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ポモドーロ フレスカ 大阪市天王寺区 烏ケ辻１－１－２２ 飲食店 JS-0000-8462

焼肉喜久安 大阪市天王寺区 烏ケ辻１－１－２２　　 飲食店 PK-0000-0021

まぐろ料理 KA － TSU 大阪市天王寺区 烏ケ辻２－２－１５ 飲食店 JS-0000-8484

レストランボナンザ 大阪市天王寺区 烏ケ辻２－２－１５　中島マンション１Ｆ 飲食店 JS-0001-3607

暴飲暴食 東遊 大阪市天王寺区 下味原町２－１５ 飲食店 JS-0003-3834

肉の鶴々亭 大阪市天王寺区 下味原町２－２０ 飲食店 JS-0005-8109

焼肉鶴橋 別邸 大阪市天王寺区 下味原町２－５ 飲食店 JS-0002-7772

一葉 大阪市天王寺区 下味原町２－６ 飲食店 JS-0003-0811

絆 大阪市天王寺区 下味原町２－９ 飲食店 JS-0000-9978

酒と揚げ天ぷらてんてん 大阪市天王寺区 下味原町３－５ 飲食店 SL-2000-7312

焼肉吉田 本店 大阪市天王寺区 下味原町４－１１ 飲食店 JS-0002-9383

大吉 大阪市天王寺区 下味原町５－１８　　 飲食店 ZN-0001-7468

焼肉鶴橋 本店 大阪市天王寺区 下味原町５－２３ 飲食店 JS-0002-7771

焼肉蘭 大阪市天王寺区 下味原町５－２４　　 飲食店 ZN-0001-7413

炭火焼肉鶴橋七輪 大阪市天王寺区 下味原町５－２４　　 飲食店 ZN-0001-7504

白雲台 鶴橋駅前店 大阪市天王寺区 下味原町５－２５ 飲食店 JS-0001-3879

TRATTORIAROCCIA 大阪市天王寺区 玉造元町１７－１３　　 飲食店 PK-0000-2935

日本料理寺田 大阪市天王寺区 玉造元町２－３５　玉造末広ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7490

ONE SOUP 玉造店 大阪市天王寺区 玉造元町３－１９　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-7474

活旬 大枡 大阪市天王寺区 玉造元町３－２ 飲食店 JS-0003-5239

飛鳥 大阪市天王寺区 玉造元町８－３ 飲食店 JS-0002-3962

BistroLIBERTE 大阪市天王寺区 空堀町１１－８　宰（つかさ）１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7516

すし丈 大阪市天王寺区 四天王寺１－７－１５　オーキッドコート夕陽ヶ丘１Ｆ 飲食店 JS-0003-6497

ソムリエキッチンヤブヤム 大阪市天王寺区 四天王寺１－８－１１　椎寺ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7481

大阪とらふぐの会 大阪市天王寺区 寺田町２－１－２２　ロッキービル６Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4585

Dining ＆ Bar ROBIN 大阪市天王寺区 寺田町２－２－７　エースビル２Ｆ 飲食店 JS-0004-0463

鉄板鍋 ショウ 大阪市天王寺区 寺田町２－４－１１ 飲食店 JS-0000-6586

うまいもんや酒まる 大阪市天王寺区 寺田町２－５－１０　ヒルズビュー寺田町Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-7441

味処やなぎ 大阪市天王寺区 舟橋町１１－４　　 飲食店 ZN-0001-7403

INITIUM 大阪市天王寺区 舟橋町１２－３ 飲食店 JS-0001-9469

ゆう屋 大阪市天王寺区 舟橋町１３－３ 飲食店 JS-0004-5843

鶴橋いちごいちえ 大阪市天王寺区 舟橋町１５－２６　　 飲食店 ZN-0001-7513

大和焼肉 やまとく 大阪市天王寺区 舟橋町１７－４　　 飲食店 ZN-0001-7425

中華 金柑 大阪市天王寺区 舟橋町１８－４ 飲食店 JS-0000-0048

浪花すし 大阪市天王寺区 舟橋町１８－４ 飲食店 JS-0000-1205

はな天鶴橋店 大阪市天王寺区 舟橋町１８－５　　 飲食店 ZN-0001-7493

伝介 大阪市天王寺区 舟橋町１９－１５　　 飲食店 ZN-0001-7505

焼肉ソソモン 大阪市天王寺区 舟橋町１９－１９　メゾン・ド・ピアフ１Ｆ 飲食店 JS-0002-2801

きやす亭 大阪市天王寺区 舟橋町１９－２ 飲食店 JS-0000-3557

山賊 大阪市天王寺区 舟橋町１９－５　　 飲食店 ZN-0001-7487
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魚八商店 鶴橋店 大阪市天王寺区 舟橋町１９－６　　 飲食店 ZN-0001-7427

とんがらし 土井 大阪市天王寺区 舟橋町２０－１９ 飲食店 JS-0002-1460

まだん鶴橋本店 大阪市天王寺区 舟橋町５－１４　ループ真田山１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7499

ふぐ政 大阪市天王寺区 勝山３－６－３ 飲食店 JS-0003-0064

やま本 大阪市天王寺区 勝山４－２－１４ 飲食店 JS-0002-3954

鮨こいき 大阪市天王寺区 勝山４－２－２０ 飲食店 JS-0003-7707

MOMO’s カフェ＆レストラン 大阪市天王寺区 小橋町１２－１５ 飲食店 JS-0004-5605

美韓 大阪市天王寺区 小橋町１２－１５　エバーグリーン上本町１０２ 飲食店 JS-0003-9327

焼肉 舞牛 大阪市天王寺区 小橋町１２－１５　エバーグリーン上本町１０８ 飲食店 JS-0002-1044

夢鉄砲上本町本店 大阪市天王寺区 小橋町１２－１５　エバーグリーン上本町１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7454

やま 大阪市天王寺区 小橋町１３－８ 飲食店 JS-0000-4868

小川亭とらちゃん上六店 大阪市天王寺区 小橋町２－１５　　 飲食店 ZN-0001-7462

おいしい肴の店 りき六 大阪市天王寺区 上汐３－１－３ 飲食店 JS-0002-3719

旬彩居酒屋いし井 大阪市天王寺区 上汐３－１－３　　 飲食店 ZN-0001-7500

まこと 大阪市天王寺区 上汐３－３－６　１Ｆ 飲食店 JS-0001-0174

凡 大阪市天王寺区 上汐３－７－１５ 飲食店 JS-0002-1892

鰯屋カタクチ 大阪市天王寺区 上汐３－７－１６　　 飲食店 PK-0000-3587

炭火焼鳥 赤目 大阪市天王寺区 上汐３－７－１６　　 飲食店 ZN-0001-7424

OZ 家 大阪市天王寺区 上汐３－７－８　サンシャイン上汐１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7472

日本酒×和風バル　せんとらるぱーく 大阪市天王寺区 上汐５－７－１　ハロ上町１Ｆ　 飲食店 PK-0000-6730

遊楽旬彩直 大阪市天王寺区 上本町５－１－１７　第２三洋ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7489

焼き焼きおかもと 大阪市天王寺区 上本町５－２－４　　 飲食店 ZN-0001-7433

炭火焼鳥・地酒創味 大阪市天王寺区 上本町６－２－２７　三公ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7412

こおち 大阪市天王寺区 上本町６－３－３１　うえほんまちハイハイタウン２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7480

うの花すし 大阪市天王寺区 上本町６－３－３１　うえほんまちハイハイタウンＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-5394

きらくや 五十鈴 大阪市天王寺区 上本町６－３－３１　うえほんまちハイハイタウンＢ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-7414

居酒屋だんらん 大阪市天王寺区 上本町６－３－３１－Ｂ１１１　 飲食店 ZN-0001-7426

馳走庵上本町店 大阪市天王寺区 上本町６－４－１８　　 飲食店 ZN-0001-7416

鶏屋いちごいちえ上本町 大阪市天王寺区 上本町６－４－２３　　 飲食店 ZN-0001-7514

手づくり御馳走家 和み 大阪市天王寺区 上本町６－６－２６　上六光陽ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4872

炭焼あきない 大阪市天王寺区 上本町６－７－２２　　 飲食店 ZN-0001-7506

お好み焼 上一 大阪市天王寺区 上本町６－９－２１ 飲食店 JS-0002-0115

鶏笑上本町店 大阪市天王寺区 上本町８－３－１　フタバハイツ上本町１０１　 飲食店 PK-0000-4692

TEPPAN 「Vin」 大阪市天王寺区 上本町９－３－３２　Ｂ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-4647

陣屋 大阪市天王寺区 真法院町２０－２　　 飲食店 ZN-0001-7484

Traum 大阪市天王寺区 生玉前町１－１６　チェリービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7448

Bar　BATA2 大阪市天王寺区 生玉前町１－２５　　 飲食店 PK-0000-6680

KitchenBar Shiki 大阪市天王寺区 生玉前町１－２８ 飲食店 JS-0002-1474

PIATTINIMICIO 大阪市天王寺区 生玉町１１－２９　朝日プラザ高津１Ｆ　 飲食店 ZN-0002-2317

彭家タッカンマリ 大阪市天王寺区 生玉町１２－１　朝日プラザ高津３－１０５　 飲食店 ZN-0001-7450

H．K9nine 大阪市天王寺区 生玉町１－３２ 飲食店 JS-0001-7824

たま鮨 大阪市天王寺区 石ケ辻町１３－１７　サンシャイン深緑１Ｆ 飲食店 JS-0000-3047

旬菜とお酒 まも梨 大阪市天王寺区 石ケ辻町１３－４ 飲食店 JS-0002-7845

創作鉄板 菫 大阪市天王寺区 石ケ辻町１３－４　桃栄マンション１０３ 飲食店 SL-2000-6601
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黄龍 大阪市天王寺区 石ケ辻町１４－６ 飲食店 JS-0003-8814

洋食川ぎし 大阪市天王寺区 石ケ辻町１４－６　錢屋本舗本館１０１ 飲食店 JS-0005-9995

アットイース 大阪市天王寺区 石ケ辻町１８－２４　リバーライズ上本町１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7467

LeRondeBeause 大阪市天王寺区 石ケ辻町５－５　丸善８８シティハイツ１Ｆ 飲食店 ZN-0001-7482

萩屋本場所 大阪市天王寺区 大道１－１４－２３　　 飲食店 ZN-0001-7443

八光園 大阪市天王寺区 大道３－１－１　　 飲食店 ZN-0001-7440

おやじすし一喜 大阪市天王寺区 大道４－１０－１３　吉泉ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-5333

ごおん 大阪市天王寺区 大道４－１０－６　4.5 ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-9504

和が家 大阪市天王寺区 大道４－１－９　　 飲食店 ZN-0001-7453

ホルモン大和 寺田町店 大阪市天王寺区 大道４－２－７ 飲食店 JS-0004-2287

花さき じんの庵 大阪市天王寺区 大道５－４－１２ 飲食店 JS-0004-0467

クレープリー・スタンドシャンデレール 大阪市天王寺区 茶臼山町５－５５　　 飲食店 ZN-0001-7475

みのる 大阪市天王寺区 東高津町１－１３　岡本タワービル１Ｆ 飲食店 JS-0000-2393

ミーア ジョイア プリモ 大阪市天王寺区 東高津町１－２　東天川ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7205

炭火焼肉もん太 大阪市天王寺区 東高津町６－１２ 飲食店 JS-0002-5503

味の集い 寿 大阪市天王寺区 東高津町６－２０ 飲食店 JS-0000-6542

ひなの 大阪市天王寺区 東高津町６－２２　　 飲食店 ZN-0001-7460

Lagrue 大阪市天王寺区 東上町２－２　　 飲食店 ZN-0001-7446

焼肉吉田 新館 大阪市天王寺区 東上町３－１５ 飲食店 JS-0002-9384

洋風居酒屋 JINANBO 大阪市天王寺区 東上町６－１３　リーフアベニュー　 飲食店 ZN-0001-7470

焼肉ソウル 桃谷店 大阪市天王寺区 堂ケ芝１－１１－１８　　 飲食店 ZN-0001-7402

KAJICAFE 大阪市天王寺区 堂ケ芝１－８－３１　ビエラ桃谷内　 飲食店 ZN-0001-4674

料亭 まつむら 大阪市天王寺区 悲田院町１－２４ 飲食店 JS-0000-5191

たゆたゆ裏天王寺 大阪市天王寺区 悲田院町４－２２　　 飲食店 ZN-0001-7509

焼肉ホルモン ザ・まん 大阪市天王寺区 悲田院町９－１６　大広ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7461

サガズ 大阪市天王寺区 悲田院町９－２１　猪木ビル 飲食店 JS-0000-0147

コッキオ 大阪市天王寺区 筆ケ崎町２－６　　 飲食店 ZN-0001-7478

豚菜家 ちばりよ 大阪市天王寺区 堀越町１０－１２　加藤ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0004-2982

はんなり 天王寺店 大阪市天王寺区 堀越町１２－１２　成光ビル２Ｆ 飲食店 JS-0001-1705

居酒屋鮮道こんび 大阪市天王寺区 堀越町１３－１５ 飲食店 SL-2000-0947

炉ばた焼 わすれ茶屋 大阪市天王寺区 堀越町１４－３　　 飲食店 ZN-0001-7491

つるや 大阪市天王寺区 堀越町１４－６　　 飲食店 ZN-0001-7502

luv wine 裏天王寺店 大阪市天王寺区 堀越町１５－１４ 飲食店 JS-0004-5679

炉ばた焼綱兵衛 大阪市天王寺区 堀越町１６－９　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7469

創作ゆず料理ゆずの小町天王寺店 大阪市天王寺区 堀越町１６－９　毎日シルバービル６Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1881

こま源天王寺店 大阪市天王寺区 堀越町１６－９　毎日シルバービル７Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1882

韓國館 大阪市天王寺区 味原町１１－１　味原三光ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7439

和酒和菜 みのり 大阪市天王寺区 六万体町１－３５ 飲食店 JS-0000-1112

吉鳥四天王寺店 大阪市天王寺区 六万体町５－２１　　 飲食店 ZN-0001-7408

仙福南陽堂 大阪市天王寺区 逢阪２－３－２０ ショッピング JS-0003-2798

ランドバルーン 大阪市天王寺区 烏ケ辻２－４－２　パークフロント２Ｆ ショッピング SL-2000-5264

アップガレージライダース 大阪松屋町店 大阪市天王寺区 下寺町２－６－１５ ショッピング JS-0002-8999

有限会社中川修文堂書店 大阪市天王寺区 玉造元町２－１２ ショッピング JS-0004-8777

ゼノアのお店大阪店 大阪市天王寺区 玉造元町４－２　　 ショッピング ZN-0002-5423
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えびすや 大阪市天王寺区 玉造元町８－２３ ショッピング JS-0000-7653

學工房 大阪市天王寺区 玉造本町１３－１３　ローズハイツ真田山公園１０１ ショッピング JS-0000-0185

ラタンショップ SEIKO 大阪市天王寺区 玉造本町８－７　 ショッピング SL-2000-3328

肉まんのや 大阪市天王寺区 国分町２１－４０ ショッピング ZN-2000-5339

四天王寺 西むら 大阪市天王寺区 四天王寺１－１２－１０ ショッピング JS-0000-0184

イーストヒルズ 大阪市天王寺区 四天王寺１－１２－２８　３Ｆ ショッピング JS-0000-3708

キックボクシングスタジオゼスト 大阪市天王寺区 勝山１－１－１６　　 ショッピング PK-0000-0678

トモダサイクル 大阪市天王寺区 勝山３－１２－１ ショッピング JS-0000-0126

puppily hills 大阪市天王寺区 松ケ鼻町４－７ ショッピング JS-0000-9972

田中薬局 大阪市天王寺区 上汐３－４－１５　　 ショッピング PK-0000-3554

ほのぼの薬局 上汐店 大阪市天王寺区 上汐４－１－２９　北岡ビル１Ｆ ショッピング JS-0004-7262

フェリーチェ 大阪市天王寺区 上本町６－３－３１　うえほんまちハイハイタウン１Ｆ ショッピング JS-0000-5300

FLaRi 大阪市天王寺区 上本町６－３－３１　うえほんまちハイハイタウン１Ｆ ショッピング JS-0002-7099

Coeuriche クーリッシュ 大阪市天王寺区 上本町６－３－３１　うえほんまちハイハイタウン１Ｆ ショッピング JS-0003-3837

エレガンス 大阪市天王寺区 上本町６－３－３１　うえほんまちハイハイタウン１Ｆ ショッピング ZN-0002-4413

スター漢方上本町店 大阪市天王寺区 上本町６－３－３１　うえほんまちハイハイタウン２Ｆ ショッピング JS-0001-2518

アトリエフィス 大阪市天王寺区 上本町６－３－３１　うえほんまちハイハイタウン２Ｆ ショッピング SL-2000-1366

精肉やまたけ 上六店 大阪市天王寺区 上本町６－４－５ ショッピング JS-0003-4874

たつみ薬局　南店 大阪市天王寺区 上本町６－６－２３　上本町サウスビル１Ｆ　 ショッピング PK-0000-8496

VADY 上本町 大阪市天王寺区 上本町６－７－２　上六三和会館５Ｆ　 ショッピング ZN-2000-5291

ベタショップ フォーチュン 大阪市天王寺区 上本町８－３－１ ショッピング JS-0001-1026

パークサイドバイシクルズ 大阪市天王寺区 清水谷町１５－２４　手嶋ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-1551

ChocolateBrown 大阪市天王寺区 石ケ辻町　１４－１２ ショッピング SL-2001-0359

トンナ佛宝堂 大阪市天王寺区 大道１－５－１ ショッピング JS-0003-4628

チャンプ天王寺店 大阪市天王寺区 大道１－７－１３　スカイアット天王寺ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-2000-1402

博文栄光堂関西店 大阪市天王寺区 東高津町１０－３　興樹ビル ショッピング JS-0004-7321

ハスコアーチェリー 大阪市天王寺区 堂ヶ芝２－５－４　 ショッピング SL-2000-2287

ブティック細呂木屋 大阪市天王寺区 南河堀町９－４６　天王寺北口ビル　 ショッピング ZN-0002-4409

紗々美 大阪市天王寺区 堀越町１１－５　　 ショッピング ZN-0002-6897

あもや南春日 四天王寺店 大阪市天王寺区 堀越町８－１５ ショッピング JS-0005-2017

メイサード 大阪市天王寺区 味原本町１６－２０ ショッピング JS-0003-6083

四天王寺パール薬局 大阪市天王寺区 六万体町５－１９　メイプル夕陽丘２Ｆ　 ショッピング PK-0000-8553

あい・メディカル 桃谷 大阪市天王寺区 烏ケ辻２－１－７　メロウライトヒルズ１Ｆ サービス JS-0004-4136

やどかり屋 大阪市天王寺区 餌差町８－２　１Ｆ　 サービス SL-2000-2987

つる橋リラクゼーションカイロセンター 大阪市天王寺区 下味原町１－１５　クニヒロビル２Ｆ サービス JS-0002-4559

プラスワン 玉造駅前店 大阪市天王寺区 玉造元町２－１６　玉造駅前センタービル１　１０５ サービス JS-0004-8305

サロン・ド・レストル 大阪市天王寺区 玉造元町３－２　ファローエ２Ｆ サービス JS-0002-2996

あい・メディカル 玉造 大阪市天王寺区 玉造元町３－２８ サービス JS-0004-4323

LovLocks 大阪市天王寺区 玉造本町３－１８　グランデア玉造本町１Ｆ サービス SL-2000-4122

丸善舎 国分町店 大阪市天王寺区 国分町３－１７ サービス JS-0003-8764

LOGiibyemt 大阪市天王寺区 寺田町２－３－１９　リバーライズ寺田町１Ｆ　 サービス ZN-0003-1175

CHERISH 大阪市天王寺区 寺田町２－６－３ サービス JS-0002-1529

有限会社林ネーム刺繍店 大阪市天王寺区 舟橋町９－３　　 サービス ZN-0002-6313

ハーツ クレア 大阪市天王寺区 小橋町１３－１２ サービス JS-0002-2015
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あすなろ整骨院 上本町 大阪市天王寺区 小橋町１４－６１ サービス JS-0003-3272

accueil 大阪市天王寺区 上汐４－１－３３　フェンテ上汐１Ｆ　 サービス ZN-0003-0258

丸善舎 北店 大阪市天王寺区 上汐６－４－５　１Ｆ サービス JS-0003-8718

宏栄舎 大阪市天王寺区 上之宮町１０－４ サービス JS-0004-9230

hairandmakesally 大阪市天王寺区 上本町１－１－１２　第２山本ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-9915

丸善舎 上本町店 大阪市天王寺区 上本町３－２－１４ サービス JS-0003-8717

ミキシー ハーツ 大阪市天王寺区 上本町５－７－２１ サービス JS-0002-2013

relaxationsalonCOMFY 大阪市天王寺区 上本町６－３－３１　うえほんまちハイハイタウン２Ｆ サービス JS-0004-1335

hair’s curare 大阪市天王寺区 上本町６－３－３１　うえほんまちハイハイタウン３Ｆ サービス JS-0003-0904

あい・メディカル 上本町 大阪市天王寺区 上本町６－９－１９　FLAT ３４上本町１Ｆ サービス JS-0004-4138

Nail salon Noble 大阪市天王寺区 上本町６－９－２　アーバンシティ２０４ サービス SL-2000-7890

Hair Design Rire 大阪市天王寺区 上本町７－２－１　日住ビル５Ｆ サービス JS-0000-2889

ラベール 上本町 大阪市天王寺区 上本町８－２－１０ サービス JS-0003-7187

シーセッド 大阪市天王寺区 上本町８－３－２　センチュリーユウヒガオカ１０２　 サービス ZN-0003-0266

クリアタイムズ 大阪市天王寺区 上本町９－２－７－１１４ サービス JS-0003-5275

picnic 大阪市天王寺区 上本町９－３－１　夕陽ヶ丘ビル１Ｆ サービス JS-0001-4280

HAIR BEAUTY COCORO 大阪市天王寺区 城南寺町５－３８　アショカビハーラ１０１ サービス JS-0002-5269

あい・メディカル 谷 9 大阪市天王寺区 生玉前町１－２１　小山ビルグランシャリオ１１０ サービス JS-0004-4331

mauca 大阪市天王寺区 生玉前町１－２１　生玉ビル２Ｆ　 サービス PK-0000-0645

DEARBARBER 大阪市天王寺区 生玉前町１－２８　　 サービス ZN-0003-0260

関西調剤薬局 日赤前店 大阪市天王寺区 石ケ辻町１－５ サービス JS-0001-3768

プジャヘアー【美容室】 大阪市天王寺区 石ケ辻町１７－１４　レフィナード上本町１０１　 サービス ZN-0003-0262

peticabyemt 大阪市天王寺区 石ケ辻町３－４　誠佑ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0267

丸善舎 本店 大阪市天王寺区 大道１－２－２７ サービス JS-0003-8975

Charm materi 大阪市天王寺区 大道１－８－１５ サービス JS-0000-9660

はる動物病院 大阪市天王寺区 大道２－６－７　グランデ１Ｆ サービス JS-0000-0729

丸善舎 寺田町店 大阪市天王寺区 大道４－１０－１ サービス JS-0003-8757

幸生堂薬局 寺田町店 大阪市天王寺区 大道４－１０－１５ サービス JS-0002-2685

ネイルアンドアイラッシュサロン ソルティ 大阪市天王寺区 大道４－１０－４　たつみビル３Ｆ サービス JS-0003-0198

lumian 大阪市天王寺区 大道４－８－２５　永棟マンション１０７ サービス JS-0001-4108

Charm classy 大阪市天王寺区 大道５－４－１ サービス JS-0000-3453

FRESCA 大阪市天王寺区 東高津町１２－１８ サービス JS-0003-7454

エスモ 大阪市天王寺区 堂ケ芝１－１１－１１ サービス JS-0003-5608

truck 天王寺 大阪市天王寺区 南河堀町９－４３　天王寺北口ビル１Ａ　 サービス ZN-0003-0263

マツエク倶楽部 大阪市天王寺区 悲田院町８－２６　天王寺センターハイツ６Ｆ サービス JS-0004-8106

Source 大阪市天王寺区 悲田院町９－２０　阿倍野橋ビル５Ｆ　 サービス ZN-2000-2671

Hair ＆ MakeLee 天王寺店 大阪市天王寺区 悲田院町９－２２　宝ビル２・３Ｆ　 サービス ZN-0003-0265

Freez CENTRAL 大阪市天王寺区 筆ケ崎町５－３８　ロイヤルパークス桃坂１Ｆ サービス JS-0003-2263

桃坂動物クリニック 大阪市天王寺区 筆ケ崎町６－４４ サービス JS-0001-0786

あい・メディカル 天王寺 大阪市天王寺区 堀越町１１－１０ サービス JS-0004-4327

Cloe 天王寺 大阪市天王寺区 堀越町８－２２　サンクレール天王寺１Ｆ　 サービス ZN-0002-9805

SUNNY 大阪市天王寺区 味原町１０－３　サニーハイツ味原１０２ サービス JS-0001-2239

hair’s LOWE 大阪市天王寺区 味原町２－１ サービス JS-0001-5261

hair works ＆ SOL 大阪市天王寺区 六万体町４－１８　カセタニビル２Ｆ サービス JS-0002-4331
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カラオケ COMBO 寺田町店 大阪市天王寺区 寺田町２－５－５　　 エンターテインメント ZN-0001-7494


