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よしもと加島店 大阪市淀川区 加島３－２－１９　　 飲食店 ZN-0001-7872

京ちゃばな 新大阪駅店 大阪市淀川区 宮原１－１－１　新大阪阪急ビル２Ｆ 飲食店 JS-0003-6167

和食雄 大阪市淀川区 宮原２－１１－１１　シャネルハイツ新大阪８３　 飲食店 ZN-0001-7924

虎寿司 淀川店 大阪市淀川区 宮原２－１－４２ 飲食店 JS-0001-5742

EnaDo 大阪市淀川区 宮原２－１－４２　新光マンション１Ｆ 飲食店 JS-0000-9423

旨もん 大阪市淀川区 宮原２－１－４９　　 飲食店 ZN-0001-7917

串焼き たなかや 大阪市淀川区 宮原２－４－８　１Ｆ 飲食店 JS-0004-4542

クリエイティボカフェイタリアーノウノット 大阪市淀川区 宮原３－３ 飲食店 JS-0002-1144

泳ぎイカモツ鍋鮮馬刺し九州うまか新大阪 大阪市淀川区 宮原３－３－１６　アクロスキューブ新大阪３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1922

農家と漁師の台所北海道知床漁場新大阪店 大阪市淀川区 宮原３－３－１６　アクロスキューブ新大阪３Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1923

旬魚菜 磯一 新大阪店 大阪市淀川区 宮原３－４－３０　ニッセイ新大阪ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7809

もつ鍋・串かつ まなや 大阪市淀川区 宮原５－２－１９ 飲食店 JS-0000-5674

おーうえすと東三国店 大阪市淀川区 宮原５－３－５５－１０１　 飲食店 ZN-2000-7251

まるひげ 大阪市淀川区 宮原５－９－２１　１Ｆ　　 飲食店 PK-0000-0812

鮨 武徳 大阪市淀川区 三国本町１－１５－２７ 飲食店 JS-0004-4644

お好みてっぱん つるちゃん 大阪市淀川区 三国本町２－１－３７　シャンボール第２新大阪１Ｆ 飲食店 JS-0001-4896

鳥みつ 大阪市淀川区 三国本町３－２７－１０ 飲食店 JS-0000-0012

BARTREASURE 大阪市淀川区 三国本町３－２８－８　グリーンコート三国２０２　 飲食店 ZN-2000-2297

焼肉 一新家 大阪市淀川区 三国本町３－３０－１２ 飲食店 JS-0000-8637

焼鳥と焼野菜 ぎんすけ 大阪市淀川区 三国本町３－３０－１２　２Ｆ 飲食店 JS-0002-3382

萬福 本店 大阪市淀川区 三津屋中３－７－３ 飲食店 JS-0002-8224

ホルモン居酒屋 晴れる家 大阪市淀川区 三津屋北１－５－１７ 飲食店 JS-0002-6084

炭火焼鳥 蔵々 大阪市淀川区 三津屋北１－６－１１ 飲食店 JS-0004-8786

焼肉屋 山精 大阪市淀川区 三津屋北１－６－１５ 飲食店 JS-0000-1106

焼肉 武蔵 大阪市淀川区 十三東１－１７－２２ 飲食店 JS-0003-0206

ちゃっぴー亭 02 大阪市淀川区 十三東１－７－１４　久保ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-1425

Two Chefs 大阪市淀川区 十三東１－８－１２　 飲食店 SL-2001-0264

焼肉屋牛蔵 大阪市淀川区 十三東２－１１－１　　 飲食店 ZN-0001-7892

BAR － BOA 西中島店 大阪市淀川区 十三東２－３－１７－１０１ 飲食店 JS-0003-6463

串揚げくしちゅう 大阪市淀川区 十三東２－６－１２　　 飲食店 ZN-0001-7842

焼鳥 炭心 大阪市淀川区 十三東２－７－１９ 飲食店 JS-0003-1923

新鮮漁港明石 十三店 大阪市淀川区 十三東２－７－５ 飲食店 JS-0000-0697

ヴァリオ 大阪市淀川区 十三東２－８－１５　　 飲食店 ZN-0001-7843

居酒屋 大人のホルモン 十三店 大阪市淀川区 十三東２－９－１９　古澤ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-0912

和風バル だるま 大阪市淀川区 十三東２－９－１９　古澤ビル３Ａ２ 飲食店 JS-0004-0402

music ＆ sports  LINEBAR 大阪市淀川区 十三東２－９－１９　古澤ビル３Ｆ 飲食店 SL-2000-1151

焼肉じゃけぇ十三東店 大阪市淀川区 十三東３－２８－１８　澤田ビル１Ｆ　 飲食店 PK-0000-0305

天婦羅酒場 ましわか 大阪市淀川区 十三東３－２８－５ 飲食店 JS-0004-8561

FOOD ＆ BarM’s 大阪市淀川区 十三東３－２８－５　　 飲食店 ZN-2000-4618

シュークリーム bar 大阪市淀川区 十三東３－７－４　　 飲食店 PK-0000-5766

SHOP SMALL® Amex で 30％キャッシュバック
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スペインバルシエテ 大阪市淀川区 十三本町１－１－１２　忠幸ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-5260

昭和大衆ホルモン 十三店 大阪市淀川区 十三本町１－１－１６　　 飲食店 ZN-0001-7811

そば処 松風 大阪市淀川区 十三本町１－１４－１２ 飲食店 JS-0000-2818

真肉焼屋 大阪市淀川区 十三本町１－１４－１５　　 飲食店 ZN-0001-7925

カルカロドン カルカリィス 大阪市淀川区 十三本町１－１４－２０　仲内ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-1279

BAR － BOA 十三店 大阪市淀川区 十三本町１－１－６　ワイズシャトー１Ｆ 飲食店 JS-0003-6341

じゅじゅ庵十三店 大阪市淀川区 十三本町１－１７－２０　アカデミープラザ　 飲食店 ZN-0001-7861

すし処 うえの 大阪市淀川区 十三本町１－１９－８ 飲食店 JS-0002-2652

鉄板焼カリトロ 大阪市淀川区 十三本町１－２０－５　　 飲食店 ZN-0001-7834

喜多郎寿し十三店 大阪市淀川区 十三本町１－２－１１　　 飲食店 ZN-2000-6345

常夜亭徳 大阪市淀川区 十三本町１－２１－２８　平野ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7904

餃子居酒屋 ぎょびー 大阪市淀川区 十三本町１－２－２２ 飲食店 JS-0005-3624

町家 DINING Hanako 大阪市淀川区 十三本町１－２３－２３　　 飲食店 ZN-0001-7835

くじらや十三店 大阪市淀川区 十三本町１－２－４ 飲食店 JS-0004-4227

明洞カルビ 大阪市淀川区 十三本町１－２４－２２　　 飲食店 ZN-0001-7808

漁師めし 大阪市淀川区 十三本町１－２－６ 飲食店 JS-0004-4455

焼肉どうらく十三店 大阪市淀川区 十三本町１－２－８　　 飲食店 ZN-0001-4686

小だるま十三西口店 大阪市淀川区 十三本町１－４－１０　天城ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7907

大衆酒場 マルリキ 大阪市淀川区 十三本町１－４－２０ 飲食店 JS-0005-7958

炉ばた焼十三船番所 大阪市淀川区 十三本町１－４－４　　 飲食店 ZN-0001-7894

小だるま総本家十三西口駅前店 大阪市淀川区 十三本町１－５－１９　信興ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7908

串かつ酒場 えん満 十三店 大阪市淀川区 十三本町１－７－２７　サンポードシティービルＢ１ 飲食店 JS-0004-7155

鳥味家 大阪市淀川区 十三本町１－７－２９　　 飲食店 ZN-0001-7857

中華料理 龍鳳 十三店 大阪市淀川区 十三本町１－７－３　　 飲食店 ZN-0001-7793

大乃助 十三店 大阪市淀川区 十三本町１－７－３２ 飲食店 JS-0003-2468

炭火焼鳥とりだん 十三店 大阪市淀川区 十三本町１－７－３２ 飲食店 JS-0005-9903

道場十三本店 大阪市淀川区 十三本町１－７－４　　 飲食店 ZN-0001-7824

和彩工房 ほのか 大阪市淀川区 十三本町１－７－４　プラザパオ１Ｆ 飲食店 JS-0000-0544

太郎坊寿し 大阪市淀川区 十三本町１－８－４ 飲食店 JS-0000-6780

角栄 大阪市淀川区 十三本町１－９－５　　 飲食店 ZN-2000-5937

焼肉屋牛蔵西口店 大阪市淀川区 十三本町２－１－２２　阪本ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7893

アサンブレ華 大阪市淀川区 十三本町２－１４－３　　 飲食店 ZN-2000-2313

十三風月 大阪市淀川区 十三本町２－１－５ 飲食店 JS-0002-6668

Bistro よし川 大阪市淀川区 十三本町２－３－１３ 飲食店 JS-0001-8060

ふぐ甚十三店 大阪市淀川区 十三本町２－３－２１　　 飲食店 ZN-0001-7785

梅田明月館十三店 大阪市淀川区 十三本町２－６－２　第２長尾ビル　 飲食店 ZN-0001-7779

勇麻衣屋 大阪市淀川区 十三本町２－８－１０　　 飲食店 ZN-0001-7853

焼きとり居酒屋吉鳥十三西店 大阪市淀川区 十三本町２－８－２　１Ｆ 飲食店 JS-0004-5994

海鮮居酒屋 海音 大阪市淀川区 十三本町２－８－２１　十三サーティーンプラザ１Ｆ 飲食店 JS-0002-6758

ティーズバー 大阪市淀川区 十三本町２－８－２１　十三サーティーンプラザＡ　 飲食店 ZN-0001-7851

INDIA CURRY CLUB 大阪市淀川区 新北野１－９－２７　マキノビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-8932

copain 大阪市淀川区 新北野１－９－３２ 飲食店 JS-0004-0226

吟味屋 大阪市淀川区 西宮原１－６－３６　新大阪ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ２０１ 飲食店 ZN-0001-7777

かぶと亭 大阪市淀川区 西宮原１－８－６　スターハイツ西宮原１ 飲食店 JS-0001-6622
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ダイニング Bar．グー 大阪市淀川区 西宮原１－８－６　スターハイツ西宮原１Ｆ 飲食店 JS-0002-9808

クッチーナ 大阪市淀川区 西宮原２－１－３ 飲食店 JS-0000-1736

狄 大阪市淀川区 西宮原２－３－３０　　 飲食店 ZN-0001-4540

串揚げ GeaSeek 大阪市淀川区 西宮原２－６－１６　新大阪コーポビアネーズ１Ｆ 飲食店 JS-0004-5443

RISTORANTEFORESTA 大阪市淀川区 西宮原２－７－４８　　 飲食店 ZN-0001-7810

町家 大阪市淀川区 西三国３－４－９ 飲食店 JS-0004-0354

酒芳くぐりんしゃい 大阪市淀川区 西三国４－７－７　　 飲食店 ZN-0001-7852

アシスト 阪急三国駅前店 大阪市淀川区 西三国４－８－１９　三国ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-4220

イカん家 大阪市淀川区 西三国４－９－１５－１０１ 飲食店 JS-0004-3146

YORIMICHI 酒場 暖 大阪市淀川区 西三国４－９－２１ 飲食店 JS-0001-9624

すなおや食堂 別館 大阪市淀川区 西中島１－１１－１６　新大阪ＣＳＰビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-5670

やぐら寿司 大阪市淀川区 西中島１－１２－１８　　 飲食店 ZN-0001-7787

肉と魚とおでん マウンテン 大阪市淀川区 西中島１－１２－１９　オオヤマビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-7116

炭火焼くまがや 大阪市淀川区 西中島１－１３－１３　三信南方ビル１Ｆ 飲食店 JS-0001-0836

大阪ばある 大阪市淀川区 西中島３－１２－１２　サザンウエストビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-2474

銭屋 西中島 大阪市淀川区 西中島３－１３－１　みかげハイツ 飲食店 JS-0001-7424

居酒屋 魚人 西中島店 大阪市淀川区 西中島３－１３－１１　山本ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-3501

居酒屋 魚人 本店 大阪市淀川区 西中島３－１３－１４　タカミビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-3503

焼き鳥×燻製×日本酒 Kmuri － ya 大阪市淀川区 西中島３－１３－１５　　 飲食店 ZN-2000-5329

炉端焼 西中島の蔵 大阪市淀川区 西中島３－１３－５　富家ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-9454

福えびす 西中島店 大阪市淀川区 西中島３－１３－６ 飲食店 JS-0004-3204

BARCLAYMOON 大阪市淀川区 西中島３－１４－１１　新居第２レジャービル３Ｆ 飲食店 ZN-2000-0895

一鳥西中島店 大阪市淀川区 西中島３－１４－９　　 飲食店 ZN-0001-7900

BAR バタフライ 大阪市淀川区 西中島３－１５－１９　アミューズ１　１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5616

北海道海鮮にほんいち 西中島 大阪市淀川区 西中島３－１５－７　　 飲食店 ZN-0001-7828

バルマルイタリアーノ 大阪市淀川区 西中島３－１５－７　新大阪プリンスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7903

播鳥西中島店 大阪市淀川区 西中島３－１６－１４　木下第２ビル２０１　 飲食店 ZN-0001-7805

まじめや西中島店 大阪市淀川区 西中島３－１６－８　第三深井ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-0002-1939

馬肉専門店 虎桜 大阪市淀川区 西中島３－１７－１０　新大阪第二南ビル３Ｆ 飲食店 JS-0002-5610

大阪焼肉ホルモンふたご西中島南方店 大阪市淀川区 西中島３－１７－１４　　 飲食店 ZN-2000-5225

ホルモン本舗 南方店 大阪市淀川区 西中島３－１７－１６　　 飲食店 ZN-0001-7796

勝大西中島店 大阪市淀川区 西中島３－１７－１６　　 飲食店 ZN-0001-7839

鶏屋だもん西中島南方店 大阪市淀川区 西中島３－１７－３　　 飲食店 ZN-0001-7822

遊食屋創彩 大阪市淀川区 西中島３－１７－３　丸橋ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7794

韓菜宮膳 HANA 大阪市淀川区 西中島３－１８－９　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-1827

隠れ家的ダイニングバル Cuore 大阪市淀川区 西中島３－１９－１７　エパックカズビル３０１ 飲食店 JS-0004-2440

下町居酒屋らいどおん 大阪市淀川区 西中島３－１９－１９　寿ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-4336

春駒寿し 大阪市淀川区 西中島３－１９－２　三つ矢ビル 飲食店 JS-0001-9970

ひょうたん寿し新大阪店 大阪市淀川区 西中島３－１９－７　ユヤマビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7780

阿波座チキン 大阪市淀川区 西中島３－１９－７　第１ユヤマビル１０４ 飲食店 JS-0001-7173

立ち寿司杉尾 大阪市淀川区 西中島３－１９－７　第１ユヤマビル１０７　 飲食店 ZN-0001-7890

ぼんくら家西中島店 大阪市淀川区 西中島３－１９－７　第１ユヤマビル１０８　 飲食店 ZN-0001-7862

天ぷら一品杉尾 大阪市淀川区 西中島３－１９－７　第１ユヤマビル１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-7316

そばよし 西中島店 大阪市淀川区 西中島３－２０－３ 飲食店 JS-0000-2214
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ヴルスト 大阪市淀川区 西中島３－２１－１３　新大阪日新ビル２０１　 飲食店 ZN-0001-7830

みるふぃーゆ 大阪市淀川区 西中島３－２１－１４　ソーヤビル３０１　 飲食店 ZN-2000-4364

じゅじゅ庵西中島店 大阪市淀川区 西中島３－２１－１５　　 飲食店 ZN-0001-7859

ユーズ・バー 大阪市淀川区 西中島３－２１－１５　オハナプラザビル７Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0327

tasteVin 大阪市淀川区 西中島３－２１－１５　プラザ西中島Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0000-2874

やきとり 大将 大阪市淀川区 西中島３－２１－１８　２Ｆ 飲食店 JS-0001-7797

華 Sansyou 学 大阪市淀川区 西中島３－２２－２０　川丸ビル１Ｆ　 飲食店 SL-2000-1826

炭火焼肉火凛亭 大阪市淀川区 西中島３－６－１６　　 飲食店 ZN-0001-7782

おーうえすと西中島店 大阪市淀川区 西中島３－８－１０　　 飲食店 ZN-2000-7252

炭火焼 ひらの 大阪市淀川区 西中島４－１０－２　ビラ新大阪松野１Ｆ 飲食店 JS-0000-5243

まかない 大阪市淀川区 西中島４－１０－２７　若乃ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7913

レストラン都 大阪市淀川区 西中島４－１－１　日清食品ビルＢ１Ｆ 飲食店 JS-0000-0278

BARTORISAKE 大阪市淀川区 西中島４－１３－１４　フィオレ新大阪２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3500

旬菜西むら 大阪市淀川区 西中島４－２－１２　　 飲食店 ZN-0001-7867

鳥いってつ 西中島本店 大阪市淀川区 西中島４－２－２６ 飲食店 JS-0005-2087

漁楽亭 大阪市淀川区 西中島４－２－４　　 飲食店 ZN-0001-7801

Bar 月 大阪市淀川区 西中島４－２－８　YS 新大阪ビル２Ｆ　 飲食店 ZN-2000-0561

牛虎西中島 大阪市淀川区 西中島４－３－２１　Ｂ１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-5163

味道楽 大阪市淀川区 西中島４－３－４ 飲食店 JS-0002-0090

街の肉バル Buff 西中島店 大阪市淀川区 西中島４－３－５　NLC セントラルビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7899

旬彩 つむぎ 大阪市淀川区 西中島４－５－２０ 飲食店 JS-0001-1731

Vannideero 大阪市淀川区 西中島４－５－４　ワイズコート新大阪シティライフ１０２　 飲食店 ZN-0001-7895

春夏冬 大阪市淀川区 西中島４－５－４　ワイズコート新大阪シティライフ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7791

心から 大阪市淀川区 西中島４－５－７　浅野ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-6641

おさかな番長 大阪市淀川区 西中島４－６－１９　木川ビル１Ｆ 飲食店 JS-0004-2260

光味園 大阪市淀川区 西中島４－６－３０　ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ第５新大阪１０２・１０３ 飲食店 ZN-0001-7814

酒菜や いしもん 大阪市淀川区 西中島４－７－１２　新大阪スターハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0003-4966

cross 大阪市淀川区 西中島４－７－２０　日宝新大阪第１ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7815

漁り舟 大阪市淀川区 西中島４－７－２４ 飲食店 JS-0000-9126

串焼きと日本酒 炭繁 西中島南方本店 大阪市淀川区 西中島４－７－３０　アネックス新大阪１Ｆ 飲食店 JS-0003-1814

萬拾屋西中島駅前店 大阪市淀川区 西中島４－７－４　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-7856

媛故郷味の旅 大阪市淀川区 西中島４－８－１５　メゾンリーフ１０１　 飲食店 ZN-0001-7880

媛今治焼き鳥の旅 大阪市淀川区 西中島４－８－１８　プライムコート新大阪１０１ 飲食店 ZN-0001-7879

ひょうたん寿し 西中島店 大阪市淀川区 西中島４－８－２６　　 飲食店 ZN-0001-7841

やきにく百番 大阪市淀川区 西中島４－８－２８　Y's ビルディング１Ｆ 飲食店 JS-0003-3414

旬鮮銀 本店 大阪市淀川区 西中島４－８－２８　Y's ビルディング２Ｆ 飲食店 JS-0001-6098

祥之家 大阪市淀川区 西中島４－８－２９　第８山よしレジャービル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-4609

居酒屋大漁 大阪市淀川区 西中島４－８－３０　２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7803

ボナセーラ 大阪市淀川区 西中島４－８－３０　第７山よしレジャービル８Ｆ　 飲食店 ZN-2000-1543

上海料理 真水無香 大阪市淀川区 西中島４－８－４ 飲食店 JS-0000-0298

わだ家新大阪店 大阪市淀川区 西中島５－１１－９　新大阪中里ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7778

BeerRestaurantGIGI 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅１Ｆ　 飲食店 JS-0001-5768

串蔵 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅１Ｆ　 飲食店 JS-0003-4236

串や 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅１Ｆ　 飲食店 JS-0003-4244
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蕎麦と地鶏串焼 弦 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅１Ｆ　 飲食店 JS-0004-9251

炭火焼鳥鳥まる 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7795

炭火焼華 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7802

炉ばた然家 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7804

串カツ酒場どん 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7832

炉端焼鮮 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7844

らくや 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7884

こがん鮨新大阪店 大阪市淀川区 西中島５－６－１６　新大阪大日ビル１０１　 飲食店 ZN-0001-7788

トラットリア コメラマンマ 大阪市淀川区 西中島５－７－１１ 飲食店 JS-0000-0743

海鮮・炉端「おどりや」西中島店 大阪市淀川区 西中島５－７－１９　 飲食店 SL-2001-1653

居酒屋 魚人 新大阪店 大阪市淀川区 西中島５－７－２５　ﾁｻﾝﾏﾝｼｮﾝ新大阪１０番館１Ｆ 飲食店 JS-0000-3502

嵐坊 大阪市淀川区 西中島５－８－２６ 飲食店 JS-0002-0641

うさぎ 大阪市淀川区 西中島５－８－２６　竹内ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-7586

インドレストラン＆バー ニューヒラ 大阪市淀川区 西中島５－８－２９ 飲食店 JS-0002-5726

ちゃぶだい 大阪市淀川区 西中島５－８－７ 飲食店 JS-0002-9511

光南 大阪市淀川区 西中島５－８－８ 飲食店 JS-0000-0165

釣船生駒 大阪市淀川区 西中島５－８－９　新居第６ビル　 飲食店 ZN-2000-1120

かつ家 大阪市淀川区 西中島５－９－１７ 飲食店 JS-0000-2211

板前焼肉 一笑 西中島 大阪市淀川区 西中島５－９－６　新大阪サンアール本館１０２　 飲食店 ZN-0001-7813

和くら 大阪市淀川区 西中島６－２－３－１０１ 飲食店 JS-0001-9423

お好みハウス ドンドン 大阪市淀川区 西中島６－３－３２　第２新大阪ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-3299

徳吉丸 大阪市淀川区 西中島６－６－１４　ハイツアイ１０２ 飲食店 ZN-0001-7789

味千拉麺 新大阪店 大阪市淀川区 西中島６－７－３　第６新大阪ビル 飲食店 JS-0005-5429

VegeCafe ＋α 大阪市淀川区 西中島６－９－２０　１Ｆ 飲食店 JS-0004-7755

たつみ屋 大阪市淀川区 西中島７－１－１１ 飲食店 JS-0000-4708

新菜しもん 大阪市淀川区 西中島７－１２－２２　　 飲食店 ZN-0001-7863

カリフォルニア カフェ 大阪市淀川区 西中島７－１－２６ 飲食店 JS-0004-2902

鳥いってつ 新大阪店 大阪市淀川区 西中島７－２－１３ 飲食店 JS-0005-2096

五條家 大阪市淀川区 西中島７－３－３　１Ｆ 飲食店 JS-0003-7198

はぐるま 大阪市淀川区 西中島７－５－１０　　 飲食店 ZN-0001-7910

えんや 大阪市淀川区 西中島７－７－１ 飲食店 JS-0000-0462

炉端焼 逢坂の蔵 大阪市淀川区 西中島７－７－２　新大阪ビル西館１Ｆ 飲食店 JS-0002-9551

ご馳走じきはら 大阪市淀川区 塚本２－１４－７ 飲食店 JS-0000-5305

カント・マリノ 大阪市淀川区 塚本２－１４－７－１０３ 飲食店 JS-0002-8795

焼肉処 彩 大阪市淀川区 塚本２－１７－１３ 飲食店 JS-0004-7184

海ぼうず 大阪市淀川区 塚本２－２３－１２　山下ビル１Ｆ 飲食店 JS-0000-8457

本格焼肉 松ちゃん 大阪市淀川区 塚本２－２４－１６ 飲食店 JS-0005-0731

鉄板焼 大 DAI 大阪市淀川区 塚本２－２８－１４　第二北島ビル１Ｆ 飲食店 JS-0003-9144

昌順庵 大阪市淀川区 田川２－３－６－１０２　北野ハイツ１Ｆ 飲食店 JS-0001-5565

炭焼地鶏 鳥健 大阪市淀川区 東三国１－１－１８ 飲食店 JS-0005-2163

鉄板酒場華丸／ POLPO 大阪市淀川区 東三国１－１５－８　　 飲食店 ZN-0001-7920

焼肉華ぱやん 大阪市淀川区 東三国１－１６－１５　　 飲食店 ZN-0001-7869

山ゆう 大阪市淀川区 東三国１－２０－７　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7901

炭火焼鶏と釜飯の izakaya CoCo 大阪市淀川区 東三国１－２－１８ 飲食店 JS-0004-0322



6 2020/9/21

［大阪市淀川区］

加盟店名 所在地 ジャンル

ビーハウス 大阪市淀川区 東三国１－２３－９　ナポリ東三国ビル２０１ 飲食店 JS-0005-6744

GAYA2 大阪市淀川区 東三国１－２３－９　ナポリ東三国ビル６Ｆ　 飲食店 ZN-2000-2656

ペコペコ 大阪市淀川区 東三国１－４－３１ 飲食店 JS-0000-8169

Krishna 大阪市淀川区 東三国２－３０－８　１Ｆ 飲食店 JS-0003-1591

てっちりたかしま 大阪市淀川区 東三国２－６－８　　 飲食店 ZN-0001-7786

じゅじゅ庵東三国店 大阪市淀川区 東三国４－１１－４　新大阪明成ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7860

肉匠紋次郎東三国店 大阪市淀川区 東三国４－１４－２２　リードハイツ１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7792

オルタンシアビストロ 大阪市淀川区 東三国４－１５－１２ 飲食店 JS-0006-0192

すし久 大阪市淀川区 東三国４－１５－１２　　 飲食店 ZN-0001-7823

鶏居酒屋るーつ 大阪市淀川区 東三国４－１７－５　水川マンション１Ｆ 飲食店 JS-0001-2959

炭火焼道場 勝斗 大阪市淀川区 東三国４－２１－１１ 飲食店 JS-0001-6300

イルガッビアーノ 大阪市淀川区 東三国４－２２－１１ 飲食店 JS-0005-9876

甚九郎 大阪市淀川区 東三国４－４－１１ 飲食店 JS-0000-9385

地酒と旬菜 ちそうや 大阪市淀川区 東三国４－４－２１ 飲食店 JS-0004-5147

焼鳥逸品料理 と金 大阪市淀川区 東三国４－７－１８ 飲食店 JS-0002-1998

鶏料理 高麗園 森 大阪市淀川区 東三国５－１３－３２　二宮マンション１０１ 飲食店 JS-0002-9491

炉端処一心 大阪市淀川区 東三国５－７－３　岡ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7887

スナック  アコ 大阪市淀川区 東三国５－７－４　 飲食店 SL-2000-0256

とりだん東三国店 大阪市淀川区 東三国６－１０－１０　グレイスフル第２東三国Ⅰ　１０２ 飲食店 JS-0005-4770

炭火焼鳥専門店 ひろすけ 大阪市淀川区 東三国６－２１－３０　パインリーフ東三国１０６ 飲食店 JS-0002-3043

Pork kitchen おきとん 大阪市淀川区 東三国６－２１－３４ 飲食店 SL-2000-5967

焼肉 こちゅ 大阪市淀川区 木川西２－１－９　　 飲食店 ZN-0001-7800

げん家西中島店 大阪市淀川区 木川東３－２－２８　１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-7875

はてな 大阪市淀川区 木川東３－２－２８　第一土山ビル１Ｆ 飲食店 JS-0002-5313

エル・ナージ 大阪市淀川区 野中北１－４－２０ 飲食店 JS-0000-5291

ブリック薬局 漢方相談室 大阪市淀川区 宮原１－６－１　新大阪ブリックビル１Ｆ ショッピング JS-0003-4248

ブリック薬局 新大阪店 大阪市淀川区 宮原１－６－１　新大阪ブリックビル１Ｆ ショッピング JS-0003-4302

めがねのワタエ 大阪市淀川区 宮原２－５－１８　 ショッピング SL-2000-1008

プチ・LEMON 大阪市淀川区 三津屋北１－３５－１８ ショッピング JS-0004-2906

丹波 十三店 大阪市淀川区 十三元今里２－１－１２ ショッピング JS-0005-8061

高岡眼鏡店 大阪市淀川区 十三東２－６－３　　 ショッピング ZN-2000-0842

MOTO CAFE FASTER 大阪市淀川区 十三東５－２－１５　十三オリエントハイツ１Ｆ ショッピング JS-0000-7438

ヨコタ化粧品店 大阪市淀川区 十三本町１－１０－４ ショッピング JS-0005-3480

キングラム 十三店 大阪市淀川区 十三本町１－１１－１ ショッピング JS-0003-4833

Deal 大阪市淀川区 十三本町１－１１－１８ ショッピング JS-0000-9704

株式会社十三花園 Jmall 店 大阪市淀川区 十三本町１－１３－１３ ショッピング JS-0003-0884

TIRANA  COUTURE 大阪市淀川区 十三本町１－１３－１３　 ショッピング SL-2000-4611

タマヤ 大阪市淀川区 十三本町１－１３－１５ ショッピング JS-0004-0274

フリーマーケット m．a．m　十三店 大阪市淀川区 十三本町１－２１－２０　　 ショッピング PK-0000-8564

トモエヤ 大阪市淀川区 十三本町１－２１－８ ショッピング JS-0005-4571

コポ 十三店 大阪市淀川区 十三本町１－９－１６ ショッピング JS-0002-7768

egch 大阪市淀川区 十三本町２－１６－１　神津マンション２０２　 ショッピング ZN-0002-4444

株式会社 秋田商店 大阪市淀川区 十八条１－８－３８ ショッピング JS-0001-8488

メガネ工房モッズ 大阪市淀川区 新高３－１０－１２　 ショッピング SL-2000-1309
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村松楽器販売大阪店 大阪市淀川区 西宮原２－１－３　ソーラ新大阪２１２Ｆ ショッピング JS-0004-9986

ブルマン株式会社 大阪市淀川区 西三国１－１７－３ ショッピング JS-0005-3786

ケーズバイク 大阪市淀川区 西三国１－８－１２ ショッピング JS-0001-4260

グリーンコンタクト 大阪市淀川区 西三国２－３－２　２Ｆ ショッピング JS-0004-9868

メガネサロンライト 三国店 大阪市淀川区 西三国３－３－２０ ショッピング JS-0001-4452

川丸 1 大阪市淀川区 西中島３－２２－２０　　 ショッピング PK-0000-3851

日勝亭 大阪市淀川区 西中島３－３－９　７Ｆ ショッピング JS-0004-0499

レモン薬局 大阪市淀川区 西中島３－３－９　グランプリビル１Ｆ ショッピング JS-0005-1756

モノづくりの機会屋 TKN 大阪市淀川区 西中島４－５－２０　レクシア西中島２２０３ ショッピング JS-0005-2299

『ふぁ～工房』 大阪市淀川区 西中島４－９－５　クレイン新大阪１Ｆ ショッピング SL-2000-1491

高山堂 新大阪店 大阪市淀川区 西中島５－１６－１　新大阪駅３Ｆ ショッピング SL-2001-1659

アトリエアルファ 大阪市淀川区 西中島６－１０－１－５０４　 ショッピング PK-0000-2779

花よし 大阪市淀川区 西中島６－５－２　ヴェローノ新大阪南１Ｆ ショッピング JS-0004-5691

合資会社 バルン洋装店 大阪市淀川区 塚本２－２５－２　 ショッピング SL-2000-6723

ネイチャーサポート 大阪市淀川区 東三国１－１－２　タカシマビル４Ｆ ショッピング JS-0004-2475

BIG ミート松本 大阪市淀川区 東三国４－２５－２２　　 ショッピング ZN-0002-6912

ニチロ毛皮 大阪ショールーム 大阪市淀川区 東三国６－１－３０－１０１ ショッピング JS-0001-0184

東三国コンタクトレンズ 大阪市淀川区 東三国６－１－４０　キャメル東三国ビル１Ｆ ショッピング JS-0003-2116

マノン・レスコー 大阪市淀川区 東三国６－２－２０　パークヒルズ１Ｆ ショッピング JS-0000-9958

モーターサイクルショップユーケースピード 大阪市淀川区 東三国６－３－４７　メゾンモンリーブル１Ｆ ショッピング JS-0000-3038

のむら化粧品店 大阪市淀川区 木川西２－２１－８ ショッピング JS-0003-7685

有限会社猪飼弓具店 大阪市淀川区 木川西２－２－４ ショッピング JS-0002-3773

Happy Spaceship 大阪市淀川区 木川東４－１６－２９　ピア土江パート２　１０１ ショッピング SL-2000-0643

ル・クール動物病院 大阪市淀川区 加島３－中３－２２ サービス JS-0001-1894

MOSAIQUE 大阪市淀川区 宮原１－１９－２３　ステュディオ新御堂 サービス SL-2001-0990

株式会社稲穂 大阪市淀川区 宮原１－３－２０ サービス JS-0001-1964

ニコニコレンタカー 新大阪駅北店 大阪市淀川区 宮原１－３－２０ サービス JS-0005-8997

SALON47184 大阪市淀川区 宮原２－１１－５　メゾン新大阪北１０１号 サービス SL-2001-0783

A － ge 大阪市淀川区 宮原２－１－２ サービス JS-0004-6100

バーバージェンティルドンナ 大阪市淀川区 宮原２－１４－１９　酒井ハイツ１０５ サービス JS-0005-9752

SEIYOSHA 三国本町 大阪市淀川区 三国本町２－１２－１３ サービス JS-0003-6937

hairs TRUST 大阪市淀川区 三国本町２－１８－３９　ザレジデンス三国本町１Ｆ サービス JS-0003-4141

MAC SUPER HAIR 大阪市淀川区 三国本町３－２８－８　１Ｆ サービス JS-0000-0021

マルゼン薬局 神崎川駅前店 大阪市淀川区 三津屋北１－５－２２　グランディール三津屋１Ｆ サービス JS-0000-2139

ラベール 元今里 大阪市淀川区 十三元今里２－５－１ サービス JS-0003-6991

ピラティススタジオ スリーランズ 大阪市淀川区 十三東２－１０－８　merci osaka ４Ｆ サービス SL-2000-5493

L．C．E 大阪市淀川区 十三本町１－７－２７　サンポートシティ２Ｆ　 サービス ZN-0003-0336

ボディケアボディ 十三店 大阪市淀川区 十三本町２－１－２　堀ビル３Ｆ サービス JS-0002-8386

山岸健康院 大阪市淀川区 十三本町２－７－１ サービス JS-0003-6198

みゅう動物病院 大阪市淀川区 十八条１－１－５ サービス JS-0001-3226

アルシュ 三国 大阪市淀川区 新高３－１０－２　フィオーレ三国１Ｆ サービス JS-0004-1812

まるとみクリーニング 阪急三国店 大阪市淀川区 新高３－６－３３　阪急三国駅１Ｆ サービス JS-0004-8189

ライズ ヘアー 大阪市淀川区 新高４－１２－１０　プリンスコート１Ｆ サービス JS-0000-0083

evolve 大阪市淀川区 新高６－１２－７　神崎川三和マンション１Ｆ　 サービス ZN-0002-7360
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House of ABA 大阪市淀川区 新北野１－９－１５　プラザオーサカ１Ｆ サービス JS-0002-2638

RIFF 大阪市淀川区 西宮原３－３－９６　プランドール宮原２０２ サービス SL-2000-5400

フレンズオブジェ 大阪市淀川区 西三国１－６－４９　　 サービス ZN-0002-7362

マルゼン薬局 西三国店 大阪市淀川区 西三国２－２－２４ サービス JS-0000-2135

パシパラマカロン 大阪市淀川区 西三国３－１－３４　　 サービス ZN-0003-0338

マルゼン薬局 三国駅前店 大阪市淀川区 西三国３－３－２３ サービス JS-0000-2122

はるか鍼灸整骨院 大阪市淀川区 西三国３－５－２ サービス JS-0002-9577

ネイルサロン レボルデ 大阪市淀川区 西中島３－１１－１０　新三宝ビル３０２ サービス JS-0002-3242

リラクゼーション CONTENT 大阪市淀川区 西中島３－２０－４　高原ビル５Ｆ サービス JS-0003-1165

MOOLhair 西中島店 大阪市淀川区 西中島４－１３－１２　北田ビル１Ｆ　 サービス ZN-0003-0337

株式会社太陽自動車 大阪市淀川区 西中島４－９－３ サービス JS-0004-3418

パームクラブ 大阪市淀川区 西中島５－５－１５　新大阪ワシントンホテルプラザ２Ｆ サービス JS-0002-8244

レストルクリニック 大阪市淀川区 西中島６－２－１６　星野ビル２０３ サービス JS-0002-2997

Nail ＆ schoolGarne 大阪市淀川区 西中島６－７－３０　SUPIRA4-A401 サービス PK-0000-3473

Hair Mode E － NEW 大阪市淀川区 塚本２－１７－１３　メゾン塚本１０２ サービス JS-0000-0467

ペットケアサロン リノン 淀川塚本店 大阪市淀川区 塚本４－３－１５ サービス JS-0000-8063

フォトスタジオ ピエノ 大阪市淀川区 東三国１－４－３０ サービス JS-0002-7243

Rela 大阪市淀川区 東三国４－１７－８　グランビィー新大阪１００ サービス JS-0001-3126

Hair ＆ MakeLee 東三国店 大阪市淀川区 東三国４－８－１１　大拓ハイツ６－１Ｆ　 サービス ZN-0003-0333

Vita Grazie 大阪市淀川区 東三国５－１２－６　三国中央ビル１０２ サービス JS-0001-6926

ヘアーメイクヴィクトワール 大阪市淀川区 東三国５－１３－１５　マンションコンドル１Ｆ サービス ZN-0002-9935

美容室 四男坊 大阪市淀川区 東三国５－１－８　塩崎ビル２Ｆ サービス JS-0000-4981

淀川中央動物病院 大阪市淀川区 東三国６－１２－６ サービス JS-0003-7805

ヘアースタジオ ワイン 大阪市淀川区 東三国６－１－３０　コボリマンション１０５ サービス JS-0000-9272

Battery 大阪市淀川区 本２－２２－１４　　 サービス ZN-0003-0332

NILLU 大阪市淀川区 本２－２７－１１　江本ビル１Ｆ　 サービス ZN-0002-7361

カットサロン WOOD 大阪市淀川区 木川西２－２－１ サービス JS-0000-9218

東阪オートサービス 大阪市淀川区 木川西３－６－３３ サービス JS-0003-0005

オレンジ 薬局 大阪市淀川区 野中北２－６－１５ サービス JS-0000-4633

カラオケ コンシェルジュ 新大阪店 大阪市淀川区 西宮原２－７－１４ エンターテインメント JS-0000-3668

ゴルフルランド 大阪市淀川区 十三本町１－１９－２１　ラポール十三３Ｆ その他 JS-0003-2961

四季の珍串屋 串久 大阪市淀川区 東三国１－１５－４　第二メゾン樋口１Ｆ その他 SL-2000-6786

MICKandLUCK 大阪市淀川区 東三国１－４－３４ その他 JS-0003-6456


