－３－１１ ショッピング JS-0002-2222

HSHAYASHISHOTEN 大阪市西区 新町４－３－４　３Ｆ　　 ショッピング ZN-0003-1282

まちの自転車店 リコ 西長堀店 大阪市西区 新町４－５－９ ショッピング JS-0001-4335

Brush eight 大阪市西区 西本町１－１０－２２　AXIS 西本町ビル２Ｆ ショッピング JS-0003-4394

TOKYO WHEELS 大阪店 大阪市西区 西本町１－２－１　AXIS 本町ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-8532

三千円メガネ 本町店 大阪市西区 西本町１－２－１９ ショッピング JS-0001-4594

SOUTHSWELL 大阪市西区 西本町２－１－１　　 ショッピング ZN-0002-2714

まちの自転車店 リコ 九条店 大阪市西区 千代崎１－２７－４ ショッピング JS-0002-1931

プラザコンタクト 大阪市西区 千代崎１－４－１０ ショッピング JS-0003-0493

HANJO　COLLECTION 大阪市西区 千代崎２－１３－８　丸越ビル３Ｆ　 ショッピング PK-0000-8179

グリュックフローリスティーク 大阪市西区 土佐堀１－１－２１　　 ショッピング ZN-0002-5573

ACHROMA 大阪市西区 南堀江１－１０－１１　西谷ビル１F ショッピング JS-0001-5814

Luce 大阪市西区 南堀江１－１０－１１　西谷ビル３号館１Ｆ ショッピング ZN-0002-4403

VONIQUE 大阪市西区 南堀江１－１０－１１　西谷ビル本館１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1234

BINGO STAR 大阪市西区 南堀江１－１０－２　田中ビル９Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1225

Guitar Licks 大阪市西区 南堀江１－１－１２－２０３ ショッピング JS-0002-4173

Calinouu 大阪市西区 南堀江１－１１－８　ルーブルコート南堀江１Ｆ ショッピング JS-0005-0404

オーバープレード 大阪市西区 南堀江１－１１－８　ルーブルコート南堀江２０２ ショッピング SL-2000-3423

ビッグアップル ウエストサイド 大阪市西区 南堀江１－１－１８　太陽ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-3190

ステュディオ・ダ・ルチザン 大阪市西区 南堀江１－１１－９　SONO 四ッ橋ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-1371

LARA VINTAGE 大阪市西区 南堀江１－１２－２０ ショッピング JS-0000-1724

Stewardslane OSAKA 大阪市西区 南堀江１－１２－４　ARTCUBE １Ｆ南　 ショッピング ZN-0003-1259

COUTURE 大阪市西区 南堀江１－１４－１４　堀江マンション１０１ ショッピング JS-0000-6093

ant 大阪市西区 南堀江１－１４－１４　堀江マンション１０２　 ショッピング ZN-0002-4393

LewisLeathers 大阪 大阪市西区 南堀江１－１４－２１ ショッピング JS-0004-7888

Home 大阪市西区 南堀江１－１４－３　喜多河ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-2662

pour Mademoiselle 大阪市西区 南堀江１－１５－１１　Ｂ１Ｆ ショッピング JS-0002-0309

etoiledous 大阪市西区 南堀江１－１５－１７　ロータリーライフ四ツ橋１０２Ｂ　 ショッピング ZN-0002-4392

THE GROUND depot 大阪市西区 南堀江１－１５－５ ショッピング JS-0001-1564

STYLISEbyDONOBAN 大阪市西区 南堀江１－１５－９　南堀江コレット２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4755

Marryme 大阪市西区 南堀江１－１５－９　南堀江コレット４Ｆ ショッピング JS-0002-2506
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REINETTE 大阪市西区 南堀江１－１６－１　MEBLO16 番館３０３ ショッピング JS-0002-1886

GLIZZLY 堀江店 大阪市西区 南堀江１－１６－１６　ゼフェロス南堀江１Ｆ・２Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4401

テーラー ヒライワ 大阪市西区 南堀江１－１８－１１　６０３ ショッピング JS-0001-0489

Maison Soierie Horie 大阪市西区 南堀江１－１９－２　１Ｆ ショッピング JS-0002-4097

HOODS OSAKA 大阪市西区 南堀江１－１９－２２　１Ｆ ショッピング JS-0000-1652

BROTURES OSAKA 大阪市西区 南堀江１－１９－２２　２Ｆ ショッピング JS-0001-8267

古着屋 JAM 堀江オレンジストリート店 大阪市西区 南堀江１－１９－２３　前衛的ビルヂング２０１　 ショッピング ZN-2000-6393

hunkydory 大阪店 大阪市西区 南堀江１－２０－２０　アンシャンテ南堀江１０１　 ショッピング ZN-0002-4398

Novel； 大阪市西区 南堀江１－２０－４ ショッピング JS-0004-1071

武尾靴修理店 大阪市西区 南堀江１－２０－４　ロイヤル明宝１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2589

GARNIosaka 大阪市西区 南堀江１－２０－６　エムズビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2182

AU － ly 大阪市西区 南堀江１－２１－１６　RE001　１０１　 ショッピング ZN-0002-4400

スニーカーショップスキット 大阪 大阪市西区 南堀江１－２１－１６　RE001　２Ｆ ショッピング JS-0001-2833

HighLife OSAKA 大阪市西区 南堀江１－２３－７　６Ｆ ショッピング JS-0002-8567

NUTTY VINTAGE 大阪市西区 南堀江１－２４－１　澤井ビル２Ｆ ショッピング JS-0000-6859

NUTTYLittleRoom ＆ Deco 大阪市西区 南堀江１－２４－２７ベルフレージュ南堀江１Ｆ ショッピング JS-0000-8826

SLOW LIFE CALIFORNIA STYLE 大阪市西区 南堀江１－７－３　オールドベティーズビル１Ｆ ショッピング SL-2000-6211

Carhartt WIP Store OSAKA 大阪市西区 南堀江１－９－１２ ショッピング JS-0002-4373

CAMEL 大阪市西区 南堀江１－９－１２　吉田ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-5730

UTILITY 大阪市西区 南堀江２－１０－２６　南堀江コーポ１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2142

優美工房 大阪市西区 南堀江２－１－１　ブリエ南堀江１０１ ショッピング JS-0002-4237

FIORI GIOIA 大阪市西区 南堀江２－１２－１０ ショッピング JS-0004-1237

フラワースタジオ ヴィヴィアン 大阪市西区 南堀江２－１２－３３　ルピナス南堀江１０１ ショッピング SL-2000-7289

眼鏡工房 アイ・フェイス 大阪市西区 南堀江２－１３－１８ ショッピング JS-0000-2447

ウィズ 大阪市西区 南堀江２－１３－１８　　 ショッピング ZN-2000-0309

CAL DEAN 大阪市西区 南堀江２－３－１８　南堀江２１　１０１ ショッピング JS-0000-4262

Fa － Fa 大阪市西区 南堀江２－９－１２　中沢ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-2391

manielle 大阪市西区 南堀江２－９－１２　中沢ビル３Ｆ ショッピング JS-0001-5918

Caramel Box 大阪本店 大阪市西区 南堀江２－９－９　谷井ビル１Ｆ ショッピング JS-0002-3722

SWITCH ＋ 大阪市西区 南堀江２－９－９　谷井ビル１Ｆ ショッピング SL-2000-4694

フェアフィールド南堀江 大阪市西区 南堀江３－４－１５　エステムコート南堀江２レアリス１０１　 ショッピング ZN-0002-2687

NOBLEKARAMA 大阪市西区 南堀江３－９－９　ラ・メゾンオオイ１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-5676

AKMOSAKA 大阪市西区 北堀江１－１０－１３　北堀江コレット１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4394

Cote ＆ Ciel 堀江店 大阪市西区 北堀江１－１１－２　　 ショッピング ZN-0002-2274

waxpend 大阪市西区 北堀江１－１１－５　飯ビル２Ｆ ショッピング ZN-0002-5203

Heavenly 大阪市西区 北堀江１－１１－８　　 ショッピング ZN-0002-4260

ARTHOUSE 大阪市西区 北堀江１－１２－１６　　 ショッピング ZN-0002-6267

石濱 大阪市西区 北堀江１－１－２８　VIP ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-2044

SORA DIVE SHOP 大阪市西区 北堀江１－１４－１０　中内ビル２Ｆ ショッピング JS-0004-9798

WAREHOUSE 北堀江店 大阪市西区 北堀江１－１４－１４ ショッピング JS-0003-3745

花 Angers 大阪市西区 北堀江１－１６－２６　サニーコーポ山中１Ｆ ショッピング JS-0005-9430

LiVES 大阪市西区 北堀江１－１７－１　cor ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-4809

pet salon Dearest 大阪市西区 北堀江１－１７－２３　オーキッドスクエア２Ｆ ショッピング JS-0001-9091

北欧産業株式会社 大阪店 大阪市西区 北堀江１－２１－２７ ショッピング JS-0002-7115
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SherillR 大阪市西区 北堀江１－２２－１８　山崎ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1267

VILLAGE 大阪市西区 北堀江１－３－１０ ショッピング JS-0000-2306

about a Pond 大阪市西区 北堀江１－５－１７　北堀江ワタリビル１Ｆ ショッピング JS-0001-2804

mememori 大阪市西区 北堀江１－５－２　四ツ橋新興産ビル ショッピング JS-0002-4721

ヴァグリエ 大阪市西区 北堀江１－７－４ ショッピング JS-0000-4749

オブジェ 大阪店 大阪市西区 北堀江１－９－１４　 ショッピング SL-2000-5390

ウエス大阪 大阪市西区 北堀江１－９－４　三洋北堀江ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-2275

あみだ池漢方薬局 大阪市西区 北堀江２－１５－１０ ショッピング JS-0000-0511

あみだ池漢方薬局 大阪市西区 北堀江２－１５－１０ ショッピング JS-0005-7645

McFly 大阪市西区 北堀江２－２－１９　ラ・ジェラータ１Ｆ ショッピング JS-0000-1489

マッサン 大阪市西区 北堀江２－２－２０　マッサンビル１Ｆ ショッピング SL-2001-1971

マッサン 大阪市西区 北堀江２－２－２０　マッサンビル２Ｆ ショッピング SL-2001-1458

マッサン 4F 大阪市西区 北堀江２－２－２０　マッサンビル４Ｆ ショッピング SL-2001-1459

マッサン 5F 大阪市西区 北堀江２－２－２０　マッサンビル５Ｆ ショッピング SL-2001-1460

ロブザーコ 大阪市西区 立売堀１－１０－１４ ショッピング JS-0003-3289

レアストーンズ 大阪市西区 立売堀１－４－９　中井産業ビル１Ｆ ショッピング JS-0005-8198

ロントガ 大阪市西区 立売堀１－５－２　立売堀ビル１Ｆ ショッピング JS-0000-5687

リガトア 大阪市西区 立売堀１－５－２　立売堀ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-2947

vestir y 大阪市西区 靱本町１－１４－１９　１Ｆ ショッピング JS-0005-8085

COCO　hand　work　sh 大阪市西区 靱本町１－１４－９　三輪ビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8278

RegaloMoco 大阪市西区 靱本町１－１６－１８　クリエートビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-4397

PUT ON 大阪市西区 靱本町１－１７－１５　２Ｆ ショッピング JS-0005-9376

1 ／ foneoverf 大阪市西区 靱本町１－１８－１　１Ｆ　　 ショッピング ZN-0002-2581

大阪シモンズギャラリー 大阪市西区 靱本町１－５－１５　第二富士ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-1060

スーツスタジオ R ＆ J 大阪市西区 靱本町２－５－１５－２０２ ショッピング JS-0003-7186

新華物産 大阪市西区 靱本町３－８－６－１０１ ショッピング JS-0001-0253

ぷらす整骨院 本町駅前院 大阪市西区 阿波座１－６－１３　カーニープレイス本町１Ｆ サービス JS-0003-5195

LEARISE 大阪市西区 京町堀１－１４－２８　３０１ サービス SL-2000-4049

nanomock 大阪市西区 京町堀１－１６－２８　　１０２ サービス SL-2000-2754

HairSalonMANA ＋ 大阪市西区 京町堀２－１－１６　大翔ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-0489

京町堀動物病院 大阪市西区 京町堀２－１３－１０ サービス JS-0001-8076

アンヌサロンドコアフール 大阪市西区 京町堀２－５－１　　 サービス ZN-0002-7349

シェイプ九条店 大阪市西区 九条１－１０－７ サービス JS-0004-3617

TOPHAIR 大阪市西区 九条１－１４－２６　 サービス SL-2000-0558

まるスタジオ 大阪市西区 九条１－１５－２２ サービス JS-0002-9811

lamoana 九条店 大阪市西区 九条１－１５－２６　オーク２１九条ビル２Ｆ サービス JS-0005-9365

ブライダルコスチューム 石川 大阪市西区 九条１－１６－１４ サービス JS-0000-2245

HAIR MAKE Sowelu 大阪市西区 九条１－１８－５ サービス JS-0001-1022

ヘアーズ・レイ 大阪市西区 九条１－１９－８　 サービス SL-2000-6943

Salon・Cookie 大阪九条店 大阪市西区 九条１－２５－９　藤井エステートビル２Ｆ サービス JS-0005-7837

有限会社岡本モータース 大阪市西区 九条南２－３－２ サービス JS-0001-8164

LaNeige ＋ 大阪市西区 江戸堀１－８－１５　ルート江戸堀　 サービス ZN-0002-7352

ワンズレンタカー 阿波座駅前店 大阪市西区 江戸堀３－６－３５ サービス JS-0002-7621

fiore 大阪市西区 江戸堀３－８－９　１Ｆ　　 サービス PK-0000-0741
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nail salon l’unico 大阪市西区 新町１－１０－７　新町興伸ビル６０１ サービス JS-0003-5955

Capelli Malena 大阪市西区 新町１－２２－１７　コーポウエダ１Ａ サービス SL-2000-9802

cita 大阪市西区 新町１－２３－２　ＴＢビルディング３Ｆ　 サービス ZN-0003-0250

guri 大阪市西区 新町１－２７－１５　西長堀ビル２Ｆ　 サービス ZN-2000-0242

TIPSY 大阪市西区 新町１－２９－７　ＢＲビル５Ｆ　 サービス ZN-0003-0240

INC 大阪店 大阪市西区 新町１－７－１７　ブラックビル２Ｆ サービス JS-0000-0311

RUKAhairmake 大阪市西区 新町１－８－１０　シティーヴィラ佐々木１Ｆ　 サービス ZN-0003-1173

GOSSO 大阪市西区 新町２－１４－７　　 サービス ZN-0002-7351

山中鍼灸整骨院 新町 大阪市西区 新町２－１８－１２ サービス JS-0002-4560

Augusta hair design 大阪市西区 新町２－１９－９　コートハウス１Ｆ サービス JS-0002-7169

drop 大阪市西区 新町３－３－２　長本ビル１Ｆ サービス JS-0001-5670

Totia 堀江 大阪市西区 新町３－６－１４　アプライズ西長堀１Ｆ　 サービス ZN-2000-7240

ホームドライ 阪急オアシス新町店 大阪市西区 新町４－６－２３ サービス AL-0000-0344

あい・メディカル 本町 大阪市西区 西本町１－６－２　阿波堀ビル１Ｆ サービス JS-0004-4332

eclathair ＆ beauty 大阪市西区 土佐堀１－５－２０　医交社ビル２Ｆ　 サービス ZN-0003-0254

malali 大阪市西区 南堀江１－１０－１　K･T ビル７０２　 サービス ZN-0002-7353

SOOPER － DOOPER 大阪市西区 南堀江１－１１－１６　レミュー南堀江２０３ サービス JS-0001-6188

ahnkism 大阪市西区 南堀江１－１１－２１　STORK ビル２Ｆ サービス JS-0003-6388

HAP 大阪市西区 南堀江１－１１－８　ルーブルコート南堀江６０１ サービス JS-0002-1598

aard － vark ／ hair make 大阪市西区 南堀江１－１－１９　２Ｆ　 サービス SL-2000-2315

Cache Horie 大阪市西区 南堀江１－１４－１８ サービス JS-0003-0611

V：olta 大阪市西区 南堀江１－１４－２６　中澤唐木ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-7350

ledia 大阪市西区 南堀江１－１５－９　南堀江コレット５Ｆ サービス JS-0005-3809

DE ／ BAUCH 大阪市西区 南堀江１－１６－１１　RE008　８Ｆ サービス SL-2000-5526

Five Stars 大阪市西区 南堀江１－１６－１６　ゼフェロス南堀江５０２ サービス JS-0004-0265

EIGHT 大阪市西区 南堀江１－１９－２　竹の館ビル３Ｆ サービス JS-0004-0207

メーヴェ 大阪市西区 南堀江１－１９－７　シエロ南堀江２Ｆ　 サービス ZN-0002-9789

Baco． 大阪市西区 南堀江１－２０－６　エムズビル２Ｆ サービス JS-0001-2616

cinq 大阪市西区 南堀江１－２１－１３　エルミタージュ２Ｆ　 サービス ZN-0003-0239

SUMI 大阪市西区 南堀江１－２４－２６　樹樹ガーデンアネックス１Ｆ サービス JS-0001-4614

NOTOMANIA 大阪市西区 南堀江１－７－３　南堀江スクエアビル６Ｆ サービス JS-0001-9853

Hair ＆ MakeLee 南堀江店 大阪市西区 南堀江１－７－４　マルイト南堀江パロスビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0247

ランドリーバスケット 大阪市西区 南堀江２－２－６　ケンザイビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-2605

Vaselines 大阪市西区 南堀江２－４－１７　朝日プラザ西道頓堀１０３　 サービス ZN-0003-0251

bangs 大阪市西区 南堀江２－６－２　道頓堀プラザ１Ｆ　 サービス ZN-0003-0243

IRO 大阪市西区 南堀江２－７－１７　フルーレ南堀江１０５　 サービス ZN-0002-9909

LaBreaLittledog 大阪市西区 南堀江３－１１－４　１Ｆ　　 サービス ZN-2000-5561

ana kale 大阪市西区 南堀江３－１１－５ サービス JS-0000-0049

VANGOO 大阪市西区 南堀江３－１２－１ サービス JS-0004-1799

しん動物病院 大阪市西区 南堀江３－１４－２９ サービス JS-0001-0935

AKI サイクル 大阪市西区 南堀江３－１４－２９　南堀江三洋ハイツ１０３ サービス ZN-0002-6472

アルシュ 南堀江 大阪市西区 南堀江３－１５－１８ サービス JS-0003-3023

Door hair．latte 大阪市西区 南堀江３－２－１　プラザ１０ビル２Ｆ サービス JS-0001-6881

ZEAL 大阪市西区 南堀江４－２９－７　堀江サンユー１Ｆ サービス JS-0003-8705
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HairSalonHACHI 大阪市西区 北堀江１－１１－５　柴田ビル６Ｆ　 サービス ZN-0002-7143

ネイルサロン フリーネイル 大阪市西区 北堀江１－１－１８　５Ｆ サービス JS-0001-7666

etela 大阪市西区 北堀江１－１－２３　養田ビル四ツ橋館３Ｂ サービス SL-2000-1289

クペ・ドゥ・ドゥ 大阪市西区 北堀江１－１－２５　堀富ビル２Ｆ サービス JS-0003-7693

rico 大阪市西区 北堀江１－１－２８　VIP ビル９Ｆ サービス JS-0000-6839

LAX 大阪市西区 北堀江１－１３－４　Nob ビル９Ｆ サービス JS-0004-1570

Felicita 北堀江店 1 大阪市西区 北堀江１－１６－２２　　 サービス PK-0000-0913

AluciS 大阪市西区 北堀江１－１８－１９　シバタハイツ１Ｆ　 サービス ZN-0003-0253

DEJI 大阪市西区 北堀江１－２－１０　菊屋ビル４Ｆ サービス JS-0005-5131

Barouche 大阪市西区 北堀江１－２２－１２　koki 北堀江２Ｆ サービス SL-2000-0547

天使の木 大阪市西区 北堀江１－３－２４　４Ｆ サービス JS-0005-0797

OCEANTOKYO WEST 大阪市西区 北堀江１－６－１２　２Ｆ サービス JS-0005-8518

あい・メディカル 四ツ橋 大阪市西区 北堀江１－６－８　テクノーブル四ツ橋ビル１Ｆ サービス JS-0004-4330

KO．MO．RE 大阪市西区 北堀江１－７－３　大花興産ビル２Ｆ サービス JS-0000-1156

シャウルデッサン 大阪市西区 北堀江１－８－１４　キャピタルビル１Ｆ　 サービス ZN-2000-5386

Vanify 大阪市西区 北堀江１－９－１５　オーシャンズビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-7139

Hair Create zucca 大阪市西区 北堀江２－１２－１８　１Ｆ サービス JS-0004-0429

NICHE 大阪市西区 北堀江２－１５－１９　　 サービス ZN-0002-9913

son 大阪市西区 北堀江２－４－１４　ミッドスクエア堀江３Ｆ サービス JS-0004-7657

TuK TuK 大阪市西区 北堀江２－５－５　T'Z ビルディング１Ｆ サービス JS-0000-2104

ヘアデザインメロ 大阪市西区 北堀江２－５－５　T'Z ビルディング２Ｆ サービス SL-2000-6089

Nicole． 大阪市西区 北堀江２－６－１０　ニコルアパートメント サービス JS-0000-7052

tre 大阪市西区 立売堀１－８－１　１Ｆ　　 サービス ZN-0002-7140

Hair Produce Ko 大阪市西区 立売堀１－９－６　ニューアスターハウス守先１Ｆ サービス JS-0000-8436

双輪自動車株式会社 大阪市西区 立売堀４－３－１ サービス JS-0004-9307

ボンボン＆セル 大阪市西区 靱本町１－１３－７　大新ビル２Ｆ サービス JS-0004-2237

rafflesia 大阪市西区 靱本町１－１４－１９　清記ビル２Ｆ　 サービス ZN-0002-9910

SALOON 大阪市西区 靱本町１－１６－１５ サービス JS-0000-4156

ONE hair 大阪市西区 靱本町１－１６－１８　２Ｆ サービス JS-0005-6269

ジュスィコムジュスィ 大阪市西区 靱本町１－１６－１９－３０２ サービス JS-0002-1566

BARBERTHECROWN 大阪市西区 靱本町３－４－９　横井第２ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-1616

ナンバーナイン九条店 大阪市西区 九条１－１８－７　　 エンターテインメント ZN-0001-7304

カーテン夢工房 大阪市西区 新町１－２１－８　大阪スカイタワー１Ｆ その他 SL-2000-3824

麻雀クラブ 遊 大阪市西区 北堀江１－１－７　四ッ橋日生ビルＢ１Ｆ その他 JS-0000-4655

レアストーンズ 大阪市西区 立売堀１－４－９　中井産業ビル１Ｆ　 その他 SL-2000-2815


