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レストラン アイラ 大阪市住之江区 御崎６－１－２３　阪下ハウスマンション１０５ 飲食店 JS-0002-0928

炭火焼鳥 とと 大阪市住之江区 御崎６－１－２３　阪下ハウスマンションＡ－１０３ 飲食店 JS-0002-8011

お好み焼 よつ葉 大阪市住之江区 住之江２－１－２１ 飲食店 JS-0004-7024

鳥匠 穂積 大阪市住之江区 住之江２－３－１３　光ハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0000-9235

味平 大阪市住之江区 新北島１－１－１４　サンライフ１Ｆ 飲食店 JS-0004-3234

8102 赤から住之江店 大阪市住之江区 新北島１－１－２　ビックドックプラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5332

8103 ニュースミノエ 大阪市住之江区 新北島１－１－２　ビックドックプラザ２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5333

波平 住之江店 大阪市住之江区 新北島１－１－７　ビッグドッグプラザ１Ｆ 飲食店 JS-0004-7070

一光 大阪市住之江区 新北島１－３－２　住之江ハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7253

こじろう 大阪市住之江区 新北島１－４－１３　　 飲食店 ZN-0001-7234

創作ダイニング りとむ 大阪市住之江区 新北島１－４－１７　シータイガー１１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7256

王道住之江店 大阪市住之江区 新北島６－１－３９　　 飲食店 ZN-0001-7347

稲穂 大阪市住之江区 西住之江１－１０－１０　コスモスハイム１０１　 飲食店 ZN-0001-7325

にしまる 大阪市住之江区 中加賀屋１－２－３ 飲食店 JS-0000-5162

どない屋 大阪市住之江区 中加賀屋２－３－３　　 飲食店 ZN-0001-7209

とり金 住之江店 大阪市住之江区 中加賀屋３－５－３ 飲食店 JS-0001-9157

創菜ダイニング 大阪市住之江区 中加賀屋３－６－１ 飲食店 JS-0005-2428

武蔵 住之江店 大阪市住之江区 東加賀屋１－１３－１３ 飲食店 JS-0003-3403

阿吽 大阪市住之江区 東加賀屋３－１２－１８　ラヴィリス１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7350

懐石料理徳 大阪市住之江区 東加賀屋３－１５－９　　 飲食店 ZN-0001-7247

鮨処 よし田 大阪市住之江区 東加賀屋３－１６－１６ 飲食店 JS-0000-4639

焼肉味よし 大阪市住之江区 東加賀屋４－７－１２　　 飲食店 PK-0000-2767

とりだん 住之江店 大阪市住之江区 南加賀屋３－３－１７　住之江吉田ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-0207

焼肉いろり庵 大阪市住之江区 南港中２－１　カリヨンプラザ内　 飲食店 SL-2000-4540

とんかつながた園 WTC 店 大阪市住之江区 南港北１－１４－１６　１Ｆ 飲食店 JS-0003-8504

なごみ心 花の園 大阪市住之江区 南港北１－２５－１０　３Ｆ 飲食店 JS-0005-1089

PLUVIER 大阪市住之江区 南港北１－２５－１０　ｼｰｻｲﾄﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽｺｽﾓｽｽｸｴｱ２Ｆ 飲食店 ZN-0001-7321

焼肉左近 ATC 店 大阪市住之江区 南港北２－１－１０　ＡＴＣビル南館２Ｆ 飲食店 JS-0002-3676

蒼空 大阪市住之江区 浜口西１－１３－１３　　 飲食店 ZN-2000-4016

地どり焼 ひろ乃 大阪市住之江区 北加賀屋２－１０－３ 飲食店 JS-0003-2428

居酒屋 ゴリさん 大阪市住之江区 北加賀屋２－１２－１３ 飲食店 JS-0000-6320

Its i Osaka House 大阪市住之江区 北加賀屋２－５－３１　　 飲食店 ZN-2000-4100

アンリュウリコーダーギャラリー 大阪市住之江区 安立３－８－１２ ショッピング JS-0003-5914

イナイ 大阪市住之江区 御崎６－３－１０ ショッピング JS-0003-0672

JIMMY’S 大阪市住之江区 住之江１－４－３７ ショッピング JS-0000-5464

愛媛屋 1 大阪市住之江区 住之江２－１０－１３　　 ショッピング PK-0000-7592

バラエティ 101 オスカー店 大阪市住之江区 新北島１－２－１　オスカードリーム１Ｆ ショッピング JS-0002-1074

シェイプ 住之江店 大阪市住之江区 新北島１－２－１　オスカードリーム１Ｆ ショッピング JS-0004-3779

ラビットストリート S － Works サロン 大阪市住之江区 新北島３－２－２６ ショッピング JS-0001-1938

ラビットストリート 本店 大阪市住之江区 新北島５－２－１ ショッピング JS-0001-1834
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ティークラフト 大阪市住之江区 西住之江４－１１－１２ ショッピング JS-0000-9760

ファミリー薬局 大阪市住之江区 中加賀屋２－２－３　　 ショッピング PK-0000-5446

株式会社横岩電化ストアー 大阪市住之江区 中加賀屋３－１－１５ ショッピング JS-0000-3995

グレイスマルミヤ 大阪市住之江区 中加賀屋３－１２－２　　 ショッピング ZN-0002-4402

メガネのかとう住之江店 大阪市住之江区 中加賀屋３－８－１　 ショッピング SL-2000-4505

マルヒメ 大阪市住之江区 中加賀屋４－２－２ ショッピング JS-0002-0060

R P 大阪市住之江区 中加賀屋４－２－２７ ショッピング JS-0001-9969

（株）タイヤーサービスセンター 住之江店 大阪市住之江区 南加賀屋３－８－３７ ショッピング JS-0001-1172

伊勢吉 大阪市住之江区 南加賀屋４－１１－１１ ショッピング JS-0000-3531

ブックマーケット 住之江店 大阪市住之江区 南加賀屋４－７－４０ ショッピング JS-0005-6940

パソコンショップ T ＆ A 大阪市住之江区 南港中２－１－１０９ ショッピング JS-0002-9214

ネオ・テニスプラザ住之江 プロショップ 大阪市住之江区 南港東１－２－７ ショッピング JS-0000-4169

整備会館 1 Ｆ売店 バニラス 大阪市住之江区 南港東３－５－６ ショッピング JS-0004-6898

フローリスト ハンナ 大阪市住之江区 南港北１－１３－１１　ハイアットリージェンシーホテル内 ショッピング JS-0001-6960

eccellente 大阪市住之江区 南港北２－１－１０　ATC ビル ITM 棟３Ｆ ショッピング JS-0001-1801

ああ良い眼鏡専門店 大阪市住之江区 南港北２－１－１０　ATC ビル ITM 棟３Ｆ ショッピング JS-0002-1398

OCEAN FAR EAST 大阪市住之江区 浜口西２－１１－１８ ショッピング JS-0002-7149

双葉薬局 大阪市住之江区 浜口西２－１－３ ショッピング JS-0002-8628

ペットショップ ジパング 大阪市住之江区 粉浜２－１０－４７ ショッピング JS-0003-0799

RULER 大阪市住之江区 粉浜２－９－１０ ショッピング JS-0001-0620

三千円メガネ 住吉店 大阪市住之江区 粉浜３－１３－２１ ショッピング JS-0001-4595

おかいもの処　椿庵 大阪市住之江区 粉浜３－１６－３　　 ショッピング PK-0000-8867

うしや精肉店 大阪市住之江区 粉浜３－１７－１３ ショッピング SL-2000-5078

こびとのクローゼットフジヤ 大阪市住之江区 粉浜３－８－７　 ショッピング SL-2000-3778

K9Kitchen 大阪市住之江区 平林南１－２－５７ ショッピング JS-0005-3586

マザーリーフ 大阪市住之江区 安立１－１４－１６　八代ビル２Ｆ サービス JS-0000-9745

Ricca 大阪市住之江区 御崎６－５－１７－１０８ サービス JS-0000-0100

トート動物病院 大阪市住之江区 新北島２－１－１　オアシスコート新北島１Ｆ サービス JS-0004-6452

アルシュ 本店 大阪市住之江区 新北島５－３－３ サービス JS-0003-3021

Nailsalon ＆ school Couleur de moi 大阪市住之江区 西加賀屋１－１－４４－１０２　 サービス SL-2000-1190

南港通り いぬねこ病院 大阪市住之江区 東加賀屋１－１０－３２ サービス JS-0000-0038

Die Hare 大阪市住之江区 南加賀屋３－２－１４ サービス JS-0001-5098

ヘアーサロンシミズ 大阪市住之江区 南港東１－６－６－１０３　 サービス ZN-0002-9903

ヘアーズ クリッツァ 大阪市住之江区 浜口東３－５－２５ サービス JS-0000-5017

カット・サロン・ティファニー 大阪市住之江区 粉浜２－１－１５　　 サービス PK-0000-7905

酵素浴 絹羽 大阪市住之江区 粉浜西１－１－１６　２Ｆ サービス JS-0004-5074

かがやき鍼灸整骨院 大阪市住之江区 粉浜西１－１－２２ サービス JS-0003-3484

ニコニコレンタカー 住之江北島店 大阪市住之江区 北島２－７－３８ サービス JS-0005-1985

ゴルフスミノエ 大阪市住之江区 泉１－１－８２ その他 JS-0005-4696

マグ フットサルスタジアム 大阪市住之江区 泉１－１－８２ その他 JS-0005-4798

スパ スミノエ 大阪市住之江区 泉１－１－８２ その他 JS-0005-5091

ボウル スミノエ 大阪市住之江区 泉１－１－８２ その他 JS-0005-5101

カラオケ B ー SIDE 大阪市住之江区 泉１－１－８２ その他 JS-0005-5104

マグ ビリヤード・ダーツ＆ピンポン 大阪市住之江区 泉１－１－８２ その他 JS-0005-5181
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マグ フットサル スミノエ 4F 大阪市住之江区 泉１－１－８２ その他 JS-0005-5386

スパスミノエ さぬきや 大阪市住之江区 泉１－１－８２ その他 JS-0005-5968

株式会社アミカ・エコテック 大阪市住之江区 南港北２－１－１０　ATC ビル ITM 棟９Ｆ その他 SL-2000-7876


