
大阪市北区 自家製麺　杵屋　梅田ハービスプラザ店 〒 530-0001 大阪市北区梅田2-5-25　ハービスプラザＢ2Ｆ 06-6343-7117
大阪市北区 和田八　大丸梅田店 〒 530-0001 大阪市北区梅田3-1-1　大丸大阪梅田店Ｂ1F東 06-6347-5017
大阪市北区 ちょぼ焼　阪神梅田本店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6345-1201
大阪市北区 伊藤ハム（コロッケ）阪神梅田本店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6345-1201
大阪市北区 お好み焼　阪神梅田本店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6345-1201
大阪市北区 吉野寿司　阪神梅田本店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6345-1201
大阪市北区 御座候　阪神梅田本店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6345-1201
大阪市北区 神戸コロッケ　阪神梅田本店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6345-1201
大阪市北区 古市庵　阪神梅田本店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6345-1201
大阪市北区 551蓬莱　阪神梅田本店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6348-0551
大阪市北区 551蓬莱　梅田大丸店 〒 530-0001 大阪市北区梅田3-1-1 大丸大阪梅田店地下2階 06-6347-0551
大阪市北区 信州そば処  そじ坊　梅田大阪第一生命ビル 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-8-17　大阪第一生命ビルB2F　ファーストプラザ 06-6342-5122
大阪市北区 信州そば処　そじ坊　梅田ハービスプラザ店 〒 530-0001 大阪市北区梅田2-5-25　ハービスプラザＢ2Ｆ 06-6343-7106
大阪市北区 喫茶店　英國屋倶楽部　阪神梅田本店7F 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　大阪梅田ツインタワーズ　阪神梅田本店7Ｆ 06-6345-2571
大阪市北区 英國屋　大阪サウスゲートビル16F 〒 530-0001 大阪市北区梅田3-1-1　大阪サウスゲートビルディング　16F 06-6344-8780
大阪市北区 平宗　阪神梅田本店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6345-1201

大阪市北区 越後屋甚兵衛　阪神梅田本店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6345-1201
(内線2421)

大阪市北区 株式会社　鳥鹿　阪神梅田本店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6345-1201
大阪市北区 彦八　阪神梅田本店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6345-1201
大阪市北区 藤之矢　阪神梅田本店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6345-1201
大阪市北区 伊藤ハム（ハムコーナー）阪神梅田本店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6345-1201
大阪市北区 いか焼き　阪神梅田本店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6345-1201
大阪市北区 ニューミュンヘン　阪神梅田店　 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13 090-1158-0423
大阪市北区 冷阪神梅田本店　冷凍いか焼き売場 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6345-1201
大阪市北区 北極星　梅田店 〒 530-0001 大阪市北区梅田3-1-1　大丸梅田店B2 06-6344-3999
大阪市北区 カレーハウスCoCo壱番屋　大阪駅前第3ビル店 〒 530-0001 大阪市北区梅田一-1-3　地下2階 06-6440-1551
大阪市北区 大阪竹葉亭（サウスゲートビル店） 〒 530-0001 大阪市北区梅田3-1-1 06-6347-1235
大阪市北区 玄三庵　西梅田店 〒 530-0001 大阪市北区北区梅田1-3-1　大阪駅前第1ピル1階 06-4795-2215
大阪市北区 いわむらChez Deuxieme 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-2-2　大阪駅前第2ビルB2 06-6647-7665
大阪市北区 ピッコロJR大阪駅店 〒 530-0001 大阪市北区梅田3-1-1 06-6347-4780
大阪市北区 コリアンダイニング シジャン　大阪ステーションシティサウスゲートビル店 〒 530-0001 大阪市北区梅田3-1-1　大阪ステーションシティサウスゲートビル16F 06-4797-3131
大阪市北区 信州そば処  そじ坊　梅田ディアモール店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1大阪駅前ダイヤモンド地下街5　ディアモール大阪B1F 06-6348-4687
大阪市北区 自家製麺 杵屋　梅田大阪第一生命ビル店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-8-17　大阪第一生命ビルB2Fファーストプラザ 06-6344-7865
大阪市北区 551蓬莱　JR大阪駅中央口店 〒 530-0001 大阪市北区梅田3-1-1　JR大阪駅中央改札前 06-4797-0551
大阪市北区 551蓬莱　JR大阪駅御堂筋口店 〒 530-0001 大阪市北区梅田3-1-1　JR大阪駅御堂筋口 06-6348-2551
大阪市北区 千房　ハービスプラザ梅田支店 〒 530-0001 大阪市北区梅田2-5-25  ハービスPLAZA　B2階 06-6343-7113
大阪市北区 ダイヤ製パン　阪神梅田本店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6345-0514
大阪市北区 ダイヤ　ラ　シフォン　阪神梅田本店 〒 530-0001 大阪市北区梅田1-13-13　阪神梅田本店Ｂ1 Ｆ 06-6345-0527
大阪市北区 咲菜エキマルシェ大阪店 〒 530-0001 大阪市北区梅田3-1-1　エキマルシェ大阪内 06-4265-8709
大阪市北区 和田八　新地本店 〒 530-0002 大阪市北区曽根崎新地1-2-29 06-6345-0808
大阪市北区 本田屋 〒 530-0002 大阪市北区曽根崎新地1-7-8 06-6342-6630 
大阪市北区 千房　梅新支店 〒 530-0002 大阪市北区曽根崎新地1-8-19  梅新ビル1階 06-6344-7180
大阪市北区 ぷれじでんと　千房　北店 〒 530-0002 大阪市北区曽根崎新地1-10-1  エスパシオンYAMADAビルB1階 06-6345-7371
大阪市北区 食道園　北新地店 〒 530-0002 大阪市北区曽根崎新地1-6-4 06-6344-7161
大阪市北区 助六 〒 530-0003 大阪市北区堂島3-2-4 06-6341-0767
大阪市北区 割烹　味吉野 〒 530-0003 大阪市北区堂島1-3-4谷安ビル2Ｆ 06-6342-5451
大阪市北区 自家製麺　杵屋　梅田堂島地下街店 〒 530-0003 大阪市北区堂島1 堂島地下街10号 06-6345-7960
大阪市北区 信州そば処　そじ坊　梅田堂島アバンザ店 〒 530-0003 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザB1F 06-6341-1511
大阪市北区 おらが蕎麦　梅田堂島地下街店 〒 530-0003 大阪市北区堂島1 堂島地下街9 06-6341-3410
大阪市北区 住友病院レストランいずみ 〒 530-0005 大阪市北区中之島5-3-20住友病院1Ｆ 06-6447-3095
大阪市北区 中之島ダイビルカフェテリア 〒 530-0005 大阪市北区中之島3-3-23 06-6441-5748
大阪市北区 阪急オアシス 中之島店 〒 530-0005 大阪市北区中之島6-1-38 06-6225-3826
大阪市北区 カフェ英国屋　大阪市役所1F 〒 530-0005 大阪市北区中之島1-3-20　大阪市役所市庁舎1階 06-4708-4700
大阪市北区 ブッフェ＆マルシェ 〒 530-0011 大阪市北区大深町4-20グランフロント大阪南館B1 06-6485-0017
大阪市北区 551蓬莱　阪急梅田駅店2階 〒 530-0012 大阪市北区芝田1-1-2 阪急梅田駅2階 06-6373-2977
大阪市北区 サンドウィッチハウス　グルメ　梅田阪急三番街 〒 530-0012 大阪市北区芝田1-1-3 阪急3番街B2階 06-6372-8810
大阪市北区 レストラン　なでしこ 〒 530-0012 大阪市北区芝田2-10-39大阪府済世生会中津病院内 06-6372-0980
大阪市北区 cookhouse　阪急三番街店 〒 530-0012 大阪市北区芝田1-1-3  阪急三番街B2F 06-6372-8821
大阪市北区 カレーハウスCoCo壱番屋　北区芝田一丁目店 〒 530-0012 大阪市北区芝田1-3-16 06-6377-1551
大阪市北区 大阪竹葉亭（新阪急ホテル店） 〒 530-0012 大阪市北区芝田1-1-35 06-6375-5165
大阪市北区 宝来　地蔵横丁店 〒 530-0012 大阪市北区芝田1-1-3　南館1階 06-6373-2916
大阪市北区 英國屋　阪急17番街5F 〒 530-0012 大阪市北区芝田1-1-4　阪急ターミナルビル阪急17番街5Ｆ 06-6371-8190 
大阪市北区 仙台牛たんとお酒  もりの屋　梅田阪急三番街店 〒 530-0012 大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街B2F 06-6373-1125
大阪市北区 root café 〒 530-0013 大阪市北区芝田1-1-3阪急三番街南館1F 06-6372-5400
大阪市北区 割烹そば  神田　梅田NU茶屋町プラス店 〒 530-0013 大阪市北区茶屋町8-26 NU茶屋町プラス3F 06-6377-1256
大阪市北区 なか卯　梅田東店 〒 530-0014 大阪市北区鶴野町1-1　梅田セントラルビル1F 06-6371-2585
大阪市北区 ほっかほっか亭　茶屋町店 〒 530-0014 大阪市北区鶴野町3-10 06-6377-3356   
大阪市北区 ほっかほっか亭　中崎１丁目店 〒 530-0016 大阪市北区中崎1-6-10 06-6292-7477   
大阪市北区 豚晴　本店 〒 530-0017 大阪市北区角田町　梅田地下街2-3 06-6312-0129
大阪市北区 洋食屋　とんはる　梅田店 〒 530-0017 大阪市北区角田町梅田地下街2-5 06-6312-0285
大阪市北区 カフェデューク　阪急うめだ本店 〒 530-0017 大阪市北区角田町8-7　阪急うめだ本店6Ｆ 06-6313-7700
大阪市北区 英國屋　阪急グランドビル30F 〒 530-0017 大阪市北区角田町8-47　阪急グランドビル30F 06-6315-9213
大阪市北区 カレーハウスCoCo壱番屋　北区角田町店 〒 530-0017 大阪市北区角田町1-20 06-6312-2551
大阪市北区 本かつ喜　阪急うめだ本店 〒 530-0017 大阪市北区角田町8-7　阪急うめだ本店12F 06-6313-1478
大阪市北区 ねぎ焼やまもと　梅田エスト店 〒 530-0017 大阪市北区角田町3-25　エストＥ27 06-6131-0118
大阪市北区 どんぶり専門店 丼丼亭　大阪ホワイティうめだ店 〒 530-0017 大阪市北区角田町梅田地下街2-9　ホワイティうめだノースモール 06-6312-1170
大阪市北区 天丼専門店 丼丼亭　大阪ホワイティうめだ②店 〒 530-0017 大阪市北区角田町梅田地下街2-4　ホワイティうめだ 06-6362-3667
大阪市北区 コリアンキッチン シジャン　梅田HEPファイブ店 〒 530-0017 大阪市北区角田町5-5HEPファイブ7F 06-6366-3685
大阪市北区 玄三庵　梅田エスト店 〒 530-0017 大阪市北区角田町3-25　梅田エスト イーストエリア 06-6136-6106
大阪市北区 cookhouse　ホワイティうめだ店 〒 530-0018 大阪市北区小松原町梅田地下街4-7 06-6312-0259
大阪市北区 お好み焼　つる家 〒 530-0018 大阪市北区小松原町4-6 06-6361-0613
大阪市北区 カフェ英國屋　ノース 〒 530-0018 大阪市北区小松原町4 梅田地下街4-4 06-4309-6004
大阪市北区 カフェ 英國屋　ホワイティうめだ 〒 530-0018 大阪市北区小松原町梅田地下街ノースモール1 06-6315-3240
大阪市北区 中国食府　双龍居 〒 530-0022 大阪市北区浪花町1-24　1F～5F 06-6377-8808
大阪市北区 福島上等カレー　扇町通店 〒 530-0026 大阪市北区神山町2-1　扇ビル1F 06-6940-4114
大阪市北区 酔虎伝　阪急東通店 〒 530-0027 大阪市北区堂山町6-2 森田ビル 06-6366-5911
大阪市北区 （株）デイリーヤマザキ　梅田堂山 〒 530-0027 大阪市北区堂山町3-3 06-6364-2825
大阪市北区 阪急オアシス　同心店 〒 530-0035 大阪市北区同心2-5-13 06-6358-7236
大阪市北区 じゃがいも 〒 530-0041 大阪市北区天神橋5-8-9 06-6357-8044
大阪市北区 穴場　天満店 〒 530-0041 大阪市北区天神橋4-12-7 06-6242-5163
大阪市北区 街かど屋　天神橋五丁目店 〒 530-0041 大阪市北区天神橋5-7-16 06-6881-3871
大阪市北区 炭火やきとり藤 〒 530-0041 大阪市北区天神橋4-12-18 06-6354-0187
大阪市北区 ごちゃまい堂　天満本店 〒 530-0041 大阪市北区天神橋4-12-11 06-6882-6603
大阪市北区 中村食品 〒 530-0041 大阪市北区天神橋1-17-7-1FA 06-6352-7046
大阪市北区 おらが蕎麦　天満駅前KYビル店 〒 530-0041 大阪市北区天神橋4-8-21天満KYビル1F 06-6358-3361
大阪市北区 ガスト　天神橋筋六丁目店 〒 530-0041 大阪市北区天神橋6-4-13　フェリス天六ビル2階 06-6136-1910
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大阪市北区 はなまるうどん　天神橋筋三丁目店 〒 530-0041 大阪市北区天神橋筋3-3-19 06-4801-6060
大阪市北区 栄楽鮓 〒 530-0043 大阪市北区天満4-8-2　太陽ビル1階 06-6353-7996
大阪市北区 カレーハウスCoCo壱番屋　北区天満2丁目店 〒 530-0043 大阪市北区天満2-8-17　 06-6242-8860
大阪市北区 鶏と島ごはん　パナリ堂 〒 530-0043 大阪市北区天満2-8-4　朝日プラザ天満橋1F 06-6352-2308
大阪市北区 ほっかほっか亭　天満４丁目店 〒 530-0043 大阪市北区天満4-14-21 06-6135-9771   
大阪市北区 カレーハウスCoCo壱番屋　北区西天満五丁目店 〒 530-0047 大阪市北区西天満5-8-5 06-6314-1551
大阪市北区 ロイスの店 〒 530-0047 大阪市北区西天満3-8-17 06-6365-1130
大阪市北区 カレーハウスCoCo壱番屋　北区太融寺店 〒 530-0051 大阪市北区太融寺5-8　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾚｼﾞｬ-ﾋﾞﾙ東館1Ｆ 06-6366-0554
大阪市北区 なか卯　梅田太融寺店 〒 530-0051 大阪市北区太融寺町2-19 06-6363-1331
大阪市北区 （株）デイリーヤマザキ　太融寺 〒 530-0051 大阪市北区太融寺町6-8 06-6365-5075
大阪市北区 街かど屋　南森町店 〒 530-0054 大阪市北区南森町2-1-23　藤原ビル1F 06-6360-7331
大阪市北区 街かど屋　南森町店 〒 530-0054 大阪市北区南森町千2-1-23　藤原ﾋﾞﾙ1F 06-6360-7331
大阪市北区 瓢亭 〒 530-0057 大阪市北区曾根崎2-2-7 06-6311-5041
大阪市北区 千房　曾根崎支店 〒 530-0057 大阪市北区曾根崎2-10-15　曾根崎センタ-ビル1Ｆ 06-6361-4391
大阪市北区 や瑤そば 〒 530-6002 大阪市北区天満橋1-8-30　ＯＡＰタワー2Ｆ201区 06-6352-2015
大阪市北区 玄三庵　OAP店 〒 530-6090 大阪市北区天満橋1-8-30　OAPタワー地下1階 06-4801-8678
大阪市北区 カフェ英國屋　大阪市役所B2F 〒 530-8201 大阪市北区中之島1-3-20　大阪市役所市庁舎地下2階 06-6121-6162
大阪市北区 かさね 〒 530-8202 大阪市北区梅田3-1-1　大丸梅田店14階 06-6347-1578
大阪市北区 青冥（ちんみん） 〒 530-8202 大阪市北区梅田3-1-1　大丸梅田店14階 06-6347-0250
大阪市北区 つる家 〒 530-8202 大阪市北区梅田3-1-1　大丸梅田店14階 06-6341-1651
大阪市北区 本さち福や 〒 530-8202 大阪市北区梅田3-1-1　大丸梅田店　14階 06-6796-7225
大阪市北区 カフェグランシェ　大丸梅田店14F 〒 530-8202 大阪市北区梅田3-1-1　大丸梅田店　14階 06-6344-6376
大阪市北区 あさ　ひる　夕ごはん　豆藤 〒 530-8202 大阪市北区梅田3-1-1　大丸梅田店B1F なし
大阪市北区 キッチン＆マーケット　ルクア大阪店 〒 530-8217 大阪市北区梅田3-1-3　ルクア大阪B2F 06-6151-2674
大阪市北区 韓国料理bibim'ルクア大阪店 〒 530-8217 大阪市北区梅田3-1-3　ルクア大阪10階 06-6282-8039
大阪市北区 551蓬莱　梅田阪急店 〒 530-8350 大阪市北区角田町8-7 06-6313-7635
大阪市北区 大阪工業大学　菜の花食堂 〒 530-8568 大阪市北区茶屋町1-45　OIT梅田タワー21F 06-6147-7262 
大阪市北区 リストランテ翔21 〒 530-8568 大阪市北区茶屋町1-45　OIT梅田タワー21F 06-6147-7262 
大阪市北区 龍のえん 〒 531-0002 大阪市北区曽根崎新地1-11-19　北新地スタービル5F 06-6345-6725 
大阪市北区 居心伝　天六店 〒 531-0041 大阪市北区天神橋筋7-6-18　天六カナエビル2号館1F 06-6136-1865
大阪市北区 カレーハウスCoCo壱番屋　北区天神橋7丁目店 〒 531-0041 大阪市北区天神橋7-6-9 06-6881-0597
大阪市北区 阪急オアシス　天六店 〒 531-0041 大阪市北区天神橋7-1-24 06-4801-8213
大阪市北区 焼肉　李苑 〒 531-0061 大阪市北区長柄西1-7-31 06-6356-5515
大阪市北区 ゆう食家 〒 531-0061 大阪市北区長柄西1-7-31　天然温泉なにわの湯内 06-6356-5517
大阪市北区 花いちばん 〒 531-0061 大阪市北区長柄西1-7-31　天然温泉なにわの湯内 06-6356-5517
大阪市北区 ほっかほっか亭　天六店 〒 531-0064 大阪市北区国分寺2-3-27 7レジデンス　105号 06-6351-7002   
大阪市北区 なか卯　中津一丁目店 〒 531-0071 大阪市北区中津1-6-32 カレッジハウス中津プラザ 06-6485-0213
大阪市北区 串まん　中津店 〒 531-0071 大阪市北区中津1-2-15　桜井ビル1F 06-4802-9410
大阪市北区 心八剣伝　中津店 〒 531-0071 大阪市北区中津1-17-12　メロディハイム5号 06-6372-8988 
大阪市北区 ほっかほっか亭　中津１丁目店 〒 531-0071 大阪市北区中津1-18-18 06-6377-3950   
大阪市北区 ほっかほっか亭　豊崎店 〒 531-0072 大阪市北区豊崎3-6-1 06-6375-3789   
大阪市北区 ニューナンバーワン 〒 531-0074 大阪市北区本庄東1-19-11 06-6373-4188
大阪市北区 ほっかほっか亭　大淀南店 〒 531-0075 大阪市北区大淀南1-3-14 06-6452-1105   
大阪市北区 中国料理　燦宮 〒 531-6039 大阪市北区大淀中1-1-88　梅田スカイビルイースト39Ｆ 06-6440-3889
大阪市北区 創作料理　四季彩 〒 531-6090 大阪市北区大淀中1-1-88　梅田スカイビルイーストB1Ｆ 06-6440-5999
大阪市北区 カレーハウスCoCo壱番屋　梅田スカイビル店 〒 531-6090 大阪市北区大淀中1-1-90　B-100号 06-4798-6551
大阪市北区 大阪の味らーめん 喜らく　新梅田店 〒 531-6090 大阪市北区大淀中1-1-88　梅田スカイビルタワーイーストB1F 06-6440-5954
大阪市淀川区 ほっともっと　東三国６丁目店 〒 532-0002 大阪市淀川区東三国6-10−5 06-6398-6883
大阪市淀川区 ニコニコキッチン淀川店 〒 532-0002 大阪市淀川区東三国6-21-8 06-6391-3506
大阪市淀川区 自家製麺　杵屋　新大阪ニッセイビル2F店 〒 532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30ニッセイ新大阪ビル2階 06-6393-5504
大阪市淀川区 信州そば処　そじ坊　新大阪ニッセイビル1F店 〒 532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30ニッセイ新大阪ビル1階 06-6393-5524
大阪市淀川区 （株）デイリーヤマザキ　新大阪 〒 532-0003 大阪市淀川区宮原3-4-30 06-6393-1381
大阪市淀川区 クッチーナ 〒 532-0004 大阪市淀川区西宮原2-1-3 06-6397-7277
大阪市淀川区 ほっかほっか亭　東三国店 〒 532-0004 大阪市淀川区西宮原3-2-23 06-6392-3504   
大阪市淀川区 ほっかほっか亭　西宮原店 〒 532-0004 大阪市淀川区西宮原1-8-1-104 06-6399-8870   
大阪市淀川区 ガスト　阪急三国店 〒 532-0005 大阪市淀川区三国本町3-37-1 06-6350-0707
大阪市淀川区 カレーハウスCoCo壱番屋　淀川区三国本町店 〒 532-0005 大阪市淀川区三国本町2-13-3 06-6150-6886
大阪市淀川区 イオンタウン　淀川三国 〒 532-0005 大阪市淀川区三国本町2-13-2 06-6454-1884
大阪市淀川区 福寿庵 〒 532-0006 大阪市淀川区西三国1-8-12 06-6395-2424
大阪市淀川区 妙高亭 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島1-12-14 06-6304-9778
大阪市淀川区 551蓬莱　JR新大阪駅チルド売店 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島5-16-1新大阪駅3階 06-6304-3686
大阪市淀川区 551蓬莱　アルデ新大阪店 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島5-16-1新大阪駅2階 06-6309-0551
大阪市淀川区 自家製麺　杵屋　新大阪駅味の小路店 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島5-16-1　新大阪味の小路1階 06-6304-6624
大阪市淀川区 信州そば処　そじ坊　新大阪駅味の小路店 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島5-16-1　新大阪味の小路1階 06-6304-6638
大阪市淀川区 どんぶり専門店　丼丼亭　新大阪駅味の小路店 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島5-16-1　新大阪味の小路1階 06-6302-1282
大阪市淀川区 割烹　花貴 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島5-11-20 06-6308-5859
大阪市淀川区 カレーハウスCoCo壱番屋　淀川区西中島店 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島5-9-5 NLC新大阪ﾋﾞﾙ101号室 06-6101-3565
大阪市淀川区 八剣伝　西中島店 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島4-3-5 NLCセントラルビル1F 06-6838-8035
大阪市淀川区 なか卯　新大阪店 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島3-23-9　中里第2ビル 06-6885-5774
大阪市淀川区 なか卯　西中島店 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島7-1-1興北ビル1Ｆ 06-6309-7990
大阪市淀川区 551蓬莱　エキマルシェ新大阪店 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島5-16-1　JR新大阪駅3F　エキマルシェ新大阪 06-6304-551
大阪市淀川区 551蓬莱　アントレマルシェ新大阪店 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島5-16-1　JR東海新大阪駅　新大阪アントレマルシェ3F 06-6307-0551
大阪市淀川区 ねぎ焼やまもと　新大阪店 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島5-16-1　JR新大阪駅　新幹線改札内 06-6307-1167
大阪市淀川区 （株）デイリーヤマザキ　新大阪駅北口 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島5-15-5 06-6305-6007
大阪市淀川区 ほっかほっか亭　西中島店 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島6-2-8 06-6390-6900   
大阪市淀川区 咲菜地下鉄新大阪駅店 〒 532-0011 大阪市淀川区西中島5-15-5　地下鉄新大阪駅北コンコース「新なにわ大食堂」 06-6151-3326
大阪市淀川区 ガスト　西中島店 〒 532-0012 大阪市淀川区木川東2-1-2 06-6307-2209
大阪市淀川区 ガスト　十三店 〒 532-0021 大阪市淀川区田川北1-10-9 06-6307-2210
大阪市淀川区 551蓬莱　阪急十三駅店 〒 532-0023 大阪市淀川区十三東2-12-1阪急十三駅構内3番線ホ-ム 06-6302-4900
大阪市淀川区 福寿苑 〒 532-0023 大阪市淀川区十三東2-4-16 06-6301-8622
大阪市淀川区 山もと 〒 532-0023 大阪市淀川区十三東2-7-18 06-6390-0378
大阪市淀川区 明石焼き専門店たこ八 〒 532-0024 大阪市淀川区十三本町2-5-20 06-4805-0873
大阪市淀川区 カレーハウスCoCo壱番屋　十三駅西口店 〒 532-0024 大阪市淀川区十三本町1-10-18 06-6838-8023
大阪市淀川区 ねぎ焼やまもと　本店 〒 532-0024 大阪市淀川区十三本町1-8-4 06-6308-4625
大阪市淀川区 阪急オアシス　塚本店 〒 532-0026 大阪市淀川区塚本2-26-18 06-6305-7871
大阪市淀川区 手打麺処　かもめ 〒 532-0028 大阪市淀川区十三元今里2-21-22 06-6301-1921
大阪市淀川区 八剣伝　加島駅前店 〒 532-0031 大阪市淀川区加島3中2-1 06-6889-5131
大阪市淀川区 阪急オアシス　神崎川店 〒 532-0032 大阪市淀川区三津屋北1-36-6 06-4805-8023
大阪市淀川区 ほっかほっか亭　神崎川駅前店 〒 532-0032 大阪市淀川区三津屋北1-4-15 06-6885-1419   
大阪市淀川区 ガスト　三国店 〒 532-0033 大阪市淀川区新高3-3-9 06-6398-2073
大阪市淀川区 スシロー　三津屋店 〒 532-0036 大阪市淀川区三津屋中3-11-28 06-6305-4851
大阪市淀川区 ほっかほっか亭　三津屋店 〒 532-0036 大阪市淀川区三津屋中3-7-18 06-6308-7958   
大阪市東淀川区 大阪王将　江口橋店 〒 533-0002 大阪市東淀川区北江口4-3-18 06-6340-7906
大阪市東淀川区 ガスト　江口橋店 〒 533-0002 大阪市東淀川区北江口4-2-45 06-6829-2021
大阪市東淀川区 ほっかほっか亭　北江口店 〒 533-0002 大阪市東淀川区北江口4-2-31 06-4862-9001   
大阪市東淀川区 青島 〒 533-0004 大阪市東淀川区小松1-4-20 掲載不可
大阪市東淀川区 味工房　しばまん 〒 533-0004 大阪市東淀川区小松1-10-15　プラザコウエイ1Ｆ 06-6321-4696
大阪市東淀川区 喫茶　英 〒 533-0004 大阪市東淀川区小松2-7-4 06-6328-4530
大阪市東淀川区 ほっともっと　東淀川小松店 〒 533-0004 大阪市東淀川区小松2-5−5 06-6990-2633



大阪市東淀川区 居心伝　上新庄店 〒 533-0004 大阪市東淀川区小松1-3-15 アベニュー小松ビル2F 06-6990-7310
大阪市東淀川区 和菓子　㈱菓匠あさだ　上新庄店 〒 533-0005 大阪市東淀川区瑞光1-15-22 06-6160-6008
大阪市東淀川区 けいき　やかた 〒 533-0005 大阪市東淀川区瑞光1-5-37 06-6326-2468
大阪市東淀川区 ガスト　上新庄駅前店 〒 533-0005 大阪市東淀川区瑞光1-2-5　グラン・ノア2F 06-6160-2550
大阪市東淀川区 おうちごはん　和らぎ 〒 533-0005 大阪市東淀川区瑞光2-11-21 06-6325-1430
大阪市東淀川区 なか卯　上新庄店 〒 533-0005 大阪市東淀川区瑞光1-7-22　ｻﾝｽﾘ-ﾊｲﾂ瑞光1Ｆ 06-6325-6060
大阪市東淀川区 イズミヤ株式会社　上新庄店（すし・弁当部門） 〒 533-0006 大阪市東淀川区上新庄1-2-36（イズミヤ） 06-6327-7751
大阪市東淀川区 イズミヤ株式会社　上新庄店（惣菜部門） 〒 533-0006 大阪市東淀川区上新庄1-2-36（イズミヤ） 06-6327-7751
大阪市東淀川区 味処　口八丁 〒 533-0006 大阪市東淀川区上新庄3-12-11 06-6326-1010
大阪市東淀川区 ザめしや　上新庄店 〒 533-0006 大阪市東淀川区上新庄3-11-20 06-6379-0451
大阪市東淀川区 珉珉　相川店 〒 533-0007 大阪市東淀川区相川2-12-1 06-6349-9628
大阪市東淀川区 九太呂 〒 533-0007 大阪市東淀川区相川2-10-17 06-6349-3557
大阪市東淀川区 讃岐製麺　東淀川大桐店 〒 533-0011 大阪市東淀川区大桐2-5-1 06-6160-3661
大阪市東淀川区 和菓子　㈱菓匠あさだ　豊里店 〒 533-0013 大阪市東淀川区豊里6-1-20 06-6325-3911
大阪市東淀川区 すっぽん、ふぐ、寿司割烹、得月 〒 533-0013 大阪市東淀川区豊里5-14-52 06-6329-3330
大阪市東淀川区 ほっともっと　東淀川豊里店 〒 533-0013 大阪市東淀川区豊里7−34−11 06-6325-7785
大阪市東淀川区 ニコニコキッチン東淀川店 〒 533-0013 大阪市東淀川区豊里1-9-22 06-6320-5566
大阪市東淀川区 上新飯店 〒 533-0014 大阪市東淀川区豊新2-3-5 06-6327-3925
大阪市東淀川区 そば処　まるしん 〒 533-0014 大阪市東淀川区豊新2-11-6　第2プレジデントハイツ1階 06-6326-6862
大阪市東淀川区 ほっかほっか亭　上新庄駅前通り店 〒 533-0014 大阪市東淀川区豊新4-26-8 06-6320-9141   
大阪市東淀川区 ひでよし 〒 533-0015 大阪市東淀川区大隅1-6-33 06-6329-1502
大阪市東淀川区 カレーハウスCoCo壱番屋　かみしんプラザ店 〒 533-0015 大阪市東淀川区大隅1-6-12 06-6990-4551
大阪市東淀川区 喫茶　カドー 〒 533-0022 大阪市東淀川区菅原6-7-12 06-6328-0661
大阪市東淀川区 中房家 〒 533-0022 大阪市東淀川区菅原7-14-2 06-6990-5578
大阪市東淀川区 おばんざい処　小桜 〒 533-0022 大阪市東淀川区菅原4-4-22 06-6370-1361
大阪市東淀川区 喫茶　茶知留 〒 533-0022 大阪市東淀川区菅原2-10-17 1F 06-6326-6668
大阪市東淀川区 スシロー　三津屋店 〒 533-0022 大阪市東淀川区菅原7-5-31 06-6990-2111
大阪市東淀川区 ほっかほっか亭　菅原店 〒 533-0022 大阪市東淀川区菅原4-1-36 06-6815-8253   
大阪市東淀川区 居心伝　東淡路店 〒 533-0023 大阪市東淀川区東淡路4-14-2 06-4809-8866
大阪市東淀川区 和菓子　㈱菓匠あさだ　淡路店 〒 533-0023 大阪市東淀川区東淡路4-33-12 06-6323-1197
大阪市東淀川区 阪急オアシス　淡路店 〒 533-0023 大阪市東淀川区東淡路4-14-6 06-6325-5358
大阪市東淀川区 ほっかほっか亭　淡路駅前店 〒 533-0023 大阪市東淀川区東淡路4-18-17 06-6990-1111   
大阪市東淀川区 ㋡まるつ 〒 533-0031 大阪市東淀川区西淡路5-2-5 06-6322-5908
大阪市東淀川区 開花亭 〒 533-0031 大阪市東淀川区西淡路1-17-13 06-6329-0078
大阪市東淀川区 喫茶トーホー 〒 533-0032 大阪市東淀川区淡路4-7-7 06-6323-3951
大阪市東淀川区 コーヒー＆ランチ　熊 〒 533-0032 大阪市東淀川区淡路2-7-7 06-6322-1870
大阪市東淀川区 お好み焼　麺類　ゆき 〒 533-0032 大阪市東淀川区淡路4-19-17 06-6323-0308
大阪市東淀川区 ALBAR 〒 533-0032 大阪市東淀川区淡路4-11-15 06-6329-2400
大阪市東淀川区 純喫茶　ぴっころ 〒 533-0033 大阪市東淀川区東中島3-16-11 06-6323-3711
大阪市東淀川区 幸楽 〒 533-0033 大阪市東淀川区東中島5-20-12 06-6323-3608
大阪市東淀川区 新大阪ステーションホテル 〒 533-0033 大阪市東淀川区東中島1-16-6 06-6325-0011
大阪市東淀川区 新大阪ステーションホテルアネックス 〒 533-0033 大阪市東淀川区東中島1-15-2 06-6815-0011
大阪市東淀川区 めん処　つやみ 〒 533-0033 大阪市東淀川区東中島3-15-7 06-6323-0036
大阪市都島区 ガスト　毛馬店 〒 534-0001 大阪市都島区毛馬町1-7-10 06-6926-2039
大阪市都島区 カレーハウスCoCo壱番屋　都島インター店 〒 534-0002 大阪市都島区大東町1-10-34 06-6958-4584
大阪市都島区 ほっかほっか亭　大東町店 〒 534-0002 大阪市都島区大東町2-8-21 06-6929-2248   
大阪市都島区 ほっかほっか亭　都島高倉店 〒 534-0011 大阪市都島区高倉町1-13-5高倉第二コーポ109 06-6924-5222   
大阪市都島区 ガスト　都島本通店 〒 534-0014 大阪市都島区都島北通2-2-21 06-6926-2041
大阪市都島区 カレーハウスCoCo壱番屋　都島区都島北通り店 〒 534-0014 大阪市都島区都島北通1-1-5 06-6923-7551
大阪市都島区 ダ・ウーゴ 〒 534-0014 大阪市都島区都島北通1-2-4 06-6927-7009
大阪市都島区 ザ・どん　ベルファ都島店 〒 534-0016 大阪市都島区友渕町2-13-34　ベルファ都島内 06-6924-7373
大阪市都島区 リンガーハット　ベルファ都島店 〒 534-0016 大阪市都島区友渕町2-13-34　ベルファ都島内 06-6924-5221
大阪市都島区 居酒屋　尾留 〒 534-0016 大阪市都島区友渕町1-7-28 080-3800-1166
大阪市都島区 廻鮮鮨　ととぎん　都島店 〒 534-0016 大阪市都島区友渕町2-15-28　ベルファⅡ　1階 06-6923-1110
大阪市都島区 なか卯　都島本通店 〒 534-0021 大阪市都島区都島本通2-16-9 06-6929-6260
大阪市都島区 千房　京橋京阪モール支店 〒 534-0024 大阪市都島区東野田町2-1-38京橋駅ビル5Ｆ 06-6353-5501
大阪市都島区 551蓬莱　京阪京橋店 〒 534-0024 大阪市都島区東野田町2-1-38 京阪モール地下1階 06-6653-2173
大阪市都島区 551蓬莱　グルメアベニュー店 〒 534-0024 大阪市都島区東野田町2-1-38 06-6356-8676
大阪市都島区 信州そば処　そじ坊　京橋京阪モール店 〒 534-0024 大阪市都島区東野田町2-1-38 京阪モール1F 06-6352-0311
大阪市都島区 英國屋　コムズガーデンB2F 〒 534-0024 大阪市都島区東野田町2-6-1 コムズガーデンB2F 06-6356-8832
大阪市都島区 湯葉と豆腐の店　梅の花　京橋店 〒 534-0024 大阪市都島区東野田町2-6-1　コムズガーデンＢ2Ｆ 06-6351-4511
大阪市都島区 海鮮回転　豊漁寿し　京橋本店 〒 534-0024 大阪市都島区東野田町3-5-22 06-6242-7735
大阪市都島区 ハマダリア 〒 534-0024 大阪市都島区東野田町5-7-1 06-6927-7661
大阪市都島区 河内らーめん　喜神　京橋店 〒 534-0024 大阪市都島区東野田町2-1-38　京阪モールホテル館5F 06-6135-6135
大阪市都島区 喫茶　一番 〒 534-0024 大阪市都島区東野田町3-1-3　コンバースビル3F 06-6353-9043
大阪市都島区 とんかつ三谷 〒 534-0024 大阪市都島区東野田町3-5-6 06-6353-3097
大阪市都島区 コムアミジマ 〒 534-0024 大阪市都島区東野田町4-5-4 06-6351-5756
大阪市都島区 自家製麺 杵屋　京橋京阪モール店 〒 534-0024 大阪市都島区東野田町2-1-38 京阪モール1F 06-6353-9581
大阪市都島区 カレーハウスCoCo壱番屋　京橋駅北口店 〒 534-0024 大阪市都島区東野田町4-9-19 06-6355-3551
大阪市都島区 あんかけ焼きそば・陳麻婆豆腐 STORM　京橋店 〒 534-0024 大阪市都島区東野田町2-1-38　京阪モール本館1F 06-6940-4881
大阪市都島区 村さ来　京橋店 〒 534-0025 大阪市都島区片町2-4-6　上室プラザビルＢ1 06-6357-9759
大阪市都島区 パン工房鳴門屋　JR京橋駅西口店 〒 534-0025 大阪市都島区片町2-2-40 090-9715-6216
大阪市都島区 イオン京橋店 〒 534-0025 大阪市都島区片町2-3-51 06-6352-2151
大阪市旭区 花しょうぶ 〒 535-0001 大阪市旭区太子橋1-23-15 06-6958-0011
大阪市旭区 ダイヤ 〒 535-0002 大阪市旭区大宮2-27-17 06-6956-4074
大阪市旭区 手作り弁当　きむら 〒 535-0002 大阪市旭区大宮2-25-6 06-6951-5395
大阪市旭区 酒膳　華 〒 535-0002 大阪市旭区大宮1-7-20 06-6957-5687
大阪市旭区 コーヒーショップ　ラブ 〒 535-0002 大阪市旭区大宮2-15-8 06-6953-9968
大阪市旭区 ほっともっと　大宮１丁目店 〒 535-0002 大阪市旭区大宮1-14−7 06-6955-3015
大阪市旭区 なか卯　千林大宮店 〒 535-0002 大阪市旭区大宮3-20-27　高松ビル 06-6955-4741
大阪市旭区 松葉寿し 〒 535-0003 大阪市旭区中宮5-3-23 06-6952-2121
大阪市旭区 カフェアンドダイニングバー　アズワン 〒 535-0003 大阪市旭区中宮5-3-24 06-6954-2141
大阪市旭区 ニコニコキッチン旭店 〒 535-0003 大阪市旭区中宮5-12-12 06-6956-8100
大阪市旭区 ほっかほっか亭　大阪工大前店 〒 535-0003 大阪市旭区中宮5-4-3０ ライオンズマンション千林 06-6956-3858   
大阪市旭区 喫茶　ハッピー 〒 535-0004 大阪市旭区生江1-2-15 06-6921-1669
大阪市旭区 小づち 〒 535-0004 大阪市旭区生江1-2-17 06-6922-0049
大阪市旭区 めしや食堂　赤川店 〒 535-0005 大阪市旭区赤川3-3-33 06-6921-6821
大阪市旭区 カフェ　フィールド 〒 535-0012 大阪市旭区千林2-5-14 06-6957-5677
大阪市旭区 どんぶり専門店　丼丼亭　千林商店街店 〒 535-0012 大阪市旭区千林2-15-20　千林商店街 06-6956-0687
大阪市旭区 ワンモア 〒 535-0012 大阪市旭区千林2-14-22 090-1227-7237
大阪市旭区 カフェ＆サロン“ゆるり” 〒 535-0021 大阪市旭区清水2-20-17 06-4254-6886
大阪市旭区 コーヒーショップ　ルポ 〒 535-0031 大阪市旭区高殿2-19-25-118 06-6923-7998
大阪市旭区 阪急オアシス　高殿店 〒 535-0031 大阪市旭区高殿4-1-6 06-6958-5201
大阪市旭区 なか卯　関目店 〒 535-0031 大阪市旭区高殿4-22-33 06-6185-0015
大阪市旭区 海鮮丼ジャイキリ 〒 535-0031 大阪市旭区高殿7-7-3 掲載不可
大阪市城東区 錦栄堂 〒 536-0001 大阪市城東区古市3-11-19 06-6939-3858
大阪市城東区 うぇる　カフェ 〒 536-0001 大阪市城東区古市1-21-41 06-6934-4607
大阪市城東区 喫茶　みち 〒 536-0002 大阪市城東区今福東3-3-22 06-6939-5758
大阪市城東区 お好み焼き　千笑の輪 〒 536-0002 大阪市城東区今福東3-5-29 ベルハイム今福1F 06-6931-7676



大阪市城東区 ほっかほっか亭　今福鶴見店 〒 536-0002 大阪市城東区今福東1-8-29 06-6933-7355   
大阪市城東区 ほんこんや 〒 536-0004 大阪市城東区今福西1-8-17 06-6931-1487
大阪市城東区 ガスト　蒲生四丁目店 〒 536-0004 大阪市城東区今福西1-7-4 キリンドプラザ2F 06-4255-5665
大阪市城東区 ほっかほっか亭　蒲生４丁目店 〒 536-0004 大阪市城東区今福西3-2-2 06-6786-5430   
大阪市城東区 ちとせ食堂 〒 536-0005 大阪市城東区中央1-8-20 06-6939-2345
大阪市城東区 阪急オアシス　野江店 〒 536-0005 大阪市城東区中央2-15-6 06-4255-3911
大阪市城東区 古里 〒 536-0006 大阪市城東区野江4-11-4 06-6930-1129
大阪市城東区 しばらく 〒 536-0006 大阪市城東区野江2-9-8 06-6931-9700
大阪市城東区 バーミヤン　城東野江店 〒 536-0006 大阪市城東区野江4-1-2 06-6180-0066
大阪市城東区 ニコニコキッチン城東・鶴見店 〒 536-0006 大阪市城東区野江3-7-12 06-6786-5533
大阪市城東区 ほっかほっか亭　野江内代店 〒 536-0006 大阪市城東区野江4-10-13 06-6931-1789   
大阪市城東区 カレーハウスCoCo壱番屋　城東関目店 〒 536-0008 大阪市城東区関目5-4-7-105号 06-6930-9090
大阪市城東区 スシロー　関目店 〒 536-0008 大阪市城東区関目5-5-3 06-6932-1802
大阪市城東区 ほっかほっか亭　鴫野駅前店 〒 536-0013 大阪市城東区鴫野東3-2-1 06-6964-7930   
大阪市城東区 御菓子司　梅屋蒲生店 〒 536-0016 大阪市城東区蒲生4-16-12 06-4255-1800
大阪市城東区 居酒屋　あきの庵 〒 536-0021 大阪市城東区諏訪3-9-2 06-6965-1027
大阪市城東区 カレーハウスCoCo壱番屋　城東区諏訪四丁目店 〒 536-0021 大阪市城東区諏訪4-18-28　小浦石油東深江SS 06-6167-9410
大阪市城東区 ほっともっと　深江橋店 〒 536-0022 大阪市城東区永田4−16−9 06-6965-7233
大阪市城東区 ぺこぺこ 〒 536-0025 大阪市城東区森之宮2-6-5 06-6963-2068
大阪市東成区 日の出家 〒 537-0001 大阪市東成区深江北3-22-27 06-6976-3388
大阪市東成区 八剣伝　深江橋店 〒 537-0001 大阪市東成区深江北2-1-4 06-6975-8877
大阪市東成区 讃岐製麺　深江橋店 〒 537-0001 大阪市東成区深江北3-1-9 06-6977-7061
大阪市東成区 じゅうじゅうカルビ　深江橋店 〒 537-0001 大阪市東成区深江北3-1-12 06-4259-1129 
大阪市東成区 集来 〒 537-0002 大阪市東成区深江南1-9-20 06-6981-2227
大阪市東成区 カフェ　22 〒 537-0003 大阪市東成区神路4-1-3 080-1419-2484
大阪市東成区 キッチンプーハウス 〒 537-0003 大阪市東成区神路4-1-4 06-6981-0115
大阪市東成区 幸太楼 〒 537-0012 大阪市東成区大今里1-37-15 06-6971-0220
大阪市東成区 喫茶　アーチェリー 〒 537-0012 大阪市東成区大今里1-32-18　ビス進興内 06-6973-5745
大阪市東成区 Cafe Credo 〒 537-0012 大阪市東成区大今里4-1-1 06-6978-5333
大阪市東成区 カレーハウスCoCo壱番屋　東成区大今里店 〒 537-0013 大阪市東成区大今里南1-11-14 06-4259-3325
大阪市東成区 ほっともっと　大今里南店 〒 537-0013 大阪市東成区大今里南1-2−8 06-6978-3900
大阪市東成区 喫茶　モカ 〒 537-0013 大阪市東成区大今里南4-3-16　マンションポレール1F 06-6972-3137
大阪市東成区 炉ばた焼　千蔵 〒 537-0013 大阪市東成区大今里南5-17-23 06-6976-2796
大阪市東成区 ニコニコキッチン生野・東成店 〒 537-0013 大阪市東成区大今里南1-22-14 06-6975-3155
大阪市東成区 万房 〒 537-0014 大阪市東成区大今里西1-22-20 06-6973-5757
大阪市東成区 喫茶　丘 〒 537-0014 大阪市東成区大今里西2-6-10 06-6972-0488
大阪市東成区 ガスト　大今里店 〒 537-0014 大阪市東成区大今里西3-3-9 06-6978-2041
大阪市東成区 そば処　たいこう 〒 537-0014 大阪市東成区大今里西1-26-10 06-6976-6724
大阪市東成区 カラオケ＆ダンス　「アン」 〒 537-0014 大阪市東成区大今里西1-28-18 06-6977-3316
大阪市東成区 カレーハウスCoCo壱番屋　東成区緑橋東店 〒 537-0021 大阪市東成区東中本2-4-8 東幸ﾊｳｽ1F 06-6975-8160
大阪市東成区 長兵衛寿司 〒 537-0022 大阪市東成区中本1-5-30 06-6971-3132
大阪市東成区 八剣伝　緑橋2号店 〒 537-0022 大阪市東成区中本1-10-21 06-6974-9128
大阪市東成区 広島焼　大ちゃん 〒 537-0022 大阪市東成区中本1-5-31 06-6965-9559
大阪市東成区 ポンテ　ヴェルデ 〒 537-0022 大阪市東成区中本3-15-8 06-6976-2257
大阪市東成区 あたご寿司 〒 537-0024 大阪市東成区東小橋3-20-10 06-6973-6115
大阪市東成区 カレーハウスCoCo壱番屋　ＪＲ鶴橋駅前店 〒 537-0024 大阪市東成区東小橋3-9-17 06-6978-0100
大阪市東成区 カフェドセジン 〒 537-0024 大阪市東成区東小橋3-12-11 06-6971-6767
大阪市東成区 あかまつ 〒 537-0025 大阪市東成区中道1-1-38 06-6981-4293
大阪市東成区 お好み焼き　くろちゃん 〒 537-0025 大阪市東成区中道2-14-10 06-6972-3841
大阪市東成区 居心伝　森の宮店 〒 537-0025 大阪市東成区中道1-1-34 06-6981-9451
大阪市東成区 café shade tree（カフェ　シェード　ツリー） 〒 537-0025 大阪市東成区中道3-15-16 06-4307-6558
大阪市東成区 中華料理　一品居 〒 537-0025 大阪市東成区中道4-1-2０ 06-6974-2476
大阪市東成区 中華料理　一品居　蘭州ラーメン 〒 537-0025 大阪市東成区中道1-8-13 06-6974-2476
大阪市東成区 串まん　森の宮店 〒 537-0025 大阪市東成区中道1-1-35 06-6973-7861
大阪市東成区 （株）デイリーヤマザキ　森ノ宮駅前 〒 537-0025 大阪市東成区中道1-2-7 06-6971-6202
大阪市東成区 ほっかほっか亭　森之宮中道店 〒 537-0025 大阪市東成区中道3-3-7 06-6977-9202   
大阪市鶴見区 はなまるうどん　鶴見緑地店 〒 538-0035 大阪市鶴見区浜5-1-22 06-6912-4870
大阪市鶴見区 レストハウス　つるみ 〒 538-0036 大阪市鶴見区緑地公園1-111 06-6913-6566
大阪市鶴見区 cafe–cafeばらんす食堂 〒 538-0042 大阪市鶴見区今津中2-4-24 06-6963-0012
大阪市鶴見区 酔虎伝　放出駅前店 〒 538-0044 大阪市鶴見区放出東3-31-25 06-6969-0716
大阪市鶴見区 ハッケン酒場　放出駅前店 〒 538-0044 大阪市鶴見区放出東3-22-18 06-6964-0150
大阪市鶴見区 ガスト　放出駅前店 〒 538-0044 大阪市鶴見区放出東3-31-35　鶴見グリーンビル2F 06-6167-3630
大阪市鶴見区 ほっかほっか亭　放出駅前店 〒 538-0044 大阪市鶴見区放出東3-2０-22 06-6964-7800   
大阪市鶴見区 ほっかほっか亭　諸口店 〒 538-0051 大阪市鶴見区諸口4-10-21 06-6914-3755   
大阪市鶴見区 かねまた給食 〒 538-0052 大阪市鶴見区横堤5-4-19 06-6913-1111
大阪市鶴見区 肉のみよし・横堤店 〒 538-0052 大阪市鶴見区横堤3-9-27 スーパーサンディ内 06-6915-3029
大阪市鶴見区 ガスト　鶴見緑地公園店 〒 538-0052 大阪市鶴見区横堤4-26-34 06-6914-2024
大阪市鶴見区 なか卯　横堤店 〒 538-0052 大阪市鶴見区横堤3-10-20　ﾍﾞﾙ･ﾋﾞｭ-横堤 06-6914-2588
大阪市鶴見区 特製ラーメン　大穂 〒 538-0053 大阪市鶴見区鶴見4-6-30 06-6936-7300
大阪市鶴見区 とんかつ　新宿さぼてん　大阪鶴見イオンモール・リーファ店 〒 538-0053 大阪市鶴見区鶴見4-17-1　イオンモール鶴見緑地 06-6915-6417
大阪市鶴見区 茶房　夕鶴 〒 538-0053 大阪市鶴見区鶴見4-17-8 06-6913-2610
大阪市鶴見区 イオン　鶴見緑地店 〒 538-0053 大阪市鶴見区鶴見4-17-1 06-4257-3322
大阪市鶴見区 ザめしや　鶴見店 〒 538-0053 大阪市鶴見区鶴見4-11-61 06-4257-2351
大阪市鶴見区 居心伝　今福鶴見店 〒 538-0053 大阪市鶴見区鶴見4-16-44-2F 06-4357-8010
大阪市鶴見区 信州そば処  そじ坊　鶴見緑地イオンモール店 〒 538-0053 大阪市鶴見区鶴見4-17-1 イオンモール鶴見緑地4F 06-6913-8406
大阪市鶴見区 しゃぶ葉　フレスポ大阪鶴見店 〒 538-0053 大阪市鶴見区鶴見4-11-70 06-4257-3337
大阪市鶴見区 スシロー　鶴見店 〒 538-0053 大阪市鶴見区鶴見4-11-66 06-6914-0870
大阪市鶴見区 カレーハウスCoCo壱番屋　鶴見緑店 〒 538-0054 大阪市鶴見区緑1-19-2 06-6934-9990
大阪市中央区 そば処　あづま 〒 539-0033 大阪市中央区石町2-3-8 06-6947-0072
大阪市中央区 カレーハウスCoCo壱番屋　OBPツイン21店 〒 540-0001 大阪市中央区城見二-1-61　OBPツイン21　3階 06-4790-7551
大阪市中央区 名代　千房　JO-TERRACE OSAKA店 〒 540-0002 大阪市中央区大阪城3-1　E TERRACE　102 06-6450-6900
大阪市中央区 有限会社　プラザ・フォーティーン 〒 540-0008 大阪市中央区大手前1-5-17 4F 06-6943-6599
大阪市中央区 信州そば処　そじ坊　天満OMMビル 〒 540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビルB2F 06-6949-1039
大阪市中央区 樂待庵　天満橋店 〒 540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31　OMMビル21・22F 06-6910-3003
大阪市中央区 カジュアルレストラン しゃぽーるーじゅ　天満橋OMMビル店 〒 540-0008  大阪市中央区大手前1-7-31　OMMビルB2F 06-6943-2266
大阪市中央区 カレーハウスCoCo壱番屋　中央区谷町二丁目店 〒 540-0012 大阪市中央区谷町2-3-6 06-4790-0556
大阪市中央区 地鶏居酒屋　ぼんじり 〒 540-0012 大阪市中央区谷町1-7-3 06-6947-1991
大阪市中央区 ほっかほっか亭　谷町３丁目店 〒 540-0012 大阪市中央区谷町3-6-5　大浦ビル1Ｆ 06-6920-0035   
大阪市中央区 なか卯　松屋町店 〒 540-0021 大阪市中央区大手通2-3-4　福本ビル 06-4790-3277
大阪市中央区 イオンエクスプレス　大阪常盤町店 〒 540-0028 大阪市中央区常盤町2-2　ブランクレ-ル谷町1階 06-6467-4717
大阪市中央区 杵屋　天満橋店 〒 540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1 06-6941-6650
大阪市中央区 餃子食堂マルケン　天満橋店 〒 540-0032 大阪市中央区天満橋京町2-6　天満橋八千代ビル別館1F 06-6920-3840
大阪市中央区 咲菜フレスト天満橋店 〒 540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1　京阪シティモールB2 06-6809-3181
大阪市中央区 自家製麺 杵屋　天満橋京阪パナンテ店 〒 540-0032  大阪市中央区天満橋京町1-1　パナンテ京阪天満橋B1F 06-6941-6650
大阪市中央区 リストランテ・マルカッサン 〒 540-0036 大阪市中央区船越町1-4-6-1F 06-6945-4778
大阪市中央区 四季めん処　めん坊　京橋ツイン21 〒 540-6301 大阪市中央区城見2-1-61　ツイン21-3F 06-6947-5160
大阪市中央区 信州そば処　そじ坊　京橋IMPビル 〒 540-6301 大阪市中央区城見1-3-7 松下 IMPビル1F 06-6945-6446
大阪市中央区 信州そば処  そじ坊　北浜大阪証券取引所店 〒 541-0041 大阪市中央区北浜1-8-16　大阪証券取引所B1F 06-6222-2515
大阪市中央区 ラグビー部　マーラー 〒 541-0043 大阪市中央区東高麗橋5-6　南野ビルB1 090-5256-7001



大阪市中央区 せき戸 〒 541-0045 大阪市中央区道修町1-2-4　大和道修町ビルB1 06-6223-5141
大阪市中央区 美々卯　本店 〒 541-0046 大阪市中央区平野町4-6-18 06-6231-5770
大阪市中央区 福梅 〒 541-0046 大阪市中央区平野町2-6-1 06-6231-3815
大阪市中央区 ほっともっと　瓦町4丁目店 〒 541-0048 大阪市中央区瓦町4-7-8 06-4706-6885
大阪市中央区 ほっかほっか亭　瓦町店 〒 541-0048 大阪市中央区瓦町2-6-11 06-6201-4491   
大阪市中央区 （株）デイリーヤマザキ　御堂筋本町 〒 541-0051 大阪市中央区備後町3-6-2 06-6268-2521
大阪市中央区 美々卯　本町店 〒 541-0053 大阪市中央区本町4-6-4 06-6261-7241
大阪市中央区 信州そば処　そじ坊　御堂筋本町ビル 〒 541-0053 大阪市中央区本町3-5-7　御堂筋本町ビル地下1階 06-6266-5701
大阪市中央区 どん 〒 541-0053 大阪市中央区本町1-2-1 06-6271-6749
大阪市中央区 カレーハウスCoCo壱番屋　中央区本町４丁目店 〒 541-0053 大阪市中央区本町4-8-1 06-6258-9707
大阪市中央区 アジア舟 〒 541-0053 大阪市中央区本町1-1-4　天使ビル2F 06-6261-6515
大阪市中央区 カレー堂　グランデ本町店 〒 541-0054 大阪市中央区南本町2-4-15　マルショウエンドウビル1階 06-6271-7772
大阪市中央区 日本料理　堺筋幸作 〒 541-0055 大阪市中央区船場中央1-4  （船場ｾﾝﾀ-ﾋﾞﾙ　3号館地下2階） 06-6264-6270
大阪市中央区 手づくりパンの店　き多や　本町三休橋店 〒 541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-18 06-6245-8690
大阪市中央区 なか卯　船場中央大通店 〒 541-0056 大阪市中央区久太郎町4-2-8　西岡ビル1F 06-4963-9122
大阪市中央区 クレープロリアン　船場店 〒 541-0057 大阪市中央区北久宝寺町1-7-4 06-6261-0510
大阪市中央区 グリーン・アース 〒 541-0057 大阪市中央区北久宝寺4-2-2 06-6251-1245
大阪市中央区 カレーハウスCoCo壱番屋　中央区堺筋本町店 〒 541-0057 大阪市中央区北久宝寺町2-2-13 06-6265-8586
大阪市中央区 ほっともっと　南久宝寺町店 〒 541-0058 大阪市中央区南久宝寺町2-1-11 06-6260-7831
大阪市中央区 GENMAI　CAFE 〒 541-0058 大阪市中央区南久宝寺町3-6-9　2F 06-4704-4811
大阪市中央区 なか卯　堺筋博労町店 〒 541-0059 大阪市中央区博労町1-8-1　高島ビル1F 06-6266-1031
大阪市中央区 街かど屋　堺筋本町 〒 541-0059 大阪市中央区博労町1-9-14 06-6264-3741
大阪市中央区 喫茶　ロウザリー 〒 542-0012 大阪市中央区谷町6-2-10 06-6762-8836
大阪市中央区 八剣伝　谷町九丁目店 〒 542-0012 大阪市中央区谷町9-2-14 06-6191-5933
大阪市中央区 スローライフカフェ　hinatabocco ひなたぼっこ 〒 542-0012 大阪市中央区谷町6-13-11 06-6768-1882
大阪市中央区 さらしな 〒 542-0012 大阪市中央区谷町6-11-5 06-6761-3607
大阪市中央区 カレーハウスCoCo壱番屋　中央区谷町七丁目店 〒 542-0012 大阪市中央区谷町7-1-39　新谷町第2ビル 06-6777-5430 
大阪市此花区 （株）デイリーヤマザキ　春日出中1丁目 〒 542-0022 大阪市此花区春日出中1-26-16 06-6461-0580
大阪市中央区 玄三庵　淀屋橋odona店 〒 542-0042 大阪市中央区今橋4-1-1　淀屋橋odonaビルB1階 06-6221-5539
大阪市中央区 ガスト　堺筋本町店 〒 542-0052 大阪市中央区安土町2-2-15　ハウザ-堺筋駅前ビル2F 06-6265-2833
大阪市中央区 匠 〒 542-0062 大阪市中央区上本町西3-3-24 06-6762-4689
大阪市中央区 阪急オアシス　上本町店 〒 542-0062 大阪市中央区上本町西3-2-15 06-4304-7045
大阪市中央区 ほっかほっか亭　上本町一丁目店 〒 542-0062 大阪市中央区上本町西1-1-13 06-6767-3500   
大阪市中央区 CHIBO　Diversity　道頓堀ビル店 〒 542-0071 大阪市中央区道頓堀1-5-5　7階 06-6575-7423
大阪市中央区 富亭カフェ 〒 542-0072 大阪市中央区高津1-1-29　高津宮内 06-6762-1122
大阪市中央区 有限会社　近藤商店 〒 542-0073 大阪市中央区日本橋2-12-23 06-6633-2571
大阪市中央区 招福庵 〒 542-0073 大阪市中央区日本橋1-16-9 06-6645-0260
大阪市中央区 ニューダルニー 〒 542-0073 大阪市中央区日本橋2-12-16 06-6633-4080
大阪市中央区 カレーハウスCoCo壱番屋　中央区日本橋１丁目店 〒 542-0073 大阪市中央区日本橋1-13-18　若林ﾋﾞﾙ1F 06-6647-8010
大阪市中央区 とり鹿 〒 542-0073 大阪市中央区日本橋1-3-5 06-6212-5000
大阪市中央区 膳や　東店 〒 542-0074 大阪市中央区千日前1-5-11 なんばウォーク3番街南通り 06-6213-7739
大阪市中央区 九州八豊やせうまだんご汁 〒 542-0074 大阪市中央区千日前1-6-10　千寿ビル1F 06-6214-5512
大阪市中央区 カフェ英國屋　なんばウォーク3番街　南通り 〒 542-0074 大阪市中央区千日前1 虹の町5-8　なんばウォーク3番街南通り 06-6213-1973
大阪市中央区 cookhouse　なんばウォークEAST店 〒 542-0074 大阪市中央区千日前1-虹のまち5-10 06-6211-1203
大阪市中央区 ザめしや24　千日前店 〒 542-0074 大阪市中央区千日前2-11-26 06-6645-5011
大阪市中央区 食道園　なんばウォーク店 〒 542-0074 大阪市中央区千日前1-3番街北通り 06-6213-6455
大阪市中央区 食道園　千日前店 〒 542-0074 大阪市中央区千日前1-7-7 06-6213-3335
大阪市中央区 千房　千日前本店 〒 542-0075 大阪市中央区難波千日前11-27　道風ビル1Ｆ2Ｆ 06-6643-0111
大阪市中央区 大阪王将　なんば千日前店 〒 542-0075 大阪市中央区難波千日前11-28 06-6632-0157
大阪市中央区 カレーハウスCoCo壱番屋　難波千日前店 〒 542-0075 大阪市中央区難波千日前10-14 06-6649-0617
大阪市中央区 なみ一 〒 542-0075 大阪市中央区難波千日前7-4 06-6645-6240
大阪市中央区 551蓬莱　本店 〒 542-0076 大阪市中央区難波3-6-3 06-6641-0551
大阪市中央区 杵屋　なんばシティ本館店 〒 542-0076 大阪市中央区難波5-1-60　なんばシティ本館B2F 06-6644-2516
大阪市中央区 大寅蒲鉾本店 〒 542-0076 大阪市中央区難波3-2-29 06-6641-3451
大阪市中央区 551蓬莱　南海なんば駅店（南海難波駅3階北口切符売場東側） 〒 542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 06-6644-6237
大阪市中央区 551蓬莱　南海なんば駅店（3階改札内ラピート乗り場側） 〒 542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 06-6644-6237
大阪市中央区 551蓬莱　南海なんば駅店（2階中央改札内） 〒 542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 06-6644-6237
大阪市中央区 551蓬莱　なんばウォーク店 〒 542-0076 大阪市中央区難波2 なんばウォーク1番街北通り4 06-6213-0704
大阪市中央区 膳や　西店 〒 542-0076 大阪市中央区難波2 虹のまち1-8なんばウォーク1番街南通り 06-6213-0722
大阪市中央区 あげたての味　難波ウォーク店 〒 542-0076 大阪市中央区難波2-1-15　なんばウォーク1番街北 06-6212-9867
大阪市中央区 カフェ英國屋　なんばウォーク2番街　南通り 〒 542-0076 大阪市中央区難波1 虹の町3-9　なんばウォーク2番街南通り 06-6212-0774
大阪市中央区 カフェ英國屋ウエスト　なんばウォーク1番街　南通り 〒 542-0076 大阪市中央区難波2 虹の町1-2　なんばウォーク1番街南通り 06-6212-3354
大阪市中央区 カフェ英國屋　なんば本社 〒 542-0076 大阪市中央区難波3-7-10 なんばマルイ北通り 06-6633-5360
大阪市中央区 英國屋　なんばCITY　B1F 〒 542-0076 大阪市中央区難波5-1-60　なんばCITY本館B1 06-6644-2609
大阪市中央区 源氏 〒 542-0076 大阪市中央区難波4-5-8 06-6633-5402
大阪市中央区 cookhouse　なんばウォーク店 〒 542-0076 大阪市中央区難波2 虹のまち1-10 06-6213-2446
大阪市中央区 たこやきの元祖　本家会津屋　ナンバ店 〒 542-0076 大阪市中央区難波5-なんなんタウン5号店 06-6649-7708
大阪市中央区 ガスト　なんば店 〒 542-0076 大阪市中央区難波3-5-1 北極星ビル2階 06-6630-8290
大阪市中央区 BAKERY BAR　南海なんば駅店 〒 542-0076 大阪市中央区中央区難波5-1-60　南海難波駅2階中央改札口前 06-6632-8011
大阪市中央区 蔵元豊祝　難波店 〒 542-0076 大阪市中央区難波4-1-17　近鉄難波駅構内　Time's　Place難波 06-6211-2155
大阪市中央区 カフェグランシェ　高島屋大阪店4F　 〒 542-0076 大阪市中央区難波5-1-5　大阪なんば高島屋4Ｆ 06-6633-7671
大阪市中央区 信州そば処　そじ坊　なんばシティ南館 〒 542-0076 大阪市中央区難波5-1-60 なんばシティ南館1階 06-6644-2686
大阪市中央区 そば前処 寄り屋　難波なんなん店 〒 542-0076 大阪市中央区難波5-1-5　NAMBAなんなんB1F 06-6647-1325
大阪市中央区 自家製麺 杵屋　なんばシティ本館店 〒 542-0076 大阪市中央区難波5-1-60　なんばシティ本館B2F 06-6644-2516
大阪市中央区 BAKERY BAR 南海なんば駅店 〒 542-0076 大阪市中央区難波5-1-60　南海難波駅2階中央改札口前 06-6632-8011
大阪市中央区 たこやきの元祖　なんばウォーク店 〒 542-0076 大阪市中央区千日前1　虹のまち5-8号　なんばウォーク3番街南通り 06-6212-1132
大阪市中央区 千房エレガンス　戎橋店 〒 542-0076 大阪市中央区難波3-8-22  EBISUBASHI・ENT　B1階 06-6634-8181
大阪市中央区 cookhouse　近鉄難波駅店 〒 542-0076 大阪市中央区難波4-1-17　近鉄大阪難波駅構内 06-6211-6950
大阪市中央区 カフェ英國屋　ＮＡＭＢＡなんなん 〒 542-0076 大阪市中央区難波5なんなんタウン5号 06-6643-7885
大阪市中央区 千房　道頓堀ビル店 〒 542-0077 大阪市中央区道頓堀1-5-5　1～6階 06-6212-2211
大阪市中央区 生そば寿し　よろい 〒 542-0081 大阪市中央区南船場2-1-13 06-6261-1219
大阪市中央区 そばよし心斎橋店 〒 542-0081 大阪市中央区南船場3-8-11 06-6251-3939
大阪市中央区 手づくりパンの店　き多や 〒 542-0081 大阪市中央区南船場2-8-14 06-6263-8690
大阪市中央区 船場亭 〒 542-0081 大阪市中央区南船場1-18-24 B1 06-6262-3222
大阪市中央区 喫茶エトワール 〒 542-0081 大阪市中央区南船場1-5-8 06-6262-6732
大阪市中央区 カレーハウスCoCo壱番屋　中央区南船場三丁目店 〒 542-0081 大阪市中央区南船場3-11-26 ｸﾜﾘﾋﾞﾙ1階 06-6121-7551
大阪市中央区 ガスト　北心斎橋店 〒 542-0081 大阪市中央区南船場3-10-5　NORD+S　南船場2F 06-6253-8620
大阪市中央区 スタンド三日月 〒 542-0081 大阪市中央区南船場3-1-7　日宝東心斎橋ビル105 06-6125-5979
大阪市中央区 四季彩Palette 〒 542-0081 大阪市中央区中央区南船場3-1-16 06-6227-8345
大阪市中央区 南船場　御肉 〒 542-0081 大阪市中央区南船場2-6-9　大成ビル102 06-6263-9990
大阪市中央区 街かど屋　長堀店 〒 542-0082 大阪市中央区島之内1-18-5  長堀東ビル1F 06-6241-7191
大阪市中央区 なか卯　堺筋周防町店 〒 542-0082 大阪市中央区島之内2-13-25 06-6484-0235
大阪市中央区 味ごよみ　宗田 〒 542-0082 大阪市中央区島之内2-9-32 06-6211-5345
大阪市中央区 ほっかほっか亭　島之内店 〒 542-0082 大阪市中央区島之内2-6-26 06-6484-2662   
大阪市中央区 群芳 〒 542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-5-703 06-6212-7751
大阪市中央区 HIGHBALL BAR  心斎橋1923　エスタイル心斎橋ビル1F店 〒 542-0083 大阪市中央区東心斎橋1-16-14　エスタイル心斎橋ビル　1F 06-6121-7661
大阪市中央区 ぷれじでんと　千房　南本店 〒 542-0084 大阪市中央区宗右衛門町6-30  豊の家ビル1Ｆ 06-6211-0755
大阪市中央区 銀座鮨　宗右衛門町三ツ寺筋店 〒 542-0084 大阪市中央区宗右衛門町6-29 06-6211-5568
大阪市中央区 銀座鮨　宗右衛門町相合橋店 〒 542-0084 大阪市中央区宗右衛門町4-12 06-6211-2318



大阪市中央区 食道園　宗右衛門町本店 〒 542-0084 大阪市中央区宗右衛門町5-13 06-6211-1455
大阪市中央区 リバーレ 〒 542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-7-1　大丸心斎橋店Ｂ2 06-6252-9324
大阪市中央区 551蓬莱　心斎橋大丸店 〒 542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 06-6251-3931
大阪市中央区 英國屋　心斎橋本店 〒 542-0085 大阪市中央区心斎橋筋2-1-31　煉瓦館ビル 06-6211-7031
大阪市中央区 しゃぶ葉　キュープラザ心斎橋店 〒 542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-1-10　キュ-プラザ心斎橋6階 06-6121-8458 
大阪市中央区 千房　南地心斎橋店 〒 542-0085 大阪市中央区心斎橋筋2-2-10　新日本三ツ寺ビル1階 06-6213-5210
大阪市中央区 はなまるうどん　大阪心斎橋店 〒 542-0085 大阪市中央区心斎橋筋2-8-7 06-6211-1213
大阪市中央区 ぷれじでんとオー・エム・ホテル日航ビル店 〒 542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-3-3　オ-・エム・ホテル日航ビルB2階 06-6241-0390
大阪市中央区 韓国料理bibim'心斎橋OPA店 〒 542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-4-3　OPA9階 06-6282-8039
大阪市中央区 大丸松坂屋百貨店　心斎橋店　マイグリルデリ 〒 542-8501 大阪市中央区心斎橋筋1-7-1　大丸心斎橋店本館地下1階 06-6271-1231
大阪市中央区 ぶれじでんと千房　大丸心斎橋店 〒 542-8501 大阪市中央区心斎橋筋1-7-1　大丸心斎橋店10F 06-6251-7080
大阪市中央区 SALON de the VOLIES　大丸心斎橋店5F 〒 542-8501 大阪市中央区心斎橋筋1-7-1　大丸心斎橋店本館5F 06-4963-3998
大阪市天王寺区 551蓬莱　上本町近鉄店（地下１階） 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55 06-6771-6525
大阪市天王寺区 コーヒーショップ　ガード 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町8-7-1 06-6771-8992
大阪市天王寺区 551蓬莱　上本町近鉄店（地下2階） 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55 06-6771-6676
大阪市天王寺区 近鉄百貨店　上本町店　大寅蒲鉾 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55 06-6775-1111
大阪市天王寺区 ぷれじでんと千房　シェラトン都ホテル大阪店 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55  都ホテルＢ1 06-6773-6211
大阪市天王寺区 信州そば処　そじ坊　上本町近鉄百貨店6F 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55　近鉄百貨店上本町店6階 06-6771-9566
大阪市天王寺区 カフェ英國屋　近鉄百貨店上本町店B1F 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55　近鉄上本町店Ｂ1Ｆ 06-6771-8802 
大阪市天王寺区 カフェ英國屋倶楽部　近鉄上本町店11F 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55　近鉄上本町店11Ｆ 06-6771-4205
大阪市天王寺区 江戸川　上本町店 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55 近鉄百貨店上本町店12F 06-6775-3540
大阪市天王寺区 茶寮　季 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55 近鉄百貨店上本町店3F 06-6775-1111
大阪市天王寺区 株式会社　柿の葉ずし　上本町店 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55　近鉄百貨店上本町店Ｂ1Ｆ 06-4305-2606
大阪市天王寺区 天王寺　やまがそば 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町9-5-12 06-6771-9553
大阪市天王寺区 ほてい寿司　東店 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-6-26 06-6779-4635
大阪市天王寺区 浪花漬　四天王寺　西むら（近鉄百貨店上本町店） 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55　近鉄百貨店上本町店 06-6775-1111
大阪市天王寺区 アットホームカフェ　エスキス 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町7-4-25 06-6774-3115
大阪市天王寺区 うどんの勝ち組 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-3-31　ハイハイタウンB1 06-6771-3751
大阪市天王寺区 カールトン・ティーハウス 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町8-2-5 06-6771-1151
大阪市天王寺区 しゃぶかつ　かつ喜　上本町店 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-5-13　上本町ユフラ5F 06-6796-7085
大阪市天王寺区 なか卯　上本町店 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-3-31-104　うえほんまちﾊｲﾊｲﾀｳﾝ 06-4305-5066
大阪市天王寺区 めん茶屋  きなさ　上本町近鉄百貨店 B1F店 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55　近鉄百貨店上本町店B1F 06-6773-3011
大阪市天王寺区 cookhouse　近鉄上本町駅店 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55　近鉄上本町駅1F コンコース南側 06-6775-5377
大阪市天王寺区 CIAO PRESSO & cookhouse 上本町駅店 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55　B1F 06-6774-1910
大阪市天王寺区 ほっかほっか亭　上六店 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-6-1 06-6779-3940   
大阪市天王寺区 咲菜近鉄大阪上本町駅店 〒 543-0001 大阪市天王寺区上本町6-1-55　近鉄大阪上本町駅構内１F 06-6772-0831
大阪市天王寺区 フィールドコーヒー商会 〒 543-0002 大阪市天王寺区上汐3-6-5 06-6779-3155
大阪市天王寺区 カレーハウスCoCo壱番屋　近鉄上本町駅前店 〒 543-0002 大阪市天王寺区上汐3-3-24 06-6776-8851
大阪市天王寺区 トロイカ＆リビエラ 〒 543-0014 大阪市天王寺区玉造元町3-22 06-6768-4388
大阪市天王寺区 穂°ん亭（ポンテ） 〒 543-0014 大阪市天王寺区玉造元町12-11 06-6768-9858
大阪市天王寺区 ニコニコキッチン中央天王寺店 〒 543-0015 大阪市天王寺区真田山町2-2 06-4304-7740
大阪市天王寺区 焼肉　三松 〒 543-0025 大阪市天王寺区下味原町5-21 06-6773-0315
大阪市天王寺区 ガスト天王寺桃山店 〒 543-0027 大阪市天王寺区筆ヶ崎町2-22 06-6776-8686
大阪市天王寺区 阪急オアシス　桃坂店 〒 543-0027 大阪市天王寺区筆ヶ崎町5-53 06-6776-3575
大阪市天王寺区 丸正寿し 〒 543-0033 大阪市天王寺区堂ヶ芝2-15-9 06-6772-2417
大阪市天王寺区 王様のコロッケ 〒 543-0033 大阪市天王寺区堂ヶ芝2-5-2 06-6771-6870
大阪市天王寺区 咲菜JR桃谷駅店 〒 543-0033 大阪市天王寺区堂ヶ芝1-8-31　JR桃谷駅構内 06-6796-8908
大阪市天王寺区 ニユーブラウン 〒 543-0041 大阪市天王寺区真法院町7-33 06-6771-0580
大阪市天王寺区 カフェ　パパス 〒 543-0041 大阪市天王寺区真法院町6-9 06-6771-1476
大阪市天王寺区 なか卯　桃谷駅前店 〒 543-0042 大阪市天王寺区烏ヶ辻1-1-6 06-6776-0432
大阪市天王寺区 心八剣伝　JR桃谷駅前店 〒 543-0042 大阪市天王寺区鳥ヶ辻1-3-2　シティハイツ桃谷1F 06-6776-7101
大阪市天王寺区 総菜　彩　桃谷店 〒 543-0042 大阪市天王寺区鳥ヶ辻1-4-29 06-6774-3777
大阪市天王寺区 新川 〒 543-0043 大阪市天王寺区勝山1-6-4 06-6779-6295
大阪市天王寺区 Boulangerie Narutoya 〒 543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1-8-10 06-6775-8883
大阪市天王寺区 浪花漬　四天王寺　西むら 〒 543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1-12-10 06-6772-6655
大阪市天王寺区 本家かまどや　四天王寺店 〒 543-0052 大阪市天王寺区大道2-11-10 06-6775-5817
大阪市天王寺区 ほっかほっか亭　寺田町店 〒 543-0052 大阪市天王寺区大道4-1-23 06-6779-4756   
大阪市天王寺区 551蓬莱　天王寺駅店 〒 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-48 06-6771-3081
大阪市天王寺区 カフェ英國屋　天王寺MiO　10F 〒 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-39  天王寺ターミナルビルMiO10F 06-6770-1213
大阪市天王寺区 カレーハウスCoCo壱番屋　JR天王寺駅北口店 〒 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町8-26 06-6774-8558
大阪市天王寺区 河内らーめん　喜神　天王寺店 〒 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-39　天王寺MIO10F 06-6770-1203
大阪市天王寺区 なか卯　天王寺駅北口店 〒 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町4-10 06-6775-9171
大阪市天王寺区 玄三庵　天王寺ミオプラザ館店 〒 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-48　天王寺ミオプラザ館4階 06-6773-1055
大阪市天王寺区 ガーデンカフェ 〒 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-39  天王寺ターミナルビルMiO11F 06-6770-1148
大阪市天王寺区 コリアンキッチン シジャン　天王寺駅MIO店 〒 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-39　天王寺駅MIO10F 06-6770-1223
大阪市天王寺区 うどん  穂の香　天王寺駅MIO店 〒 543-0055 大阪市天王寺区悲田院町10-39　天王寺駅MIO10F 06-6770-1233 
大阪市天王寺区 酔虎伝　てんのじ村店 〒 543-0056 大阪市天王寺区堀越町14-5 06-6775-0277
大阪市天王寺区 八剣伝　天王寺店 〒 543-0056 大阪市天王寺区堀越町15-5 06-6774-3185
大阪市天王寺区 あもや　南春日　四天王寺店 〒 543-0056 大阪市天王寺区堀越町8-15 06-6772-1563
大阪市天王寺区 どんぶり専門店 丼丼亭　あべのちか店 〒 543-0056 大阪市天王寺区堀越町　アベノ地下街3号 06-4305-2616
大阪市天王寺区 カフェ夕陽丘 〒 543-0075 大阪市天王寺区夕陽丘町4-2-107 06-6779-3575
大阪市生野区 DIA　今里店 〒 544-0001 大阪市生野区新今里2-13-8 06-6757-0095
大阪市生野区 グリル太平 〒 544-0001 大阪市生野区新今里3-20-26 06-6752-6694
大阪市生野区 パン工房鳴門屋　今里店 〒 544-0001 大阪市生野区新今里4-7-13 06-6752-3926
大阪市生野区 café＆dining　ジミー　今里店 〒 544-0001 大阪市生野区新今里4-7-13 06-6752-3926
大阪市生野区 洋菓子のルック 〒 544-0001 大阪市生野区新今里4-7-13 06-6752-3926
大阪市生野区 若葉 〒 544-0001 大阪市生野区新今里3-12-10 06-6752-3376
大阪市生野区 カラオケスタジオ　秋桜 〒 544-0001 大阪市生野区新今里3-16-16 06-6753-0108
大阪市生野区 有限会社　ツボ井製パン 〒 544-0002 大阪市生野区小路2-8-14 06-6754-5107
大阪市生野区 喫茶　エクボ 〒 544-0003 大阪市生野区小路東2-23-22 06-6754-9014
大阪市生野区 ぱん食店　こさり 〒 544-0004 大阪市生野区巽北4-13-20 06-6756-7131
大阪市生野区 ザめしや　生野店 〒 544-0004 大阪市生野区巽北1-8-26 06-6753-3561
大阪市生野区 カレーハウスCoCo壱番屋　生野区北巽駅前店 〒 544-0004 大阪市生野区巽北4-2-2 ｱﾈｽﾄ北巽102号 06-6755-0599
大阪市生野区 ほっともっと　生野北巽店 〒 544-0004 大阪市生野区巽北4-4−23 06-6756-8022
大阪市生野区 松寿司 〒 544-0005 大阪市生野区中川6-10-13 06-6754-0396
大阪市生野区 ほっともっと　生野田島店 〒 544-0011 大阪市生野区田島5-23−43 06-6756-9320
大阪市生野区 喫茶　シーズン 〒 544-0012 大阪市生野区巽西1-2-34 06-6754-4749
大阪市生野区 お好み焼　ぜろ 〒 544-0012 大阪市生野区巽西2-11-17 06-4306-1266
大阪市生野区 ほっかほっか亭　巽中４丁目店 〒 544-0013 大阪市生野区巽中4-11-27　メゾン松浦1Ｆ 06-4306-6780   
大阪市生野区 なか卯　南巽店 〒 544-0014 大阪市生野区巽東2-20-20 06-6755-6360
大阪市生野区 うお宗 〒 544-0015 大阪市生野区巽南4-8-7　　　　　　　　　　　　　 06-6793-0777
大阪市生野区 おふくろ 〒 544-0021 大阪市生野区勝山南3-7-37 06-6716-0296
大阪市生野区 モンブラン 〒 544-0021 大阪市生野区勝山南3-4-16 06-6712-1568
大阪市生野区 カフェ　ド　カミン 〒 544-0021 大阪市生野区勝山南4-8-2 06-6717-3887
大阪市生野区 喫茶　パルク 〒 544-0021 大阪市生野区勝山南3-2-6 06-6712-2470
大阪市生野区 リーキ 〒 544-0021 大阪市生野区勝山南4-11-7 06-6741-7480
大阪市生野区 喫茶たんぽぽ 〒 544-0021 大阪市生野区勝山南3-12-3 06-6716-2026
大阪市生野区 街かど屋　林寺店 〒 544-0023 大阪市生野区林寺2-22-18 06-6710-0131
大阪市生野区 ガスト　天王寺東店 〒 544-0023 大阪市生野区林寺2-19-14 06-4301-8810



大阪市生野区 有限会社　永楽 〒 544-0024 大阪市生野区生野西3-13-18 06-6731-1574
大阪市生野区 珈琲の館　イゲタ 〒 544-0024 大阪市生野区生野西4-16-13 06-6731-5448
大阪市生野区 パティスリー　サキモト 〒 544-0024 大阪市生野区生野西3-5-8-1 06-6731-6596
大阪市生野区 洋菓子のルック 〒 544-0024 大阪市生野区生野西2-1-32 06-6741-4977
大阪市生野区 あもや　南春日 〒 544-0025 大阪市生野区生野東4-1-43 06-6716-1563
大阪市生野区 チャンピオン 〒 544-0032 大阪市生野区中川西1-17-13 06-6716-0089
大阪市生野区 玉一 〒 544-0033 大阪市生野区勝山北1-1-2 06-6718-1976
大阪市生野区 力餅 〒 544-0033 大阪市生野区勝山北1-5-1 06-6731-3650
大阪市生野区 お好み焼　丸福 〒 544-0033 大阪市生野区勝山北5-11-18 06-6741-1549
大阪市生野区 パン工房鳴門屋　桃谷本店 〒 544-0033 大阪市生野区勝山北1-1-2 06-6718-1001
大阪市生野区 café＆dining　ジミー　桃谷店 〒 544-0033 大阪市生野区勝山北1-1-2 06-6718-1002
大阪市生野区 カフェ　TEA　TIME 〒 544-0033 大阪市生野区勝山北2-13-3 06-6731-5903
大阪市生野区 とびこめ寿司 〒 544-0034 大阪市生野区桃谷1-13-14 06-6717-5680
大阪市生野区 （有）ベーカリー花岡 〒 544-0034 大阪市生野区桃谷3-22-2 06-6731-8237
大阪市阿倍野区 （株）かね一河堀口松寿し 〒 545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南2-12-15 06-6719-0701
大阪市阿倍野区 永楽 〒 545-0003 大阪市阿倍野区美章園2-17-5 06-6719-4090
大阪市阿倍野区 ガスト　文の里店 〒 545-0003 大阪市阿倍野区松崎町3-13-8 06-6626-2096
大阪市阿倍野区 メモリー 〒 545-0004 大阪市阿倍野区文の里2-1-2 06-6621-1307
大阪市阿倍野区 お好み焼　花もりアイス　そうや 〒 545-0005 大阪市阿倍野区三明町2-10-16 06-6627-2387
大阪市阿倍野区 阪急オアシス　あべの店 〒 545-0005 大阪市阿倍野区三明町2-1-4 06-6626-0370
大阪市阿倍野区 蓬珉軒 〒 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町5-12-6 06-6622-3860
大阪市阿倍野区 カレーハウスCoCo壱番屋　阿倍野昭和町店 〒 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町2-7-26 06-6622-3925
大阪市阿倍野区 なか卯　昭和町店 〒 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町1-21-25　有美ﾋﾞﾙ1F 06-6625-7355
大阪市阿倍野区 なか卯　西田辺店 〒 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町5-12-24 06-4399-9155
大阪市阿倍野区 心八剣伝　昭和町店 〒 545-0011 大阪市阿倍野区昭和町2-6-25 日光ビル1F 06-6627-1727
大阪市阿倍野区 旬彩　旨魯 〒 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町1-50-25 06-6623-1139
大阪市阿倍野区 ほっともっと　阿倍野阪南町店 〒 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町2-23-28 06-4399-7715
大阪市阿倍野区 阪急オアシス　西田辺店 〒 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町5-19-3 06-4399-7311
大阪市阿倍野区 千房　西田辺店 〒 545-0021 大阪市阿倍野区阪南町5-11-25　長生ビル1階 06-6621-5040
大阪市阿倍野区 御菓子司　亀屋茂廣 〒 545-0023 大阪市阿倍野区王子町2-11-12 06-6623-1031
大阪市阿倍野区 一平 〒 545-0051 大阪市阿倍野区旭町2-1-1-160 06-6631-4870
大阪市阿倍野区 信州庵 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31　アポロビルＢ2Ｆ 06-6649-6656
大阪市阿倍野区 信州そば処　そじ坊　あべのルシアス店 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1　あべのルシアスA1-1棟B1F 06-4396-2610
大阪市阿倍野区 スパゲティ　サン・ジェーヌ 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋4-7-18 06-6624-4653
大阪市阿倍野区 白たぬき 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1  あべのベルタ地下2階 06-6634-3378
大阪市阿倍野区 海の幸　さらむむ 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1  あべのベルタ地下2階 06-6649-7309
大阪市阿倍野区 酔虎伝　阿倍野店 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-31 アポロビルB2 06-6631-0113
大阪市阿倍野区 ㈱北海寿司 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1 06-6632-5140
大阪市阿倍野区 袋屋 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-3-16 06-6623-2571
大阪市阿倍野区 和源 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-2-5 06-4399-5550
大阪市阿倍野区 街かど屋　阿倍野店 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋2-4-43 06-6624-1241
大阪市阿倍野区 ちゃんぽん亭総本家　阿倍野店 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1　あべのウォーク　B1 06-6556-7117
大阪市阿倍野区 ほっともっと　阿倍野筋４丁目店 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋4-10-9 06-4399-8606
大阪市阿倍野区 トンカツキッチン　近鉄本店 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　近鉄本店B2F 06-6625-2392
大阪市阿倍野区 魚竹　イトーヨーカドー阿倍野店 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1 6-6702-6267(本店）
大阪市阿倍野区 cookhouse　あべのキューズモール店 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1　キューズモールB1　Q-0190 06-6556-7030
大阪市阿倍野区 千房　あべのキューズモール支店 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1　あべのキューズモール4階 06-6634-3350
大阪市阿倍野区 鶏のいいとこどり 一鳥一炭　阿倍野店 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1　あべのキューズモール4F 06-6556-7123
大阪市阿倍野区 cookhouse　近鉄あべの橋駅店 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　 06-6623-5700
大阪市阿倍野区 咲菜イトーヨーカドーあべの店 〒 545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1　イトーヨーカドーあべの店内B1 06-6649-8739
大阪市阿倍野区 力餅食堂　阿倍野区役所前店 〒 545-0053 大阪市阿倍野区松崎町4-2-2 06-6623-1150
大阪市阿倍野区 自家製麺 杵屋　あべのハルカスダイニング店 〒 545-6012 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス近鉄本店タワー館あべのハルカス12F 06-6625-2362
大阪市阿倍野区 カフェ英國屋　あべのハルカス近鉄本店13F 〒 545-6013 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　あべのハルカス近鉄本店タワー館13Ｆ 06-6622-3219
大阪市阿倍野区 大阪竹葉亭　あべのハルカスダイニング店 〒 545-6014 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　あべのハルカス近鉄本店タワー館14F 06-6625-2372
大阪市阿倍野区 采なりうどん　きらく　近鉄本店 〒 545-6090 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　あべのハルカス近鉄本店B2F 06-6625-2391
大阪市阿倍野区 cookhouse　近鉄あべのハルカス店 〒 545-8545 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　あべのハルカス近鉄本店タワー館B2 06-6625-2569
大阪市阿倍野区 ダイヤ製パン　近鉄あべのハルカス店 〒 545-8545 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　あべのハルカス近鉄本店ウイング館B2F 06-4703-3866
大阪市東住吉区 寿し秀 〒 546-0001 大阪市東住吉区今林1-2-68 06-6756-3488
大阪市東住吉区 Jolly　Medic　つじおか薬店 〒 546-0001 大阪市東住吉区今林4-6-1 050-3453-7775
大阪市東住吉区 喫茶ラブ 〒 546-0002 大阪市東住吉区杭全1-16-38 06-6719-0205
大阪市東住吉区 カレーハウスCoCo壱番屋　東住吉区杭全店 〒 546-0002 大阪市東住吉区杭全1-18-10 06-4301-8886
大阪市東住吉区 ほっともっと　針中野店 〒 546-0011 大阪市東住吉区針中野4−12−23 06-6760-6575
大阪市東住吉区 ザめしや　東住吉中野店 〒 546-0012 大阪市東住吉区中野4-1-11 06-6709-1841
大阪市東住吉区 カレーハウスCoCo壱番屋　近鉄針中野駅前店 〒 546-0013 大阪市東住吉区湯里1-1-1 06-6760-7250
大阪市東住吉区 おまっとう　針中野店 〒 546-0013 大阪市東住吉区湯里1-14-4　ブループラス103 06-6790-8542
大阪市東住吉区 ほっかほっか亭　湯里店 〒 546-0013 大阪市東住吉区湯里6-1-2 06-6657-6388   
大阪市東住吉区 Tsumuraya 〒 546-0014 大阪市東住吉区鷹合2-17-30 06-6608-6168
大阪市東住吉区 カラオケ　えん 〒 546-0022 大阪市東住吉区住道矢田1-23-12 06-4980-6692
大阪市東住吉区 スシロー　東住吉店 〒 546-0023 大阪市東住吉区矢田2-16-20 06-4700-9700
大阪市東住吉区 ザめしや　東住吉店 〒 546-0024 大阪市東住吉区公園南矢田2-24-8 06-6608-0961
大阪市東住吉区 萬盛庵 〒 546-0031 大阪市東住吉区田辺5-11-22 06-6622-1269
大阪市東住吉区 松屋 〒 546-0031 大阪市東住吉区田辺2-1-2 06-6621-2675
大阪市東住吉区 福食堂 〒 546-0031 大阪市東住吉区田辺3-26-10 06-6621-4309
大阪市東住吉区 ほっかほっか亭　駒川店 〒 546-0032 大阪市東住吉区東田辺2-4-1 06-6608-6437   
大阪市東住吉区 お好み焼ハウス　トマト 〒 546-0033 大阪市東住吉区南田辺5-27-10 06-6696-5511
大阪市東住吉区 舞昆のこうはら　南田辺本店 〒 546-0033 大阪市東住吉区南田辺1-10-17 06-6622-5241
大阪市東住吉区 ティールームほほえみ 〒 546-0033 大阪市東住吉区南田辺1-9-28　大阪市立早川福祉会館内 06-6622-0122
大阪市東住吉区 ミッシェルピケ 〒 546-0033 大阪市東住吉区南田辺3-21-24 06-6692-1665
大阪市東住吉区 石窯パンの店　ゴッホ 〒 546-0035 大阪市東住吉区山坂3-8-12 06-4399-6088
大阪市東住吉区 スシロー　杭全店 〒 546-0041 大阪市東住吉区桑津1-14-21 06-6719-8225
大阪市東住吉区 お食事処　膳所 〒 546-0042 大阪市東住吉区西今川4-8-10 06-6702-3025
大阪市東住吉区 都寿し 〒 546-0043 大阪市東住吉区駒川5-22-24 06-6692-2594
大阪市東住吉区 あめや 〒 546-0043 大阪市東住吉区駒川5-16-12 06-6692-9875
大阪市東住吉区 すし富 〒 546-0043 大阪市東住吉区駒川1-8-17 06-6713-2872
大阪市東住吉区 株式会社　割烹　森恒 〒 546-0043 大阪市東住吉区駒川5-20-1 06-6608-3155
大阪市東住吉区 喫茶　コロンボ 〒 546-0043 大阪市東住吉区駒川5-6-12 06-6691-4594
大阪市東住吉区 グリル冨二三亭 〒 546-0043 大阪市東住吉区駒川5-20-9 06-6695-2035
大阪市東住吉区 お好み焼　　アリタ 〒 546-0043 大阪市東住吉区駒川5-12-11 06-6697-9909
大阪市東住吉区 三津屋 〒 546-0043 大阪市東住吉区駒川5-4-3 06-6608-3157
大阪市東住吉区 cookhouse　針中野店 〒 546-0043 大阪市東住吉区駒川5-16-5 06-6696-2900
大阪市東住吉区 備前 〒 546-0043 大阪市東住吉区駒川3-28-8 06-6622-6612
大阪市東住吉区 ほっかほっか亭　針中野店 〒 546-0043 大阪市東住吉区駒川5-22-18 06-6607-5877   
大阪市東住吉区 ほっともっと　北田辺２丁目店 〒 546-0044 大阪市東住吉区北田辺2-4−5 06-6710-0031
大阪市東住吉区 おまかせ 〒 546-0044 大阪市東住吉区北田辺1-7-2 06-6719-4848
大阪市平野区 ニュー玉川 〒 547-0001 大阪市平野区加美北3-12-10 06-6792-0456
大阪市平野区 パン工房鳴門屋　本社直売所 〒 547-0001 大阪市平野区加美北2-2-30 06-6758-1551
大阪市平野区 ほっかほっか亭　加美北４丁目店 〒 547-0001 大阪市平野区加美北4-6-44 06-6795-1770   
大阪市平野区 本家かまどや　加美東店 〒 547-0002 大阪市平野区加美東3-9-23 06-6792-2138
大阪市平野区 福助食堂 〒 547-0002 大阪市平野区加美東1-15-13 06-6791-1844



大阪市平野区 カレーハウスCoCo壱番屋　平野区加美東店 〒 547-0002 大阪市平野区加美東5-2-6　大野オートサービス 06-6777-9880
大阪市平野区 ほっかほっか亭　加美東店 〒 547-0002 大阪市平野区加美東4-15-17 06-6796-4090   
大阪市平野区 八兵衛 〒 547-0003 大阪市平野区加美南4-6-30 06-6791-0595
大阪市平野区 はなまるうどん　平野加美南店 〒 547-0003 大阪市平野区加美南5-12-13 06-6795-2870
大阪市平野区 ガスト　平野加美店 〒 547-0004 大阪市平野区加美鞍作3-11-5 06-6795-2009
大阪市平野区 山ちゃん餃子 〒 547-0004 大阪市平野区加美鞍作2-13-13 072-338-1727
大阪市平野区 加津 〒 547-0012 大阪市平野区長吉六反2-4-17 06-6709-0390
大阪市平野区 ほっかほっか亭　長吉六反店 〒 547-0012 大阪市平野区長吉六反5-9-3０ 06-6700-3975   
大阪市平野区 鮨竹 〒 547-0013 大阪市平野区長吉長原東3-6-23 06-6707-5685
大阪市平野区 鮮魚・寿司　魚一 〒 547-0013 大阪市平野区長吉長原東3-7-25 06-6701-5645
大阪市平野区 ほっともっと　長吉長原店 〒 547-0013 大阪市平野区長吉長原東3-1−71 06-6760-6552
大阪市平野区 とんかつ　かつ喜　長吉長原店 〒 547-0013 大阪市平野区長吉長原東1-1-1 06-6799-8890
大阪市平野区 なか卯　長吉長原東店 〒 547-0013 大阪市平野区長吉長原東1-2-63 06-6760-7222
大阪市平野区 富士家 〒 547-0014 大阪市平野区長吉川辺2-北4-55 06-6708-4618
大阪市平野区 そらまめ作業所　パン工房　エピ 〒 547-0014 大阪市平野区長吉川辺1-1-19 06-6708-6339
大阪市平野区 平野中央メモリアルホール 〒 547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-8-43 06-6706-2299
大阪市平野区 ピア・ジョリー 〒 547-0015 大阪市平野区長吉長原西1-4-6 06-6790-0855
大阪市平野区 イオン長吉店 〒 547-0015 大阪市平野区長吉長原西1-1-10 06-6709-4741
大阪市平野区 だいきうどん（長原店） 〒 547-0016 大阪市平野区長吉長原3-16-10スタシオン鴫 06-6702-2230
大阪市平野区 ガスト　長吉長原店 〒 547-0016 大阪市平野区長吉長原4-18-4 06-6769-7235
大阪市平野区 スシロー　長吉長原店 〒 547-0016 大阪市平野区長吉長原1-11-15 06-6702-6481
大阪市平野区 洋菓子ブルメン　ときわ通店 〒 547-0021 大阪市平野区喜連東1-1-9 06-6701-1339
大阪市平野区 うさぎ屋　 〒 547-0022 大阪市平野区瓜破東5-6-25 06-6709-8720
大阪市平野区 喫茶のんのん 〒 547-0022 大阪市平野区瓜破東3-4-5 06-6707-9302
大阪市平野区 イオン　喜連瓜破駅前店 〒 547-0024 大阪市平野区瓜破2-1-13 06-6760-1777
大阪市平野区 カレーハウスCoCo壱番屋　平野瓜破店 〒 547-0024 大阪市平野区瓜破2-1-76 06-6790-9090
大阪市平野区 なか卯　喜連瓜破店 〒 547-0024 大阪市平野区瓜破2-1-2　藤井ビル 06-4302-6116
大阪市平野区 ほっかほっか亭　瓜破１丁目店 〒 547-0024 大阪市平野区瓜破1-6-17 06-6760-5781   
大阪市平野区 ニコニコキッチン平野店 〒 547-0025 大阪市平野区瓜破西2-6-36 06-6709-3727
大阪市平野区 八剣伝　平野店 〒 547-0026 大阪市平野区喜連西5-4-69 06-6705-3331
大阪市平野区 ファミリーメモリアル平野 〒 547-0027 大阪市平野区喜連3-1-12 06-6790-1142
大阪市平野区 ほっともっと　平野南店 〒 547-0031 大阪市平野区平野南3-3−15 06-6703-5505
大阪市平野区 とんかつ　一心亭 〒 547-0033 大阪市平野区平野西3-6-1 06-6700-8110
大阪市平野区 べんがる 〒 547-0034 大阪市平野区背戸口2-15-11 06-6705-3159
大阪市平野区 イオンエクスプレス平野駅前店 〒 547-0034 大阪市平野区背戸口5-4-18 06-6704-8900
大阪市平野区 (有)魚竹蒲鉾店　本店 〒 547-0035 大阪市平野区西脇3-2-16 06-6702-6267
大阪市平野区 大久寿司 〒 547-0035 大阪市平野区西脇1-4-4 06-6702-3688
大阪市平野区 風流味道　そば仙人 〒 547-0035 大阪市平野区西脇1-1-4 06-6706-0281
大阪市平野区 ほっかほっか亭　平野西脇店 〒 547-0035 大阪市平野区西脇2-4-16 06-6760-5175   
大阪市平野区 しゃぶ葉　平野駅北店 〒 547-0041 大阪市平野区平野北2-1-3 06-6795-6889
大阪市平野区 イオンタウン平野 〒 547-0041 大阪市平野区平野北1-8-2 06-6454-1884
大阪市平野区 喫茶　パンジー 〒 547-0043 大阪市平野区平野東4-5-36 06-6793-1874
大阪市平野区 (株)松寿司 〒 547-0044 大阪市平野区平野本町2-5-8 06-6791-1040
大阪市平野区 きよの惣菜店 〒 547-0044 大阪市平野区平野本町4-7-3 06-6791-8791
大阪市平野区 珈琲苑　茶坊主 〒 547-0044 大阪市平野区平野本町5-5-17 06-6793-9401
大阪市平野区 六々々屋 〒 547-0044 大阪市平野区平野本町4-7-5 06-6791-5644
大阪市平野区 おもろ庵 〒 547-0044 大阪市平野区平野本町4-12-21 090-8141-5989
大阪市平野区 デイリーヤマザキ平野本町店 〒 547-0044 大阪市平野区平野本町2-11-15 06-6794-5616
大阪市平野区 洋菓子ブルメンイズミヤ平野店 〒 547-0046 大阪市平野区平野宮町1-6-2-101（イズミヤ） 06-6792-1537
大阪市平野区 フレッシュミート　タマキ 〒 547-0046 大阪市平野区平野宮町2-4-4 06-6791-3643
大阪市平野区 Café　Jigsaw 〒 547-0046 大阪市平野区平野宮町1-5-5-172 06-6793-0043
大阪市平野区 うお久水産 〒 547-8580 大阪市平野区背戸口3-8-19 06-4640-0538
泉佐野市 マクドナルド 関西国際空港店 〒 549-0001 泉佐野市泉州空港北1 072-488-7628
泉佐野市 英國屋北店　関西国際空港店 〒 549-0001 泉佐野市泉州空港北1 旅客ターミナルビル4F 072-456-8609
泉佐野市 ホテル日航関西空港　ブラッスリー 〒 549-0001 泉佐野市泉州空港北1 072-455-1111
泉佐野市 さち福や 〒 549-0001 泉佐野市泉州空港北１番地ターミナル1-3F レストランエリア内 072-456-6603
泉南郡田尻町 杵屋　関西空港店 〒 549-0011 泉南郡田尻町泉州空港中1 関西空港ターミナルビル3F 072-456-6502
泉南郡田尻町 アゼリア 〒 549-0011 泉南郡田尻町泉州空港中1 関西空港ターミナルビル4F 072-455-2310
泉南郡田尻町 信州そば処　そじ坊 〒 549-0011 泉南郡田尻町泉州空港中1 旅客ターミナルビル3F 072-456-6519
泉南郡田尻町 関空Ｇｏｒｙｏ 〒 549-0011 泉南郡田尻町泉州空港中1番地ターミナル2F 072-456-6651
泉南郡田尻町 花ごよみ 〒 549-0011 泉南郡田尻町泉州空港中1番地旅客ターミナル1-208 072-456-6461
泉南郡田尻町 がんこ寿司 〒 549-0011 泉南郡田尻町泉州空港中1旅客ターミナルビル3F 072-456-6511
泉南郡田尻町 World Wine Bar by Pieroth 関西空港店 〒 549-0011 泉南郡田尻町泉州空港中1関西国際空港ターミナルビル2F 072-429-9367
泉北郡田尻町 銀座ライオン　関西国際空港Ｔ２店 〒 549-0011 泉南郡田尻町泉州空港中11　関西国際空港第２旅客ターミナルビル内 072-455-4501
大阪市西区 カレーハウスCoCo壱番屋　西区土佐堀店 〒 550-0001 大阪市西区土佐堀2-2-4 06-6479-1118
大阪市西区 なか卯　肥後橋店 〒 550-0001 大阪市西区土佐堀1-3-7　肥後橋シミズビル 06-6459-2525
大阪市西区 べじ米キッチン 〒 550-0001 大阪市西区土佐堀3-1-2 06-6443-8125
大阪市西区 カフェルーム　マダム 〒 550-0002 大阪市西区江戸堀1-25-29　KNビル1F 06-6444-5149
大阪市西区 ほっかほっか亭　江戸堀店 〒 550-0002 大阪市西区江戸堀3-1-32 06-4803-5475   
大阪市西区 一朗 〒 550-0003 大阪市西区京町堀1-9-16 06-6443-9621
大阪市西区 なか卯　京町堀店 〒 550-0003 大阪市西区京町堀2-2-3　ｻｲﾄｳﾋﾞﾙ1Ｆ 06-6441-1866
大阪市西区 エル・シエロ 〒 550-0005 大阪市西区西本町2-3-10 西本町インテス18Ｆ 06-6539-1315
大阪市西区 酒場とらず　西本町店 〒 550-0005 大阪市西区西本町1-7-20　AXISCENTER本町ビルB1 ※本社に送付 06-6535-8424
大阪市西区 中華料理　延福楼 〒 550-0006 大阪市西区江之子島1-5-2-101 06-6445-5589
大阪市西区 あわざ大食堂 〒 550-0006 大阪市西区江之子島2-1-54日本生命病院 06-6445-5550
大阪市西区 心八剣伝　阿波座店 〒 550-0006 大阪市西区江之子島1-6-5　エアフォルク阿波座1F 06-6447-0757
大阪市西区 ピープ　ボー　クラブ 〒 550-0011 大阪市西区阿波座1-12-21喜多ビル1F 06-6534-1499
大阪市西区 新町　やまがそば 〒 550-0011 大阪市西区阿波座1-11-8 06-6531-2360
大阪市西区 カレーハウスCoCo壱番屋　西区阿波座一丁目店 〒 550-0011 大阪市西区阿波座1-15-15 第一協業ﾋﾞﾙ1F 06-6110-8600
大阪市西区 ほっともっと　立売堀１丁目店 〒 550-0012 大阪市西区立売堀1-6−2 06-6538-5133
大阪市西区 TAKO-SHOW 〒 550-0012 大阪市西区立売堀3-8-7 06-4977-9010
大阪市西区 尾道ラーメン　十六番 〒 550-0013 大阪市西区新町4-3-4 06-6543-0915
大阪市西区 喫茶　銅鑼夢館 〒 550-0013 大阪市西区新町1-14-34 06-6543-0944
大阪市西区 ごはん屋　石田 〒 550-0013 大阪市西区新町1-31-1 06-6541-2788
大阪市西区 Brasserie MASSÉNA（ブラッセリー・マセナ） 〒 550-0013 大阪市西区新町1-23-14　関根珈琲㈱2F 06-6531-7528
大阪市西区 なか卯　四ツ橋店 〒 550-0013 大阪市西区新町1-6-23　四ツ橋大川ビル3号館1Ｆ 06-6541-8282
大阪市西区 阪急オアシス　新町店 〒 550-0013 大阪市西区新町4-6-23 06-4391-3460
大阪市西区 ほっかほっか亭　新町一丁目店 〒 550-0013 大阪市西区新町1-2０-3 06-6533-9108   
大阪市西区 レストラン北極星　堀江店 〒 550-0014 大阪市西区北堀江3-5-5  メゾン・ド・オ-ク1Ｆ 06-6531-0453
大阪市西区 街かど屋　北堀江店 〒 550-0014 大阪市西区北堀江1-20-6 06-6531-7421
大阪市西区 カレーハウスCoCo壱番屋　西区北堀江一丁目店 〒 550-0014 大阪市西区北堀江1-2-16 06-4390-1551
大阪市西区 ほっともっと　北堀江１丁目店 〒 550-0014 大阪市西区北堀江1-11−5 06-4390-4007
大阪市西区 一番亭 〒 550-0014 大阪市西区北堀江3-11-10 06-6531-8693
大阪市西区 寿し久 〒 550-0014 大阪市西区北堀江1-14-19 06-6534-0269
大阪市西区 おらが蕎麦　四ツ橋エイチツーオービル2F店 〒 550-0014 大阪市西区北堀江1-2-22 ｴｲﾁ･ﾂ-･ｵ-第2ﾋﾞﾙ1F 06-6539-2123
大阪市西区 若水 〒 550-0015 大阪市西区南堀江1-1-20 06-6541-8951
大阪市西区 くいしんぼ 〒 550-0015 大阪市西区南堀江1-1-20 1F 06-6531-1467
大阪市西区 なか卯　南堀江店 〒 550-0015 大阪市西区南堀江1-1-12平和土地四ツ橋ビル 06-4391-8655
大阪市西区 ほっかほっか亭　南堀江４丁目店 〒 550-0015 大阪市西区南堀江4-2０-11 06-6539-5433   



大阪市西区 権兵衛 〒 550-0022 大阪市西区本田1-10-18 06-6581-4783
大阪市西区 tricolore 〒 550-0022 大阪市西区本田1-11-20 06-6583-8508
大阪市西区 自家製麺　杵屋　大阪京セラドーム店 〒 550-0023 大阪市西区千代崎3-中2-1  京セラドーム2Ｆ 06-6586-1924
大阪市西区 イオン大阪ドームシティ店 〒 550-0023 大阪市西区千代崎3-13-1 06-6584-1500
大阪市西区 スシロー　辰巳橋店 〒 550-0024 大阪市西区境川2-1-1 06-6586-5500
大阪市西区 カレーハウスCoCo壱番屋　フォレオ大阪ドームシティ店 〒 550-0025 大阪市西区九条南1-12-33 06-4393-9551
大阪市西区 喫茶ベル 〒 550-0027 大阪市西区九条3-4-11 06-6582-3876
大阪市西区 イオンエクスプレス　九条駅前店 〒 550-0027 大阪市西区九条1-26-9　カノアシアビル1階 06-6616-9804
大阪市西区 ほっかほっか亭　九条新道店 〒 550-0027 大阪市西区九条1-17-4　Ｓ2号 06-6583-7722   
大阪市大正区 ほっかほっか亭　ＪＲ大正駅前店 〒 551-0001 大阪市大正区三軒家西1-5-2０ 06-6552-1191   
大阪市大正区 カレーハウスCoCo壱番屋　大正区三軒家店 〒 551-0002 大阪市大正区三軒家東4-6-19 06-4394-9800
大阪市大正区 千島　更科 〒 551-0003 大阪市大正区千島3-4-1 06-6551-9525
大阪市大正区 喫茶　ちくりん 〒 551-0003 大阪市大正区千島2-4-4-5 06-6553-7500
大阪市大正区 バーミヤン　大正千島店 〒 551-0003 大阪市大正区千島1-23-121　千島ガーデンモール内 06-4394-5525
大阪市大正区 なか卯　大正千島 〒 551-0003 大阪市大正区千島3-19-8 06-4394-5227
大阪市大正区 カラオケ喫茶　響 〒 551-0003 大阪市大正区千島1-1-43 06-6551-6885
大阪市大正区 スシロー　大正店 〒 551-0003 大阪市大正区千島3-20-3 06-6554-3031
大阪市大正区 手打ちうどん　ミスヤ 〒 551-0011 大阪市大正区小林東2-1-3-104 06-6553-0500
大阪市大正区 居酒屋　正起屋 〒 551-0011 大阪市大正区小林東3-6-20 06-6553-9819
大阪市大正区 うどん処　むら田 〒 551-0012 大阪市大正区平尾5-11-10 06-6553-3360
大阪市大正区 中川青果店 〒 551-0012 大阪市大正区平尾5-2-11 掲載不可
大阪市大正区 みるく 〒 551-0012 大阪市大正区平尾4-7-9 06-6551-7716
大阪市大正区 ほっともっと　平尾４丁目店 〒 551-0012 大阪市大正区平尾4-21−14 06-6556-3088
大阪市大正区 CAKE & ZAKKA POUSSIN 〒 551-0031 大阪市大正区泉尾1-24-1 080-6107-5848
大阪市港区 すえひろ 〒 552-0002 大阪市港区市岡元町3-3-13 06-6583-1509
大阪市港区 株式会社　赤丸食堂 〒 552-0003 大阪市港区磯路2-6-3 06-6571-1275
大阪市港区 ガスト　港弁天町店 〒 552-0003 大阪市港区磯路2-20-17 06-6577-2030
大阪市港区 カレーハウスCoCo壱番屋　港区弁天町店 〒 552-0003 大阪市港区磯路2-20-21 06-6599-0751
大阪市港区 なか卯　みなと通店 〒 552-0003 大阪市港区磯路3-1-18 ソレイユ磯路1Ｆ 06-6577-6626
大阪市港区 餃子食堂マルケン　市岡店 〒 552-0003 大阪市港区磯路2-6-5 06-6576-3521
大阪市港区 ほっかほっか亭　市岡店 〒 552-0003 大阪市港区磯路2-1-6 06-6572-8111   
大阪市港区 レストランさくら 〒 552-0005 大阪市港区田中3-1-40 06-6576-2400
大阪市港区 アミ・デ・クール 〒 552-0007 大阪市港区弁天2-1-8  弁天コーポ1階 06-6574-0866
大阪市港区 八剣伝　弁天町店 〒 552-0007 大阪市港区弁天2-1-8 弁天コーポ107号 06-6599-0818
大阪市港区 信州そば処  そじ坊　大阪ベイタワー店 〒 552-0007 大阪市港区弁天1-2-1　大阪ベイタワーイ-スト3F 06-6574-7925
大阪市港区 どんぶり専門店 丼丼亭　大阪ベイタワー店 〒 552-0007 大阪市港区弁天1-2-2　大阪ベイタワーイ-スト1F 06-6576-6185
大阪市港区 ほっかほっか亭　弁天四丁目店 〒 552-0007 大阪市港区弁天4-12-8 06-6572-5157   
大阪市港区 小山　お好み焼店 〒 552-0011 大阪市港区南市岡3-3-22 06-6582-0299
大阪市港区 かるちぇらたん 〒 552-0011 大阪市港区南市岡1-6-24 06-6584-8963
大阪市港区 楽膳KIWAKI 〒 552-0011 大阪市港区南市岡3-10-7 090-8237-5726
大阪市港区 パンプキン 〒 552-0012 大阪市港区市岡1-27-7 06-6575-3056
大阪市港区 石　長榮堂 〒 552-0012 大阪市港区市岡1-1-10 06-6573-4715
大阪市港区 ほっかほっか亭　朝潮橋店 〒 552-0014 大阪市港区八幡屋1-1-19 06-6571-6730   
大阪市港区 ほっともっと　三先２丁目店 〒 552-0016 大阪市港区三先2-1−23 06-6599-1521
大阪市港区 ほっかほっか亭　三先店 〒 552-0016 大阪市港区三先一-11-7 06-6571-8320   
大阪市港区 かどや 〒 552-0021 大阪市港区築港4-1-29 06-6573-1149
大阪市港区 あわや食堂 〒 552-0021 大阪市港区築港2-8-27 06-6571-2073
大阪市港区 居心伝　天保山店 〒 552-0021 大阪市港区築港4-2-1 ハーバーウインズ天保山1階 06-6576-3731
大阪市港区 美味彩菜たんぽぽ大阪港店 〒 552-0021 大阪市港区築港3-6-16 06-6571-1158 
大阪市港区 自家製麺　杵屋　天保山ハーバービレッジ3F店 〒 552-0022 大阪市港区海岸通1-1　天保山ハーバービレッジ3F 06-6576-5634
大阪市港区 天丼専門店　丼丼亭　天保山ハーバービレッジ2F店 〒 552-0022 大阪市港区海岸通1-1　天保山ハーバービレッジ2F 06-6576-5656
大阪市港区 北極星　天保山店 〒 552-0022 大阪市港区海岸通1-1-10 06-6576-5823
大阪市港区 たこやきの元祖　本家会津屋　天保山店 〒 552-0022 大阪市港区海岸通り1-1-10　天保山マーケットプレース内 06-6576-5817
大阪市港区 ケンタッキー・フライドチキン天保山マーケットプレイス店 〒 552-0022 大阪市港区港区海岸通1-1-10 06-6576-5653
大阪市港区 いろは 〒 552-0023 大阪市港区港晴3-2-9 06-6574-1681
大阪市港区 木曽谷 〒 552-0023 大阪市港区港晴1-1-25 06-6574-1863
大阪市福島区 ちゃんこ　ごっつ庵 〒 553-0001 大阪市福島区海老江1-3-11 06-6458-0230
大阪市福島区 イオン　野田阪神店 〒 553-0001 大阪市福島区海老江1-1-23 06-6457-6300
大阪市福島区 Aolani café 〒 553-0001 大阪市福島区海老江6-2-8 06-6451-1751
大阪市福島区 寿司さか本 〒 553-0001 大阪市福島区海老江2-8-11-101 06-6458-2808
大阪市福島区 咲菜ウイステ野田阪神店 〒 553-0001 大阪市福島区海老江1-1-23　ウイステ野田阪神店内１F 06-6457-0805
大阪市福島区 ステーキガスト　大阪鷺洲店 〒 553-0002 大阪市福島区鷺洲5-1-1 06-6456-3355
大阪市福島区 ほっともっと　鷺洲3丁目店 〒 553-0002 大阪市福島区鷺洲3-10-3 06-6343-8228
大阪市福島区 ほっかほっか亭　鷺洲店 〒 553-0002 大阪市福島区鷺洲4-3-23　福島スカイハイツ1Ｆ 06-6453-0074   
大阪市福島区 豆家 〒 553-0003 大阪市福島区福島1-4-6 06-6451-4876
大阪市福島区 551蓬莱　福島店 〒 553-0003 大阪市福島区福島3-6-10 06-6453-5516
大阪市福島区 串あげ　髭政 〒 553-0003 大阪市福島区福島5-13-7 06-6454-9949
大阪市福島区 喫茶　ウィンブルドン 〒 553-0003 大阪市福島区福島2-2-4 06-6442-0661
大阪市福島区 街かど屋　福島店 〒 553-0003 大阪市福島区福島5-13-8　福島ビル1F 06-6455-6241
大阪市福島区 カレーハウスCoCo壱番屋　ＪＲ福島駅前店 〒 553-0003 大阪市福島区福島7-14-17 06-4798-7577
大阪市福島区 居酒屋　大黒　福島2　 〒 553-0003 大阪市福島区福島7-6-7 06-6450-1717
大阪市福島区 八万 〒 553-0003 大阪市福島区福島7-7-10 06-6452-0766
大阪市福島区 右近 〒 553-0003 大阪市福島区福島8-14-13 06-6454-0058
大阪市福島区 おべんとう　たまいち 〒 553-0003 大阪市福島区福島8-19-4 06-6453-1988
大阪市福島区 千陽福島店 〒 553-0003 大阪市福島区福島7-9-1 06-6450-0082
大阪市福島区 阪急オアシス　福島ふくまる通り57店 〒 553-0003 大阪市福島区福島5-18-25 06-6442-7631
大阪市福島区 ほっかほっか亭　新福島駅前店 〒 553-0003 大阪市福島区福島3-14-29 06-6452-9000   
大阪市福島区 ほっかほっか亭　福島店 〒 553-0003 大阪市福島区福島7-13-2 06-6453-3814   
大阪市福島区 阪急オアシス　福島玉川店 〒 553-0004 大阪市福島区玉川4-11-8 06-6479-3045
大阪市福島区 ざこば鮨 〒 553-0005 大阪市福島区野田2-2-17 06-6463-0001
大阪市福島区 ほっかほっか亭　玉川店 〒 553-0005 大阪市福島区野田3-6-24 06-6463-7200   
大阪市福島区 ちゃんこ　たつみ 〒 553-0006 大阪市福島区吉野5-8-27 06-6462-7851
大阪市福島区 豆房 〒 553-0006 大阪市福島区吉野2-3-13 06-6444-5888
大阪市福島区 ガスト　野田阪神店 〒 553-0006 大阪市福島区吉野4-29-27 06-6467-2114
大阪市福島区 カレーハウスCoCo壱番屋　JR野田駅店 〒 553-0006 大阪市福島区吉野3-1-43 06-4804-1551
大阪市福島区 なか卯　JR野田店 〒 553-0006 大阪市福島区吉野2-2-6　西商ビル1F 06-6447-0927
大阪市福島区 古古食堂 〒 553-0007 大阪市福島区大開1-9-18 06-6461-2967
大阪市福島区 ほっかほっか亭　大開店 〒 553-0007 大阪市福島区大開3-1-18 06-6463-9128   
大阪市此花区 イオン　高見店 〒 554-0001 大阪市此花区高見1-5 06-6462-3308
大阪市此花区 ほっともっと　此花高見店 〒 554-0001 大阪市此花区高見1-4-48 06-6467-5075
大阪市此花区 一竹 〒 554-0002 大阪市此花区伝法2-10-17 06-6468-3607
大阪市此花区 串かつ　一力 〒 554-0012 大阪市此花区西九条1-22-12 06-6461-2406
大阪市此花区 居酒屋　せぞん 〒 554-0012 大阪市此花区西九条4-1-23  OK19番街 06-6463-3335
大阪市此花区 もんじゃ　彩 〒 554-0012 大阪市此花区西九条4-3-36 06-6462-3751
大阪市此花区 美　松 〒 554-0012 大阪市此花区西九条3-13-8 06-6461-1308
大阪市此花区 グリーン 〒 554-0012 大阪市此花区西九条5-4-24 06-6461-1547
大阪市此花区 マーシーオーガモン 〒 554-0012 大阪市此花区西九条3-14-2　シャルム西九条1F 090-4561-8885
大阪市此花区 串まん　西九条店 〒 554-0012 大阪市此花区西九条4-3-37　K’S　COURT1F 06-6467-1192
大阪市此花区 ほっかほっか亭　西九条店 〒 554-0012 大阪市此花区西九条2-2-21 06-6461-4199   



大阪市此花区 ｃａｌｍ　ｃａｆｅ 〒 554-0013 大阪市此花区梅香3-27-9 06-6461-2626
大阪市此花区 かくれんぼ 〒 554-0013 大阪市此花区梅香3-22-7 06-6466-2538
大阪市此花区 王将　千鳥橋店 〒 554-0013 大阪市此花区梅香3-29-10 06-6464-0040
大阪市此花区 Rest Café Lue(レスト　カフェ　ルー） 〒 554-0013 大阪市此花区梅香3-25-12 06-6468-4009
大阪市此花区 蘆花亭たこ八ぺこぺこ亭 〒 554-0014 大阪市此花区四貫島2-10-15 06-6460-5525
大阪市此花区 アローム・イノウエ 〒 554-0014 大阪市此花区四貫島1-6-7 06-6461-2050
大阪市此花区 ほっかほっか亭　四貫島店 〒 554-0014 大阪市此花区四貫島2-3-1 06-6463-7546   
大阪市此花区 濱いち 〒 554-0021 大阪市此花区春日出北1-4-13 06-6461-0627
大阪市此花区 お好み焼＆パーラー　染 〒 554-0021 大阪市此花区春日出北1-15-12 06-6461-0583
大阪市此花区 さか之食堂 〒 554-0021 大阪市此花区春日出北1-9-7 06-6461-6437
大阪市此花区 味ひこ 〒 554-0021 大阪市此花区春日出北2-1-27 06-6463-7717
大阪市此花区 福寿司 〒 554-0022 大阪市此花区春日出中1-28-12 06-6461-4398
大阪市此花区 株式会社　濱寿司 〒 554-0022 大阪市此花区春日出中1-25-15 06-6461-4228
大阪市此花区 とんかつ　たにぐち 〒 554-0022 大阪市此花区春日出中2-17-2 06-6464-0253
大阪市此花区 ほっかほっか亭　春日出中店 〒 554-0022 大阪市此花区春日出中1-25-12 06-6467-7070   
大阪市此花区 POPCORN PAPA　ユニバーサルシティウォーク店 〒 554-0024 大阪市此花区島屋6-2-61-308 06-4804-3808
大阪市此花区 しなの麺工房　しのぶ庵 〒 554-0024 大阪市此花区島屋6-2-61　ユニバーサルシティウォーク503 06-4804-3848
大阪市此花区 ファンファンドリンコ 〒 554-0024 大阪市此花区島屋6-2-61　ユニバーサルシティウォーク306 06-4804-3330
大阪市此花区 たこやきの元祖　本家　会津屋　ユニバーサル・シティウォーク大阪店 〒 554-0024 大阪市此花区島屋6-2-61　ユニバーサルシティウォーク411 06-6467-1622
大阪市此花区 大戸屋ごはん処　ユニバーサルシティ店 〒 554-0024 大阪市此花区島屋6-2-68　ホテル近鉄ユニバーサル・シティ5F 06-6461-0113
大阪市此花区 自家製麺 杵屋麦丸　大阪ユニバーサルシティウオーク店 〒 554-0024 大阪市此花区島屋6-2-61　ユニバーサルシティウォーク大阪3F 06-4804-5015
大阪市此花区 551蓬莱　ユニバーサルシティ店 〒 554-0024 大阪市此花区島屋6-2-61　ユニバーサルシティ3階 06-6463-8551
大阪市此花区 湯上がり茶屋　一休 〒 554-0051 大阪市此花区酉島5-9-31 06-4804-8818
大阪市此花区 ほっかほっか亭　酉島店 〒 554-0051 大阪市此花区酉島1-1-16 06-4804-6677   
大阪市西淀川区 志ぶや 〒 555-0001 大阪市西淀川区佃3-2-26 06-6474-1281
大阪市西淀川区 喫茶　いしはら 〒 555-0001 大阪市西淀川区佃3-18-19 06-6472-1808
大阪市西淀川区 居酒屋　まる 〒 555-0001 大阪市西淀川区佃3-1-5（地下1階） 06-4808-0215
大阪市西淀川区 ガスト　佃店 〒 555-0001 大阪市西淀川区佃1-22-15 06-6476-2036
大阪市西淀川区 寿し虎 〒 555-0001 大阪市西淀川区佃2-2-33 06-6473-6029
大阪市西淀川区 まるよし 〒 555-0012 大阪市西淀川区御幣島1-3-12 06-6478-1388
大阪市西淀川区 炭火焼鳥　鳥久 〒 555-0012 大阪市西淀川区御幣島1-3-12 06-6477-5401
大阪市西淀川区 金龍園 〒 555-0012 大阪市西淀川区御幣島2-8-16 06-4808-3156
大阪市西淀川区 きっちん　みて島店 〒 555-0012 大阪市西淀川区御幣島1-16-5 06-6477-0889
大阪市西淀川区 お好み焼　ボン 〒 555-0013 大阪市西淀川区千舟2-7-32 06-6471-2285
大阪市西淀川区 阿ん 〒 555-0013 大阪市西淀川区千舟3-6-11 06-6475-1417
大阪市西淀川区 ほっともっと　西淀川歌島店 〒 555-0021 大阪市西淀川区歌島2−3−8 06-6476-1131
大阪市西淀川区 スシロー　歌島店 〒 555-0021 大阪市西淀川区歌島3-3-11 06-6474-2209
大阪市西淀川区 トリーゴ　塚本店 〒 555-0022 大阪市西淀川区柏里3-3-6 06-6475-0669
大阪市西淀川区 活魚料理　おなが 〒 555-0022 大阪市西淀川区柏里3-11-3 06-6475-8584
大阪市西淀川区 健康和食　あらき 〒 555-0022 大阪市西淀川区柏里2-1-22 06-6478-1560
大阪市西淀川区 トト・サルヴァトーレ 〒 555-0025 大阪市西淀川区姫里2-10-6 06-6471-8408
大阪市西淀川区 阪急オアシス 姫島店 〒 555-0025 大阪市西淀川区姫里1-26-17 06-6476-4501
大阪市西淀川区 ほっかほっか亭　姫里一丁目店 〒 555-0025 大阪市西淀川区姫里1-17-18 06-6477-6430   
大阪市西淀川区 ほっかほっか亭　千船店 〒 555-0032 大阪市西淀川区大和田4-11-21 06-6477-0708   
大阪市西淀川区 姫島百番 〒 555-0033 大阪市西淀川区姫島6-3-44 06-6475-9408
大阪市西淀川区 カレーハウスCoCo壱番屋　イズミヤスーパーセンター福町店 〒 555-0034 大阪市西淀川区福町3-2-15 06-6300-7983
大阪市西淀川区 まごころ弁当　西大阪店 〒 555-0041 大阪市西淀川区中島1-6-9 06-7503-8582
大阪市浪速区 千成屋珈琲店 〒 556-0002 大阪市浪速区恵美須東3-4-15 06-6643-6523
大阪市浪速区 喫茶サン 〒 556-0002 大阪市浪速区恵美須東1-6-13 06-6643-3814
大阪市浪速区 やまと屋5号店 〒 556-0002 大阪市浪速区恵比寿東2-4-36 06-6644-4105
大阪市浪速区 うさぎや 〒 556-0002 大阪市浪速区恵美須東1-14-5 06-6641-3840
大阪市浪速区 ほっともっと　恵美須西店 〒 556-0003 大阪市浪速区恵美須西2-9−2０ 06-6630-8180
大阪市浪速区 なか卯　恵美須店 〒 556-0003 大阪市浪速区恵美須西2-8-16 06-6633-1506
大阪市浪速区 ほっかほっか亭　動物園前店 〒 556-0003 大阪市浪速区恵美須西3-2-19 06-6644-1472   
大阪市浪速区 カレーハウスCoCo壱番屋　浪速区日本橋五丁目店 〒 556-0005 大阪市浪速区日本橋5-7-20　たけやビル1階 06-6630-7551
大阪市浪速区 なか卯　なんさん通店 〒 556-0005 大阪市浪速区日本橋3-6-28　浪花善哉1.2F 06-4396-6110
大阪市浪速区 信州そば 〒 556-0006 大阪市浪速区日本橋東2-3-21 06-6631-7960
大阪市浪速区 551蓬莱　南海なんば駅店（なんばCITY南館2階改札手前） 〒 556-0011 大阪市浪速区難波中2-10-1　2階 06-6644-6237
大阪市浪速区 八剣伝　なんば西店 〒 556-0011 大阪市浪速区難波中1-18-8 大阪開発難波ビルB1 06-4396-9231
大阪市浪速区 松新 〒 556-0011 大阪市浪速区難波中2-8-97 06-6641-6277
大阪市浪速区 丸一屋 〒 556-0011 大阪市浪速区難波中1-5-6 06-6647-5990
大阪市浪速区 カレーハウスCoCo壱番屋　浪速区難波中１丁目店 〒 556-0011 大阪市浪速区難波中1-18-10 06-6633-9155
大阪市浪速区 株式会社　昌月堂 〒 556-0011 大阪市浪速区難波中3-13-28 06-6641-1666
大阪市浪速区 551蓬莱　難波中店 〒 556-0011 大阪市浪速区難波中1-17-12 06-6632-0551
大阪市浪速区 極みとんかつ かつ喜　なんばパークス店 〒 556-0011 大阪市浪速区難波中2-10-70　なんばパークス6F 06-6537-7480
大阪市浪速区 仙台牛たんとお酒  もりの屋　なんばパークス店 〒 556-0011  大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス6F 06-6641-0167
大阪市浪速区 （有）川上商店 〒 556-0012 大阪市浪速区敷津東2-2-8木津卸売市場内163号 06-6634-5910
大阪市浪速区 カレーハウスCoCo壱番屋　浪速区大国町店 〒 556-0012 大阪市浪速区敷津東1-9-3 ﾊﾟﾁﾝｺｱﾛ-浪速店1F 06-4396-5826
大阪市浪速区 喫茶ロイヤル 〒 556-0012 大阪市浪速区敷津東3-11-7 掲載不可
大阪市浪速区 喫茶モア 〒 556-0014 大阪市浪速区大国1-11-10 06-6649-6076
大阪市浪速区 蓬莱パンチャン551 〒 556-0016 大阪市浪速区元町1-10-2 06-6634-0551
大阪市浪速区 居酒屋まいまい 〒 556-0016 大阪市浪速区元町2-7-2　サギスビル1F 06-6649-3370
大阪市浪速区 株式会社　元祖とんかつカレーカツヤ 〒 556-0016 大阪市浪速区元町2-6-25 06-6631-8988
大阪市浪速区 ほっかほっか亭　なんば元町店 〒 556-0016 大阪市浪速区元町3-8-6 06-6645-5233   
大阪市浪速区 自家製麺　杵屋　なんばO'CAT店 〒 556-0017 大阪市浪速区湊町1-4-1　O'CATビル5F 06-6635-3241
大阪市浪速区 しゃぶ扇 〒 556-0017 大阪市浪速区湊町1-4-1　OCAT　5F 06-6647-4129
大阪市浪速区 う越佐 〒 556-0022 大阪市浪速区桜川4-3-23 06-6561-5004
大阪市浪速区 なか卯　桜川店 〒 556-0022 大阪市浪速区桜川2-2-23 06-4392-8566
大阪市浪速区 焼きそばセンター　桜川焼きそばセンター店 〒 556-0022 大阪市浪速区桜川3-1-28 06-6563-3245
大阪市浪速区 マジックスパイス　大阪店 〒 556-0023 大阪市浪速区稲荷1-10-20 06-4392-8877
大阪市浪速区 ほっともっと　浪速稲荷店 〒 556-0023 大阪市浪速区稲荷2-7−18 06-6563-6205 
大阪市浪速区 くいしん坊 〒 556-0025 大阪市浪速区浪速東1-5-8 06-6561-5062
大阪市浪速区 ドリーム 〒 556-0025 大阪市浪速区浪速東1-8-14 06-6568-3290
大阪市浪速区 美よしの 〒 556-0029 大阪市浪速区芦原1-4-1 06-6561-0854
大阪市西成区 カフェレストラン　ニュープリンス 〒 557-0001 大阪市西成区山王2-13-22 06-6631-4451
大阪市西成区 喫茶・その 〒 557-0001 大阪市西成区山王2-5-9 06-6641-8726
大阪市西成区 レストラン冨士屋 〒 557-0004 大阪市西成区萩之茶屋2-10-9 06-6641-7734
大阪市西成区 551蓬莱　南海新今宮駅店 〒 557-0004 大阪市西成区萩之茶屋1-2-24南海新今宮駅構内 06-6643-7393
大阪市西成区 はらぺこ亭 〒 557-0004 大阪市西成区萩ノ茶屋2-5-15 06-6631-0234
大阪市西成区 喫茶アザリア 〒 557-0014 大阪市西成区天下茶屋1-32-3 06-6658-2900
大阪市西成区 まとがた 〒 557-0014 大阪市西成区天下茶屋3-20-9 06-6651-9322
大阪市西成区 北野精肉店 〒 557-0014 大阪市西成区天下茶屋3-22-7 06-6661-4188
大阪市西成区 ダイニング・グーチョキパー 〒 557-0014 大阪市西成区天下茶屋3-11-16 06-6653-9590
大阪市西成区 下町洋食　とたん屋 〒 557-0014 大阪市西成区天下茶屋3-11-16 06-6653-9590
大阪市西成区 ほっかほっか亭　天下茶屋駅前店 〒 557-0014 大阪市西成区天下茶屋3-23-18 アミニティ　321 06-6656-7666
大阪市西成区 なか卯　萩之茶屋店 〒 557-0016 大阪市西成区花園北2-5-12 06-4396-6130
大阪市西成区 おこたぴ 〒 557-0023 大阪市西成区南開2-3-2-104 06-6567-8587
大阪市西成区 ちとり家 〒 557-0025 大阪市西成区長橋2-4-34 06-6562-1389
大阪市西成区 ひかみ 〒 557-0031 大阪市西成区鶴見橋1-5-14 06-6632-1493



大阪市西成区 お好み焼き　でん 〒 557-0031 大阪市西成区鶴見橋1-5-18 06-6646-6878
大阪市西成区 コミュニティ・キッチン８ 〒 557-0031 大阪市西成区鶴見橋2-12-23　アジールコート1Ｆ 06-6567-0880
大阪市西成区 喫茶　ラッキー 〒 557-0032 大阪市西成区旭1-5-12 06-6631-6724
大阪市西成区 炙り焼きステーキ　たから亭 〒 557-0032 大阪市西成区旭1-1-6 06-6641-2918
大阪市西成区 お好み焼一心 〒 557-0033 大阪市西成区梅南1-3-1 06-6651-6079
大阪市西成区 ほっかほっか亭　花園西店 〒 557-0033 大阪市西成区梅南1-4-29 06-6657-0870   
大阪市西成区 菩手茶屋 〒 557-0041 大阪市西成区岸里1-1-95デイリーカナート1Ｆ 06-4398-5727
大阪市西成区 粉カルト　天下茶屋店 〒 557-0041 大阪市西成区岸里1-1-9 06-6651-3511
大阪市西成区 居酒屋　漁助 〒 557-0041 大阪市西成区岸里3-1-29 06-6656-2929
大阪市西成区 更科 〒 557-0043 大阪市西成区玉出東1-2-26 06-6653-0287
大阪市西成区 ほっともっと　玉出中２丁目店 〒 557-0044 大阪市西成区玉出中2-6−15 06-6655-6658
大阪市西成区 力餅 〒 557-0045 大阪市西成区玉出西2-1-3 06-6651-5751
大阪市西成区 ガスト　玉出店 〒 557-0045 大阪市西成区玉出西2-7-19 06-6655-2013
大阪市西成区 たこやきの元祖　会津屋本店 〒 557-0045 大阪市西成区玉出西2-3-1 06-6651-2311
大阪市西成区 明洋軒 〒 557-0051 大阪市西成区橘1-1-5 06-6651-6126
大阪市西成区 寿司　あまつ 〒 557-0052 大阪市西成区潮路2-1-26 06-6651-0645
大阪市西成区 めしや食堂　岸里店 〒 557-0052 大阪市西成区潮路1-6-5 06-6659-6971
大阪市西成区 スパハウス　山崎 〒 557-0053 大阪市西成区千本北2-13-6 06-6657-0116
大阪市西成区 能登そば 〒 557-0054 大阪市西成区千本中1-1-13 06-6657-2233
大阪市西成区 喫茶　絵里奈 〒 557-0054 大阪市西成区千本中2-6-2 06-6658-9822
大阪市西成区 夢珈琲館 〒 557-0054 大阪市西成区千本中2-2-14 06-6659-1401
大阪市西成区 お好み屋　琴ちゃん 〒 557-0061 大阪市西成区北津守4-12-29 06-6561-4257
大阪市西成区 お食事処「ゆきはる」 〒 557-0063 大阪市西成区南津守4-1-108 06-6658-7646
大阪市西成区 街かど屋　南津守店 〒 557-0063 大阪市西成区南津守5-5-3 06-6655-5901
大阪市住吉区 お好み焼　ぶんぶく 〒 558-0001 大阪市住吉区大領4-8-13 06-6693-3005
大阪市住吉区 百十 〒 558-0003 大阪市住吉区長居3-3-25 06-6696-7189
大阪市住吉区 喫茶りんでん 〒 558-0003 大阪市住吉区長居3-6-11 06-6693-3620
大阪市住吉区 居酒屋　漁助 〒 558-0003 大阪市住吉区長居2-11-19　1F 06-6606-4141
大阪市住吉区 まつしま 〒 558-0003 大阪市住吉区長居3-9-14 06-6695-0108
大阪市住吉区 カレーハウスCoCo壱番屋　住吉区長居公園前店 〒 558-0004 大阪市住吉区長居東4-1-12 パークサイド南栄ビル1F 06-6606-1512
大阪市住吉区 デニーズ長居公園店 〒 558-0004 大阪市住吉区長居東2-2-23 06-6698-3755
大阪市住吉区 ほっかほっか亭　ＪＲ長居駅前店 〒 558-0004 大阪市住吉区長居東4-2-11 06-6697-3700   
大阪市住吉区 ほっかほっか亭　長居公園南店 〒 558-0004 大阪市住吉区長居東1-7-37 06-6609-3677   
大阪市住吉区 カレーハウスCoCo壱番屋　住吉区我孫子店 〒 558-0011 大阪市住吉区苅田5-19-26 06-6699-6266
大阪市住吉区 虎武士あびこ店 〒 558-0011 大阪市住吉区苅田7-12-29　はりまやビル7F 06-6696-6003
大阪市住吉区 ケーキハウス　ジュリア 〒 558-0011 大阪市住吉区苅田9-14-18 06-6607-0080
大阪市住吉区 ほっかほっか亭　あびこ中央店 〒 558-0011 大阪市住吉区苅田5-13-23 06-6607-2311   
大阪市住吉区 咲菜あびこ本店 〒 558-0011 大阪市住吉区苅田7-11-19 06-6608-3130
大阪市住吉区 咲菜あびこ北店 〒 558-0011 大阪市住吉区苅田7-7-11 06-6608-8739
大阪市住吉区 玄品ふぐ　我孫子店 〒 558-0013 大阪市住吉区我孫子東3-3-1 06-6607-8829
大阪市住吉区 阪急オアシス　あびこ店 〒 558-0013 大阪市住吉区我孫子東3-3-21 06-4700-7072
大阪市住吉区 ほっかほっか亭　長居あびこ筋店 〒 558-0013 大阪市住吉区我孫子東1-1-4 06-6607-2775   
大阪市住吉区 ほっともっと　我孫子３丁目店 〒 558-0014 大阪市住吉区我孫子3-6−19 06-6690-5052
大阪市住吉区 ガスト　我孫子町駅前店 〒 558-0015 大阪市住吉区我孫子西2-3-1 06-6609-9886
大阪市住吉区 ペーパームーン 〒 558-0022 大阪市住吉区杉本2-30-16 06-6697-9511
大阪市住吉区 まるい飯店 〒 558-0023 大阪市住吉区山之内1-27-17 06-6695-1268
大阪市住吉区 竹馬 〒 558-0023 大阪市住吉区山之内3-1-11 06-4700-2305
大阪市住吉区 コロたま倶楽部 〒 558-0023 大阪市住吉区山之内1-1-29 サンライズあびこ1階 06-6690-1260
大阪市住吉区 八剣伝　杉本町店 〒 558-0023 大阪市住吉区山之内3-8-30 杉本町グランドハイツ 06-6693-1698
大阪市住吉区 ほっかほっか亭　杉本町店 〒 558-0023 大阪市住吉区山之内3-2-25 06-6698-2707   
大阪市住吉区 ほっかほっか亭　山之内一丁目店 〒 558-0023 大阪市住吉区山之内1-26-15-105 06-6690-1701   
大阪市住吉区 喫茶軽食　ブルボン 〒 558-0031 大阪市住吉区沢之町1-1-26 06-6694-4806
大阪市住吉区 ほっかほっか亭　沢之町店 〒 558-0031 大阪市住吉区沢之町1-11-2 06-6672-0249   
大阪市住吉区 焼きそばセンター　我孫子前焼きそばセンター店 〒 558-0032 大阪市住吉区遠里小野1-11-15　ショップ南海あびこ 06-4700-7030
大阪市住吉区 御菓子司　かぎや聖峰 〒 558-0033 大阪市住吉区清水丘2-10-29 06-4701-2000
大阪市住吉区 デエジ　大地 〒 558-0033 大阪市住吉区清水丘3-2-16 06-6674-1234
大阪市住吉区 カフェテラス　グランママ 〒 558-0041 大阪市住吉区南住吉3-16-12 06-6693-8238
大阪市住吉区 ニコニコキッチン南大阪店 〒 558-0041 大阪市住吉区南住吉4-11-18 06-6694-0141
大阪市住吉区 有限会社　杉 〒 558-0042 大阪市住吉区殿辻2-3-6 06-6671-6608
大阪市住吉区 八剣伝　沢ノ町店 〒 558-0042 大阪市住吉区殿辻1-8-15 06-6694-3867
大阪市住吉区 イオンエクスプレス　大阪殿辻店 〒 558-0042 大阪市住吉区殿辻1-5-16 06-6690-7677
大阪市住吉区 やきま専科 〒 558-0046 大阪市住吉区上住吉1-2-9 06-6678-2268
大阪市住吉区 はやし源 〒 558-0047 大阪市住吉区千躰2-2-15 06-6672-5074
大阪市住吉区 洋食やろく 〒 558-0051 大阪市住吉区東粉浜3-30-16 06-6671-5080
大阪市住吉区 小麦食堂とんとことん 〒 558-0051 大阪市住吉区東粉浜3-27-18 06-6675-3639
大阪市住吉区 大興望 〒 558-0054 大阪市住吉区帝塚山東2-3-12 06-6671-1847
大阪市住吉区 ＴＥＡ　ＬＯＵＮＧＥ　ＣＯＳＴＡＳ 〒 558-0056 大阪市住吉区万代東3-1-56 大阪府立病院内B1F 06-6608-5123
大阪市住吉区 喫茶　かくれんぼ 〒 558-0056 大阪市住吉区万代東2-4-21 06-6695-2847
大阪市住吉区 街かど屋　万代店 〒 558-0056 大阪市住吉区万代東1-4-18 06-6697-7081
大阪市住吉区 ほっかほっか亭　府立病院前店 〒 558-0056 大阪市住吉区万代東2-4-22 06-6609-3773   
大阪市住之江区 西惣菜店 〒 559-0003 大阪市住之江区安立3-6-25 06-6671-5124
大阪市住之江区 八剣伝　住吉公園前店 〒 559-0006 大阪市住之江区浜口西1-2 06-6672-5051
大阪市住之江区 ザ・めんそーれ 〒 559-0006 大阪市住之江区浜口西1-5-10 06-6674-5872
大阪市住之江区 カレーハウスCoCo壱番屋　玉出駅前店 〒 559-0007 大阪市住之江区粉浜西1-1-22 06-4701-8622
大阪市住之江区 ほっかほっか亭　粉浜店 〒 559-0007 大阪市住之江区粉浜西2-7-9 06-6671-2230   
大阪市住之江区 讃岐うどん　麦まる（北加賀屋） 〒 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋3-1-20 06-6682-4681
大阪市住之江区 ロンドン前川商店 〒 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋1-1-9 06-6685-5514
大阪市住之江区 真田一族 〒 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋1-4-26　ニュー北加賀屋マンション 06-6685-3466
大阪市住之江区 自家製麺 杵屋麦丸　北加賀屋店 〒 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋3-1-20 06-6682-4681
大阪市住之江区 スシロー　北加賀屋店 〒 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋5-1-1 06-4702-7873
大阪市住之江区 湯楽亭 〒 559-0011 大阪市住之江区北加賀屋3-5-37　湧出天然温泉 くつろぎの郷 湯楽内 06-6686-3408
大阪市住之江区 ぼてぢゅう住吉店 〒 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋4-6-14 06-6681-0674
大阪市住之江区 焼肉　金海 〒 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋4-5-20 06-6681-1034
大阪市住之江区 とんかつ　かつ喜　玉出店 〒 559-0012 大阪市住之江区東加賀屋1-11-30 06-4702-6888
大阪市住之江区 カフェテラス　豆の木 〒 559-0013 大阪市住之江区御崎3-7-27 06-6685-3969
大阪市住之江区 ファレース 〒 559-0013 大阪市住之江区御崎1-6-17 06-6681-6020
大阪市住之江区 ほっかほっか亭　住之江御崎店 〒 559-0013 大阪市住之江区御崎6-1-23　106号 06-4702-6280   
大阪市住之江区 和菓子　おさむら 〒 559-0014 大阪市住之江区北島1-4-4 06-6685-7410
大阪市住之江区 ほっかほっか亭　南海住ノ江店 〒 559-0014 大阪市住之江区西住之江1-1-41 06-6676-5100   
大阪市住之江区 ザめしや　住之江店 〒 559-0015 大阪市住之江区南加賀屋3-8-31 06-4702-1161
大阪市住之江区 なか卯　住之江公園 〒 559-0015 大阪市住之江区南加賀屋2-1-4 06-6115-2001
大阪市住之江区 そば処　あさひ 〒 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋3-5-4 06-6681-8669
大阪市住之江区 ほっかほっか亭　中加賀屋店 〒 559-0017 大阪市住之江区中加賀屋4-5-5 06-6682-8082   
大阪市住之江区 ガスト　住之江スポーツビレッジ店 〒 559-0023 大阪市住之江区泉1-1-105 06-6682-0581
大阪市住之江区 本家さぬきや　住之江店 〒 559-0023 大阪市住之江区泉1-1-82天然露天温泉スパスミノエ内 06-4702-5088
大阪市住之江区 カレーハウスCoCo壱番屋　マグ住之江店 〒 559-0023 大阪市住之江区泉1-1-82 ﾏｸﾞｽﾐﾉｴ内 06-6681-0955
大阪市住之江区 株式会社　幸成堂 〒 559-0024 大阪市住之江区新北島3-8-54 06-6681-5011
大阪市住之江区 ほっかほっか亭　新北島店 〒 559-0024 大阪市住之江区新北島5-2-72 06-4702-6301   
大阪市住之江区 ガスト　住ノ江駅店 〒 559-0025 大阪市住之江区西住之江1-1-41　N.KLASS住ノ江24号区画 06-6676-3050



大阪市住之江区 ほっかほっか亭　平林大橋西店 〒 559-0031 大阪市住之江区南港東3-2-96 06-6612-7533   
大阪市住之江区 自家製麺　杵屋　南港ポートタウン店 〒 559-0033 大阪市住之江区南港中2-1-109　ポートタウンカリヨン館 06-6612-8016
大阪市住之江区 八剣伝　南港店 〒 559-0033 大阪市住之江区南港中2-1 カリヨンプラザ1F 06-6612-8181
大阪市住之江区 ほっかほっか亭　南港ポートタウン店 〒 559-0033 大阪市住之江区南港中2-1-109 06-6616-6333   
大阪市住之江区 自家製麺　杵屋　南港ATC　2F店 〒 559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10　ATCビルO'S棟2F 06-6615-5309
大阪市住之江区 本家かまどや　WTCコスモタワー店 〒 559-0034 大阪市住之江区南港北1-14-16　WTC2F 06-6615-6123
大阪市住之江区 MEDI CAFE 〒 559-0034 大阪市住之江区南港北1-26-16（森ノ宮医療大学内） 06-6612-8898
大阪市住之江区 カレーハウスCoCo壱番屋　住之江区南港ATC店 〒 559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10　アジア太平洋トレードセンター内 06-6613-6551
大阪市住之江区 ガスト　大阪ATC店 〒 559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10　ITM棟2階 06-6569-1502
大阪市住之江区 どんぶり専門店 丼丼亭　南港ATC 2F店 〒 559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10　ATCビルO’S棟2F 06-6615-5310
豊中市 錦わらい緑ヶ丘 〒 560-0002 豊中市緑丘4-1-2 イオン豊中緑丘店 06-4865-0065
豊中市 八剣伝 東豊中店 〒 560-0003 豊中市東豊中町5-31-12 06-4865-6234
豊中市 とんがらし 〒 560-0003 豊中市東豊中町5-12-1 06-6846-0740
豊中市 ＮＡＴＵＲＡＬ　ＳＴＹＬＥ 〒 560-0003 豊中市東豊中町5-12-1 06-6848-0095
豊中市 阪急オアシス豊中小路店 〒 560-0004 豊中市少路2-4-8 06-6844-5172
豊中市 なか卯　豊中少路店 〒 560-0004 豊中市少路1-1-25 06-6840-9512
豊中市 ほっかほっか亭熊野町店 〒 560-0014 豊中市熊野町2-10-23 06-6848-3208
豊中市 コーヒショップ　パントリー 〒 560-0021 豊中市本町3-1-13 (ホテルアイボリー内) 06-6849-1111
豊中市 デリカショップ浜田 〒 560-0021 豊中市本町1-9-24　銀座商店街通リ 06-6852-6547
豊中市 お好み幸房　和楽 〒 560-0021 豊中市本町3-13-1 06-6844-0766
豊中市 日本料理かや 新免館 〒 560-0021 豊中市本町3-1-16 (ホテルアイボリー内) 06-6849-1111
豊中市 カレーハウスCoCo壱番屋　阪急豊中駅前店 〒 560-0021 豊中市本町1-5 1の1 06-6857-6477
豊中市 一心屋 〒 560-0021 豊中市本町1-10-1 豊中第一ビル ボゼム中2F 06-6856-0296
豊中市 中国料理　敦煌 〒 560-0021 豊中市本町1-10-1 豊中第一ビル5F 06-6849-0959
豊中市 屋島 〒 560-0021 豊中市本町1-13-27 06-6849-3716
豊中市 もんじゃ焼　とん平　豊中駅前店 〒 560-0021 豊中市本町1-10-1 豊中第一ビル3F 06-4865-0606
豊中市 ふぐどん　豊中店 〒 560-0021 豊中市本町1-10-1 豊中第一ビル4F 06-6846-5129
豊中市 鉄板焼　とん平 〒 560-0021 豊中市本町3-4-1 06-6857-2025
豊中市 カマンベール・ド・ヒキタ 〒 560-0021 豊中市本町4-1-24-1F 06-6853-8877
豊中市 具だくさん生パスタのお店　モルト・ボーノ 〒 560-0021 豊中市本町5-2-3　ハイムラポールPartX１階 06-6858-0010
豊中市 ほっかほっか亭豊中駅前店 〒 560-0021 豊中市本町1-4-3 06-6853-3536
豊中市 アルボルト・イタリアーノ・ピアチェーレ 〒 560-0022 豊中市北桜塚3-8-26 リブレ北桜塚B1 06-6846-0020
豊中市 株式会社　阪食 〒 560-0023 豊中市岡上の町2-2-3 06-6845-7565
豊中市 阪急オアシス豊中店 〒 560-0023 豊中市岡上の町2-2-3 06-6844-1333
豊中市 御料理　あきやま 〒 560-0023 豊中市岡上の町1-4-7 06-6849-7771
豊中市 ビストロリッペ 〒 560-0024 豊中市末広町1-1-8 06-6858-3122
豊中市 まごころ弁当　豊中支店 〒 560-0025 豊中市立花町3-12-51　１階 06-6853-1515
豊中市 エッグラップ 〒 560-0026 豊中市玉井町1-1-1 06-6852-8633
豊中市 実演手打うどん　杵屋　豊中エトレ店 〒 560-0026 豊中市玉井町1-1-1 エトレとよなか4F(451) 06-6857-1712
豊中市 とり長 〒 560-0026 豊中市玉井町1-3-13 第三ユタカビルB1 06-6852-2587
豊中市 麺処　まつ本 〒 560-0026 豊中市玉井町1-3-12 06-6841-3115
豊中市 スパゲティ　リュリュ 〒 560-0026 豊中市玉井町1-1-1 エトレ豊中4F 06-6854-8470
豊中市 おこのみ焼　ｊｕ：ｊｕ 〒 560-0026 豊中市玉井町1-1-1 エトレ豊中4F 06-6858-4373
豊中市 鳥貴族　豊中店 〒 560-0026 豊中市玉井町1-3-2 大真企業豊中駅前ビル2F 06-6855-6993
豊中市 ビストロ・ハシ 〒 560-0026 豊中市玉井町2-2-32 06-4865-7177
豊中市 阪急オアシス豊中駅前店 〒 560-0026 豊中市玉井町1-1-1-200 06-4865-5500
豊中市 チャイナエクスプレス 〒 560-0032 豊中市蛍池東町4-7-13 1F 06-6853-8292
豊中市 Ｊｏｙ’ｓ　Ｃａｆｅ 〒 560-0032 豊中市蛍池東町2-1-3 06-6848-4000
豊中市 阪急オアシス蛍ヶ池店 〒 560-0032 豊中市蛍池東町2-6-10 06-6841-8740
豊中市 ほっかほっか亭蛍池駅前店 〒 560-0032 豊中市蛍池東町2-6-2 06-4865-3203
豊中市 ザ・どん　ルシオーレ蛍池店 〒 560-0033 豊中市蛍池中町2-3-1 ルシオーレB棟 06-6850-2671
豊中市 八剣伝 蛍池駅前店 〒 560-0033 豊中市蛍池中町2-3-1 ルシオーレB棟1F 06-6852-8506
豊中市 カレーハウス　ガラム 〒 560-0033 豊中市蛍池中町2-3-1 B-302 06-6854-0639
豊中市 なか卯　大阪空港前店 〒 560-0036 豊中市蛍池西町2-11-35 06-4865-7301
豊中市 レストラン　ビアン 〒 560-0045 豊中市刀根山5-1-1 刀根山病院内 06-6840-5313
豊中市 マクドナルド １７６北豊中店 〒 560-0046 豊中市千里園1-1-5 06-6850-1588
豊中市 ほっかほっか亭豊中永楽荘店 〒 560-0051 豊中市永楽荘2-1-6 06-6853-8989
豊中市 太鼓亭 豊中店 〒 560-0052 豊中市春日町5-9-18 06-6843-2777
豊中市 源ぺい　豊中春日店 〒 560-0052 豊中市春日町5-8-15 06-6845-7301
豊中市 ヒロコーヒー 豊中緑ヶ丘店 〒 560-0053 豊中市向丘1-7-1 フジタピア向丘 1F 06-6850-8668
豊中市 がんこ 豊中店 〒 560-0054 豊中市桜ノ町7-10-3 06-6845-6577
豊中市 藍花 〒 560-0054 豊中市桜ノ町2-1-7 06-6853-1655
豊中市 お茶処　吉田 〒 560-0055 豊中市柴原町4-8-13 06-6840-6617
豊中市 喫茶　グリーン 〒 560-0055 豊中市柴原町4-14-1 市立豊中病院内 06-6858-3569
豊中市 Cook　de　愛(クック・デ・アイ) 〒 560-0055 豊中市柴原町3-11-25-103 06-6850-2537
豊中市 フォルマ　千里阪急店 〒 560-0082 豊中市新千里東町1-5-1 千里阪急百貨店内4F 06-6832-1776
豊中市 とんかつ花むら　千里中央店 〒 560-0082 豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル2F 06-6873-0661
豊中市 食道園　千里中央店 〒 560-0082 豊中市新千里東町1-4-2 千里ライフサイエンスセンター2F 06-6873-2229
豊中市 ＫＯＲＥＡＮ　ＤＩＮＩＮＧ　ＣＨＩＮＧＵ 〒 560-0082 豊中市新千里東町1-2-20 ヤマダ電気LABI千里4F 06-6872-5837
豊中市 珈琲店　果琳　千里中央店 〒 560-0082 豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル2F 06-6836-6830
豊中市 カジュアルﾚｽﾄﾗﾝグルメ 〒 560-0082 豊中市新千里東町1-5-2 06-6835-5801
豊中市 天丼専門店丼丼亭（グルメ杵屋） 〒 560-0082 豊中市新千里東町1-3-15 (千里センチュウパル内) 06-6871-7271
豊中市 千里菫（せんりのすみれ） 〒 560-0082 豊中市新千里東町1-3-23 06-6155-1008
豊中市 菜園レストラン　ネネ 〒 560-0082 豊中市新千里東町1-4-3 06-6155-1241
豊中市 えびす家 〒 560-0082 豊中市新千里東町1-3-18 B1F 06-6834-5527
豊中市 あっちこっち 〒 560-0082 豊中市新千里東町1-3-57 06-6835-0013
豊中市 阪急オアシス千里中央店 〒 560-0082 豊中市新千里東町1-2-1 06-6155-3812
豊中市 咲菜ピーコックストア千里中央店 〒 560-0082 豊中市新千里東町1-1-1　ピーコックストア千里中央店内B1 06-6170-8439
豊中市 笹部書店（パンコーナー） 〒 560-0083 豊中市新千里西町3-2-3 06-6872-9385
豊中市 コミュニティレストラン おいしい力 〒 560-0083 豊中市新千里西町2-24-18 ライフ&シニアハウス千里中央1F 06-6170-1822
豊中市 串カツ専門店　喝采 〒 560-0084 豊中市新千里南町3-1-13-102 06-6834-9441
豊中市 太鼓亭 服部緑地店 〒 560-0864 豊中市夕日丘3-6-15 06-6856-2200
豊中市 マクドナルド 緑地公園駅店 〒 560-0872 豊中市寺内2-4-1 06-6867-2535
豊中市 マクドナルド 緑地北店 〒 560-0872 豊中市寺内2-3-16 06-6866-2214
豊中市 カレーハウスCoCo壱番屋　豊中緑地公園店 〒 560-0872 豊中市寺内2-2-27 06-6867-0156
豊中市 カフェドラン 〒 560-0881 豊中市中桜塚1-2-3 06-6841-2525
豊中市 岡町ラーメン太郎 〒 560-0881 豊中市中桜塚1-2-3 06-6858-1391
豊中市 お好み焼き  やまとや 〒 560-0881 豊中市中桜塚1-2-11 06-6841-0105
豊中市 スシロー 桜塚店 〒 560-0881 豊中市中桜塚2-10-10 06-6857-7167
豊中市 サマルカンド柴籐 〒 560-0881 豊中市中桜塚2-12-9 06-6844-1194
豊中市 鉄板焼　味彩　清 〒 560-0881 豊中市中桜塚1-9-3　サンシャインゼン１F 06-6853-7016
豊中市 ボン・ヴィヴァン 〒 560-0882 豊中市南桜塚1-22-5 06-6853-3238
豊中市 鈴の家 〒 560-0885 豊中市岡町8-24 06-6852-3472
豊中市 土手嘉 〒 560-0885 豊中市岡町8-16 06-6852-3143
豊中市 ホットフーズ曽根店 〒 561-0801 豊中市曽根西町1-1-14 06-6845-8819
豊中市 やま 〒 561-0801 豊中市曽根西町1-1-2 なし
豊中市 亀は萬年 〒 561-0801 豊中市曽根西町3-7-1 06-6843-7290
豊中市 お好み焼　末広 〒 561-0801 豊中市曽根西町3-5-2 06-6852-6112
豊中市 若水 〒 561-0802 豊中市曽根東町3-3-1 06-6862-3232



豊中市 お好み焼き　マイハウス 〒 561-0802 豊中市曽根東町3-3-1 ダイエー曽根店6F 06-6862-3232
豊中市 喫茶　リリアン 〒 561-0802 豊中市曽根東町3-3-1 ダイエー曽根店6F 06-6862-3232
豊中市 かやく 〒 561-0802 豊中市曽根東町3-3-1 ダイエー6F 06-6882-3232
豊中市 おうちカフェ　樹林 〒 561-0802 豊中市曽根東町2-3-14 06-6863-7998
豊中市 タンネ 〒 561-0802 豊中市曽根東町3-2-6 曽根駅前ビルディング1F 06-6864-6687
豊中市 食道園　曽根店 〒 561-0802 豊中市曽根東町3-3-22 ヴァイキング曽根ビル1F 06-6866-1541
豊中市 旬菜処　岡崎 〒 561-0802 豊中市曽根東町3-6-13 06-6865-8878
豊中市 喫茶とファッションの店ＳＵＮ 〒 561-0802 豊中市曽根東町2-7-28 ニューライン城山B102 06-7181-1833
豊中市 マクドナルド 小曽根ニッショー店 〒 561-0812 豊中市北条町3-2-24 06-6335-2757
豊中市 ふる里 〒 561-0812 豊中市北条町2-26-11 06-6331-0174
豊中市 阪急オアシス小曾根店 〒 561-0812 豊中市北条町3-2-34 06-6332-5255
豊中市 まいどおおきに豊中北条町食堂 〒 561-0812 豊中市北条町1-36-3 06-6685-6825
豊中市 スシロー 豊南店 〒 561-0814 豊中市豊南町東4-1-37 06-6332-4458
豊中市 ほっかほっか亭豊中浜店 〒 561-0817 豊中市浜1-30-1 06-6335-1531
豊中市 コーヒーラウンジ ＭＩＫＡ 〒 561-0821 豊中市日出町2-1-25 06-6332-5466
豊中市 白龍 〒 561-0827 豊中市大黒町1-19-1 06-6331-8524
豊中市 マクドナルド 庄内店 〒 561-0831 豊中市庄内東町2-4-1 06-6331-1188
豊中市 サルーンフジ 〒 561-0831 豊中市庄内東町2-1-5 06-6333-2941
豊中市 王将　庄内駅前店 〒 561-0831 豊中市庄内東町1-9-21 06-6336-2544
豊中市 キャベツ焼　庄内店 〒 561-0831 豊中市庄内東町1-8-7 なし
豊中市 たつみ 〒 561-0831 豊中市庄内東町4-2-28 06-6331-6255
豊中市 御食事処　ひろ 〒 561-0831 豊中市庄内東町4-1-18 06-6334-9865
豊中市 酒・食・笑・おどりや 〒 561-0831 豊中市庄内東町2-1-14 06-6333-5275
豊中市 天丼　天喜 〒 561-0831 豊中市庄内東町2-2-1 06-6334-0080
豊中市 豊南寿司 〒 561-0831 豊中市庄内東町1-7-19 06-6331-4844
豊中市 じゃんぼ総本店　庄内west店 〒 561-0831 豊中市庄内西町2-22-12 06-4867-2323
豊中市 はまゆう惣菜店 〒 561-0831 豊中市庄内東町1-7-19 豊南市場内 06-6332-4377
豊中市 ＢＯＳＳ 〒 561-0831 豊中市庄内東町2-1-23 06-6332-9550
豊中市 たこ焼　千両 〒 561-0831 豊中市庄内東町4-1-18 06-6336-6138
豊中市 たんぽぽ 〒 561-0831 豊中市庄内東町1-4-21 なし
豊中市 漁場直送回転寿司ぶっちぎり 庄内店 〒 561-0832 豊中市庄内西町3-4-15 (豊中ウエスト商店街) 06-6334-2426
豊中市 手打うどん　えん 〒 561-0832 豊中市庄内西町3-16-7 (豊中ウエスト商店街) 06-6333-2626
豊中市 うどん、そば　たなかや 〒 561-0832 豊中市庄内西町3-1-5 サンパティオビル4F 06-6331-9805
豊中市 くし正　庄内店 〒 561-0832 豊中市庄内西町3-4-15-2F 豊中ウエスト商店街 06-6336-3288
豊中市 ここや 〒 561-0832 豊中市庄内西町3-5-10 06-6333-1321
豊中市 とんぼ 〒 561-0832 豊中市庄内西町2-20-30 06-6332-5557
豊中市 丸十寿司 〒 561-0832 豊中市庄内西町2-22-38 06-6333-4947
豊中市 丸十和鮮 〒 561-0832 豊中市庄内西町2-22-37 06-6333-4947
豊中市 志な乃亭　庄内店 〒 561-0832 豊中市庄内西町3-2-3 06-6331-9882
豊中市 眠眠　庄内店 〒 561-0832 豊中市庄内西町3-3-1 サンライズB 06-6331-7276
豊中市 珈琲店　果琳　庄内店 〒 561-0832 豊中市庄内西町3-1-5 サンパティオ4F 06-6336-4805
豊中市 焼き鳥おんどり庵　庄内店 〒 561-0832 豊中市庄内西町2-4-1 かねまつ庄内ビル1F 06-6331-1211
豊中市 名騎士館 〒 561-0832 豊中市庄内西町2-22-34 06-6331-8534
豊中市 和食さと 庄内西店 〒 561-0835 豊中市庄本町4-1-7 06-6334-8220
豊中市 カレーハウスCoCo壱番屋 豊中インター店 〒 561-0836 豊中市庄内宝町2-6-40 06-6335-5521
豊中市 服部　一貫樓 〒 561-0851 豊中市服部元町2-6-1 シャトー服部101号 06-6868-3415
豊中市 デリカート 〒 561-0851 豊中市服部元町1-7-6 06-6863-6016
豊中市 すし、めん　のせや本店 〒 561-0851 豊中市服部元町1-7-2 06-6862-0186
豊中市 四國うどん 〒 561-0851 豊中市服部元町1-2-5 06-6863-2871
豊中市 珈琲店　果琳　服部店 〒 561-0851 豊中市服部元町1-3-7 06-6864-6827
豊中市 こだわり料理なおちゃん 〒 561-0851 豊中市服部豊町1-3-5 06-6866-7035
豊中市 うどん屋　山善 〒 561-0852 豊中市服部本町1-6-7 06-6864-0770
豊中市 こがんこ服部店 〒 561-0852 豊中市服部本町1-2-2 06-6863-6365
豊中市 ごちそう茶屋　花夢幻 〒 561-0852 豊中市服部本町1-2-4 シティプラザ・ハットリ101号 06-6863-7115
豊中市 ほっかほっか亭服部店 〒 561-0852 豊中市服部本町2-2-3 06-6862-1168
豊中市 遊食遊膳　笹庵 〒 561-0853 豊中市服部南町1-3-9 コーポ服部南2F 06-6863-0558
豊中市 中華料理　メイメイ 〒 561-0853 豊中市服部南町1-5-19 06-6862-3161
豊中市 サンモリッツ 〒 561-0853 豊中市服部南町1-3-33 服部サンコーポ1F 06-6865-2577
豊中市 焼肉南大門 〒 561-0858 豊中市服部西町2-8-9 06-6866-2890
豊中市 さとちゃん 〒 561-0858 豊中市服部西町2-2-18 WESTヴィラ1F 06-6864-2333
豊中市 Ｕ－ｇｏｈａｎ 〒 561-0858 豊中市服部西町2-7-21 06-6866-8486
豊中市 力餅食堂 〒 561-0858 豊中市服部西町2-7-19 06-6862-5601
豊中市 さぬき手打うどん　銭形 〒 561-0858 豊中市服部西町2-2-21 06-6862-9090
豊中市 呑味取 〒 561-0858 豊中市服部西町1-4-1 06-6863-7333
豊中市 めん棒 〒 561-0858 豊中市服部西町2-2-18 06-6866-4146
豊中市 菜食健美 〒 561-0858 豊中市服部西町1-3-6 06-6865-1157
豊中市 おたふく服部店 〒 561-0858 豊中市服部西町2-2-1 06-6868-3151
豊中市 手造りとうふ　安心堂 〒 561-0858 豊中市服部西町2-4-7 06-6866-5086
豊中市 御菓子司　富貴屋 〒 561-0858 豊中市服部西町2-5-23 06-6863-0504
豊中市 亀萬 〒 561-0858 豊中市服部西町2-7-19 06-6863-9070
豊中市 中秀 〒 561-0859 豊中市服部豊町2-13-6 06-6863-3052
豊中市 美食居酒屋　源樹や　服部店 〒 561-0859 豊中市服部豊町1-1-2 06-6862-7784
豊中市 やきとり　初酉 〒 561-0859 豊中市服部豊町1-6-7 06-6866-8210
豊中市 丸十寿司　西店 〒 561-0859 豊中市服部豊町1-2-1 06-6862-5523
豊中市 やきとり育郎 〒 561-0859 豊中市服部豊町1-3-15 06-6862-0789
豊中市 おでん居酒屋　よひごと 〒 561-0859 豊中市服部豊町1-6-16 冨士メイトマンション1F 06-6863-5747
豊中市 餃子の王将　服部店 〒 561-0859 豊中市服部豊町1-3-5 06-6862-4577
豊中市 服部のひょうたん寿し 〒 561-0859 豊中市服部豊町1-2-6 06-6868-3990
豊中市 ALBAR服部店 〒 561-0859 豊中市服部豊町1-1-18 06-6867-3000
豊中市 やきとり・だいにんぐMALIBU 〒 561-0859 豊中市服部豊町1-6-1 06-6862-5510
豊中市 あわや 〒 561-0859 豊中市服部豊町1-3-8 06-6862-1190
豊中市 ごはん処　おかだや 〒 561-0859 豊中市服部豊町1-3-14 06-6863-6974
豊中市 服部珈琲 〒 561-0859 豊中市服部豊町1-2-2 なし
豊中市 グリルいけだ 〒 561-0859 豊中市服部豊町1-1-4 06-6864-3028
豊中市 阪急オアシス服部西店 〒 561-0859 豊中市服部豊町2-15-7 06-6867-6211
豊中市 阪急オアシス夕日丘店 〒 561-0864 豊中市夕日丘1-1-5 06-6857-7136
豊中市 イレブン 〒 561-0871 豊中市東寺内町13-10 コーポウエハラ1F 06-6338-5918
豊中市 阪急オアシス服部緑地店 〒 561-0871 豊中市東寺内町11-23 06-6386-7117
豊中市 ほっかほっか亭緑地公園駅前店 〒 561-0871 豊中市東寺内町13-10 06-6192-7551
豊中市 ８１９カフェ（ハイクカフェ） 〒 561-0874 豊中市長興寺南4-3-22 なし
豊中市 ムース 〒 561-0881 豊中市中桜塚2-25-12 ループトーアビル 06-6848-1113
豊中市 酒肴家　いち凛 〒 561-0881 豊中市中桜塚2-27-8 06-6858-3320
豊中市 ダイニングバー　トマト 〒 561-0881 豊中市中桜塚2-31-14 06-6841-4996
豊中市 沖縄そば　かじまやー 〒 561-0881 豊中市中桜塚2-20-10 06-6844-1515
豊中市 はり重 〒 561-0881 豊中市中桜塚1-2-38 06-6857-5601
豊中市 ＢＡＲ　ＨＡＲＩＪＹＵ 〒 561-0881 豊中市中桜塚1-2-38 2F 06-6841-3618
豊中市 ｐｌｕｇ・・・ 〒 561-0881 豊中市中桜塚2-20-10 サンリッチ豊中ビル1F 06-6855-0071
豊中市 さかな料理　魚甚 〒 561-0881 豊中市中桜塚2-20-10 サンリッチ豊中ビル 06-6845-6040
豊中市 珈琲専門店　かたすみⅡ 〒 561-0881 豊中市中桜塚2-25-5 06-6843-5398



豊中市 餃子の王将　岡町店 〒 561-0881 豊中市中桜塚2-25-7 島越ビル1F 06-6843-4777
豊中市 喫茶らん 〒 561-0881 豊中市中桜塚2-1-7 06-6850-8606
豊中市 有限会社　珉龍 〒 561-0881 豊中市中桜塚2-31-16 06-6849-3319
豊中市 鶏料理　六源 〒 561-0881 豊中市中桜塚3-10-35 B2センタービル1F 06-6845-6969
豊中市 喫茶　ココティー 〒 561-0885 豊中市岡町9-1 06-6853-7556
豊中市 そば処　のせや西店 〒 561-1859 豊中市服部豊町2-1-2 06-6862-7504
豊中市 喫茶　花林 〒 561-8691 豊中市城山町3-4-1 06-6865-7500
箕面市 きぬがさ 〒 562-0001 箕面市箕面1-8-6 072-723-2800
箕面市 モンキーヒル 〒 562-0001 箕面市箕面6-5-19 072-722-2105
箕面市 るうぷ 〒 562-0001 箕面市箕面5-11-23 メイプルホール2F 072-724-1294
箕面市 家庭料理 かみぞの 〒 562-0001 箕面市箕面5-1 箕面アルコスビル1F 072-721-0524
箕面市 かえで 〒 562-0001 箕面市箕面1-1-45 箕面阪急セブン1F 072-722-2065
箕面市 かみぞの 〒 562-0001 箕面市箕面5-1 箕面アルコスビル1F 072-721-0524
箕面市 喫茶サイド 〒 562-0001 箕面市箕面6-2-5 072-721-7314
箕面市 豊能障害者労働センター　キャベツ畑 〒 562-0001 箕面市箕面4-8-39 072-724-2544
箕面市 佳筍 〒 562-0001 箕面市箕面5-13-46 072-725-5370
箕面市 喫茶　木だち 〒 562-0001 箕面市箕面6-3-1-114 072-723-5056
箕面市 喫茶　バルビゾン 〒 562-0001 箕面市箕面1-3-14 072-721-0107
箕面市 Ｐｅｒ　Ｃａｆｆｅ　Ｂｉａｎｃｏ 〒 562-0001 箕面市箕面1-8-1 072-725-7111
箕面市 サルンポヮク 〒 562-0001 箕面市箕面6-2-18 072-764-8200
箕面市 得得　箕面店 〒 562-0001 箕面市箕面6-4-1 ノブレヴィラ1F 072-725-1270
箕面市 本場インド料理ディップラスナ 〒 562-0001 箕面市箕面6-4-28 サンクスみのお2番館1F 072-724-8558
箕面市 わさいず 〒 562-0001 箕面市箕面6-4-46 みのおメイト101 072-724-7538
箕面市 箕面けいさつ署内食堂 〒 562-0001 箕面市箕面5-11-35 箕面ケイサツ署内 072-722-0243
箕面市 魁羅洲 〒 562-0001 箕面市箕面6-5-1 072-725-5571
箕面市 café　cosy　cottage 〒 562-0001 箕面市箕面4-2-23 072-702-0596
箕面市 磯よし 〒 562-0001 箕面市箕面3-2-5 072-724-2477
箕面市 箕面交流懇親倶楽部 〒 562-0001 箕面市箕面6-3-1 みのおサンプラザ7F 072-721-5700
箕面市 久國紅仙堂 〒 562-0001 箕面市箕面1-1-40 072-721-2747
箕面市 スーパー居酒家　キッチンマルコン 〒 562-0001 箕面市箕面5-13-46-101 072-724-0551
箕面市 和食焼酎の店　高千穂神楽 〒 562-0001 箕面市箕面2-1-35 072-724-6541
箕面市 中華屋ＫｕｒｕｍＡ 〒 562-0001 箕面市箕面6-1-16 072-724-7111
箕面市 洋食　フェリーチェ 〒 562-0001 箕面市箕面6-1-32 072-720-3031
箕面市 和彩々　一慶 〒 562-0001 箕面市箕面5-13-47 072-725-5568
箕面市 ＶＩＡＭＩＮＯ（ヴィアミノ） 〒 562-0001 箕面市箕面5-13-46 072-725-3373
箕面市 ほっかほっか亭箕面郵便局前店 〒 562-0001 箕面市箕面5-11-3 072-720-5560
箕面市 クーネロコ 〒 562-0001 箕面市箕面3-3-31 072-721-5491
箕面市 つる家 〒 562-0002 箕面市箕面公園1-45 072-721-3380
箕面市 喜久寿司 〒 562-0003 箕面市西小路3-7-22 072-721-7661
箕面市 リリオ・モンタナ 〒 562-0003 箕面市西小路2-6-13 072-721-9697
箕面市 さざん 〒 562-0003 箕面市西小路4-4-33 072-725-0081
箕面市 磯よし 〒 562-0003 箕面市西小路4-6-1 072-724-3302
箕面市 お好み焼　なかむら 〒 562-0003 箕面市西小路4-4-1 072-724-1613
箕面市 和食さと 牧落店 〒 562-0004 箕面市牧落4-8-64 072-721-2074
箕面市 マクドナルド 牧落店 〒 562-0004 箕面市牧落3-13-1 072-724-7371
箕面市 ケンタッキー・フライドチキン箕面店 〒 562-0004 箕面市牧落1-7-36 072-720-2700
箕面市 おうちでごはん 〒 562-0004 箕面市牧落3-18-10 090-7494-3571
箕面市 昭月 〒 562-0004 箕面市牧落4-3-1 072-722-1326
箕面市 徳屋 〒 562-0004 箕面市牧落5-5-5 072-700-8999
箕面市 九州ラーメン黒兵衛　箕面総本店 〒 562-0004 箕面市牧落3-13-13 072-722-9991
箕面市 らーめん菜菜 〒 562-0004 箕面市牧落4-6-8 072-725-7739
箕面市 博多もつ鍋　山笠　織田屋 〒 562-0004 箕面市牧落3-13-33 アクティブ箕面1F 072-720-7111
箕面市 サンセット 〒 562-0004 箕面市牧落3-1-16 パチンコ箕面ソニック内 072-723-7808
箕面市 天鳳 〒 562-0004 箕面市牧落3-7-18 072-724-3320
箕面市 みのや 〒 562-0006 箕面市温泉町1-1 箕面温泉スパーガーデン2F 072-723-2323
箕面市 ベーカリー・トラットリア　ＩＳＡＭＵ 〒 562-0011 箕面市如意谷1-12-19 072-723-0136
箕面市 たこ焼　あーちゃん 〒 562-0011 箕面市如意谷2-7-26 なし
箕面市 ミーザン・プラス 〒 562-0011 箕面市如意谷2-8-30 ボワーム箕面1F 072-723-0555
箕面市 フレッシュフーズ ＫＩＫＵＹＡ 〒 562-0011 箕面市如意谷2-8-32 072-722-3570
箕面市 手造りハンバーグの店 〒 562-0012 箕面市白島2-28-7 072-722-1228
箕面市 ファミリーマート箕面白島店 〒 562-0012 箕面市白島2-29-19 072-720-7330
箕面市 ワールドスタイル 〒 562-0012 箕面市白島3-3-11 072-720-7001
箕面市 中華＆惣菜の店　くるま 〒 562-0013 箕面市坊島1-1-15 072-725-7077
箕面市 マクドナルド 箕面中央コープ店 〒 562-0013 箕面市坊島1-1 072-720-2748
箕面市 中井屋　コープ箕面中央店 〒 562-0013 箕面市坊島1-1-15 072-724-1250
箕面市 讃岐うどん　麦まる　箕面マーケットパークウィソラ 〒 562-0013 箕面市坊島4-5-20 マーケットパークウィソラウエスト1-1F(104) 072-725-5100
箕面市 Ｚａｉ１９４９ 〒 562-0013 箕面市坊島1-3-36 072-724-7182
箕面市 大阪北生活協同組合　コープ箕面中央 〒 562-0013 箕面市坊島1-1-15 072-720-3021
箕面市 愛菜　コープ箕面中央店内 〒 562-0013 箕面市坊島1-1-15 072-725-7031
箕面市 小麦の森　コープ箕面中央店 〒 562-0013 箕面市坊島1-1-15 072-720-3021
箕面市 せんしゅう 〒 562-0013 箕面市坊島1-2-4 072-721-7757
箕面市 セブンイレブン　箕面坊島５丁目店 〒 562-0013 箕面市坊島5-1-32 072-722-7211
箕面市 わらび 〒 562-0013 箕面市坊島1-2-5 072-721-5122
箕面市 カレーハウスCoCo壱番屋 ｖｉｓｏｌａ箕面店 〒 562-0013 箕面市坊島4-5-20 072-720-6551
箕面市 焼肉屋さかい　みのおキューズモール店 〒 562-0013 箕面市坊島4-5-20 みのおキューズモール店 WEST1F 072-720-7722
箕面市 箕面市立病院食堂 〒 562-0014 箕面市萱野5-7-1 072-728-2001
箕面市 喫茶るうぷライフプラザ店 〒 562-0014 箕面市萱野5-8-1 072-727-9546
箕面市 らいすあべにゅー箕面芝店 〒 562-0014 箕面市萱野2-1-34 072-723-4833
箕面市 IndoorGolf&Café　ｍｅｅｎｏ 〒 562-0014 箕面市萱野2-6-22-1F 072-702-0007
箕面市 美々卯　箕面店 〒 562-0015 箕面市稲1-1-19 072-720-5688
箕面市 金毘羅製麺　箕面稲店 〒 562-0015 箕面市稲3-1-3 072-721-2317
箕面市 (株)フォト・シー・コーポレーション　フォト・Ｃ・スタジオ 〒 562-0015 箕面市稲6-6-14 072-730-2187
箕面市 横綱 〒 562-0022 箕面市粟生間谷東2-320-2 072-729-6490
箕面市 Café　Lao　（カフェラオ） 〒 562-0022 箕面市粟生間谷東6-8-2 072-727-5840
箕面市 ガラシア病院外来レストラン 〒 562-0023 箕面市粟生間谷西6-14-1 072-726-6400
箕面市 ＨＥＲＢＡＬ　ＩＮＤＯ　ＹＯＧＡ 〒 562-0023 箕面市粟生間谷西2-6 箕面粟生団地2-101 072-734-6210
箕面市 喫茶ロロ 〒 562-0023 箕面市粟生間谷西1-1-1 サンライフ新家1F 072-728-8867
箕面市 ほっかほっか亭箕面粟生間谷店 〒 562-0023 箕面市粟生間谷西3-11 072-726-1530
箕面市 フロント 〒 562-0024 箕面市粟生新家5-6-14 072-729-2077
箕面市 ケンタッキー・フライドチキン小野原店 〒 562-0024 箕面市粟生新家3-3-29 072-730-2700
箕面市 ジョリーパスタ　箕面店 〒 562-0024 箕面市粟生新家1-12-27 072-730-0351
箕面市 餃子の王将　箕面店 〒 562-0024 箕面市粟生新家1-3-5 072-729-9868
箕面市 希永軒 〒 562-0025 箕面市粟生外院351-1 072-727-6688
箕面市 太鼓亭 箕面外院店 〒 562-0026 箕面市外院1-2-9 072-727-0700
箕面市 ＩＣＨＩＲＩＮ　ＣＯＦＦＥＥ　箕面本店 〒 562-0026 箕面市外院3-4-35 072-726-5206
箕面市 あっとほーむ弁当 〒 562-0026 箕面市外院3-7-35 072-730-6950
箕面市 ゆんた 〒 562-0027 箕面市石丸2-7-1 岡田ビル1F 072-772-3010
箕面市 乃むら 〒 562-0027 箕面市石丸1-16-2 072-729-9961
箕面市 ラウンジ「花みずき」アクティブライフ箕面内 〒 562-0031 箕面市小野原東6-24-3 072-727-2700



箕面市 マクドナルド １７１小野原店 〒 562-0031 箕面市小野原東1-1-36 072-728-3703
箕面市 串かつ・どて焼　新世界 〒 562-0031 箕面市小野原東3-13-32 1F 072-728-1234
箕面市 旬彩庵　小野原店 〒 562-0031 箕面市小野原東6-2 まねき屋内 072-730-0171
箕面市 イタリアン　リストランテ　シエナの丘 〒 562-0031 箕面市小野原東3-9-43 072-727-6691
箕面市 デリチュース 〒 562-0031 箕面市小野原東5-1-27 072-730-0177
箕面市 サブロク　カフェ 〒 562-0031 箕面市小野原東3-9-43 1-E なし
箕面市 鉄板焼　仁 〒 562-0031 箕面市小野原東3-8-30 072-700-0512
箕面市 炭火焼肉　七輪 〒 562-0031 箕面市小野原東5-8-3 072-726-3558
箕面市 魚精寿司本店 〒 562-0032 箕面市小野原西1-3-1 072-729-4041
箕面市 ａ　ｔｒｉｏ 〒 562-0032 箕面市小野原西3-21-17 072-726-2884
箕面市 ファミリーマート　小野原西店 〒 562-0032 箕面市小野原西6-1-7 072-749-0121
箕面市 ＶＥＲＹ　ＢＥＲＲＹ 〒 562-0032 箕面市小野原西5-11-38 072-728-0288
箕面市 ほっかほっか亭箕面小野原店 〒 562-0032 箕面市小野原西5-12-8 072-749-0230
箕面市 海の家 〒 562-0033 箕面市今宮3-25-19 090-6243-4721
箕面市 とりでん　箕面今宮店 〒 562-0033 箕面市今宮4-10-55 072-728-9494
箕面市 ちょっと小さなお好み焼き「わ」 〒 562-0034 箕面市西宿1-17-22 E1-109 072-727-3011
箕面市 ファーストキッチン　箕面マーケットパークヴィソラ店 〒 562-0034 箕面市西宿1-17-22 箕面マーケットパークヴィソラ EAST1-1F 072-749-5037
箕面市 ローソン箕面西宿二丁目店 〒 562-0034 箕面市西宿2-22-2 072-727-0766
箕面市 イオン箕面店 〒 562-0034 箕面市西宿1-15-30 072-726-0888
箕面市 タリーズコーヒー　イオン箕面店 〒 562-0034 箕面市西宿1-15-30 イオン箕面店2F 072-726-1771
箕面市 カプリチョーザ　イオン箕面店 〒 562-0034 箕面市西宿1-15-30 イオン箕面店2F 072-730-0312
箕面市 花ぐるま 〒 562-0034 箕面市西宿1-15-30 イオン箕面店1F 072-727-2023
箕面市 大地の詩　みのおキューズモール店　 〒 562-0034 箕面市西宿1-13-10 みのおキューズモール店 EAST3F 072-727-1221
箕面市 ひな野　みのおキューズモール店 〒 562-0034 箕面市西宿1-13-10 みのおキューズモール店 EAST1F 072-737-9430
箕面市 韓菜　イオン箕面店 〒 562-0034 箕面市西宿1-15-30 イオン箕面店1F 072-726-2241
箕面市 スターバックスコーヒー　みのおキューズモール店 〒 562-0034 箕面市西宿1-17-22 みのおキューズモール店 EAST2F 072-749-6745
箕面市 家族亭　みのおキューズモール店 〒 562-0034 箕面市西宿1-13-10 みのおキューズモール店 3F 072-749-6815
箕面市 とろ麦　みのおキューズモール店 〒 562-0034 箕面市西宿1-13-10 みのおキューズモール店 EAST3F 072-726-5619
箕面市 なか卯　箕面西宿店 〒 562-0034 箕面市西宿2-22-7 072-749-5122
箕面市 新とよ 〒 562-0035 箕面市船場東3-1-6 COM2号館B1F 072-729-9727
箕面市 マクドナルド 箕面ＳＳＯＫ店 〒 562-0035 箕面市船場東2-2-2 072-728-3850
箕面市 Hong　Kong　Side 〒 562-0035 箕面市船場東3-10-28-102 072-726-5426
箕面市 イベット 〒 562-0035 箕面市船場東3-10-28 大平ビル103 072-729-2734
箕面市 鶴橋風月ビーバーワールド箕面船場店 〒 562-0035 箕面市船場東3-13-11 072-726-3988
箕面市 箕面湯元水春レストラン 〒 562-0035 箕面市船場東3-13-11 ビーバーワールド箕面船場2F 072-726-4126
箕面市 回転寿司　北海横綱 〒 562-0035 箕面市船場東3-13-11 ビーバーワールド箕面船場1F 072-726-3999
箕面市 花あかり 〒 562-0035 箕面市船場東3-10-28-200 072-729-8528
箕面市 アジアンダイニング　LEI CAN TING 〒 562-0035 箕面市船場東3-3-11 072-749-0037
箕面市 セブン・イレブン　箕面船場東店 〒 562-0035 箕面市船場東2-1-20 072-727-7750
箕面市 琉球手料理　百々日家（むむかやー） 〒 562-0035 箕面市船場東3-10-28 太平ビル1F 072-727-6680
箕面市 ラ・リベルタ 〒 562-0036 箕面市船場西3-6-43 バリューコート壱番館105号 072-727-1400
箕面市 サークルＫ　箕面船場店 〒 562-0036 箕面市船場西1-4-4 なし
箕面市 真輪 〒 562-0036 箕面市船場西1-8-26 サニーヒルズ船場1F 072-728-8798
箕面市 ビュッフェレストラン　ラディッシュ 〒 562-0036 箕面市船場西1-14-20 072-730-5039
箕面市 げんぺい 〒 562-0036 箕面市船場西2-2-18 (株)プリメール開発内 072-729-8030
箕面市 福寿し 〒 562-0041 箕面市桜1-1-1 072-723-3544
箕面市 ヒロ珈琲 〒 562-0041 箕面市桜4-18-3 072-722-1075
箕面市 みのお　味の吉川 〒 562-0041 箕面市桜6-3-22 072-725-0070
箕面市 Ｃａｆｅ　ケルン 〒 562-0041 箕面市桜4-17-2 072-721-9352
箕面市 (有)中新 〒 562-0042 箕面市百楽荘1-1-12 072-721-2340
箕面市 スシロー箕面店 〒 562-0042 箕面市百楽荘4-5-15 072-723-4123
箕面市 くるま 〒 562-0043 箕面市桜井2-2-1 072-723-8840
箕面市 千鳥 〒 562-0043 箕面市桜井2-1-19 072-721-2104
箕面市 薮庵 〒 562-0043 箕面市桜井2-4-3 072-723-9448
箕面市 中山商店 〒 562-0043 箕面市桜井2-2-1 (桜井スーパーマーケット内) 072-722-3329
箕面市 工房　Ａｈ 〒 562-0043 箕面市桜井2-10-5 阪急桜井市場内 072-725-3515
箕面市 ｍｅｎｕ 〒 562-0043 箕面市桜井2-10-5 阪急桜井市場内 072-724-7246
箕面市 お食事処　さくらい 〒 562-0043 箕面市桜井2-5-5 072-722-2095
箕面市 Ｃａｆｅ　アトリエ 〒 562-0043 箕面市桜井2-5-1 072-725-9004
箕面市 きぬがさや 〒 562-0043 箕面市桜井1-10-3 072-721-2813
箕面市 なか卯　箕面桜井店 〒 562-0043 箕面市桜井3-3-4 072-725-5117
箕面市 ルポポ 〒 562-0043 箕面市桜井1-13-25 072-721-5038
箕面市 インド・ネパール料理　Ｄｉｌｋｈｕｓ 〒 562-0043 箕面市桜井3-1-15 072-723-0170
箕面市 マクドナルド １７１号箕面店 〒 562-0045 箕面市瀬川4-3-45 072-724-2326
箕面市 ルフラン瀬川店 〒 562-0045 箕面市瀬川5-1-1 072-720-7507
箕面市 やきとり大吉石橋店 〒 562-0045 箕面市瀬川5-2-17 072-724-6568
箕面市 おまめさん（宅配弁当） 〒 562-0045 箕面市瀬川2-15-7 072-723-6196
箕面市 阪急オアシス箕面店 〒 562-0045 箕面市瀬川5-1-1 072-720-7337
池田市 かやの木 〒 563-0011 池田市伏尾町634-1 072-752-2515
池田市 ファミリーマート　池田中川原町店 〒 563-0013 池田市中川原町157-1 072-750-2077
池田市 野沢屋 〒 563-0014 池田市木部町46-1 072-752-2390
池田市 ファミリーマート　池田木部町店 〒 563-0014 池田市木部町447-1 072-750-2852
池田市 食料品　オカダ 〒 563-0015 池田市古江町469 072-751-8189
池田市 和みの藏 〒 563-0021 池田市畑4-17-13 シャトーラルウェット1F 072-753-0202
池田市 マルナカストアー 〒 563-0021 池田市畑1-6-28 072-752-4147
池田市 ほっかほっか亭畑２丁目店 〒 563-0021 池田市畑2-4-1 072-752-1706
池田市 鉄板創作料理　このみ 〒 563-0022 池田市旭丘1-10-8 なし
池田市 セブン・イレブン　池田旭丘１丁目店 〒 563-0022 池田市旭丘1-417-4 072-753-7768
池田市 サークルＫ　池田旭丘一丁目店 〒 563-0022 池田市旭丘1-9-25 072-762-8778
池田市 一望 〒 563-0022 池田市旭丘1-5-31 072-762-2950
池田市 粉もん屋　こんなもんや 〒 563-0022 池田市旭丘1-7-1 072-741-1601
池田市 マンジャーレくれは 〒 563-0022 池田市旭丘2-4-11 フラッツ・クレハ101 072-763-0338
池田市 ナチュラルカフェ　ＧＯＳＯＵ 〒 563-0022 池田市旭丘1-10-8 072-752-4555
池田市 寿恵廣寿司 〒 563-0023 池田市井口堂3-1-13 072-761-1504
池田市 音羽茶屋　池田総本店 〒 563-0023 池田市井口堂1-13-12 072-763-1237
池田市 三菓亭 〒 563-0023 池田市井口堂1-9-23 072-761-9800
池田市 喫茶　アンダンテ 〒 563-0023 池田市井口堂1-9-26 072-761-1731
池田市 Ｆｅｒｄｉｎａｎｄ 〒 563-0023 池田市井口堂1-12-2 072-763-5599
池田市 ザめしや　池田店 〒 563-0023 池田市井口堂1-13-10 072-761-5651
池田市 博多ラーメンげんこつ石橋店 〒 563-0023 池田市井口堂1-13-5 072-761-3310
池田市 たこ焼Ｂａｒ　Ｔａｃｏｍｏｃｏ 〒 563-0023 池田市井口堂1-10-18 第2セントラルマンションビル1F 072-786-1451
池田市 和ゴコロ 〒 563-0023 池田市井口堂3-2-13 072-763-1154
池田市 和食さと池田東店 〒 563-0024 池田市鉢塚1-1-16 072-762-1174
池田市 ばんまい 〒 563-0024 池田市鉢塚3-15-5A 072-761-0064
池田市 スシロー池田店 〒 563-0024 池田市鉢塚1-7-1 072-754-1970
池田市 まる味食品株式会社（宅配弁当） 〒 563-0024 池田市鉢塚1-2-12 072-751-1135
池田市 やきやきや 〒 563-0024 池田市鉢塚2-2-2 072-763-1045
池田市 市立池田病院内パーラー池田 〒 563-0025 池田市城南3-1-18 072-754-6346
池田市 府・市合同庁舎内パーラー池田 〒 563-0025 池田市城南1-1-1 072-752-4111



池田市 麺処くれは 〒 563-0025 池田市城南2-3-1 072-752-2511
池田市 レストラン　さつき 〒 563-0025 池田市城南3-1-18 市民病院内 072-754-0300
池田市 はいから酒場　頓珍舘 〒 563-0025 池田市城南1-2-3 072-751-0870
池田市 (株)王将フードサービス　池田店 〒 563-0025 池田市城南2-7-24 072-751-0890
池田市 おいちい～ 〒 563-0025 池田市城南3-9-16 なし
池田市 創作日本料理　かえで 〒 563-0025 池田市城南3-9-13 072-753-5530
池田市 和牛焼肉丼の店　一 〒 563-0025 池田市城南2-7-1 072-752-3789
池田市 今日庵 〒 563-0028 池田市渋谷1-5-23 072-753-1716
池田市 サンクサンス 〒 563-0029 池田市五月丘4-6-2 メゾン五月丘1F 072-734-6928
池田市 お好み焼き　こころ 〒 563-0031 池田市天神1-6-21 072-761-8637
池田市 池田市民文化会館コルネット店 〒 563-0031 池田市天神1-7-1 072-761-4141
池田市 中国小皿料理　彩七 〒 563-0031 池田市天神1-1-16 レッドボックスビル1F 072-763-1147
池田市 焼とり　でんすけ 〒 563-0031 池田市天神2-3-10 なし
池田市 クレープ　ｂｏｎ＊ｂｏｎ 〒 563-0031 池田市天神2-3-11 072-762-6320
池田市 鮨　きた岡 〒 563-0031 池田市天神1-6-4 カサロッサ2F 072-761-1640
池田市 入船 〒 563-0032 池田市石橋1-11-13 072-762-3810
池田市 さつき食堂 〒 563-0032 池田市石橋1-12-19 072-761-8520
池田市 鮨虎 〒 563-0032 池田市石橋1-15-2 (石橋商店街) 072-761-8824
池田市 鮨虎支店 〒 563-0032 池田市石橋1-13-5 (石橋商店街) 072-761-8919
池田市 一花 〒 563-0032 池田市石橋2-2-3 072-761-0368
池田市 マクドナルド 石橋店 〒 563-0032 池田市石橋1-3-12 (石橋商店街) 072-762-6471
池田市 スシマス 石橋店 〒 563-0032 池田市石橋1-2-12 (石橋商店街) 072-762-3128
池田市 お菓子司　松家本舗 〒 563-0032 池田市石橋1-5-5 (石橋商店街) 072-761-8168
池田市 タローパン 〒 563-0032 池田市石橋1-12-4 (石橋商店街) 072-761-8480
池田市 ＣＡＦＥ　ａｔａ　カフェ　アタ 〒 563-0032 池田市石橋1-7-3 072-763-3326
池田市 薔薇園 〒 563-0032 池田市石橋1-7-2 072-761-7901
池田市 喫茶　ファミリー 〒 563-0032 池田市石橋1-14-9 072-761-7847
池田市 居酒屋　万 〒 563-0032 池田市石橋1-1-11 072-761-5686
池田市 とり竹　本店 〒 563-0032 池田市石橋2-12-11 072-761-6475
池田市 とり竹　南蛮亭 〒 563-0032 池田市石橋2-15-30 072-761-7070
池田市 とり竹　パートⅡ 〒 563-0032 池田市石橋2-2-8 072-761-2753
池田市 酔虎伝石橋店 〒 563-0032 池田市石橋1-2-6 072-761-0111
池田市 焼き鳥ダイニングバー　みつを 〒 563-0032 池田市石橋2-15-31 072-763-2011
池田市 喫茶･軽食　マルコ 〒 563-0032 池田市石橋1-5-1 072-761-6886
池田市 武蔵 〒 563-0032 池田市石橋1-8-8 072-762-6211
池田市 はちの巣 〒 563-0032 池田市石橋1-14-11 072-763-3456
池田市 沖縄ホルモン　きじむなー 〒 563-0032 池田市石橋1-16-1 072-762-0014
池田市 阪急オアシス石橋店 〒 563-0032 池田市石橋1-8-19 072-762-3050
池田市 なか卯　阪急石橋店 〒 563-0032 池田市石橋1-8-12 アゼリアタワービル1F 072-760-0017
池田市 ラーメン　おくや 〒 563-0032 池田市石橋1-11-1 072-761-8532
池田市 ＡＬＢＡＲ石橋店 〒 563-0032 池田市石橋2-2-12 072-761-6300
池田市 野乃鳥　本店　 〒 563-0033 池田市住吉2-14-7 072-762-1100
池田市 うまいはず 〒 563-0033 池田市住吉1-4-5 池田マンション1F 072-762-0622
池田市 酒房　温 〒 563-0034 池田市空港1-3-18 06-6152-2037
池田市 鮨処　あや 〒 563-0036 池田市豊島北2-3-23 072-761-8552
池田市 ランタン 〒 563-0041 池田市満寿美町4-9 072-752-2997
池田市 ジュライ 〒 563-0041 池田市満寿美町11-19 072-751-9197
池田市 ダイエー池田駅前店（惣菜販売） 〒 563-0041 池田市満寿美町2-2 072-753-4147
池田市 伸忠企画「男のたこやき」 〒 563-0041 池田市満寿美町9-18 なし
池田市 博多一風堂池田店 〒 563-0041 池田市満寿美町2-10 072-750-3129
池田市 Ｌｕｋｅ　Ｃａｆｅ 〒 563-0041 池田市満寿美町13-7 072-752-7188
池田市 和せいりゅう 〒 563-0041 池田市満寿美町5-6 ハイツハタノ103 090-7882-1189
池田市 広島風お好み焼　珍多楽 〒 563-0042 池田市宇保町8-34 072-751-4868
池田市 神喜 〒 563-0043 池田市神田1-21-14 072-752-2658
池田市 お好み焼き　芳月 〒 563-0043 池田市石橋1-4-6 (石橋商店街) 072-762-4537
池田市 ｃａｆｅ　咲ｃｅｅｄ 〒 563-0043 池田市神田4-13-41 072-735-7116
池田市 花水木 〒 563-0043 池田市神田1-16-8 072-752-2728
池田市 中国料理　萬八 〒 563-0043 池田市神田3-20-22 072-751-7361
池田市 ほっかほっか亭池田中央店 〒 563-0043 池田市神田1-21-10 072-753-5501
池田市 ダイハツ厚生年金基金会館 〒 563-0045 池田市桃園1-2-13 072-752-3008
池田市 みはる 〒 563-0046 池田市姫室町2-9 072-751-7452
池田市 味樂 〒 563-0046 池田市姫室町6-19 072-753-0200
池田市 ふう鐘 〒 563-0046 池田市姫室町2-11 072-751-9944
池田市 味まる 〒 563-0047 池田市室町1-6 池田中央市場内 なし
池田市 エインヂェる 〒 563-0047 池田市室町2-32 072-752-5513
池田市 居心伝　阪急池田駅前店 〒 563-0047 池田市室町1-3 池田駅前ビル1F 072-753-5401
池田市 池田屋 〒 563-0047 池田市室町1-6 072-751-2188
池田市 かき峰 〒 563-0048 池田市呉服町2-10 072-751-3735
池田市 オリーブ亭 〒 563-0048 池田市呉服町2-12 072-753-3210
池田市 中華料理　白鳳 〒 563-0048 池田市呉服町1-1 サンシティ池田B1-125 072-753-9812
池田市 珈琲館　サリー 〒 563-0048 池田市呉服町1-1-202 072-752-0032
池田市 お食事処　ふじた 〒 563-0048 池田市呉服町1-1-B134 072-751-8553
池田市 食茶房　こころ 〒 563-0048 池田市呉服町2-12 072-752-6638
池田市 阪急オアシス池田店 〒 563-0048 池田市呉服町1-1-B-140 072-753-0054
池田市 TAJ　MAHALEVEREST池田店 〒 563-0048 池田市呉服町1-1 サンシティ池田B1 072-748-1515
池田市 酒房　がんがら 〒 563-0054 池田市大和町5-8 072-751-9009
池田市 よっちゃん 〒 563-0055 池田市菅原町2-14 072-754-5355
池田市 うお友 〒 563-0055 池田市菅原町7-1 072-753-5503
池田市 とんかつ花むら　池田店 〒 563-0055 池田市菅原町4-1 ブランマルシェ1番館 072-752-1802
池田市 野乃鳥　呉華　 〒 563-0055 池田市菅原町2-4 藤川ビル1F 072-751-1498
池田市 照の家 〒 563-0055 池田市菅原町2-12 1F 072-753-9815
池田市 酒肴料理　菜々海 〒 563-0055 池田市菅原町2-12 072-753-5773
池田市 ローソン池田市役所前店 〒 563-0055 池田市菅原町11-1 072-753-1992
池田市 八剣伝阪急池田駅前店 〒 563-0055 池田市菅原町2-4 藤川ビル1F 072-750-3389
池田市 牛蒡（ごんぼ） 〒 563-0055 池田市菅原町2-14 3F 072-752-0100
池田市 cafe gallery phteah 〒 563-0055 池田市菅原町10-8 072-737-5326
池田市 家族亭 池田店 〒 563-0056 池田市栄町1-1 ブランマルシェ2番館 072-752-6876
池田市 クーズコンセルボ　池田店 〒 563-0056 池田市栄町1-1 阪急池田ブランマルシェ2番館 072-753-5576
池田市 ほんまもん麺料理　ひら川 〒 563-0056 池田市栄町10-3 072-751-2159
池田市 カレーハウスCoCo壱番屋　阪急池田駅前店 〒 563-0056 池田市栄町1-1 072-750-6918
池田市 シェージョルジュ 〒 563-0056 池田市栄町7-13 072-753-3236
池田市 ロッテリア　阪急池田駅店 〒 563-0056 池田市栄町1-1 072-750-2878
池田市 開花亭 〒 563-0056 池田市栄町3-14 072-751-1539
池田市 笑福中華　恵美寿 〒 563-0056 池田市栄町6-17 072-753-8639
池田市 ｃａｆｅ　Ｔｕｉｌｕ 〒 563-0056 池田市栄町4-4 ウイスパービル2F 070-5042-5699
池田市 カフェバール　ｐｏｃｏ　ａ　ｐｏｃｏ（ぽこあぽこ） 〒 563-0056 池田市栄町3-12 2F 072-751-2810
池田市 麺惣更科 〒 563-0058 池田市栄本町2-9 072-751-1854
池田市 ＞神（てんじん） 〒 563-0058 池田市栄本町1-6 072-754-4500
池田市 神宮茶処あじゃり 〒 563-0058 池田市栄本町12-4 シャンティ池田1F 072-754-1258



池田市 ピッツェリア　パンチャ　ピエーナ 〒 563-0058 池田市栄本町1-1 072-754-5564
池田市 おやじカレー 〒 563-0058 池田市栄本町1-6 072-754-5056
池田市 ｃａｆｅ　ｍｉｎａｔｕｋｉ 〒 563-0058 池田市栄本町4-23 072-737-5827
池田市 吾妻 〒 563-0059 池田市西本町6-17 072-751-3644
池田市 カフェ　ルージュ 〒 563-0059 池田市西本町1-9 072-751-4473
豊能郡豊能町 かめたに(妙見口駅前) 〒 563-0101 豊能郡豊能町吉川143-3 072-738-1122
豊能郡豊能町 かめたに(吉川支所前) 〒 563-0102 豊能郡豊能町ときわ台5-8-11 072-738-0660
豊能郡豊能町 ＣＯＣＯ　ＣＯＯＫ 〒 563-0103 豊能郡豊能町東ときわ台3-2-8 072-738-0081
豊能郡豊能町 ｍａｎｎａ 〒 563-0105 豊能郡豊能町新光風台1-2-5 072-738-8878
豊能郡能勢町 ＣｏＣｏＲｏ 〒 563-0113 豊能郡能勢町倉垣1568-1 072-737-1138
豊能郡能勢町 喫茶　カラオケ来夢 〒 563-0114 豊能郡能勢町山内27 072-737-2008
豊能郡能勢町 やまのさと 〒 563-0122 豊能郡能勢町上田尻225 072-737-0670
豊能郡豊能町 ファミリーマート豊能町余野店 〒 563-0129 豊能郡豊能町余野 072-732-2091
豊能郡能勢町 富士屋 〒 563-0132 豊能郡能勢町野間中661 072-739-0337
豊能郡能勢町 アーちゃん 〒 563-0132 豊能郡能勢町野間中694-2 072-737-0706
豊能郡能勢町 アートレイクゴルフ場レストラン 〒 563-0135 豊能郡能勢町野間西山95-3 072-737-0888
豊能郡豊能町 赤れんが 〒 563-0211 豊能郡豊能町牧宮前7-2 072-739-1767
豊能郡豊能町 にしうら 〒 563-0215 豊能郡豊能町木代776 072-739ｰ0538
豊能郡豊能町 喫茶サンルーム 〒 563-0219 豊能郡豊能町余野139-1 072-739-0827
豊能郡豊能町 たこ　その２　 〒 563-0219 豊能郡豊能町余野293-5 072-739ｰ0595
箕面市 ブーランジェリー　シェフヤマモト 〒 563-0256 箕面市森町北1-4-4 072-741-4305
豊能郡能勢町 若田亭 〒 563-0341 豊能郡能勢町宿野479 072-734-0772
豊能郡能勢町 牛福 〒 563-0341 豊能郡能勢町宿野281 072-734-4129
豊能郡能勢町 観光センターくるす 〒 563-0351 豊能郡能勢町栗栖12-1 072-734-0652
豊能郡能勢町 一富士 〒 563-0351 豊能郡能勢町栗栖3-8 072-734-0348
豊能郡能勢町 ショッピングスクエア ＮＯＳＥ ＢＯＸ 〒 563-0351 豊能郡能勢町栗栖60-1 072-731-2233
豊能郡能勢町 喫茶ゆめ 〒 563-0351 豊能郡能勢町栗栖82-1 なし
豊能郡能勢町 ニュー大巳 〒 563-0352 豊能郡能勢町大里177-1 072-734-0178
豊能郡能勢町 ふれあいの家 〒 563-0352 豊能郡能勢町大里553 072-734-3308
豊能郡能勢町 有限会社　博多地どり　市右ヱ門 〒 563-0354 豊能郡能勢町片山211-7 072-734-2277
豊能郡能勢町 一千鶴 〒 563-0355 豊能郡能勢町下田262 072-734-1891
豊能郡能勢町 うお福 〒 563-0361 豊能郡能勢町今西184 072-734-0773
豊能郡能勢町 汐の湯温泉食堂 〒 563-0362 豊能郡能勢町森上317 072-734-0021
豊能郡能勢町 たこ一番 〒 563-0362 豊能郡能勢町森上586 072-734-2621
豊能郡能勢町 久や 〒 563-0363 豊能郡能勢町稲地169-1 072-734-2051
豊能郡能勢町 能勢町観光物産センター　ひだまり 〒 563-0364 豊能郡能勢町平野535 072-731-2626
豊能郡能勢町 新橋亭 〒 563-0364 豊能郡能勢町平野124-1 072-734-0100
豊能郡能勢町 ブランコ 〒 563-0371 豊能郡能勢町天王141-1 072-734-1534
豊能郡能勢町 ツリーハウス 〒 563-0371 豊能郡能勢町天王285-167 072-734-3963
豊能郡能勢町 ｃａｆｅ　ｓｏｔｏ 〒 563-0372 豊能郡能勢町山辺1281 072-734-0810
吹田市 ジョリ－パスタ　吹田岸部店 〒 564-0001 吹田市岸部北5-20-8 06-6193-5051
吹田市 喫茶　ひまわり 〒 564-0001 吹田市岸部北1-24-1 協和会病院内1F 06-6380-3801
吹田市 向山商店　小路(こころ) 〒 564-0001 吹田市岸部北2-5-10 06-6388-2488
吹田市 感激たぬき　千里本店 〒 564-0001 吹田市岸部北5-11-1 06-6380-8989
吹田市 味の味料理　ｃｏやんて 〒 564-0001 吹田市岸部北5-12-13 プレゼンスハイツ1F 06-6310-1891
吹田市 お食事　ちゅん太郎 〒 564-0001 吹田市岸部北5-10-28 06-6380-0024
吹田市 和食さと　吹田岸部店 〒 564-0001 吹田市岸部北5-19-3 06-4861-7678
吹田市 らぁ麺　とっとこ 〒 564-0001 吹田市岸部北5-12-9-1 06-6339-5535
吹田市 シカゴデリータ吹田店 〒 564-0001 吹田市岸部北5-40-3 パレス岡本1F 06-6878-1650
吹田市 食堂カフェｐｏｔｔｏ×タニタカフェ　吹田紫金山店 〒 564-0001 吹田市岸部北4-15-2 06-6155-4910
吹田市 スシロー岸辺店 〒 564-0002 吹田市岸部中3-28-14 06-6193-9281
吹田市 喫茶　☆ココ 〒 564-0004 吹田市原町4-11-8 パークコート原町1F 06-6338-0705
吹田市 らいすあべにゅー岸辺駅前店 〒 564-0011 吹田市岸部南1-24-8 06-6319-2210
吹田市 そば処　そば辰 〒 564-0011 吹田市岸部南1-17-2 06-6381-1810
吹田市 お好み焼　ヒゲちゃん 〒 564-0011 吹田市岸部南1-6-31 06-6382-8378
吹田市 八角 〒 564-0011 吹田市岸部南1-17-17 06-6381-8860
吹田市 ガスト岸辺駅前店 〒 564-0011 吹田市岸部南1-2-6 06-6318-0035
吹田市 牛らく 〒 564-0011 吹田市岸部南1-6-6 06-6381-2983
吹田市 八剣伝　ＪＲ岸部駅前店 〒 564-0011 吹田市岸部南1-25-7 33番街2F 06-6318-0733
吹田市 海心丸　ＪＲ岸辺店 〒 564-0011 吹田市岸部南1-25-7 33番館1F 06-6318-0980
吹田市 ほっかほっか亭岸辺駅前店 〒 564-0011 吹田市岸部南1-18-7 06-6383-3601
吹田市 お食事処　峰 〒 564-0012 吹田市南正雀2-6-12 06-6383-3849
吹田市 吹田　３Ｑ 〒 564-0012 吹田市南正雀4-8-5 06-4860-3239
吹田市 レストラン　なでしこ 〒 564-0013 吹田市川園町1-2 済生会吹田病院地下1F 06-6319-1824
吹田市 カフェクリエイト 〒 564-0014 吹田市吹東町67-2 06-6383-8000
吹田市 カフェ＆キッチン　吉都 〒 564-0014 吹田市吹東町37-30 06-4860-4133
吹田市 𠮷𠮷野家　ビエラ岸辺店 〒 564-0018 吹田市岸部新町5-45 06-6318-6400
吹田市 ヘルシーフィールド　キッチンＫＥＮＴＯ 〒 564-0018 吹田市岸部新町5-45 ビエラ岸辺健都2F 06-6310-1649
吹田市 エ・プロント　ビエラ岸辺健都店 〒 564-0018 吹田市岸部新町5-45 ビエラ岸辺健都2F 06-4860-6725
吹田市 カンデオホテルズ　大阪岸辺 〒 564-0018 吹田市岸部新町5-45 06-6190-1500
吹田市 うどん酒菜　ふうふや　岸辺店 〒 564-0018 吹田市岸部新町5-45 ビエラ岸辺健都2F 06-6318-6811
吹田市 株式会社平和堂　フレンドマート健都店 〒 564-0018 吹田市岸部新町5-45 06-6310-7290
吹田市 からふね屋ＣＡＦＥ　岸辺健都店 〒 564-0018 吹田市岸部新町5-45 06-6155-6591
吹田市 吹田市民病院内レストラン　ビアンモール 〒 564-0018 吹田市岸部新町5-7　吹田市民病院２階 06-6337-5065
吹田市 手打ちうどんよし田 〒 564-0026 吹田市高浜町10-40 06-6382-2342
吹田市 えびすや食堂 〒 564-0026 吹田市高浜町1-1 06-6381-1934
吹田市 レストラン　サン・スーシ　Ｓａｎｓ－souci 〒 564-0026 吹田市高浜町9-2中央ビル1F 06-6383-5525
吹田市 割烹・寿司 むろ井 〒 564-0027 吹田市朝日町15-6 06-6381-1464
吹田市 なるを 〒 564-0027 吹田市朝日町5-26 06-6381-2073
吹田市 みんみん 吹田さんくす店 〒 564-0027 吹田市朝日町2 吹田サンクス2番館 06-6381-1151
吹田市 マクドナルド 吹田さんくす店 〒 564-0027 吹田市朝日町2-123 吹田サンクス2番館 06-6318-2931
吹田市 天ぷら食堂魚徳 〒 564-0027 吹田市朝日町27-23 06-6381-2022
吹田市 居酒屋　えいちゃん 〒 564-0027 吹田市朝日町16-9 奥田住宅センター1F 06-6381-1031
吹田市 第５コミュニティキャンパス　ポコポコ亭 〒 564-0027 吹田市朝日町18-12 06-6317-3901
吹田市 お好み焼　おいしんぼ 〒 564-0027 吹田市朝日町5-20 06-6381-3123
吹田市 寿重広（うどん、そば） 〒 564-0027 吹田市朝日町14-1 06-6383-2321
吹田市 一品料理　山川 〒 564-0027 吹田市朝日町16-7 06-6381-7557
吹田市 蘭豆 〒 564-0027 吹田市朝日町15-24 大田ビル2F 06-6382-2131
吹田市 海心丸　ＪＲ吹田店 〒 564-0027 吹田市朝日町5-6 06-6382-2640
吹田市 えいちゃん酒場 〒 564-0027 吹田市朝日町2 サンクス地階B-101号 090-3053-7158
吹田市 居酒屋　ＧＯＲＯ 〒 564-0027 吹田市朝日町2 サンクスのれん街2番館B1 06-6319-5610
吹田市 磯心 〒 564-0027 吹田市朝日町14-7 磯心ビル 06-4860-5055
吹田市 イオン吹田店 〒 564-0027 吹田市朝日町2-101 06-7670-5613
吹田市 京都錦　わらい 〒 564-0028 吹田市昭和町13-25 06-6318-1388
吹田市 すし処和楽　吹田店 〒 564-0028 吹田市昭和町10-24 06-6319-3394
吹田市 ほっかほっか亭吹田店 〒 564-0028 吹田市昭和町14-23 06-6382-0967
吹田市 そば処万両　 〒 564-0031 吹田市元町6-8 06-6381-0553
吹田市 とり信 〒 564-0031 吹田市元町7-14 06-6319-4439
吹田市 パン工房　カナール 〒 564-0031 吹田市元町7-5 06-6317-5503



吹田市 鳥貴族　吹田店 〒 564-0031 吹田市元町3-7 栄和ビル2F 06-6382-2333
吹田市 王将　吹田店 〒 564-0031 吹田市元町33-17 06-6383-8639
吹田市 わいどや吹田店 〒 564-0032 吹田市内本町2-1-3 06-4860-5000
吹田市 倉田食品 〒 564-0032 吹田市内本町2-2-7 06-6382-7470
吹田市 鮨　こにし 〒 564-0032 吹田市内本町2-1-10 06-6382-1151
吹田市 日本料理　みやけ 〒 564-0036 吹田市寿町1-8-17 サンヴェールユカミ1F 06-6319-2200
吹田市 炉ばた山盛り 〒 564-0036 吹田市寿町1-3-20 サンライズマンション1F 06-6382-2693
吹田市 DELI-style　ななこcafe 〒 564-0036 吹田市寿町2-3-17 06-6381-5114
吹田市 メイシアター・ローゼンタール 〒 564-0041 吹田市泉町2-29-1 06-6337-1853
吹田市 酒満々 〒 564-0041 吹田市泉町1-22-33 06-6388-3920
吹田市 おこのみ　やまもと 〒 564-0041 吹田市泉町4-14-19 06-6385-2038
吹田市 陽だまりルーム 〒 564-0041 吹田市泉町5-1-39 06-6338-1722
吹田市 Ｔｉｇｅｒ　Ｃｏｃｃｏ 〒 564-0041 吹田市泉町5-1-43 06-6170-5682
吹田市 スシロー南吹田店 〒 564-0042 吹田市穂波町21-15 06-6792-4477
吹田市 野菜カフェ　ポーノ 〒 564-0043 吹田市南吹田5-24-5 06-6380-2727
吹田市 居酒屋　花桐 〒 564-0044 吹田市南金田1-3-10 06-6368-8808
吹田市 キャッスル 〒 564-0044 吹田市南金田1-3-30 06-6338-8340
吹田市 ほっかほっか亭南吹田公園店 〒 564-0044 吹田市南金田2-6-7 06-6380-9900
吹田市 パブ蘇芳 〒 564-0044 吹田市金田町30-8 06-6338-2756
吹田市 うお七西店 〒 564-0051 吹田市豊津町10-27 06-6386-1510
吹田市 マクドナルド 江坂ハートランド店 〒 564-0051 吹田市豊津町9-44 ハートランド江坂ビル1F 06-6368-5341
吹田市 地鶏料理車江坂店 〒 564-0051 吹田市豊津町9-44 ハートランド江坂2F 06-6330-7891
吹田市 いなば和幸江坂店 〒 564-0051 吹田市豊津町9-40 江坂東急ビルB1F 06-6368-1331
吹田市 家族亭江坂店 〒 564-0051 吹田市豊津町9-40 江坂東急ビル地下1F 06-6330-6733
吹田市 豊味園 〒 564-0051 吹田市豊津町13-1 06-6386-7027
吹田市 大同門　江坂店 〒 564-0051 吹田市豊津町9-22 大同門本部ビル 06-6330-6263
吹田市 しゃぶしゃぶどん亭　江坂店 〒 564-0051 吹田市豊津町10-11 池上ビル2F 06-6337-1951
吹田市 はなまるうどん大阪江坂店 〒 564-0051 吹田市豊津町9-44 B1F 06-6190-5870
吹田市 江坂平城園 〒 564-0051 吹田市豊津町9-44 ハートランド江坂B101 06-6380-3392
吹田市 土筆んぼう　江坂店 〒 564-0051 吹田市豊津町9-16 第一ロンヂェビルB1F 06-6339-5125
吹田市 ほっかほっか亭江坂豊津店 〒 564-0051 吹田市豊津町1-50 香川花園ハイツ 06-6310-7663
吹田市 大戸屋ごはん処　カリーノ江坂店 〒 564-0051 吹田市豊津町9-40 カリーノ江坂B1F 06-6338-3380
吹田市 蜀王府 〒 564-0051 吹田市豊津町9-44　ハートランド江坂３F 06-6310-9988
吹田市 Pizzeria　e　Osteria　Codino 〒 564-0051 吹田市豊津町1-46　エクシード江坂１F 06-6318-6522
吹田市 クックハウス　江坂オッツ店 〒 564-0051 吹田市豊津町14-8江坂オッツ１F 06-6821-8088
吹田市 ヒロ珈琲　本店 〒 564-0052 吹田市広芝町9-19 06-6380-1055
吹田市 銘酒蔵　昌佳 〒 564-0052 吹田市広芝町9-31-102 06-6190-1377
吹田市 旬家 〒 564-0052 吹田市広芝町8-21 06-6338-2336
吹田市 食事処　えっちゃん 〒 564-0052 吹田市広芝町8-23 06-6338-0014
吹田市 旬菜ｃａｆｅ　奏ｃａｎａｄｅ 〒 564-0052 吹田市広芝町4-1 美貴ビル1F 06-6369-7072
吹田市 なか卯　江坂店 〒 564-0052 吹田市広芝町4-28 アルデール江坂1F 06-6190-1241
吹田市 ひょうたん寿し本店 〒 564-0053 吹田市江の木町2-33 第3梓ビル 06-6330-5577
吹田市 フォルクス　江坂店 〒 564-0053 吹田市江ノ木町2-1 06-6385-8735
吹田市 なこみ 〒 564-0053 吹田市江の木町20-29 06-6821-8965
吹田市 お好み焼　美味しんぼ 〒 564-0053 吹田市江ノ木町1-15 松籟マンション102 06-6386-5037
吹田市 鳥貴族　江坂店 〒 564-0053 吹田市江の木町3-11-3F 06-6384-6361
吹田市 おばんざいとお酒　うきわ 〒 564-0053 吹田市江の木町3-11 第3ロンヂェビル3F 06-6170-5107
吹田市 紙ふうせん 〒 564-0053 吹田市江の木町5-24-101 06-6337-5260
吹田市 江坂ゴルフセンター　レストラン 〒 564-0054 吹田市芳野町13-38 06-6337-5272
吹田市 ラパン　ファクトリー 〒 564-0061 吹田市円山町21-15 06-6389-7784
吹田市 クレヨンハウス大阪店 〒 564-0062 吹田市垂水町3-34-24 06-6330-8071
吹田市 御食事処　せんなり 〒 564-0062 吹田市垂水町1-4-3 06-6387-8929
吹田市 Ｖｅｒｙ： 〒 564-0062 吹田市垂水町3-23-30 江坂レジデンス 06-6338-8131
吹田市 お多福 〒 564-0062 吹田市垂水町1-1-8 06-6384-1533
吹田市 レストランかもしま 〒 564-0062 吹田市垂水町3-22-20 06-6337-0177
吹田市 季節料理あらい 〒 564-0062 吹田市垂水町3-24-14 06-6386-9792
吹田市 肝っ玉 〒 564-0062 吹田市垂水町1-20-30 06-6384-2001
吹田市 パインズハート 〒 564-0062 吹田市垂水町1-40-5 マンションアルブル104号 06-6387-3965
吹田市 玄品ふぐ 〒 564-0062 吹田市垂水町3-25-25 06-6337-4182
吹田市 しゃぶしゃぶ&麺 佐七 〒 564-0063 吹田市江坂町1-13-28 06-6386-9191
吹田市 ヒロ珈琲　江坂店 〒 564-0063 吹田市江坂町1-23-19 米澤第五江坂B1F 06-6339-1055
吹田市 ひょうたん寿し東急店 〒 564-0063 吹田市江坂町1-22-12 亀田東急ビル 06-6330-4088
吹田市 マクドナルド 緑地公園店 〒 564-0063 吹田市江坂町5-14-9 06-6384-4026
吹田市 喜鈴　お好み店 〒 564-0063 吹田市江坂町3-16-10 06-6384-9365
吹田市 今日しかない　江坂店 〒 564-0063 吹田市江坂町1-23-33 第7マイダビル1F 06-6338-3939
吹田市 食道園　江坂店 〒 564-0063 吹田市江坂町1-22-3 江坂東急ビル弐番館1F 06-6337-1121
吹田市 敦煌　江坂店 〒 564-0063 吹田市江坂町1-22-12 第2江坂ビル1F 06-6190-0539
吹田市 力丸　俺流お好み焼 〒 564-0063 吹田市江坂町2-4-25 GSハイム第2江坂104号 06-6193-0071
吹田市 かに道楽　江坂店 〒 564-0063 吹田市江坂町1-22-1 06-6388-0288
吹田市 おから家 〒 564-0063 吹田市江坂町1-12-1 家村商事ビル1F 06-6380-0743
吹田市 ラパン　アン 〒 564-0063 吹田市江坂町1-20-23 06-6338-3003
吹田市 兵六そば 〒 564-0063 吹田市江坂町1-22-10 06-6386-7866
吹田市 八剣伝　豊津店 〒 564-0072 吹田市出口町28-2 エクレイバー1F 06-4861-6031
吹田市 楽楽　豊津店 〒 564-0073 吹田市山手町2-7-2 06-6380-1994
吹田市 お好み焼　ひさご 〒 564-0073 吹田市山手町1-7-27 06-6330-0187
吹田市 レストラン＆洋風居酒屋　ラ・ブランシェ 〒 564-0073 吹田市山手町2-2-2 06-6387-6868
吹田市 あかかべ食堂 〒 564-0082 吹田市片山町1-4-3 06-6873-3863
吹田市 エイヨ 〒 564-0082 吹田市片山町4-5-2 マルダイビル1F 06-6190-6622
吹田市 上海点心菜館　桃苑 〒 564-0082 吹田市片山町2-11-70 06-6369-0909
吹田市 旬菜食堂 〒 564-0082 吹田市片山町2-11-70 06-6193-5567
吹田市 ほっかほっか亭　片山町店 〒 564-0082 吹田市片山町4-14-22 06-6337-5170
吹田市 多こ吉 〒 564-0082 吹田市片山町1-25-12 06-6192-2441
吹田市 燦 〒 564-0082 吹田市片山町3-33-17 090-3722-4437
吹田市 広島お好み焼　よしだや 〒 564-0082 吹田市片山町2-16-3 06-6389-5120
吹田市 極みとんかつ　かつ喜　吹田グリーンプレイス店 〒 564-0082 吹田市片山町2-3-13 吹田グリーンプレイス内 06-6192-7118
吹田市 カフェ・ド・クリエホピタル　国立循環器病研究センター店 〒 564-8565 吹田市岸部新町6-1 06-6155-6670
摂津市 Maya　Kitchen 〒 565-0001 摂津市千里丘1-13-4 06-6337-1060
豊中市 聚楽 〒 565-0082 豊中市新千里東町1-3-10 センチュウパルB1 06-6831-2539
豊中市 喫茶サンデー 〒 565-0082 豊中市新千里東町1-3-54 センチュウパルB1 06-6832-9503
豊中市 熊五郎 〒 565-0082 豊中市新千里東町1-3-7 センチュウパルB1 06-6831-2536
豊中市 しゃぶ亭 〒 565-0082 豊中市新千里東町1-3-59 センチュウパルB1 06-6832-9508
豊中市 梅の花 千里中央店 〒 565-0082 豊中市新千里東町1-1-5 06-6871-6006
豊中市 カフェテラスルミー 〒 565-0082 豊中市新千里東町1-3-1 センチュウパルB1 06-6831-2530
豊中市 ジャンボカレー千里中央店 〒 565-0082 豊中市新千里東町1-3-3 センチュウパルB1 06-6831-2532
豊中市 千里庵 〒 565-0082 豊中市新千里東町1-3-149 せんちゅうパル 06-6871-7688
豊中市 がんこ 千里中央店 〒 565-0082 豊中市新千里東町1-5-3 06-6871-3588
豊中市 マクドナルド 千里中央店 〒 565-0082 豊中市新千里東町1-3-202 06-6832-8161
豊中市 美松　千里中央店 〒 565-0082 豊中市新千里東町1-3-21 06-6831-2548
豊中市 美松 〒 565-0082 豊中市新千里東町1-5-2 06-6833-1619



豊中市 チャイナテーブル　千里中央店 〒 565-0082 豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル22F 06-6873-2555
豊中市 ポートファイブ 〒 565-0082 豊中市新千里東町1-4-2 (株)千里ライフサイエンスセンター 06-6873-2012
豊中市 三井住友海上喫茶部 〒 565-0083 豊中市新千里西町1-2-14 06-6873-3243
豊中市 太鼓亭 千里店 〒 565-0084 豊中市新千里南町2-5-3 06-6843-2202
豊中市 マクドナルド 豊中上新田店 〒 565-0085 豊中市上新田1-220 06-4863-7097
吹田市 グリーンキャラ 〒 565-0802 吹田市青葉丘南3-3 06-6876-5550
吹田市 楽楽 〒 565-0806 吹田市樫切山2-16 06-6876-4449
吹田市 鳥作 〒 565-0806 吹田市樫切山18-2 第3清涼マンション103 06-6876-7961
吹田市 四季のあしらい　侍 〒 565-0811 吹田市千里丘上18-12 近畿ビル1F 070-5349-1914
吹田市 Ｐａｐｅｒ　Ｍｏｏｎ　千里丘店 〒 565-0814 吹田市千里丘西8-1 06-4981-3942
吹田市 わかば 〒 565-0816 吹田市長野東14-5 06-6878-1544
吹田市 久留米ホルモン　みつ澤 〒 565-0816 吹田市長野東18-3 06-6816-7272
吹田市 欧和食・鉄板焼き　Ｎａｋａｇａｗａ 〒 565-0816 吹田市長野東18-4 06-6877-8882
吹田市 アウデ・カース 〒 565-0816 吹田市長野東14-7 06-6877-8870
吹田市 和風すなっく　とまり木 〒 565-0816 吹田市長野東14-5 06-6875-8222
吹田市 杉ちゃん 〒 565-0821 吹田市山田東1-35-12 サニーハイツ104号 06-6878-9999
吹田市 花車 〒 565-0821 吹田市山田東1-35-12 06-6877-8790
吹田市 豚まんのふーちゃん 〒 565-0821 吹田市山田東1-23-21 06-6877-2908
吹田市 珈琲倶楽部　Ａｍｉ 〒 565-0821 吹田市山田東4-10-3 06-6878-5059
吹田市 焼肉工房　いやしん坊 〒 565-0821 吹田市山田東4-41 A101 06-6878-3829
吹田市 トラットリア　イル　フィオレット 〒 565-0821 吹田市山田東4-13-15-101 06-6875-6877
吹田市 中国料理　温故知新 〒 565-0821 吹田市山田東1-2-16 06-6877-0170
吹田市 鳥水木 〒 565-0822 吹田市山田市場1-4 パークサイドテラス102 06-6877-0023
吹田市 リンガーハット　イズミヤ千里丘店 〒 565-0823 吹田市山田南1-1 イズミヤ千里丘店 06-4861-3810
吹田市 満賀利射亭 〒 565-0823 吹田市山田南1-1 イズミヤ千里丘店別館 06-6192-0777
吹田市 さぬき手打麺処　衆楽 〒 565-0823 吹田市山田南1-1 イズミヤ千里丘店別館 06-6192-0777
吹田市 しゃぶbar柏木 〒 565-0823 吹田市山田南45-15 オ-クビラ村上Ⅱ 06-6878-7102
吹田市 太鼓亭吹田山田店 〒 565-0823 吹田市山田南14-4 06-6878-2202
吹田市 喫茶　ファーストライン 〒 565-0823 吹田市山田南52-16 06-6877-8319
吹田市 中華料理　味平 〒 565-0823 吹田市山田南30-10 光マンション1F 06-6876-5169
吹田市 マクドナルド いのこ谷店 〒 565-0824 吹田市山田西1-36-5 06-6878-7137
吹田市 凡庫 〒 565-0824 吹田市山田西4-3-13 川勝ビル1F 090-3267-4429
吹田市 コーヒー＆キッチン　ほのか 〒 565-0824 吹田市山田西1-26-28 スカイビル1F なし
吹田市 楽笑 〒 565-0824 吹田市山田西2-1-16 06-6877-7275
吹田市 家庭料理　潤 〒 565-0824 吹田市山田西1-21-3 ロイヤルハイツ千里204 06-6877-9199
吹田市 マルタ（お好み焼き） 〒 565-0824 吹田市山田西1-1-2 06-6876-8336
吹田市 Ｃｈｉｎａ　ｄｉｎｉｎｇ　華ｎｏｉｓ 〒 565-0824 吹田市山田西2-1-6 千里ツインハイツ1 1F 06-6318-5202
吹田市 マクドナルド 千里山田コーナン店 〒 565-0825 吹田市山田北6-1 06-6816-2071
吹田市 トマト&オニオン　千里万博公園店 〒 565-0826 吹田市千里万博公園13-15 06-4864-8177
吹田市 ミル・ヴィラージュ 〒 565-0826 吹田市千里万博公園14-13 BARONG101 06-6877-7070
吹田市 万博食堂 〒 565-0826 吹田市千里万博公園2-1 1F 06-4860-6399
吹田市 ミツケキッチン 〒 565-0826 吹田市千里万博公園2-1 ララポートEXPOCITY店2F 06-4860-6189
吹田市 スイーツパラダイスファクトリー 〒 565-0826 吹田市千里万博公園2-1 1F 06-4860-6453
吹田市 KFC　ららぽーとEXPOCITY 〒 565-0826 吹田市千里万博公園2-1 1F 06-4864-8320
吹田市 炭焼料理　ちさと 〒 565-0831 吹田市五月が丘東13-1 06-6876-0151
吹田市 食・呑処　ｅｎ 〒 565-0831 吹田市五月が丘東9-12 メゾン南千里101 06-6878-3999
吹田市 創作中国菜　桃花　TO-ＫＡ 〒 565-0831 吹田市五月が丘東13-2 06-6876-3721
吹田市 ベーカリーＫⅡ 〒 565-0831 吹田市五月が丘東13-17 第2誠和ビル109 06-4864-2307
吹田市 音カフェ　歌楽歌楽 〒 565-0831 吹田市五月が丘東9-9 五月が丘ハイツ辻1F 06-6876-7766
吹田市 みんみん 五月が丘店 〒 565-0832 吹田市五月が丘南9-5 06-6821-4047
吹田市 ヒロ珈琲　五月ヶ丘店 〒 565-0834 吹田市五月が丘北1-10 06-6878-1060
吹田市 炭火焼肉　元喜 〒 565-0834 吹田市五月が丘北2-52-112 06-6816-1129
吹田市 焼肉　阿蘇 〒 565-0834 吹田市五月が丘北2-15 06-6877-9419
吹田市 ＴＡＪ　ＤＥＬＨＩ　ＫＩＴＣＨＥＮ 〒 565-0834 吹田市五月が丘北2-52-116 06-6877-9977
吹田市 ほっかほっか亭山田店 〒 565-0834 吹田市五月が丘北2-15 06-6875-3330
吹田市 旬菜　山﨑　竹谷店 〒 565-0835 吹田市竹谷町36-17 06-6389-0835
吹田市 マクドナルド 関西スーパー店 〒 565-0837 吹田市佐井寺南が丘17-1 06-6380-0007
吹田市 旬菜　山﨑　佐井寺店 〒 565-0837 吹田市佐井寺南が丘15-8 ビオラ千里1F 06-6389-1001
吹田市 ファミリーマート　吹田上山手町店 〒 565-0841 吹田市上山手町27-10 06-6821-5855
吹田市 ｃａｆｅ　Ａｎａｔｅｌｉｅｒ 〒 565-0841 吹田市上山手町63-15 メゾン・ド・山手1F 06-7174-4154
吹田市 中国料理　長城 〒 565-0842 吹田市千里山東2-22-18 富士ビル1F 06-6337-8837
吹田市 デイリーヤマザキ関大前 〒 565-0842 吹田市千里山東1-5-14 なし
吹田市 鳥貴族　関大前店 〒 565-0842 吹田市千里山東1-16-6 三敏ビル2F 06-6386-6966
吹田市 すずめ 〒 565-0842 吹田市千里山東2-28-7 なし
吹田市 ル・パルク 〒 565-0842 吹田市千里山東2-21-27 06-6387-9499
吹田市 和風居酒屋　すっぽん 〒 565-0842 吹田市千里山東2-21-31 06-6389-8023
吹田市 ぼんべる 〒 565-0842 吹田市千里山東2-26-7 06-6387-0800
吹田市 パリワール　関大前店 〒 565-0842 吹田市千里山東1-14-5　パティオ千里山１F 06-6339-6539
吹田市 食堂　大学亭 〒 565-0842 吹田市千里山東1-9-16 06-6388-0006
吹田市 バルベラ 〒 565-0842 吹田市千里山東1-10-1 06-6337-0235
吹田市 食事処　おかだ 〒 565-0851 吹田市千里山西1-39-18 06-6384-2053
吹田市 サン・ミッシェル千里山 〒 565-0851 吹田市千里山西1-41-31 06-6385-2216
吹田市 Ｒéconforter 〒 565-0851 吹田市千里山西1-37-1 06-6386-0002
吹田市 味むら 〒 565-0851 吹田市千里山西1-41-28 06-6190-8817
吹田市 八剣伝　阪急千里山駅前店 〒 565-0851 吹田市千里山西5-2第1加藤ビル1F 06-6192-7288
吹田市 千里山パン工房　エメ・ラ・ヴィ 〒 565-0851 吹田市千里山西1-41-24　フジハイツ１F 06-6836-7878
吹田市 イオン南千里店 〒 565-0851 吹田市千里山西6-56-1 06-6337-2642
吹田市 阪急オアシス千里山竹園店 〒 565-0852 吹田市千里山竹園1-1-1 06-6378-1111
吹田市 桃山 〒 565-0854 吹田市桃山台5-1-C-20 06-6832-1759
吹田市 ふくいね 〒 565-0854 吹田市桃山台5-1-C20-2 06-6831-0202
吹田市 阪急オアシス桃山台店 〒 565-0854 吹田市桃山台5-2-2 06-6873-0451
吹田市 喫茶　ブルーリボン 〒 565-0855 吹田市佐竹台4-11-15 06-6337-4433
吹田市 旬菜　神その 〒 565-0861 吹田市高野台1-6-11 06-6831-0370
吹田市 スパゲッテリアマッキー 〒 565-0862 吹田市津雲台1-1-30ガーデンモール南千里2F 06-6155-1239
吹田市 (有)加賀食産　　　聚楽 〒 565-0862 吹田市津雲台1-20 南センター専門店 06-6871-8624
吹田市 サニーサイド 〒 565-0862 吹田市津雲台1-25 南センター内 06-6831-8822
吹田市 ほっとや 〒 565-0862 吹田市津雲台4-1-23 06-6873-6609
吹田市 (有)わかたけ　旬彩若竹 〒 565-0862 吹田市津雲台1-20 06-6873-3511
吹田市 和菜鮮　湖中 〒 565-0862 吹田市津雲台1-1-30 ガーデンモール南千里 06-6832-7135
吹田市 お好み焼き　つくも 〒 565-0862 吹田市津雲台1-1-30 ガーデンモール南千里2F 06-6871-9192
吹田市 焼肉　倉屋 〒 565-0862 吹田市津雲台1-1-30 ガーデンモール南千里2F 06-6155-0291
吹田市 阪急オアシス南千里店 〒 565-0862 吹田市津雲台1-1-30 06-6871-1763
吹田市 キッチンほそみ 〒 565-0863 吹田市竹見台3-6-6 06-6834-2950
吹田市 ｃａｆｅ　光之助 〒 565-0863 吹田市竹見台3-6-11 06-6831-5066
吹田市 阪大病院食堂 〒 565-0871 吹田市山田丘2-15 大阪大学医学部附属病院内 072-620-8330
吹田市 阪大うなぎや 〒 565-0871 吹田市山田丘2-15 大阪大学医学部附属病院内 06-6879-6596
吹田市 大阪大学医学部附属病院一般食堂の中にあるお店 〒 565-0871 吹田市山田丘2-15 大阪大学医学部附属病院内 06-6879-6594
吹田市 レストラン　ビアンモール 〒 565-0873 吹田市藤白台5-7-1 国立循環器病センター内B1F 06-6836-5136
吹田市 デイリーヤマザキ北千里駅前 〒 565-0874 吹田市古江台4-119 なし



吹田市 居心伝　北千里駅前店　 〒 565-0874 吹田市古江台4-119 北千里ディオス専門店街8番館B1 06-6155-1886
吹田市 阪急オアシス北千里店 〒 565-0874 吹田市古江台4-119-6 06-6831-1147
吹田市 千里一番 〒 565-0874 吹田市古江台4-2-4 06-6871-8111
吹田市 イオン北千里店 〒 565-0874 吹田市古江台4-2-50 06-7664-8317
摂津市 マクドナルド 千里丘店 〒 566-0001 摂津市千里丘5-7-5 06-6368-5045
摂津市 ポッペ 〒 566-0001 摂津市千里丘2-6-33 06-6387-8938
摂津市 まるが 〒 566-0001 摂津市千里丘1-11-5 06-6821-7733
摂津市 炭火・焼鳥　うの屋　駅前２号店 〒 566-0001 摂津市千里丘1-10-3 06-6385-2729
摂津市 炭火・焼鳥　うの屋　千里丘駅前店 〒 566-0001 摂津市千里丘1-8-9 06-6388-9972
摂津市 ごはん屋さんデグチ 〒 566-0001 摂津市千里丘2-9-35 06-6388-0718
摂津市 ふよう（石鍋） 〒 566-0001 摂津市千里丘1-7-10 06-6369-1181
摂津市 森カフェ 〒 566-0001 摂津市千里丘1-8-24 06-6386-8755
摂津市 ｃａｆｅ＆ｆｏｏｄ　ｍａｙ 〒 566-0001 摂津市千里丘1-11-33-201 06-6339-2990
摂津市 お食事処　一歩 〒 566-0001 摂津市千里丘1-12-3 06-6337-0719
摂津市 ＬＯＨＡＳ　ＣＡＦＥ 〒 566-0001 摂津市千里丘1-13-23 06-6155-6830
摂津市 居酒屋　かっしゃん 〒 566-0001 摂津市千里丘1-6-1 千里丘ビル 06-6368-7278
摂津市 韓食　あづま 〒 566-0001 摂津市千里丘1-9-13 06-7171-2122
摂津市 お好み焼き　ダイニング白馬 〒 566-0001 摂津市千里丘1-13-5 2F 06-6389-1191
摂津市 ｃｏｔｔｏｎ 〒 566-0001 摂津市千里丘1-7-10 06-6155-6362
摂津市 ＶｅｇｅＫｉｔｃｈｅｎＡｗａｊｉｎ 〒 566-0001 摂津市千里丘1-12-31 06-6170-4242
摂津市 ほっかほっか亭ＪＲ千里丘店 〒 566-0001 摂津市千里丘1-12-29 KNビル1F 06-6339-3335
摂津市 ｓａｎｔａ　cafe　HASH 〒 566-0011 摂津市千里丘東3-10-10 BSビル1F 072-625-2662
摂津市 Ｂｅーｃｌｕｂ・ランチ 〒 566-0011 摂津市千里丘東3-7-21 マエノビル1F なし
摂津市 ふく円 〒 566-0011 摂津市千里丘東3-2-21 072-621-7251
摂津市 お好み焼　マルケン 〒 566-0011 摂津市千里丘東1-11-21 072-601-2626
摂津市 八剣伝　ＪＲ千里丘駅前店 〒 566-0011 摂津市千里丘東2-9-9 高島ビル1F 072-645-6505
摂津市 すし処　裕喜　千里丘店 〒 566-0011 摂津市千里丘東3-1-23 072-623-0201
摂津市 阪急オアシス千里丘店 〒 566-0011 摂津市千里丘東2-10-1 072-627-9234
摂津市 摂津医誠会病院内喫茶店 〒 566-0021 摂津市南千里丘1-32 06-6383-5288
摂津市 摂津市役所内食堂 〒 566-0022 摂津市三島1-1-1 06-6383-1111
摂津市 キッチンこらぼ 〒 566-0022 摂津市三島3-6-21 06-6318-0022
摂津市 喫茶　風車 〒 566-0024 摂津市正雀本町1-36-2 06-6382-0504
摂津市 フレッシュベーカリームッシュ 〒 566-0024 摂津市正雀本町1-24-8 06-6318-0807
摂津市 居酒屋　たこ一 〒 566-0024 摂津市正雀本町1-21-20 06-6383-1355
摂津市 らーめん　笑家。 〒 566-0024 摂津市正雀本町1-36-6 06-6381-8198
摂津市 お好み焼　ゆらぎ 〒 566-0024 摂津市正雀本町1-40-6 06-6317-2312
摂津市 中国料理四川屋　一創 〒 566-0024 摂津市正雀本町1-36-7 ツイン96 1F 06-6317-5887
摂津市 カフェ　ウインナ 〒 566-0024 摂津市正雀本町1-33-7 06-6381-5006
摂津市 八剣伝　阪急正雀駅前店 〒 566-0024 摂津市正雀本町1-33-8 06-4860-7860
摂津市 串安 〒 566-0024 摂津市正雀本町1-20-7 06-6383-8888
摂津市 魚安 〒 566-0024 摂津市正雀本町1-20-5 06-6382-3020
摂津市 居酒屋　おいで舞 〒 566-0024 摂津市正雀本町1-40-17 06-6382-7290
摂津市 RAFU 〒 566-0025 摂津市東正雀8-2 06-6381-9324
摂津市 酔亭　鶴野店 〒 566-0033 摂津市学園町2-2-6 06-6383-2041
摂津市 友若鮨 〒 566-0034 摂津市香露園2-14 072-634-3706
摂津市 お食事処 入船 〒 566-0034 摂津市香露園27-23 072-632-4878
摂津市 炭火・焼鳥　うの屋　 〒 566-0034 摂津市香露園2-14 072-634-9692
摂津市 お好み焼　きよ 〒 566-0034 摂津市香露園4-4 072-633-9842
摂津市 茶房きょん 〒 566-0034 摂津市香露園20-27 千産ビル1F 072-632-8953
摂津市 舌つづみ　一寸法師 〒 566-0052 摂津市鳥飼本町1-3-26 072-653-2299
摂津市 旬彩庵　鳥飼店 〒 566-0052 摂津市鳥飼本町1-11-46 サボイ味道館内 072-654-9466
摂津市 ほっかほっか亭鳥飼本町店 〒 566-0052 摂津市鳥飼本町5-16-37 072-653-5676
摂津市 お好み焼　あや 〒 566-0053 摂津市鳥飼野々1-30-2 072-654-5481
摂津市 ほっかほっか亭摂津新在家店 〒 566-0055 摂津市新在家1-32-6 06-6340-7774
摂津市 得得摂津鳥飼店 〒 566-0062 摂津市鳥飼上4-2-18 072-654-5830
摂津市 ほっかほっか亭鳥飼上３丁目店 〒 566-0062 摂津市鳥飼上3-14-18 072-653-1395
摂津市 柏木亭 〒 566-0064 摂津市鳥飼中3-8-7 072-653-0238
摂津市 ボンズ　摂津店 〒 566-0071 摂津市鳥飼下3-9-3 072-654-0103
摂津市 マクドナルド 摂津ショッピングセンター店 〒 566-0074 摂津市東一津屋4-15 アトリウム南摂津内 06-6829-2361
茨木市 アゴラ 〒 567-0011 茨木市高田町1-5 072-627-6211
茨木市 屋根裏 〒 567-0011 茨木市高田町2-21 072-625-0653
茨木市 寿し重 〒 567-0018 茨木市太田1-19-10 072-626-6895
茨木市 淡路屋 〒 567-0018 茨木市太田2-1-30 072-627-2204
茨木市 かんこく風すきやき一家 〒 567-0023 茨木市西河原2-10-20-101 072-623-3855
茨木市 新鮮や　畑田店 〒 567-0028 茨木市畑田町5-1 072-636-0167
茨木市 みよし寿司 〒 567-0031 茨木市春日1-8-26 072-622-1988
茨木市 好月 〒 567-0031 茨木市春日1-16-7 ステーションコーポ103号 072-624-0303
茨木市 酒菜　花 〒 567-0031 茨木市春日1-8-2 072-621-8360
茨木市 キャベツｈｏｕｓｅ 〒 567-0031 茨木市春日3-1-41-105 072-620-0008
茨木市 花車 〒 567-0031 茨木市春日1-12-7 072-645-0004
茨木市 イタリア料理　カルマ 〒 567-0031 茨木市春日1-16-7-104 072-664-0728
茨木市 魚庵寿し若（利宝） 〒 567-0031 茨木市春日1-5-5 072-623-8000
茨木市 エスパーニャ・バル・ハポロコ 〒 567-0031 茨木市春日1-8-28 ホワイトハイツ春日105号 072-628-5213
茨木市 ほっかほっか亭茨木春日店 〒 567-0031 茨木市春日4-5-17 072-622-8232
茨木市 ｃａｆｅ　りょく 〒 567-0031 茨木市春日1-13-20 072-628-8412
茨木市 カフェ・ドゥ・サントゥール 〒 567-0032 茨木市西駅前町4 茨木ショップタウンB1F 072-622-9820
茨木市 煉瓦屋　弁当屋 〒 567-0032 茨木市西駅前町12-25 西駅前ハイツ1F 072-620-8100
茨木市 うまいもん酒家　鼓 〒 567-0032 茨木市西駅前町8-7 072-621-2333
茨木市 八剣伝　茨木西駅前店 〒 567-0032 茨木市西駅前町2-10 第2向井ビル1F 072-645-2288
茨木市 鉄板創作串　ｎｏｂｕ’ｓ 〒 567-0032 茨木市西駅前町12-25 西駅前ハイツ1F 072-620-6820
茨木市 Ｊａｄｅ-Ｇａｒｄｅｎ 〒 567-0032 茨木市西駅前町6-22 072-645-3000
茨木市 魚庵すし若 〒 567-0032 茨木市西駅前町6-22 072-622-1335
茨木市 キッチンバル　治兵衛 〒 567-0032 茨木市西駅前町4 駅前ビル地下 072-622-0375
茨木市 マクドナルド 茨木マイカル店 〒 567-0033 茨木市松ケ本町8-30-4 イオン茨木1F 072-620-1232
茨木市 鶴橋風月　茨木店 〒 567-0033 茨木市松ケ本町8-30 イオン茨木店4F 072-627-8511
茨木市 お好み焼　つるが湾 〒 567-0033 茨木市松ケ本町4-41 072-626-0475
茨木市 おひつごはん　四六時中 〒 567-0033 茨木市松ケ本町8-30 イオン茨木店4F 072-621-7078
茨木市 すきしゃぶ亭バイキング 〒 567-0033 茨木市松ケ本町8-30 イオン茨木店4F 072-627-7521
茨木市 スティック・スイーツ・ファクトリー　 〒 567-0033 茨木市松ケ本町8-30 イオン茨木SC店1F 072-646-6121
茨木市 神戸にんにくや　パスタデパスタ　イオン茨木店 〒 567-0033 茨木市松ケ本町8-30 イオン茨木店4F 072-621-9981
茨木市 とんかつ和幸　イオン茨木店 〒 567-0033 茨木市松ケ本町8-30 イオン茨木店4F 072-620-1540
茨木市 ダイニングキッチン Ａ’ｌａ　Ｍａｉｓｏｎ(アラメゾン) 〒 567-0034 茨木市中穂積1-6-46 072-621-7380
茨木市 TEA　ROOM　ゼフィルス 〒 567-0034 茨木市中穂積1-7-47 ピアタウン1F 072-624-4822
茨木市 コーヒー　ミッケ 〒 567-0035 茨木市見付山1-5-11 072-620-8009
茨木市 家族亭茨木店 〒 567-0036 茨木市上穂積1-3-61 072-627-0118
茨木市 はなまるうどん茨木上穂積店 〒 567-0036 茨木市上穂積2-12-36 072-620-1870
茨木市 フレンドリー茨木店 〒 567-0037 茨木市上穂東町2-10 072-627-3704
茨木市 エスカール 〒 567-0052 茨木市室山1-2-2 大阪第二警察病院内 072-643-6921
茨木市 マクドナルド 茨木トイザ’ら’ス店 〒 567-0054 茨木市藤ノ里1-7-41 茨木トイザ'ラ'ス店1F 072-640-3901



茨木市 マクドナルド 茨木ラウンドワン店 〒 567-0056 茨木市南清水町3-5 茨木ラウンドワン1F 072-640-3085
茨木市 大同門　茨木清水店 〒 567-0057 茨木市豊川3-7-35 072-840-2855
茨木市 カレーハウスCoCo壱番屋 茨木豊川店 〒 567-0057 茨木市豊川3-1-5 072-641-7870
茨木市 マクドナルド 茨木アルプラザ店 〒 567-0065 茨木市上郡2-12-8 アル・プラザ茨木 072-640-5301
茨木市 じゅげむ 〒 567-0065 茨木市上郡2-12-8 アル・プラザ茨木 072-641-6877
茨木市 めん房　あじ彩 〒 567-0065 茨木市上郡2-12-8 アル・プラザ茨木 072-640-5040
茨木市 オムライスレストラン　ポムの城 〒 567-0065 茨木市上郡2-12-8 072-646-5554
茨木市 食彩健美　湖中　彩都店 〒 567-0085 茨木市彩都あさぎ1-2-1 ガーデンモール彩都2F 072-641-7090
茨木市 カフェ・ド・スノーフレーク 〒 567-0802 茨木市総持寺駅前町11-17 リーフシャルダン1F 072-621-2426
茨木市 喫茶・グリル　ジャッカル 〒 567-0802 茨木市総持寺駅前町6-18 072-626-7920
茨木市 鉄板焼　喜泉（キセン） 〒 567-0802 茨木市総持寺駅前町1-37-2 072-620-0885
茨木市 心の居酒屋　喜泉 〒 567-0802 茨木市総持寺駅前町5-16 072-627-4636
茨木市 お好み焼珍竹林 〒 567-0802 茨木市総持寺駅前町6-15 072-621-6368
茨木市 cafe＆bar cocina 〒 567-0802 茨木市総持寺駅前町1-36 072-622-7518
茨木市 四國うどん 〒 567-0803 茨木市中総持寺町10-10 072-637-6678
茨木市 ボン　シャルドン　総持寺店 〒 567-0803 茨木市中総持寺町6-20 072-632-0765
茨木市 ぶがりのうし 〒 567-0803 茨木市中総持寺町4-2 072-633-2667
茨木市 お好み焼き　やす子 〒 567-0803 茨木市中総持寺町7-19 072-632-3689
茨木市 お好み焼　ピース 〒 567-0803 茨木市中総持寺町6-27 072-632-1770
茨木市 一福 〒 567-0803 茨木市中総持寺町4-50 072-634-1436
茨木市 ゑびす 〒 567-0803 茨木市中総持寺町5-3 072-635-2003
茨木市 有限会社　ミエル 〒 567-0804 茨木市総持寺台1-6 072-637-9560
茨木市 阪急オアシス総持寺店 〒 567-0805 茨木市橋の内2-12-28 072-636-1361
茨木市 ファーマーズマーケットみしま館 〒 567-0806 茨木市庄2-26-22 072-645-7100
茨木市 pain　café　mugimugi 〒 567-0806 茨木市庄2-25-23 072-623-5543
茨木市 ロアール 〒 567-0813 茨木市大住町5-3 072-626-5311
茨木市 しまちゃん 〒 567-0813 茨木市大住町2-10 072-626-9436
茨木市 天ぷら　はな 〒 567-0813 茨木市大住町2-10 田中第一ビル 1F 072-627-1822
茨木市 中国料理　雁飯店 〒 567-0815 茨木市竹橋町2-5 072-624-0515
茨木市 夢一喜 〒 567-0815 茨木市竹橋町8-2 ホーキビル3F 072-625-3141
茨木市 お好み焼き　じゅうじゅう 〒 567-0815 茨木市竹橋町3-1 072-622-5221
茨木市 沖食品株式会社 〒 567-0815 茨木市竹橋町2-1 072-627-1778
茨木市 家族亭 〒 567-0816 茨木市永代町1-5 阪急茨木市駅ロサヴィア2F 072-624-6775
茨木市 ケンタッキーフライドチキン　フードコート阪急茨木店 〒 567-0816 茨木市永代町1-5 072-620-2558
茨木市 ニューミュンヘン茨木店 〒 567-0816 茨木市永代町1-5 阪急茨木市駅内ロサヴィア2F 072-621-3772
茨木市 中国飯店　宝来 〒 567-0816 茨木市永代町1-5 阪急茨木市駅内ロサヴィア2F 072-620-7521
茨木市 茉茹莉茄 〒 567-0816 茨木市永代町5 B-113号 072-627-3703
茨木市 お惣菜の店　菜菜 〒 567-0816 茨木市永代町1-5 阪急茨木市駅内ロサヴィア1F 072-620-0022
茨木市 渡や 〒 567-0816 茨木市永代町9-1 永代ソレイユ1F 072-623-7570
茨木市 珉珉　茨木駅前店 〒 567-0816 茨木市永代町9-1 072-627-5420
茨木市 鳥貴族　茨木店 〒 567-0816 茨木市永代町6-21 OAZO茨木永代町5F 072-621-0055
茨木市 成田家 〒 567-0817 茨木市別院町3-19 072-622-4629
茨木市 ジャマン 〒 567-0817 茨木市別院町6-45 オダビル1F 072-631-0007
茨木市 季ごころ　廣（ひろ） 〒 567-0817 茨木市別院町7-8 072-622-7672
茨木市 立喰うどん・そば　たつみや 〒 567-0817 茨木市別院町1-4 072-624-0360
茨木市 庵あん 〒 567-0817 茨木市別院町6-40 072-620-6235
茨木市 酒菜屋　二重まる　阪急茨木店 〒 567-0817 茨木市別院町7-5 三友ビル1F 072-621-7039
茨木市 ｔｕｍｉｋｉ ｃａｆｅ　（ツミキカフェ） 〒 567-0818 茨木市本町1-12 072-646-9427
茨木市 レストランハートフル 〒 567-0819 茨木市片桐町4-26 072-620-9820
茨木市 有限会社　花水木 〒 567-0821 茨木市末広町5-5 072-635-0935
茨木市 茉莉 〒 567-0821 茨木市末広町2-24 072-638-0999
茨木市 喫茶　むぎ 〒 567-0824 茨木市中津町1-2 072-634-9663
茨木市 焼とり居酒屋　吉鳥　茨木店 〒 567-0824 茨木市中津町1-2 ギルド茨木1F 072-636-8558
茨木市 創作料理　うまうま 〒 567-0824 茨木市中津町1-2 072-633-6116
茨木市 ランチハウス大池店 〒 567-0826 茨木市大池1-1-37 072-620-9820
茨木市 一福食堂 〒 567-0826 茨木市大池2-12-16 072-633-7260
茨木市 らいすあべにゅー阪急茨木店 〒 567-0828 茨木市舟木町4-29-103 072-635-3225
茨木市 次郎長 〒 567-0828 茨木市舟木町19-20 072-635-2619
茨木市 カフェレストラン　Ｒ 〒 567-0828 茨木市舟木町4-29-103 072-652-0323
茨木市 デリカショップ モリガキ 〒 567-0829 茨木市双葉町14-8 072-634-3272
茨木市 三府すし阪急茨木店 〒 567-0829 茨木市双葉町7-24 072-637-0888
茨木市 米米亭茨木店 〒 567-0829 茨木市双葉町8-1 072-633-7613
茨木市 お好み焼き　萌え黄 〒 567-0829 茨木市双葉町14-6 玉木ビル1F 072-637-8068
茨木市 庵 〒 567-0829 茨木市双葉町4-12 カトウビル1F 072-638-2053
茨木市 ｲﾀﾘｱ料理　Ｐｒｅｇｏ（ﾌﾟﾚｰｺﾞ） 〒 567-0829 茨木市双葉町4-2 双葉コーポ1F 072-652-1180
茨木市 トラットリア　ルナピエナ 〒 567-0829 茨木市双葉町9-13 フタバアレイB1F 072-637-5018
茨木市 もんじゃ　食彩館 〒 567-0829 茨木市双葉町8-17 食彩館ビル2F 072-638-3401
茨木市 炭火・海鮮　おどりや 〒 567-0829 茨木市双葉町3-3 072-638-6675
茨木市 お好み焼　それいゆ 〒 567-0829 茨木市双葉町4-2-105 072-638-3555
茨木市 新鮮や　鮎川店 〒 567-0831 茨木市鮎川1-7-28 072-636-7500
茨木市 中井屋　茨木店 〒 567-0832 茨木市白川2-2-1 072-652-1880
茨木市 ほっかほっか亭茨木新堂店 〒 567-0835 茨木市新堂3-2-20 072-657-1433
茨木市 なかむら 〒 567-0843 茨木市星見町20-5 072-632-7354
茨木市 ローズＷＡＭ　ぱーとなー 〒 567-0845 茨木市元町4-7 茨木市立男女共生センター ローズWAM内 072-620-9920
茨木市 ミニボン 〒 567-0845 茨木市平田1-1-6 072-635-0547
茨木市 中華料理　ちゅー 〒 567-0849 茨木市平田台1-6 072-633-2546
茨木市 三府すし真砂店 〒 567-0851 茨木市真砂2-9-7 072-633-3333
茨木市 キャプテンテリーコーヒースタジアム 大阪茨木店 〒 567-0851 茨木市真砂1-12-7 072-632-1911
茨木市 茨木きんせい 〒 567-0851 茨木市真砂1-12-5 072-636-6100
茨木市 うどん処　雲母 〒 567-0851 茨木市真砂1-15-24 ラフォーレ・ウエスト1F 072-632-3561
茨木市 海舟 〒 567-0851 茨木市真砂2-1-22 072-637-0638
茨木市 パラダイス＆ランチ　南茨木店 〒 567-0851 茨木市真砂1-15-24 ラフォーレ・ウエスト1F 072-632-3667
茨木市 ごちそう鉄板　吉和 〒 567-0851 茨木市真砂1-12-5 072-638-7010
茨木市 お好み焼き　わかば 〒 567-0851 茨木市真砂2-1-13 072-632-1776
茨木市 とんかつ　上善 〒 567-0851 茨木市真砂1-12-31 072-627-7118
茨木市 カレーハウスCoCo壱番屋 茨木宮島店 〒 567-0853 茨木市宮島1-3-24 072-652-2955
茨木市 はなまるうどん茨木宮島店 〒 567-0853 茨木市宮島1-3-15 072-638-1870
茨木市 有限会社　ブイ 〒 567-0853 茨木市宮島1-2-1 072-636-4039
茨木市 おべんとう　りりてー 〒 567-0855 茨木市新和町6-3 グリーンハイツ1F 072-637-1003
茨木市 阪急オアシス茨木東奈良店 〒 567-0861 茨木市東奈良3-15 072-635-0806
茨木市 ほっかほっか亭南茨木駅前店 〒 567-0861 茨木市東奈良3-14-28 072-638-3681
茨木市 なか卯　茨木美沢店 〒 567-0862 茨木市美沢町16-32 072-652-2700
茨木市 (株)トマトアンドアソシエイツ 〒 567-0866 茨木市高浜町1-26 072-636-7888
茨木市 スシロー沢良宜店 〒 567-0866 茨木市高浜町1-26 072-652-3767
茨木市 デイリーヤマザキ茨木沢良宜駅前 〒 567-0866 茨木市高浜町1-26 072-637-8023
茨木市 三府すし南茨木駅前店 〒 567-0868 茨木市沢良宣西1-1-6 072-632-3888
茨木市 マクドナルド 中環茨木店 〒 567-0868 茨木市沢良宜西2-15-14 072-638-3882
茨木市 sandwich café　to-talite 〒 567-0868 茨木市沢良宜西1-4-1 エミネンス南茨木1F 072-601-1177
茨木市 Ｂｅｒｒｙ’ｓ　ＣＡＦＥ 〒 567-0868 茨木市沢良宜西1-1-13 2F 072-638-9999



茨木市 気楽料理　だい 〒 567-0868 茨木市沢良宜西1-2-14 072-630-0035
茨木市 八剣伝　阪急南茨木駅前店 〒 567-0868 茨木市沢良宜西1-1-6 タウンハイツ南茨木3号館102号室 072-636-8044
茨木市 リストランテ　ポルポ 〒 567-0876 茨木市天王2-4-12 072-626-9420
茨木市 喫茶　まじょりか 〒 567-0876 茨木市天王2-5-10 072-625-1101
茨木市 阪急オアシス南茨木店 〒 567-0876 茨木市天王2-6-14 072-635-7247
吹田市 雅たこ 〒 567-0877 吹田市津雲台1-1-30 06-6871-5693
茨木市 割烹片桐 〒 567-0882 茨木市元町6-3 072-626-2722
茨木市 プティ 〒 567-0882 茨木市元町3-2 072-626-9090
茨木市 キッチンママ　静水 〒 567-0882 茨木市元町5-20 072-631-8030
茨木市 割烹　三楽 〒 567-0882 茨木市元町4-13 072-626-0880
茨木市 ポポロ 〒 567-0882 茨木市元町2-19 072-623-9887
茨木市 甘味処　らんらん 〒 567-0882 茨木市元町1-21 072-622-3351
茨木市 月時 〒 567-0882 茨木市元町5-7-4 大弘元町ハイツ1F 072-626-2450
茨木市 風車 〒 567-0882 茨木市元町8-17 072-623-1233
茨木市 播備 〒 567-0882 茨木市元町5-13 マンション元町102 072-625-3715
茨木市 メサベルテ　茨木店 〒 567-0882 茨木市元町1-23 松村ビル1F 072-622-9600
茨木市 カレーハウスCoCo壱番屋　阪急茨木市駅前店 〒 567-0882 茨木市元町2-9 フレックス茨木102 072-631-6082
茨木市 ブルドッグ 〒 567-0882 茨木市元町7-14 072-625-8508
茨木市 かくれがカフェ　遊夢 〒 567-0882 茨木市元町6-37 072-624-1301
茨木市 お惣菜の店　咲菜 〒 567-0882 茨木市元町1-7 072-631-2800
茨木市 ピーコック 〒 567-0883 茨木市大手町10-30 072-622-3371
茨木市 喫茶　ハーモニー 〒 567-0883 茨木市大手町1-16 072-620-6463
茨木市 「遊食館」　きいち 〒 567-0883 茨木市大手町1-28 072-624-3736
茨木市 ｅ ぴあす 〒 567-0883 茨木市大手町1-3 072-622-2221
茨木市 洋食屋　ルミエール 〒 567-0883 茨木市大手町9-21 072-627-8088
茨木市 喫茶文明館 〒 567-0883 茨木市大手町9-28 072-622-8408
茨木市 リブ・キッチン 〒 567-0885 茨木市東中条町1-14 赤松ビル1F 072-621-6282
茨木市 三府すしマJR茨木東口店 〒 567-0887 茨木市西中条町3-1 072-621-2323
茨木市 八剣伝　JR茨木駅前店 〒 567-0887 茨木市西中条町3-1 072-631-1650
茨木市 中華料理　北京 〒 567-0887 茨木市西中条町5-16 072-625-7721
茨木市 酒菜屋　二重まる　ＪＲ本店 〒 567-0887 茨木市西中条町1-1 ハタセVIビル 072-622-2233
茨木市 阪急オアシス茨木駅前店 〒 567-0887 茨木市西中条町2-2 072-627-1515
茨木市 Ｃａｆｅぶいえいと 〒 567-0887 茨木市西中条町1-1 072-625-9526
茨木市 喫茶ローズ 〒 567-0888 茨木市駅前4-6-16 クリエイトセンター1F 072-624-8418
茨木市 阪急産業(株)茨木スカイレストラン 〒 567-0888 茨木市駅前3-8-20 茨木市庁舎南館9F 072-626-6753
茨木市 居心伝　ＪＲ茨木店 〒 567-0888 茨木市駅前2-1-17 後藤ビル1F 072-645-7888
茨木市 晴れ屋 〒 567-0888 茨木市駅前1-4-61 072-623-7700
茨木市 ＢＯＮＯ　ｃａｆｅ 〒 567-0891 茨木市水尾2-14-35 072-632-5124
茨木市 ランチハウス若園店 〒 567-0894 茨木市若園町5-6-107 072-632-2791
茨木市 たこ焼貴族 〒 567-0895 茨木市玉櫛2-28-24 なし
茨木市 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　ＫＯＫＯＲＯ 〒 567-0895 茨木市玉櫛2-29-20 サンハイム玉櫛1F 072-637-9000
茨木市 八剣伝　茨木玉櫛店 〒 567-0895 茨木市玉櫛2-22-17 072-635-1084
茨木市 ｃａｆｅ　らん 〒 568-0085 茨木市忍頂寺164-5 072-665-7839
茨木市 農事組合法人見山の郷交流施設組合 〒 568-0088 茨木市大字長谷1131 072-649-3328
高槻市 ほっかほっか亭高槻東和町店 〒 569-0032 高槻市東和町12-4 072-673-3949
高槻市 寿司つるや 〒 569-0033 高槻市深沢本町12-4 072-674-0111
高槻市 モリタ屋　大塚店 〒 569-0034 高槻市大塚町2-1-28 072-673-6129
高槻市 マクドナルド １７０辻子店 〒 569-0036 高槻市辻子2-3-1 072-670-3029
高槻市 スシロー高槻辻子店 〒 569-0036 高槻市辻子3-6-5 072-662-5460
高槻市 ジョリーパスタ　高槻店 〒 569-0053 高槻市春日町2-30 072-661-5050
高槻市 マクドナルド 西冠関西スーパー店 〒 569-0055 高槻市西冠3-29-7 072-670-1161
高槻市 四季　菊水 〒 569-0056 高槻市城南町3-5-25 072-671-1360
高槻市 旬菜厨房　中中 〒 569-0056 高槻市城南町1-6-17 072-673-8895
高槻市 ところてん　半兵衛 〒 569-0062 高槻市下田部町1-27-3 072-672-1313
高槻市 和献洋彩にんにん　高槻市役所店 〒 569-0067 高槻市桃園町2-1 高槻市役所総合センター15F 072-670-3520
高槻市 中華菜館　桃莉 〒 569-0067 高槻市桃園町2-1 高槻市役所総合センター15F 072-670-3550
高槻市 Ｃａｆｅ　Ｚｅｌｋｏｖａ 〒 569-0067 高槻市桃園町2-1 高槻市役所総合センター2F 072-672-0608
高槻市 ＰＥＲＦＲＥＳＣＯ 〒 569-0071 高槻市城北町2-1-18 ミング阪急高槻内 072-661-9881
高槻市 家族亭阪急高槻店 〒 569-0071 高槻市城北町2-1-18 ミング阪急高槻内 072-661-9636
高槻市 飛騨の高山ラーメン 〒 569-0071 高槻市城北町2-1-18 ミング阪急高槻2F 072-671-0054
高槻市 昭龍軒 〒 569-0071 高槻市城北町1-10-8 072-674-1036
高槻市 ロッキーハウス 〒 569-0071 高槻市城北町1-4-39 072-673-4713
高槻市 Ｚｅａｌ（ジール） 〒 569-0071 高槻市城北町1-3-26 並河マンション1F 072-672-0141
高槻市 カレーハウスCoCo壱番屋　阪急高槻市駅南口店 〒 569-0071 高槻市城北町2-3-4 072-672-0399
高槻市 鳥貴族　高槻店 〒 569-0071 高槻市城北町2-3-5 2F 072-662-5535
高槻市 居酒屋　感ｃｈａｎ 〒 569-0071 高槻市城北町2-14-27 トモエ城北ビル2F4号 072-676-5700
高槻市 料理道楽　築漸 〒 569-0071 高槻市城北町2-14-11 シャリテビル1F 072-670-0234
高槻市 Ｃｈｉｎａ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　ｍａｏｍａｏ 〒 569-0071 高槻市城北町1-4-20 2F 072-673-1580
高槻市 株式会社　サイゼリヤ　阪急高槻市駅前店 〒 569-0071 高槻市城北町2-1-18 ミング阪急高槻A-101 072-670-5881
高槻市 ジーラソーレ 〒 569-0071 高槻市城北町2-5-20 072-675-4083
高槻市 Ｔ’ｓ☆Ｄｉｎｅｒ　高槻本店 〒 569-0071 高槻市城北町2-11-5 南園ビル1F 072-672-0721
高槻市 プカ　オーガニクス 〒 569-0071 高槻市城北町1-14-28 誠春ビル1F 072-670-5830
高槻市 プースカフェ高槻 〒 569-0071 高槻市城北町1-3-35 TNビル2F 072-675-8200
高槻市 本格熟成うどん　一期一麺 〒 569-0071 高槻市城北町1-9-15 永井ビル1F 072-668-5683
高槻市 ３１０４丁目 〒 569-0071 高槻市城北町1-9-11-102 072-661-3104
高槻市 旬鮮だいにんぐ天狗　阪急高槻南口店 〒 569-0071 高槻市城北町2-4-8 南阪急ビル２Ｆ 072-661-1221
高槻市 コメダ珈琲　阪急高槻市駅南店 〒 569-0071 高槻市城北町2-4-1 072-671-1212
高槻市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　えい参 〒 569-0071 高槻市城北町2-5-12 ＹＥＫビル１Ｆ 072-662-0533
高槻市 はなみずき 〒 569-0071 高槻市城北町1-9-15 072-674-0607
高槻市 びすとろ　ほり伊 〒 569-0073 高槻市上本町12-18 072-675-5566
高槻市 錦松鶴 〒 569-0077 高槻市野見町2-33 072-671-5191
高槻市 Ｊａｕｓｅ（ヤウゼ） 〒 569-0078 高槻市大手町3-46 高槻商工会議所1F 072-672-5655
高槻市 COFFEE LOUNGE ISHIDA イシダコーヒー 〒 569-0081 高槻市宮野町3-8 072-676-3459
高槻市 茶保 〒 569-0082 高槻市明野町37-23 072-671-3350
高槻市 トルション 〒 569-0082 高槻市明野町15-27 072-674-5987
高槻市 サイゼリヤ 〒 569-0093 高槻市萩之庄3-47-2 イオン高槻 072-669-5760
高槻市 ロッテリア 〒 569-0093 高槻市萩之庄3-47-2 イオン高槻 072-669-4821
高槻市 ケンタッキーフライドチキン 〒 569-0093 高槻市萩之庄3-47-2 イオン高槻 072-660-2070
高槻市 杵屋イオン高槻店 〒 569-0093 高槻市萩之庄3-47-2 イオン高槻1F 072-669-5611
高槻市 はなまるうどん イオン高槻店 〒 569-0093 高槻市萩之庄3-47-2 072-660-6870
高槻市 マクドナルド １７１号高槻店 〒 569-0094 高槻市緑町19-1 072-671-2348
高槻市 イタリアンハウスグラッツェ 〒 569-0802 高槻市北園町18-1 072-681-9506
高槻市 がんこ　高槻店 〒 569-0802 高槻市北園町14-18 072-681-2002
高槻市 鉄板焼ステーキレストラン　煉瓦屋 〒 569-0802 高槻市北園町10-10 永井マンション1F 072-684-2941
高槻市 炭火焼肉一寸法師 〒 569-0802 高槻市北園町14-7 072-683-8929
高槻市 炭火焼き処しんどふに 〒 569-0802 高槻市北園町14-7 072-686-3800
高槻市 鉄板焼きｇｏｄａｉ 〒 569-0802 高槻市北園町14-7 072-686-5355
高槻市 モリタ屋　北園店 〒 569-0802 高槻市北園町14-7 072-682-3529
高槻市 Ｉ　ＣＡＭＰＩ 〒 569-0802 高槻市北園町2-1 072-683-1511



高槻市 グッドサイフォンカフェ　高槻店 〒 569-0802 高槻市北園町14-13 もりもて本社ビル２Ｆ 072-685-0999
高槻市 カレーハウススパイシー高槻店 〒 569-0803 高槻市高槻町20-12 久保田ビル1F 072-681-9636
高槻市 マクドナルド 高槻センター街店 〒 569-0803 高槻市高槻町18-3 072-681-2248
高槻市 ダイニングバー　オールズ 〒 569-0803 高槻市高槻町11-7 阪口ビル1F 072-684-1345
高槻市 おたふく　高槻店 〒 569-0803 高槻市高槻町18-1 072-684-7575
高槻市 ビストロ　ぱすとらる 〒 569-0803 高槻市高槻町16-5 072-685-2222
高槻市 味源 〒 569-0803 高槻市高槻町19-9 072-685-0226
高槻市 いろはハロー店 〒 569-0803 高槻市高槻町17-4 ハローダイキョウ高槻店内 072-683-7600
高槻市 いろはハロー店市場店 〒 569-0803 高槻市高槻町18-1 072-682-5161
高槻市 有限会社　若狭屋 〒 569-0803 高槻市高槻町18-8 072-685-0112
高槻市 南風楽天 〒 569-0803 高槻市高槻町1-23 ネオ常磐1F 072-685-6395
高槻市 レストラン・シェ・トムテ 〒 569-0803 高槻市高槻町12-1 072-685-5555
高槻市 イタリアンキッチンＶＡＮＳＡＮ 〒 569-0803 高槻市高槻町11-9 072-668-7575
高槻市 天ぷら海鮮　友福　高槻店 〒 569-0803 高槻市高槻町14-1 072-682-1026
高槻市 家族亭高槻店 〒 569-0804 高槻市紺屋町2-1 松坂屋高槻店内 072-682-1111
高槻市 小柳寿司 〒 569-0804 高槻市紺屋町6-13 072-685-0618
高槻市 中華レストラン　ハマ 〒 569-0804 高槻市紺屋町2-1 松坂屋高槻店内B1 072-681-1766
高槻市 カトレヤ松坂屋高槻店 〒 569-0804 高槻市紺屋町2-1 松坂屋高槻店内 072-683-0825
高槻市 寿司栄 〒 569-0805 高槻市上田辺町4-3 072-682-8839
高槻市 みよし 〒 569-0814 高槻市富田町1-7-10 072-696-2560
高槻市 喫茶　ひまわり 〒 569-0814 高槻市富田町6-7-17 木村クリニック内 072-693-3371
高槻市 御料理岡嶋 〒 569-0814 高槻市富田町3-9-1 072-696-0274
高槻市 マクドナルド 高槻富田店 〒 569-0814 高槻市富田町6-1-15 072-690-5411
高槻市 ワークショップwith 〒 569-0814 高槻市富田町1-29-7 072-693-4867
高槻市 こむぎこ　はうす 〒 569-0814 高槻市富田町1-8-23 072-696-1887
高槻市 居酒屋　幸蔵 〒 569-0814 高槻市富田町1-7-7-102 072-696-9981
高槻市 八剣伝　阪急富田駅前店 〒 569-0814 高槻市富田町1-13-7 ハイスポットヤスダ1F 072-697-7575
高槻市 なか卯 摂津富田店 〒 569-0814 高槻市富田町1-6-5号 072-697-5250
高槻市 ｍａｍｍｙ　ｐｏｐｐｏ 〒 569-0814 高槻市富田町5-1-16 072-628-5606
高槻市 中華料理　大元 〒 569-0815 高槻市昭和台町2-15-7 072-696-3062
高槻市 旬菜庵　津ノ江店 〒 569-0822 高槻市津之江町1-56-20 サボイ津之江店内 072-674-0136
高槻市 喫茶　ポアレ 〒 569-0823 高槻市芝生町4-2-1 072-678-5955
高槻市 ほっかほっか亭高槻川添店 〒 569-0824 高槻市川添2-4-1 川添ハイツ102 072-697-5066
高槻市 炭火焼ぎんすい 〒 569-0825 高槻市栄町4-15-8 072-692-5858
高槻市 モリタ屋　栄店 〒 569-0825 高槻市栄町4-15-8 072-694-2949
高槻市 八剣伝　高槻栄町店 〒 569-0825 高槻市栄町4-15-1 ロイヤル暁ビル1F 072-692-8700
高槻市 スシロー高槻唐崎店 〒 569-0836 高槻市唐崎西1-1-7 072-679-3960
高槻市 和食さと高槻西町店 〒 569-0854 高槻市西町6-20 072-693-7867
高槻市 阪急オアシス富田店 〒 569-0855 高槻市牧田町7-53 072-694-1445
高槻市 モリタ屋　聖ヶ丘店 〒 569-1024 高槻市寺谷町29-11 072-689-2941
高槻市 ハッピーアーモンド 〒 569-1029 高槻市安岡寺町4-9-11 072-688-0203
高槻市 ぜに沖 〒 569-1032 高槻市宮之川原5-1-1 072-688-0516
高槻市 旬菜庵　清水店 〒 569-1032 高槻市宮之川原5-20-1 サボイ味道館内 072-687-1667
高槻市 美人湯　祥風苑　花の里 〒 569-1036 高槻市塚脇4-20-3 072-689-6700
高槻市 さかい珈琲　高槻店 〒 569-1041 高槻市奈佐原2-11-23 072-648-4088
高槻市 にく家牛地藏 〒 569-1042 高槻市南平台3-27-15 072-697-3323
高槻市 モリタ屋　南平台店 〒 569-1042 高槻市南平台3-27-10 072-697-3329
高槻市 料理家　三 〒 569-1044 高槻市上土室5-34-1 072-693-0309
高槻市 (株)一如社関西支社 〒 569-1045 高槻市阿武野1-6-3 072-692-7986
高槻市 お食事処　ひまわり 〒 569-1045 高槻市阿武野1-3-1 072-696-5555
高槻市 希志庵 〒 569-1046 高槻市塚原1-3-18 072-696-4126
高槻市 創作ぱすた　ここわ 〒 569-1115 高槻市古曽部町1-11-23 吉村ビル1F 072-682-7215
高槻市 オステリア　セーザモ 〒 569-1115 高槻市古曽部町1-11-25 072-685-3557
高槻市 杵屋　高槻西武店 〒 569-1116 高槻市白梅町4-1 072-683-6841
高槻市 千房　西武高槻支店 〒 569-1116 高槻市白梅町4-1 高槻西武百貨店6F 072-681-3321
高槻市 桃谷樓　西武高槻店 〒 569-1116 高槻市白梅町4-1 西武高槻ショッピング内6F 072-682-9233
高槻市 信州そば処　そじ坊　高槻西武ＳＣ 〒 569-1116 高槻市白梅町4-1 高槻西武ショッピングセンター6F 072-685-5202
高槻市 エッソンス・エ・グー 〒 569-1117 高槻市天神町1-3-19-101 072-685-0313
高槻市 和食さと高槻真上店 〒 569-1121 高槻市真上町1-13-10 072-684-1806
高槻市 マクドナルド 高槻緑が丘店 〒 569-1121 高槻市真上町3-11-20 072-684-3463
高槻市 源ぺい　高槻緑ヶ丘店 〒 569-1121 高槻市真上町3-12-3 072-683-0491
高槻市 居酒屋　希SAKU 〒 569-1121 高槻市真上町1-1-18 072-683-2139
高槻市 (株)ロッテリア高槻アクトアモーレ店 〒 569-1123 高槻市芥川町1-2 B-0105号 072-684-8071
高槻市 いろはアクトアモーレ店 〒 569-1123 高槻市芥川町1-2 072-691-0333
高槻市 居酒屋　からさき 〒 569-1123 高槻市芥川町1-7-25 072-683-6122
高槻市 手打うどん工房　穂の香　高槻アル・プラザ 〒 569-1123 高槻市芥川町1-2 アル・プラザ高槻C棟 4F(406) 072-683-0202
高槻市 大之介　はなれ 〒 569-1123 高槻市芥川町1-13-16 AMビル1F 072-628-5260
高槻市 うまいもんや　大之介 〒 569-1123 高槻市芥川町1-13-16 AMビル1F 072-681-5634
高槻市 赤樫鮨 〒 569-1123 高槻市芥川町1-13-27 072-682-3838
高槻市 赤焼瓶 〒 569-1123 高槻市芥川町1-10-27 072-684-3351
高槻市 ワインダイニング　なかむら屋 〒 569-1123 高槻市芥川町1-9-16 072-683-1773
高槻市 ｶﾌｪ&ｷﾞｬﾗﾘｨ　登美屋 〒 569-1123 高槻市芥川町2-9-11 072-685-0362
高槻市 マザーズ 〒 569-1123 高槻市芥川町1-10-31 中井ビルB1 080-6346-1429
高槻市 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｓｕｏｎａｒｅ 〒 569-1123 高槻市芥川町1-14-27 ミドリビル1F 072-669-9350
高槻市 和ダイニング　四季彩々 〒 569-1123 高槻市芥川町1-10-30 072-684-7677
高槻市 ｋａｐｐｏ　燈々庵 〒 569-1123 高槻市芥川町2-14-20-１Ｆ 072-682-0111
高槻市 テマヒマ 〒 569-1123 高槻市芥川町3-10-13 072-655-3259
高槻市 リザルブ珈琲店 〒 569-1123 高槻市芥川町3-19-3 072-628-2896
高槻市 TRoom＆galleryR 〒 569-1123 高槻市芥川町2-17-4　トエル１F 072-681-8339
高槻市 ローカーボキッチン然　高槻本店 〒 569-1123 高槻市芥川町1-11-9 072-669-7435　
高槻市 びぉカフェ　ａｎ庵 〒 569-1124 高槻市南芥川町9-16-1F 072-601-6756
高槻市 Ｃａｆｅ　Ｂｅ 〒 569-1131 高槻市郡家本町5-2 プレイスBe内 072-681-4700
高槻市 カフェ　みつばち 〒 569-1132 高槻市清福寺町32-5 072-681-1514
高槻市 阪急オアシス高槻川西店 〒 569-1133 高槻市川西町1-35-8 072-886-3255
高槻市 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｌａ　Ｉｋｋｅｎｍｅ 〒 569-1137 高槻市岡本町33-1 072-647-7783
高槻市 Ｈａｎａ’ｓ　Ｃａｆｅ 〒 569-1141 高槻市氷室町1-1-4 072-694-8518
高槻市 朝日屋 〒 569-1144 高槻市大畑町12-4 072-696-0481
高槻市 太鼓亭高槻大畑店 〒 569-1144 高槻市大畑町22-11 072-695-1215
高槻市 やす平 〒 569-1144 高槻市大畑町25-8 072-696-0456
高槻市 さぬき 〒 569-1144 高槻市大畑町1-3 072-693-7388
高槻市 マクドナルド 摂津富田店 〒 569-1144 高槻市大畑町23-8 072-693-6664
高槻市 居心伝　摂津富田店　 〒 569-1144 高槻市大畑町3-9 072-690-5920
高槻市 ほっかほっか亭ＪＲ摂津富田駅前店 〒 569-1144 高槻市大畑町1-2 072-690-4240
高槻市 大阪医科大学附属病院　喫茶室 〒 569-8686 高槻市大学町2-7 072-686-2690
守口市 ほっかほっか亭佐太中町店 〒 570-0002 守口市佐太中町3-9-16 06-6916-3031
守口市 ・・海と太陽・・ 〒 570-0002 守口市佐太中町6-50-6 080-5770-2884
守口市 マクドナルド 大日店 〒 570-0003 守口市大日町3-4-40 06-6904-8715
守口市 グリル十番 〒 570-0006 守口市八雲西町2-26-13 06-6993-3321
守口市 力餅 〒 570-0006 守口市八雲西町4-1-23 06-6992-0165



守口市 リッチ 〒 570-0006 守口市八雲西町4-17-8 06-6997-1817
守口市 ファミリーレストラン三養 〒 570-0011 守口市金田町2-7-2 06-6901-9352
守口市 喫茶　なつみかん 〒 570-0012 守口市大久保町3-2-4 06-6902-5743
守口市 あかしお好み焼店 〒 570-0013 守口市東町2-1-2 06-6902-2770
守口市 フレンドリー守口大日店 〒 570-0016 守口市大日東町35-8 06-6905-1985
守口市 イオン㈱　ジャスコ大日店 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 06-4252-3900
守口市 博多ラーメン　げんこつ　イオン大日店 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオン大日SC4F 06-4252-3687
守口市 野の葡萄　イオン大日店 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオンモール大日SC4F 06-4252-3685
守口市 ラーメン亀王　イオン大日店 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオンモール大日SC2F 06-6906-1178
守口市 函館市場　イオン大日店 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオン大日SC4F 06-4252-3688
守口市 ハドウス　イオン大日店 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオン大日SC4F 06-6903-1778
守口市 築地銀だこ・鉄人　イオン大日店 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオン大日SC2F 06-6916-1072
守口市 ミスタードーナツ　イオン大日店 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオン大日SC2F 06-6900-8801
守口市 鶴橋風月　イオン大日店 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオン大日SC4F 06-6903-1956
守口市 うどんの四国　イオン大日店 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオン大日SC4F 06-6901-1459
守口市 おひつごはん四六時中 大日店 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオン大日SC4F 06-4252-3677
守口市 一汁五穀　イオン大日店 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオンモール大日SC4F 06-6308-5545
守口市 バケット　イオン大日店 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオン大日SC4F 06-4252-3690
守口市 ケンタッキーフライドチキン　イオン大日店 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオン大日SC2F 06-6904-6350
守口市 和幸　大日店 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオン大日SC4F 06-6905-8180
守口市 すきしゃぶ亭バイキング 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオン大日SC4F 06-6901-5281
守口市 ＰＳマリノ 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオンモール大日 06-4252-3584
守口市 博多中洲五臓六腑　天神ホルモン 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオンモール大日 06-6780-2055
守口市 チャイニーズ青菜 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオンモール大日 06-4252-3553
守口市 ダイニング阿波 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオンモール大日 06-6902-8080
守口市 串家物語 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオンモール大日 06-6900-5515
守口市 京都・嵐山　清修庵 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオンモール大日 06-4252-3538
守口市 丸亀　製麺 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオンモール大日 06-4252-3541
守口市 福島上等カレー 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオンモール大日 06-6902-1028
守口市 テキサスキングステーキ 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオンモール大日 06-4252-3546
守口市 江戸和処　いなせ庵 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオンモール大日 06-4252-3593
守口市 なか卯 イオン大日店 〒 570-0016 守口市大日東町1-18 イオン大日ショッピングセンター2F 06-6916-6215
守口市 マクドナルド ジャガーグリーン店 〒 570-0017 守口市佐太東町2-6-14 06-6780-2046
守口市 阪急オアシス守口店 〒 570-0017 守口市佐太東町2-6-14 06-6780-2085
守口市 雫珈琲 〒 570-0021 守口市八雲東町2-47-15 なし
守口市 千成食堂 〒 570-0025 守口市竜田通2-7-14 06-6991-2108
守口市 モリウ食堂 〒 570-0025 守口市竜田通1-1-3 06-6991-2929
守口市 お好焼　友 〒 570-0025 守口市竜田通2-7-7 06-6991-5717
守口市 鍋ざんまい 〒 570-0026 守口市松月町1-17 桂ビル2F 06-6995-6006
守口市 ホントのしあわせ 〒 570-0026 守口市松月町2-22 090-2066-5709
守口市 カフェとお酒のお店　創 〒 570-0026 守口市松井町2-4 06-2400-1120
守口市 フジヤ 〒 570-0027 守口市桜町7-16 06-6991-3221
守口市 グルメやまぐち 〒 570-0027 守口市桜町7-17 06-6994-1692
守口市 鶴橋風月　京阪守口店 〒 570-0028 守口市本町1-5-8 京阪守口ビル1F「クオーネ」内 06-4250-0101
守口市 栞屋はなれ 〒 570-0028 守口市本町1-5-8 京阪守口ビル2F 06-6998-1215
守口市 アイリスカフェ 〒 570-0028 守口市本町1-2-2 06-6997-2800
守口市 Bunroku　文禄堤薩摩英国館 〒 570-0028 守口市本町2-4-15 06-7181-4175
守口市 大阪王将　守口店 〒 570-0028 守口市本町「1-8-23 06-6993-0490
守口市 文禄堤　茶味 〒 570-0028 守口市本町2-4-19 06-6991-3830
守口市 来迎カレーの店　うぺぽ 〒 570-0029 守口市来迎町5-17 06-7504-6611
守口市 アッシュ 〒 570-0033 守口市大宮通1-13-7 06-6993-7784
守口市 喫茶　美香 〒 570-0033 守口市大宮通4-7-9 06-6997-1832
守口市 力餅 〒 570-0034 守口市西郷通1-2-9 06-6996-4313
守口市 西郷寿し 〒 570-0034 守口市西郷通1-3-15 06-6991-5477
守口市 マクドナルド 西郷スーパー店 〒 570-0034 守口市西郷通2-11-14 06-6995-5622
守口市 星月(西郷店) 〒 570-0034 守口市西郷通1-4-10 06-6996-3615
守口市 にしき食堂 〒 570-0034 守口市西郷通3-13-8 06-6996-3897
守口市 喫茶　かるてっと 〒 570-0034 守口市西郷通1-20-5 06-6991-7809
守口市 いなほ 〒 570-0034 守口市西郷通1-1-15 06-6991-5444
守口市 ㈱ベイ　はしば 〒 570-0034 守口市西郷通1-2-15 06-6992-3084
守口市 大豆ギャラリーｋｉｈａｃｈｉ 〒 570-0034 守口市西郷通1-3-8 06-6991-5617
守口市 カルダン 〒 570-0034 守口市西郷通1-2-7 06-6994-1505
守口市 居食屋　うえむら 〒 570-0034 守口市西郷通1-1-6 06-4250-1088
守口市 ほっかほっか亭西郷通店 〒 570-0034 守口市西郷通2-11-18 06-6998-4396
守口市 文七 〒 570-0035 守口市東光町3-11-9 06-6993-0678
守口市 二葉食堂 〒 570-0035 守口市東光町1-19-2 06-6992-2352
守口市 居酒屋　良山泊 〒 570-0035 守口市東光町1-27-14 06-6991-6950
守口市 アリラン 〒 570-0036 守口市大枝東町2-3 06-6993-6668
守口市 かつ羅 〒 570-0038 守口市河原町10-15-207 テルプラザ内 06-6991-0646
守口市 家族亭 〒 570-0038 守口市河原町8-3 京阪百貨店内7F 06-6994-0336
守口市 赤坂飯店 〒 570-0038 守口市河原町8-3 京阪百貨店内7F 06-6994-0362
守口市 季節料理芦刈 〒 570-0038 守口市河原町8-3 京阪百貨店内7F 06-6994-0335
守口市 活吹上 〒 570-0038 守口市河原町10-5-116 テルプラザ内 06-6992-6679
守口市 喫茶エイト 〒 570-0038 守口市河原町8-22 文化センター内 06-6991-2409
守口市 ロッテリア・京阪守口市駅 〒 570-0038 守口市河原町1-2 06-6992-5288
守口市 トロアメゾン守口店 〒 570-0038 守口市河原町8-3 京阪百貨店2F 06-6944-0278
守口市 あげたて　かつ里　守口京阪百貨店 〒 570-0038 守口市河原町8-3 京阪百貨店7F 06-6994-0357
守口市 ｃａｆｅｃｏｌｅ 〒 570-0038 守口市河原町8-22 1F 守口市民文化センターエナジーホール内 06-6993-6668
守口市 おばんざい屋　さっちゃん 〒 570-0038 守口市河原町12-8-1Ａ 06-6998-1566
守口市 アバンティ 〒 570-0043 守口市南寺方東通5-5-31 06-6998-9731
守口市 元祖鉄板鍋きのした　鶴見緑地店 〒 570-0043 守口市南寺方東通1-1-20 06-6991-1340
守口市 なか卯　163号守口店 〒 570-0043 守口市南寺方東通1-11-17 06-6997-6331
守口市 ほっかほっか亭南寺方店 〒 570-0044 守口市南寺方南通2-6-13 06-6994-6661
守口市 ドンキー 〒 570-0046 守口市南寺方北通1-15 06-6998-9279
守口市 喫茶　カントリー 〒 570-0046 守口市南寺方北通2-7-6 06-6991-7899
守口市 喫茶「憩」 〒 570-0046 守口市南寺方北通1-10-1 06-6997-1834
守口市 澄屋支店 〒 570-0047 守口市寺方元町1-9-1 06-6996-0275
守口市 中華料理　大豊 〒 570-0047 守口市寺方元町1-4-6 06-6998-9820
守口市 わかばや食堂 〒 570-0047 守口市寺方元町1-7-3 06-6996-1091
守口市 福すし大枝店 〒 570-0051 守口市大枝南町16-12 06-6998-4252
守口市 オオエダ 〒 570-0051 守口市大枝南町18-10 06-6991-5623
守口市 やま 〒 570-0053 守口市高瀬町3-27 06-6997-3246
守口市 呉竹 〒 570-0053 守口市高瀬町3-3-4 06-6997-1551
守口市 豚亭 〒 570-0056 守口市寺内町2-8-2 コーポNOGUCHI 06-6992-0114
守口市 ミスタードーナツ守口市駅ショップ 〒 570-0056 守口市寺内町2-2-8 06-6993-3307
守口市 パスタハウス　アリスの夢 〒 570-0056 守口市寺内町2-8-2 コーポ野口2F 06-6997-7717
守口市 喫茶ＡＢＣ 〒 570-0056 守口市寺内町2-7-32 06-6991-0209
守口市 カレーハウスCoCo壱番屋 京阪守口市駅店 〒 570-0056 守口市寺内町2-1-10 「エル守口」内 06-6995-0551
守口市 なか卯　京阪守口店 〒 570-0056 守口市寺内町2-2-15 06-6995-7671



守口市 鳥工房 〒 570-0056 守口市寺内町2-7-9 06-6998-0059
守口市 インド・ネパール料理店　バラヒー 〒 570-0056 守口市寺内町2-7-5 荒萬ビル1F 06-6993-2270
守口市 久鶴 〒 570-0056 守口市寺内町2-7-10 06-6992-3741
守口市 レストラン　マーメイド 〒 570-0056 守口市寺内町2-1-2 (エル守口) 06-6998-5529
守口市 ＭＡＳＡＬＡ　ＬＡＵＮＧＥ 〒 570-0056 守口市寺内町2-7-５ 06-6993-2270
守口市 十割そば　理 〒 570-0056 守口市寺内町1-8-8 06-4980-1835
守口市 力餅食堂 〒 570-0058 守口市河原町10-15 テルプラザ102 06-6991-4888
守口市 星月 〒 570-0062 守口市馬場町1-1-20 06-6996-4717
守口市 白馬 〒 570-0062 守口市馬場町1-3-3 06-6993-7840
守口市 だんだん 〒 570-0062 守口市馬場町1-5-1 06-6992-0207
守口市 エンゼル 〒 570-0066 守口市梅園町11-3 06-6991-1775
守口市 あくありーふ 〒 570-0066 守口市梅園町9-9 06-6998-9667
守口市 フェリーチェ 〒 570-0066 守口市梅園町11-2 06-6998-0298
守口市 集い処　いろは 〒 570-0066 守口市梅園町11-1 06-6998-0808
守口市 ゆたか 〒 570-0066 守口市梅園町2-3 06-6996-0795
守口市 お食事処　ミツミ 〒 570-0073 守口市土居町5-6 06-6992-7907
守口市 お好み焼　やまもと 〒 570-0073 守口市土居町6-18 06-6992-2098
守口市 スープとオムレツ　La-France 〒 570-0073 守口市土居町8-13 06-6998-5655
守口市 いもや 〒 570-0073 守口市土居町3-3 06-6996-0581
守口市 立呑み　得一　土居店 〒 570-0073 守口市土居町2-18 06-4250-1123
守口市 フローラ 〒 570-0074 守口市文園町10-15 関西医大病院内 06-6998-4444
守口市 お食事処　大喜 〒 570-0074 守口市文園町1-2 06-6991-2467
守口市 ケイ 〒 570-0075 守口市紅屋町5-13 06-6991-1585
守口市 赤ちょうちん 〒 570-0075 守口市紅屋町4-17 06-6991-4993
守口市 踊るうどん 〒 570-0075 守口市紅屋町6-7 06-6996-3007
守口市 手打うどん　衣笠 〒 570-0075 守口市紅屋町1-13 06-6997-5933
守口市 中華料理　太原 〒 570-0078 守口市平代町1-12 06-6991-5045
守口市 たこ焼　蛸八 〒 570-0078 守口市平代町1-2 090-3826-4278
守口市 さとうきび畑 〒 570-0078 守口市平代町1-1 080-2537-7240
守口市 すし吉 〒 570-0079 守口市金下町1-1-7 06-6997-1769
守口市 福寿し 〒 570-0079 守口市金下町2-12-11 06-6991-1849
守口市 グリルサカエ 〒 570-0079 守口市金下町2-2-2 06-6991-4817
守口市 カフェ＆ギャラリー　ゆめどの 〒 570-0079 守口市金下町2-4-4 06-6997-8585
守口市 磯舟 〒 570-0079 守口市金下町2-3-29 06-6996-3478
守口市 鳥貴族　守口店 〒 570-0079 守口市金下町2-2-13 06-6997-6686
守口市 喜よ志 〒 570-0079 守口市金下町1-1-6 06-6991-5179
守口市 いっぷく亭 〒 570-0079 守口市金下町1-3-2 06-6991-4527
守口市 じゃんぼ総本店　土居旭通商店街店 〒 570-0079 守口市金下町1-5-3 06-6998-2122
守口市 蘭蘭 〒 570-0081 守口市日吉町2-4-5 06-6992-0133
守口市 麺屋とり仁 〒 570-0081 守口市日吉町2-3-6 06-6926-9339
守口市 デリカ・オグラ 〒 570-0082 守口市豊秀町1-3-13 06-6993-7581
守口市 ミニヨン 〒 570-0082 守口市豊秀町1-5-1 06-6997-3299
守口市 なかむら 〒 570-0082 守口市豊秀町1-5-8 06-6992-9378
守口市 ｃａｆｅ　ｍｉｋｋｅ 〒 570-0082 守口市豊秀町2-5-1 なし
守口市 天食楼 〒 570-0083 守口市京阪本通1-2-13 06-6991-7818
守口市 新福菜館 〒 570-0083 守口市京阪本通1-2-12 06-6991-1755
守口市 珈琲倶楽部 〒 570-0094 守口市京阪北本通2-9 06-6998-7770
守口市 ほっかほっか亭京阪北本通店 〒 570-0094 守口市京阪北本通5-11 06-6995-7707
守口市 松下記念病院外来食堂 〒 570-0096 守口市外島町5-55 06-6992-5783
守口市 京のおばんざい四季五彩　京阪百貨店守口店 〒 570-8558 守口市河原町8-3 京阪百貨店守口店BF 06-6994-1313
守口市 とれとれ寿司　京阪百貨店守口店 〒 570-8558 守口市河原町8-3 京阪百貨店守口店BF 06-6994-1313
守口市 遊心亭　京阪百貨店守口店 〒 570-8558 守口市河原町8-3 京阪百貨店守口店BF 06-6974-5333
守口市 ピンクキャロット　京阪百貨店守口店 〒 570-8558 守口市河原町8-3 京阪百貨店守口店BF 06-6997-5882
守口市 ホットデリカＰ＆Ｐ・ミートデリカ　京阪百貨店守口店 〒 570-8558 守口市河原町8-3 京阪百貨店守口店BF 06-6994-1313
守口市 花洛 〒 570-8558 守口市河原町8-3 京阪百貨店守口店5F 06-6994-0316
守口市 京阪百貨店守口店　ちょこ菜コーナー 〒 570-8585 守口市河原町8-3 06-6994-1313
門真市 源ぺい　巣本店 〒 571-0001 門真市巣本25 072-883-5351
門真市 ゲート 〒 571-0002 門真市岸和田36-3 072-883-7430
門真市 龍凰 〒 571-0002 門真市岸和田797-140 072-884-0822
門真市 きょんきょん 〒 571-0002 門真市北岸和田2-13-15 072-884-4360
門真市 貴の味 〒 571-0002 門真市岸和田954 072-884-4287
門真市 めし処　いも膳　門真店 〒 571-0002 門真市岸和田2-707-1 072-887-7112
門真市 レストランコーナー 〒 571-0003 門真市下馬伏179-1 072-882-1678
門真市 讃州うどんの庄せと 〒 571-0003 門真市下馬伏162-4 072-885-5932
門真市 ゼロ館 〒 571-0006 門真市四宮3-1-29 072-885-3706
門真市 お食事処せたか 〒 571-0006 門真市上馬伏364-4 072-885-4170
門真市 いもっちゃん 〒 571-0006 門真市上馬伏529-1 072-883-4396
門真市 ほっかほっか亭門真江端店 〒 571-0008 門真市東江端町11-1 072-881-2557
門真市 お好みハウスファミリー 〒 571-0011 門真市脇田町16-30 072-884-7066
門真市 甫寿司 〒 571-0012 門真市江端町12-19 072-883-7600
門真市 アズのお好み焼 〒 571-0012 門真市江端町39-15 生活創造館As内 072-882-1246
門真市 根保家寿司 〒 571-0013 門真市千石東町38-6 072-882-3508
門真市 ほっかほっか亭門真団地南店 〒 571-0014 門真市千石西町4-17 072-881-8225
門真市 三ツ島更科 〒 571-0015 門真市三ツ島772-3 072-884-4250
門真市 レストランなみはや 〒 571-0015 門真市三ツ島308-1 072-881-7768
門真市 デイリーヤマザキ門真三ツ島 〒 571-0015 門真市三ツ島72-1 なし
門真市 ほっかほっか亭門真三ツ島店 〒 571-0015 門真市三ツ島5-24-2 072-887-5600
門真市 焼肉達ちゃん 〒 571-0016 門真市島頭4-13-23 072-883-3658
門真市 エリート 〒 571-0016 門真市島頭3-14-13 072-884-1866
門真市 炉端田村 〒 571-0016 門真市島頭3-23-28 072-882-5786
門真市 扇屋 〒 571-0016 門真市島頭4-16-9 072-881-3032
門真市 ロッテリア門真ライフ店 〒 571-0016 門真市島頭3-4-1 072-881-7676
門真市 スガキヤ　門真ライフ店 〒 571-0016 門真市島頭3-4-1 072-885-8252
門真市 鮓若竹 〒 571-0021 門真市舟田町19-10 072-881-4523
門真市 牛タン・鉄板鍋　やみつきのした　門真店 〒 571-0021 門真市舟田町24-21 072-883-0429
門真市 銀寿司 〒 571-0027 門真市五月田町34-1 072-883-7724
門真市 れんか 〒 571-0030 門真市末広町29-18 06-6906-1225
門真市 絹笠ダイエー古川橋駅前店 〒 571-0030 門真市末広町41-2 イオン古川橋駅前店内 06-6909-0736
門真市 信州そば処　そじ坊 〒 571-0030 門真市末広町7-8 幸福ビル5号館1F 06-6907-3433
門真市 ハーピーマインドキッチン弁当屋　古川橋駅前店 〒 571-0030 門真市末広町41-2 06-6903-7809
門真市 果園　ミキ 〒 571-0030 門真市末広町41-2 イオン古川橋駅前店1F 06-6909-4010
門真市 プリモ・ピアット 〒 571-0030 門真市末広町40-1 MKビルB1F 06-6906-8788
門真市 元祖鉄板鍋　きのした　古川橋店 〒 571-0030 門真市末広町32-5-1F 06-6907-0158
門真市 イタリア食堂　太陽のフロイデン 〒 571-0030 門真市末広町38-31モナリサ1-B 06-6909-1158
門真市 OPワイン 〒 571-0030 門真市末広町29-1 ルシェールホール1F 06-6902-3077
門真市 エムズハウス 〒 571-0030 門真市末広町41-2 イオン古川橋駅前店1F 06-7670-2938
門真市 フウラン 〒 571-0030 門真市末広町41-2 06-7650-9281
門真市 オピピチュ 〒 571-0030 門真市末広町32-16　コモザ古川橋１階 06-6902-3077
門真市 TSUMIKI　COFFEE（ツミキコーヒー） 〒 571-0030 門真市末広町29-1 ルミエールホール1F 050-3733-3792



門真市 マクドナルド 古川橋店 〒 571-0033 門真市一番町1-15 06-6906-0233
門真市 大川食堂 〒 571-0038 門真市柳田町9-11 06-6906-7076
門真市 なか卯　門真試験場前店 〒 571-0038 門真市柳田町6-34 06-6916-2280
門真市 和食さと門真店 〒 571-0039 門真市速見町2-7 06-6909-4171
門真市 丸正 〒 571-0039 門真市速見町703-2 06-6909-8077
門真市 餃子の丸正 〒 571-0039 門真市速見町5-5 06-6909-8077
門真市 カルビの王様　古川橋店 〒 571-0039 門真市速見町6-5 06-6909-3919
門真市 喫茶＆軽食　集 〒 571-0041 門真市柳町13-5 06-6908-5463
門真市 友 〒 571-0046 門真市本町7-15 06-6909-0653
門真市 お好み焼き　ひろや 〒 571-0046 門真市本町21-16 06-6908-1975
門真市 力寿司 〒 571-0046 門真市本町2-1 06-6908-5457
門真市 炭火焼鳥　酉丸　とりまる 〒 571-0046 門真市本町9-12-102 06-6904-6587
門真市 すし幸 〒 571-0046 門真市本町11-20 06-6909-6546
門真市 ほっかほっか亭門真市駅前店 〒 571-0046 門真市新橋町12-22 06-6900-2220
門真市 ＨＥＲＯ 〒 571-0047 門真市栄町9-10 06-6900-1515
門真市 喫茶館　絵里花 〒 571-0047 門真市栄町5-6 06-6906-6159
門真市 手打ちうどん　やしま 〒 571-0047 門真市栄町8-13 06-6908-5151
門真市 ふくや 〒 571-0047 門真市栄町4-17 06-6902-0177
門真市 酔ってんか　桶八 〒 571-0047 門真市栄町3-11-102号 06-6906-7262
門真市 銀座鮨 〒 571-0048 門真市新橋町6-3 06-6909-8620
門真市 力餅食堂新橋店 〒 571-0048 門真市新橋町5-34 東ビル1F 06-6908-7889
門真市 カフェレストランヴィトン 〒 571-0048 門真市新橋町15-18 06-6906-7161
門真市 マクドナルド 門真イズミヤ店 〒 571-0048 門真市新橋町3-1-101 06-6907-1614
門真市 禅’Ｓ 〒 571-0048 門真市新橋町30-26 松吉マンション104 06-6907-3902
門真市 まこと 〒 571-0048 門真市新橋町6-20 06-6908-3882
門真市 旬香酒稲　ばんざいや 〒 571-0048 門真市新橋町8-25 ハーミッツ・セル1F 06-6900-5563
門真市 酔虎伝　門真店 〒 571-0048 門真市新橋町6-12 清萌ビル1F 06-6909-0477
門真市 ＭＩＮＯＲＩ 〒 571-0048 門真市新橋町3-3-213 06-6908-5576
門真市 お好みはうす　ふらっぺ 〒 571-0048 門真市新橋町8-31 サンプラザ新橋 06-6909-4786
門真市 ももたろお 〒 571-0048 門真市新橋町6-12 06-6900-8788
門真市 ちゃんこ来伝 〒 571-0048 門真市新橋町34-17 06-6900-1520
門真市 カフェ　イリイリ 〒 571-0048 門真市新橋町5-34 06-6909-4111
門真市 ステーキのどん　門真店 〒 571-0051 門真市向島町3-38 06-6905-5735
門真市 カレーハウスCoCo壱番屋　門真中央環状線店 〒 571-0051 門真市向島町3-22 06-6916-7622
門真市 いっきゅうさん　大日店 〒 571-0051 門真市向島町3-35 ベアーズ 06-6780-0193
門真市 めしや食堂　大日店 〒 571-0051 門真市向島町3-33 06-6903-0161
門真市 大阪王将　大日ベアーズ店 〒 571-0051 門真市向島町3-33 06-6901-0139
門真市 珍珍 〒 571-0054 門真市浜町4-25 06-6902-0502
門真市 SUGIHARA　COFFEE　ROASTER 〒 571-0054 門真市浜町5-24 06-7713-0984
門真市 門真市役所食堂 〒 571-0055 門真市中町1-1 06-6902-1231
門真市 中華料理　ちゅー 〒 571-0055 門真市中町9-9 06-6902-3942
門真市 たこえもん　古川橋店 〒 571-0055 門真市中町11-68 ダイエー専門店街2F 06-6900-7739
門真市 Ｔｅａ　Ｒｏｏｍ　喜心 〒 571-0055 門真市中町10-12 06-6780-4295
門真市 もとまち 〒 571-0057 門真市元町16-2 06-6908-0104
門真市 イタリア食堂　ガティーノ 〒 571-0057 門真市元町27-8 06-6900-3115
門真市 居酒屋　あしたも元気 〒 571-0057 門真市元町26-22 06-6916-2332
門真市 とりなす 〒 571-0057 門真市元町15-5 06-6907-8180
門真市 izakaya　dining　ふう 〒 571-0057 門真市元町27-12 06-6900-9450
門真市 地蔵屋カフェ 〒 571-0061 門真市朝日町9-3 072-882-6038
門真市 かっぱ寿し 〒 571-0062 門真市宮野町6-5 072-882-8175
門真市 ヒグマ 〒 571-0062 門真市宮野町2-1 072-881-3056
門真市 喫茶　ＯＳＥ 〒 571-0062 門真市宮野町2-7 072-885-6515
門真市 ふる川 〒 571-0062 門真市宮野町2-12 072-881-3232
門真市 ロッテリア大和田店 〒 571-0062 門真市宮野町1-6 072-881-3751
門真市 手打うどん　梓 〒 571-0062 門真市宮野町3-22 072-882-8505
門真市 回転寿司　すし家 〒 571-0062 門真市宮野町1-1 072-887-7117
門真市 (有)龍泉 〒 571-0062 門真市宮野町2-19 072-881-4070
門真市 和洋料理　Ｗｕ（ウ）～マイ 〒 571-0062 門真市宮野町3-10 1F 090-2389-8141
門真市 一笑（大和田店） 〒 571-0062 門真市宮野町2-6 072-885-7618
門真市 創作和食料理　やわらぎ 〒 571-0062 門真市宮野町3-11 072-881-4158
門真市 焼肉大雅（大雅食堂）　大和田駅前中央商店会 〒 571-0062 門真市宮野町4-1-100 072-881-3534
門真市 居酒屋　おおわだ 〒 571-0062 門真市宮野町4-7 072-884-5114
門真市 居酒屋　こすもす 〒 571-0062 門真市宮野町3-17 072-885-3080
門真市 北新寿司 〒 571-0063 門真市常称寺町19-15 072-881-0994
門真市 お好み焼　大和田風月 〒 571-0063 門真市常称寺町17-27 072-885-4378
門真市 カレーハウスCoCo壱番屋　京阪古川橋駅前 〒 571-0065 門真市垣内町1-20 コア古川橋1F 06-6905-6465
門真市 ミスタードーナツ古川橋店 〒 571-0065 門真市垣内町1-20 コア古川橋1F 06-6908-0693
門真市 ロッテリア京阪古川橋駅店 〒 571-0065 門真市垣内町1-20 コア古川橋1F 06-6909-8234
門真市 龍鳳 〒 571-0065 門真市垣内町1-20 コア古川橋1F 06-6906-7233
門真市 丹波篠山うどん　一真 〒 571-0065 門真市垣内町8-3 06-6900-6270
門真市 御好味物語 〒 571-0065 門真市垣内町12-23 06-6903-8089
門真市 ポポラマーマ古川橋店 〒 571-0065 門真市垣内町1-20-106号 06-6906-3337
門真市 力餅食堂ようこそようこそ 〒 571-0066 門真市幸福町10-17 06-6902-2798
門真市 お好み焼き平松 〒 571-0066 門真市幸福町16-5 06-6902-3619
門真市 ha.ku 〒 571-0066 門真市幸福町15-9 06-6901-3906
門真市 レストラン土佐勝 〒 571-0066 門真市幸福町22-10 06-6901-3350
門真市 大衆割烹　ふじ 〒 571-0066 門真市幸福町11-1 06-6901-2089
門真市 チョーエイ 〒 571-0067 門真市石原町37-14 06-6903-1212
門真市 中華料理　台北 〒 571-0067 門真市石原町2-20 06-6901-0305
門真市 カフェダイニング　麦 〒 571-0068 門真市大倉町24-2 06-7502-2828
門真市 饂飩倉 〒 571-0070 門真市上野口町59-20 藤田ビル1F 072-881-3240
門真市 ホっト 〒 571-0071 門真市上島町38-12 072-885-5910
門真市 ほっかほっか亭門真城垣店 〒 571-0072 門真市城垣町2-25 レジデンス 赤井 072-885-5366
門真市 カレーハウスCoCo壱番屋 門真国道１６３号店 〒 571-0074 門真市宮前町12-12 072-887-7667
門真市 居酒屋五十三次 〒 571-0076 門真市大池町6-36 072-885-6508
門真市 喫茶二番館 〒 571-0076 門真市大池町28-21 072-883-8828
門真市 Arch Café　 〒 571-0077 門真市大橋町6-10 072-888-9998
門真市 ほっかほっか亭大和田店 〒 571-0078 門真市常盤町6-13 072-881-5959
門真市 だるま 〒 571-0079 門真市野里町31-3 072-885-5903
門真市 美奈吉 〒 571-0079 門真市野里町39-3 072-882-3355
門真市 居心伝　大和田駅前店　 〒 571-0079 門真市野里町2-22 072-887-5238
門真市 一笑（駅前店） 〒 571-0079 門真市野里町1-17 072-885-6838
寝屋川市 ごん勢茶屋 〒 572-0004 寝屋川市成田町22-5 072-834-5114
寝屋川市 カフェ・カターラ 〒 572-0005 寝屋川市成田西町9-15 072-833-9322
寝屋川市 ５ＳＴＡＲ　ＫＩＴＣＨＥＮ 〒 572-0006 寝屋川市美井元町23-9 072-814-5352
寝屋川市 コーヒーとサンドイッチのお店 ニシオ 〒 572-0012 寝屋川市池ノ瀬町4-3 072-825-2552
寝屋川市 なか卯 寝屋川寝屋店 〒 572-0012 寝屋川市池ノ瀬町4-7 072-880-6902
寝屋川市 雨月亭 〒 572-0013 寝屋川市三井ケ丘4-12-3 072-823-3686
寝屋川市 喫茶　モア 〒 572-0013 寝屋川市三井が丘4-13-19 072-825-3303



寝屋川市 喫茶　People 〒 572-0015 寝屋川市川勝町9-14 072-822-6325
寝屋川市 麺丼　備前屋　寝屋川本店 〒 572-0015 寝屋川市川勝町13-1 072-824-7188
寝屋川市 御食事処 丸美 〒 572-0019 寝屋川市三井南町17-4 072-831-1952
寝屋川市 喫茶　帆遥 〒 572-0019 寝屋川市三井南町7-1 072-832-3999
寝屋川市 みそんちょ 〒 572-0020 寝屋川市田井西町5-1 072-829-0286
寝屋川市 与作 〒 572-0022 寝屋川市緑町8-8 072-832-3871
寝屋川市 甲子園 〒 572-0023 寝屋川市音羽町2-16 072-828-6021
寝屋川市 唐揚げ専門店　音羽鶏 〒 572-0023 寝屋川市音羽町8-7 072-888-2150
寝屋川市 お食事　翁 〒 572-0023 寝屋川市音羽町7-7 072-827-3822
寝屋川市 末広ずし 〒 572-0024 寝屋川市石津南町9-15 072-826-5457
寝屋川市 本家本元　木下家 〒 572-0024 寝屋川市石津南町7-18 072-827-6077
寝屋川市 亀すし 〒 572-0025 寝屋川市石津元町2-31 072-827-9456
寝屋川市 好蘭 〒 572-0026 寝屋川市石津中町1-1 072-826-8715
寝屋川市 すえひろ 〒 572-0026 寝屋川市石津中町21-2 072-827-5366
寝屋川市 スガキヤ香里園アルプラザ店 〒 572-0028 寝屋川市日新町5-5 アルプラザ香里園 072-832-6350
寝屋川市 マクドナルド 香里園アルプラザ店 〒 572-0028 寝屋川市日新町5-5 アルプラザ香里園 072-814-9201
寝屋川市 なか卯　アロー香里園店 〒 572-0028 寝屋川市日新町3-10 072-801-9019
寝屋川市 恵理華 〒 572-0029 寝屋川市寿町6-22 072-833-2625
寝屋川市 新菊屋 〒 572-0029 寝屋川市寿町50-16 072-834-1313
寝屋川市 大吉 〒 572-0029 寝屋川市寿町21-22 072-831-4697
寝屋川市 キッチン　ぷ～さん 〒 572-0029 寝屋川市寿町22-6 072-832-5121
寝屋川市 中華料理　喜楽 〒 572-0030 寝屋川市池田本町4-21 072-829-5641
寝屋川市 スーパーワカバ　寝屋川店 〒 572-0030 寝屋川市池田本町7-6 072-828-8315
寝屋川市 喫茶　クロードブージョ 〒 572-0031 寝屋川市若葉町29-6 072-829-3553
寝屋川市 すし繁 〒 572-0032 寝屋川市北大利町18-16 072-827-6023
寝屋川市 喫茶ラ・ブランジェ 〒 572-0032 寝屋川市北大利町14-6 072-827-9498
寝屋川市 一休 〒 572-0032 寝屋川市北大利町14-8 072-829-4692
寝屋川市 寝屋川甚八うどん 〒 572-0032 寝屋川市北大利町17-2 072-827-4139
寝屋川市 チャップリン 〒 572-0032 寝屋川市本町19-21 豊野マンションC1F 072-821-7670
寝屋川市 ほっかほっか亭大利店 〒 572-0032 寝屋川市北大利町12-9 072-839-8650
寝屋川市 からあげ専門店　真ごころ 〒 572-0032 寝屋川市北大利町17-3 072-395-0071
寝屋川市 寿し龍 〒 572-0033 寝屋川市池田東町9-5 072-827-0023
寝屋川市 一品料理京子 〒 572-0034 寝屋川市池田南町9-25 072-838-7454
寝屋川市 まつや 〒 572-0035 寝屋川市池田旭町9-3 072-826-6901
寝屋川市 助六鮓 〒 572-0035 寝屋川市池田旭町24-33 072-829-4343
寝屋川市 寿しひろ 〒 572-0037 寝屋川市葛原新町3-51 072-829-2250
寝屋川市 ニコニコキッチン寝屋川店 〒 572-0037 寝屋川市葛原新町2-1 072-839-2550
寝屋川市 Ｄｉｃｈａ（デｨッチャ） 〒 572-0038 寝屋川市池田新町16-40 アドラー1 1F 072-830-5116
寝屋川市 桜撫庵 〒 572-0041 寝屋川市桜木町1-7 072-829-2992
寝屋川市 お好みハウストマト 〒 572-0042 寝屋川市東大利町14-30 072-826-2378
寝屋川市 喫茶セブン 〒 572-0042 寝屋川市東大利町2-20 072-828-5391
寝屋川市 うたっこ 〒 572-0042 寝屋川市東大利町13-18 072-838-1510
寝屋川市 かつみ 〒 572-0042 寝屋川市東大利町4-15 072-826-7574
寝屋川市 寝屋川蓬莱 〒 572-0042 寝屋川市東大利町19-20 072-826-0392
寝屋川市 喫茶　ミコー 〒 572-0042 寝屋川市東大利町9-2 072-838-4135
寝屋川市 フード・カフェ　スウィング 〒 572-0042 寝屋川市東大利町7-25 072-839-1377
寝屋川市 がらく亭 〒 572-0042 寝屋川市東大利町2-11 072-827-0055
寝屋川市 ベルキッチン 〒 572-0042 寝屋川市東大利町13-18 072-839-0687
寝屋川市 てこてこ小町 〒 572-0042 寝屋川市東大利町7-14 072-813-4125
寝屋川市 麦の大地　大利店 〒 572-0042 寝屋川市東大利町12-24 072-829-3120
寝屋川市 ＣＡＦＥ　ＢＯＮ　ＶＯＹＡＧＥ 〒 572-0042 寝屋川市東大利町11-8 072-813-3670
寝屋川市 ゴマジェットカフェ　キッチン 〒 572-0042 寝屋川市東大利町7-14 072-803-8148
寝屋川市 喜多八成美店 〒 572-0043 寝屋川市錦町22-33 072-827-0744
寝屋川市 炉ばた焼鷹 〒 572-0043 寝屋川市錦町6-12 072-827-1919
寝屋川市 ほっかほっか亭清水町店 〒 572-0044 寝屋川市清水町26-18 072-801-1055
寝屋川市 TIN BOX 〒 572-0046 寝屋川市成美町28-38 072-828-6940
寝屋川市 智佐登 〒 572-0046 寝屋川市成美町13-38 072-829-8578
寝屋川市 カフェ　ｐｉｎｏ 〒 572-0047 寝屋川市大利元町3-21 072-826-3070
寝屋川市 寿司　一楽 〒 572-0048 寝屋川市大利町3-10 072-826-5065
寝屋川市 味良 〒 572-0048 寝屋川市大利町3-24 072-828-5455
寝屋川市 ぴそんり 〒 572-0048 寝屋川市大利町11-35 072-827-6888
寝屋川市 良虎 〒 572-0048 寝屋川市大利町22-27 072-888-6418
寝屋川市 あさひ食堂 〒 572-0050 寝屋川市黒原城内町2-2 072-829-3283
寝屋川市 たから 〒 572-0050 寝屋川市黒原城内町7-6 072-829-3338
寝屋川市 喫茶　美津乃　 〒 572-0051 寝屋川市高柳2-23-5 072-826-7763
寝屋川市 すし宇羅 〒 572-0051 寝屋川市高柳6-4-14 072-827-6461
寝屋川市 中華料理　黒 〒 572-0051 寝屋川市高柳5-11-4 072-826-3256
寝屋川市 常好 〒 572-0051 寝屋川市高柳1-1-27 072-829-2947
寝屋川市 本よし 〒 572-0051 寝屋川市高柳1-1-27 072-829-2951
寝屋川市 トップワールド黒原店 〒 572-0051 寝屋川市高柳7-19-11 072-801-0111
寝屋川市 すし幸 〒 572-0052 寝屋川市上神田1-12-7 072-829-3440
寝屋川市 トルネード 〒 572-0052 寝屋川市上神田2-4-8 072-838-1635
寝屋川市 おこのみハウスポポ 〒 572-0063 寝屋川市春日町13-14 072-827-9360
寝屋川市 古壷 〒 572-0063 寝屋川市春日町20-17 072-828-6887
寝屋川市 旦水産 〒 572-0064 寝屋川市対馬江東町10-7 072-828-5371
寝屋川市 寿司　喜らく 〒 572-0064 寝屋川市対馬江東町1-24 072-828-9956
寝屋川市 マクドナルド 仁和寺店 〒 572-0066 寝屋川市仁和寺町32-33 072-838-5641
寝屋川市 酒処・小袖 〒 572-0067 寝屋川市宝町5-1 072-828-4806
寝屋川市 四国うどん　石津寝屋川店 〒 572-0073 寝屋川市池田北町7-11 072-826-6111
寝屋川市 サイゼリア　寝屋川池田店 〒 572-0073 寝屋川市池田北町8-1 072-801-8851
寝屋川市 カレーハウスCoCo壱番屋 寝屋川池田中町店 〒 572-0074 寝屋川市池田中町32-15 072-830-3551
寝屋川市 摂南大学　ブォナージョ 〒 572-0074 寝屋川市池田中町17-8 06-6954-4187
寝屋川市 摂南大学　オイシス 〒 572-0074 寝屋川市池田中町17-8 06-6954-4187
寝屋川市 スシロー寝屋川葛原店 〒 572-0075 寝屋川市葛原1-22-10 072-839-9500
寝屋川市 三好食堂 〒 572-0076 寝屋川市仁和寺本町3-13-22 072-829-4046
寝屋川市 千成(株) 〒 572-0077 寝屋川市点野3-38-27 072-829-4141
寝屋川市 おもいで 〒 572-0080 寝屋川市香里北之町12-19 072-831-1288
寝屋川市 くし焼　佳 〒 572-0080 寝屋川市香里北之町6-9 072-832-4194
寝屋川市 大衆食堂 よし川 〒 572-0080 寝屋川市香里北之町6-8 072-834-2085
寝屋川市 近江 〒 572-0080 寝屋川市香里北之町13-8 072-833-0200
寝屋川市 大幸 〒 572-0080 寝屋川市香里北之町11-5 香里中央レジャービル1F 072-833-6211
寝屋川市 さくら 〒 572-0080 寝屋川市香里北之町11-18 072-834-3567
寝屋川市 お好み焼　みやま 〒 572-0080 寝屋川市香里北之町21-2 072-833-2265
寝屋川市 まごころ弁当　寝屋川店 〒 572-0080 寝屋川市香里北之町5-18 072-834-0266
寝屋川市 さかえ屋 〒 572-0081 寝屋川市東香里園町25-4 072-831-0464
寝屋川市 魚竹寿司 〒 572-0081 寝屋川市東香里園町25-28 072-831-0731
寝屋川市 浜寿し 〒 572-0082 寝屋川市香里本通町11-8 072-832-5305
寝屋川市 香里亭 〒 572-0082 寝屋川市香里本通町6-20 072-831-0218
寝屋川市 一力餅 〒 572-0082 寝屋川市香里本通町8-3 A207 072-831-0690



寝屋川市 ｓｏｕｐ　Ｃａｆｅ　ＭＯＮ 〒 572-0083 寝屋川市郡元町10-11 072-813-8778
寝屋川市 ちゃんこ部屋香里本店 〒 572-0084 寝屋川市香里南之町30-18 072-832-3353
寝屋川市 so-saku kitchen ＫＯ－ＪＩ 〒 572-0084 寝屋川市香里南之町28-24 トーカンマンション110 072-835-0787
寝屋川市 シャムスン 〒 572-0084 寝屋川市香里南之町34-17 072-832-3399
寝屋川市 花らんまん 〒 572-0084 寝屋川市香里南之町28-24 072-831-8668
寝屋川市 大黄河 〒 572-0084 寝屋川市香里南之町9-13 072-834-9104
寝屋川市 村さ来　香里園店 〒 572-0084 寝屋川市香里南之町30-14 第2香栄ビル2F 072-834-0868
寝屋川市 喫茶　待夢 〒 572-0084 寝屋川市香里南之町19-30 072-834-8557
寝屋川市 牛角　香里園店 〒 572-0084 寝屋川市香里南之町30-1 第3林ビル1F 072-834-2391
寝屋川市 すりばちラーメン　天鴻（てんこう） 〒 572-0084 寝屋川市香里南之町28-24 107号 トーカンマンション 072-831-7667
寝屋川市 くいしん坊 〒 572-0084 寝屋川市香里南之町34-18 072-833-9959
寝屋川市 ティコラッテ　パティスリー香里園 〒 572-0084 寝屋川市香里南之町28-24 トーカマンション108号 072-833-8383
寝屋川市 つけ麺ちっちょ　香里園店 〒 572-0084 寝屋川市香里南之町33-16 072-834-4545
寝屋川市 フレッシュネスバーガー　香里園店 〒 572-0084 寝屋川市香里南之町19-1 072-837-0921
寝屋川市 Dining　bar　栞屋 〒 572-0084 寝屋川市香里南之町33-22 072-802-2881
寝屋川市 中華ビストロうちだ 〒 572-0084 寝屋川市香里南之町36-3 072-802-3023
寝屋川市 タコタコカフェ 〒 572-0084 寝屋川市香里南之町28-24　トーカンマンション111号室 072-802-3610
寝屋川市 あんだぁ亭 〒 572-0084 寝屋川市香里南之町30-1 072-813-9663
寝屋川市 石焼ビビンBAR　seven-dwarfs 〒 572-0084 寝屋川市香里新町22-10 072-834-0281
寝屋川市 喫茶ロンタン 〒 572-0085 寝屋川市香里新町12-14 072-832-0123
寝屋川市 いまむら 〒 572-0085 寝屋川市香里新町21-23 香里新町中央商店街 072-832-2417
寝屋川市 幸 〒 572-0085 寝屋川市香里新町20-16 072-832-0190
寝屋川市 喫茶 モン 〒 572-0085 寝屋川市香里新町5-22 072-831-4160
寝屋川市 三味坂本 〒 572-0085 寝屋川市香里新町24-17 072-834-4129
寝屋川市 福助 〒 572-0085 寝屋川市香里新町24-5 072-832-6015
寝屋川市 海鮮七輪焼　おどりや 〒 572-0085 寝屋川市香里新町5-20-101 香楽園マンション 072-835-3325
寝屋川市 お好み焼き　はふう 〒 572-0085 寝屋川市香里新町3-7 072-833-0862
寝屋川市 力餅食堂 〒 572-0085 寝屋川市香里新町21-3 072-832-0423
寝屋川市 秋吉　香里店 〒 572-0085 寝屋川市香里新町21-6 072-833-0117
寝屋川市 磯笛 〒 572-0085 寝屋川市香里新町24-14 072-832-3146
寝屋川市 こうえつ庵　モエレの風 〒 572-0085 寝屋川市香里新町3-3 072-831-1678
寝屋川市 鳥一番 〒 572-0085 寝屋川市香里新町6-6 072-832-3333
寝屋川市 季節の台所　ほおずき 〒 572-0085 寝屋川市香里新町7-3 天佑ビル 072-834-8582
寝屋川市 家庭料理　龍庵 〒 572-0085 寝屋川市香里新町21-12 072-831-5557
寝屋川市 ほっかほっか亭香里新町店 〒 572-0085 寝屋川市香里新町15-4 ビラビアンカ106 072-835-5730
寝屋川市 オマール海老と黒毛和牛のお店　BISTRO KEN'S 〒 572-0085 寝屋川市香里新町12-11　香里テナントビル２F 072-800-6657
寝屋川市 マクドナルド 香里園店 〒 572-0086 寝屋川市松屋町8-1 072-832-7906
寝屋川市 ザ四國 〒 572-0089 寝屋川市香里西之町1-19 072-831-7049
寝屋川市 マクドナルド 外環寝屋川店 〒 572-0806 寝屋川市高宮1-1-23 072-823-6160
寝屋川市 スシロー巣本店 〒 572-0814 寝屋川市堀溝1-7-13 072-880-5577
寝屋川市 四国うどん　河北本店 〒 572-0815 寝屋川市河北東町1-18 072-824-0001
寝屋川市 かつ辰本店 〒 572-0816 寝屋川市河北中町37-20 072-880-6222
寝屋川市 キッチンパパ 〒 572-0819 寝屋川市大成町17-1 栄江ビル1F 072-822-5280
寝屋川市 やす喜寿司 〒 572-0819 寝屋川市大成町19-2 072-821-0958
寝屋川市 きよし寿司 〒 572-0819 寝屋川市大成町6-16 072-823-1298
寝屋川市 お好み焼　ヤマキ 〒 572-0819 寝屋川市大成町8-2 072-822-9152
寝屋川市 さつき 〒 572-0820 寝屋川市中木田町18-12 072-821-8535
寝屋川市 天政 〒 572-0821 寝屋川市出雲町6-1 072-821-4663
寝屋川市 活兵衛 〒 572-0824 寝屋川市萱島東3-16-8 072-823-8011
寝屋川市 中華料理　天華 〒 572-0824 寝屋川市萱島東2-6-14 072-824-1801
寝屋川市 能登そば 〒 572-0824 寝屋川市萱島東2-6-11 072-821-7023
寝屋川市 かおりぴん 〒 572-0824 寝屋川市萱島東1-17-8 072-820-2112
寝屋川市 お好み焼き　久 〒 572-0824 寝屋川市萱島東1-21-2 072-824-2391
寝屋川市 メロディ酒場　チコ 〒 572-0824 寝屋川市萱島東1-21-16 072-821-9965
寝屋川市 居酒屋　一集 〒 572-0824 寝屋川市萱島東1-21-16 072-824-4070
寝屋川市 居酒屋　ひろ 〒 572-0824 寝屋川市萱島東2-6-16 080-3840-6665
寝屋川市 家庭料理　すず 〒 572-0824 寝屋川市萱島東1-21-3 072-820-0235
寝屋川市 廣寿し 〒 572-0827 寝屋川市萱島本町20-10 072-880-5588
寝屋川市 力餅食堂 〒 572-0827 寝屋川市萱島本町7-12 072-822-1571
寝屋川市 一番 〒 572-0828 寝屋川市萱島桜園町9-1 072-822-0534
寝屋川市 志摩 〒 572-0828 寝屋川市萱島桜園町14-9 072-823-9056
寝屋川市 民生 〒 572-0829 寝屋川市萱島信和町4-3 072-822-9402
寝屋川市 創作屋　黒猫 〒 572-0831 寝屋川市豊野町3-4 072-813-2236
寝屋川市 お食事処　かさ 〒 572-0832 寝屋川市本町25-23 072-821-9372
寝屋川市 地中海バルＰｉａｔｔｏ 〒 572-0832 寝屋川市本町25-21 072-865-1451
寝屋川市 美松 〒 572-0833 寝屋川市初町11-22 072-821-0005
寝屋川市 エリート 〒 572-0833 寝屋川市初町1-17 072-821-5112
寝屋川市 フォルテ 〒 572-0833 寝屋川市初町11-19 072-825-0194
寝屋川市 ほっかほっか亭電通大前店 〒 572-0833 寝屋川市初町20-10 072-822-1050
寝屋川市 きらく 〒 572-0834 寝屋川市昭栄町15-14 072-821-1897
寝屋川市 とん八 〒 572-0834 寝屋川市昭栄町16-19 072-822-4042
寝屋川市 ゴマジェットカフェ 〒 572-0834 寝屋川市昭栄町1-35 072-814-6576
寝屋川市 末広寿司 〒 572-0835 寝屋川市日之出町1-1 072-821-5131
寝屋川市 なぎさ 〒 572-0835 寝屋川市日之出町2-18 072-822-8028
寝屋川市 シティホテルニューコマンダー 〒 572-0836 寝屋川市木田町17-4 072-823-7000
寝屋川市 うを恒 〒 572-0837 寝屋川市早子町19-8 072-821-0986
寝屋川市 がんこ寝屋川店 〒 572-0837 寝屋川市早子町10-16 072-820-1120
寝屋川市 喫茶　V 〒 572-0837 寝屋川市早子町23-2-211 072-821-0836
寝屋川市 立呑み　優 〒 572-0837 寝屋川市早子町21-5 072-820-5758
寝屋川市 石川家 〒 572-0837 寝屋川市早子町18-10 072-821-1223
寝屋川市 風月 〒 572-0837 寝屋川市早子町14-17 072-821-9961
寝屋川市 パブラウンジ　アルジャン 〒 572-0837 寝屋川市早子町14-19 072-823-9878
寝屋川市 ラッキー寝屋川店 〒 572-0837 寝屋川市早子町23-2-B112号 (アドバンス寝屋川2号館B1) 072-822-4361
寝屋川市 カフェ　ド　コロンビア 〒 572-0837 寝屋川市早子町2-22 072-823-7333
寝屋川市 ブーランジェリーミヤタ 〒 572-0837 寝屋川市早子町9-11 072-824-7067
寝屋川市 村さ来　寝屋川駅前店 〒 572-0837 寝屋川市早子町23-12 西本ビル2F 072-823-5845
寝屋川市 立ち呑み　寿司処　ポセイどん 〒 572-0837 寝屋川市早子町21-1 ミサキビル1F 072-820-4158
寝屋川市 イズミヤ　寝屋川店 〒 572-0837 寝屋川市早子町23-1-104 072-822-2311
寝屋川市 磯平 〒 572-0838 寝屋川市八坂町7-8 072-821-1123
寝屋川市 ちゃんこ部屋寝屋川店 〒 572-0838 寝屋川市八坂町14-15 072-823-3429
寝屋川市 スナック　サンサルーン 〒 572-0838 寝屋川市八坂町21-22 072-827-6052
寝屋川市 中国料理　北京閣 〒 572-0838 寝屋川市八坂町10-34 072-823-0826
寝屋川市 焼肉入福 〒 572-0838 寝屋川市八坂町20-19 072-828-1415
寝屋川市 リオ 〒 572-0838 寝屋川市八坂町15-8 072-821-4351
寝屋川市 御食事処　みよし 〒 572-0838 寝屋川市八坂町21-22 072-828-6489
寝屋川市 鳥貴族　寝屋川店 〒 572-0838 寝屋川市八坂町15-3 平田商事ビルB1F 072-824-3311
寝屋川市 助角　駅前店 〒 572-0838 寝屋川市八坂町20-15 072-829-8086
寝屋川市 串くわ焼き　助角 〒 572-0838 寝屋川市八坂町10-30 072-825-2716
寝屋川市 パルパル　寝屋川駅前店 〒 572-0838 寝屋川市八坂町10-26 072-823-9939



寝屋川市 喫茶　杏 〒 572-0838 寝屋川市八坂町8-1 シャルマン81 2F 072-824-2777
寝屋川市 LA・BOTTEGA　del　piatto 〒 572-0847 寝屋川市高宮新町2-1 小寺BLOG 1F 072-813-2660
寝屋川市 メイポール 〒 572-0848 寝屋川市秦町16-1 大久保マンション1F 072-824-7007
寝屋川市 Café　Coccala 〒 572-0848 寝屋川市秦町41-1 寝屋川市立市民会館内1F 072-800-3319
寝屋川市 リンガーハット　ビバモール寝屋川店 〒 572-0855 寝屋川市寝屋南2-22-1 ビバモール2Fフードコート内 072-880-1060
寝屋川市 ファーストキッチン　寝屋川ビバモール店 〒 572-0855 寝屋川市寝屋南2-22-1 ビバモール2Fフードコート内 072-880-1155
寝屋川市 たこ焼　光丸屋 〒 572-0855 寝屋川市寝屋南2-22-1 ビバモール2Fフードコート内 072-880-1988
寝屋川市 カレーハウスCoCo壱番屋 ビバモール寝屋川店 〒 572-0855 寝屋川市寝屋南2-22-2 ビバモール寝屋川 モール棟 072-880-2551
寝屋川市 (株)平和堂フレンドマート　ﾋﾞﾊﾞﾓｰﾙ寝屋川店 〒 572-0855 寝屋川市寝屋南2-22-2 072-392-9150
寝屋川市 和食さと　寝屋川太秦店 〒 572-0856 寝屋川市宇谷町1-23 072-824-0813
寝屋川市 マクドナルド 東寝屋川店 〒 572-0858 寝屋川市打上元町9-3 072-880-2528
寝屋川市 八剣伝　東寝屋川店 〒 572-0858 寝屋川市打上元町12-30 072-811-8102
寝屋川市 Ｌｕ菜　Ｃａｆｅ 〒 572-0858 寝屋川市打上元町12-18 072-396-3885
寝屋川市 ほっかほっか亭寝屋川公園駅前店 〒 572-0862 寝屋川市打上宮前町3-1 寝屋川東ファミリータウン中1番館5号 072-824-0070
寝屋川市 寿給食 〒 572-0863 寝屋川市明和1-7-2 072-822-7767
枚方市 カレーハウスCoCo壱番屋 枚方国一店 〒 573-0003 枚方市出屋敷西町2-21-1 072-805-6130
枚方市 ｃａｆｅ ｃｏｃｏｒｏ ｔａｂｉ 〒 573-0008 枚方市楠葉並木2-13-4 072-864-1077
枚方市 和食さと星丘店 〒 573-0013 枚方市星丘2-37-1 072-848-2650
枚方市 ｃａｆｅ　Ｅｎｔｒｅｍｅｔｓ 〒 573-0013 枚方市星丘2-3-23 072-396-7724
枚方市 海鮮料理　北京 〒 573-0022 枚方市宮之阪1-19-2 072-849-0433
枚方市 ベントステーション宮之阪 〒 573-0022 枚方市宮之阪2-14-35 072-849-1358
枚方市 マクドナルド 枚方バイパス店 〒 573-0022 枚方市宮之阪4-28-12 072-847-1450
枚方市 カレーハウスCoCo壱番屋　枚方宮之阪店 〒 573-0022 枚方市宮之阪2-18-1 072-890-7201
枚方市 なか卯　宮之阪店 〒 573-0022 枚方市宮之阪1-9-37 宮之阪ショッピングテラス 072-805-3166
枚方市 ビアンコ 〒 573-0023 枚方市東田宮1-3-28 072-846-6475
枚方市 天安門 〒 573-0023 枚方市東田宮1-16-15 072-845-1020
枚方市 創菜酒房　おん 〒 573-0027 枚方市大垣内町1-4-3 072-841-1260
枚方市 リザ・キッチン 〒 573-0027 枚方市大垣内町2-17-5 072-843-0986
枚方市 大同門　枚方店 〒 573-0027 枚方市大垣内町2-7-21 072-844-3965
枚方市 セブンイレブン枚方市役所前店 〒 573-0027 枚方市大垣内町2-8-15 072-843-7766
枚方市 レストラン　ギャラリー　翁 〒 573-0027 枚方市大垣内町2-12-27 072-844-0002
枚方市 沖縄料理　あっぱりしゃん大垣内店 〒 573-0027 枚方市大垣内町1-4-3 KSビル2F 072-845-6603
枚方市 中国料理　朱鷺 〒 573-0028 枚方市川原町5-13 川原ビル1F 072-846-5737
枚方市 春木家 〒 573-0028 枚方市川原町10-5 072-844-8400
枚方市 大衆割烹　富久路 〒 573-0028 枚方市川原町10-4-15 072-844-9040
枚方市 割烹　ゆうな 〒 573-0028 枚方市川原町5-3 072-844-9333
枚方市 地産おうえん　枚方もりもり亭 〒 573-0028 枚方市川原町9-23 072-843-6678
枚方市 ばらんす亭 〒 573-0031 枚方市岡本町8-15 072-843-0147
枚方市 マクドナルド ビオルネ枚方店 〒 573-0031 枚方市岡本町6-1-101 072-846-6688
枚方市 たなかや 〒 573-0031 枚方市岡本町7-1 ビオルネB1 072-846-6626
枚方市 土筆んぼう　枚方市駅前店 〒 573-0031 枚方市岡本町2-22 枚方デパートビルB1 072-843-3050
枚方市 リザダイニング 〒 573-0031 枚方市岡本町4-25 Domani 1F 072-844-2855
枚方市 ビストロ　フミ 〒 573-0031 枚方市岡本町2-2 072-841-2030
枚方市 ＭＡＹ’Ｓ・ＤＩＮＩＮＧ 〒 573-0031 枚方市岡本町1-5 072-846-6255
枚方市 コーラク 〒 573-0032 枚方市岡東町8-33 072-844-9796
枚方市 いなば和幸 〒 573-0032 枚方市岡東町19-20 エル枚方内 072-861-2020
枚方市 杵屋 〒 573-0032 枚方市岡東町19-20 エル枚方内 072-846-1160
枚方市 大衆居酒屋志なのすけ 〒 573-0032 枚方市岡東町19-20 エル枚方内 072-846-5240
枚方市 ケンタッキー・フライド・チキン 〒 573-0032 枚方市岡東町19-20 エル枚方内 072-861-2277
枚方市 カフェパーラー千利 〒 573-0032 枚方市岡東町19-19 京阪百貨店内 072-845-1104
枚方市 鶴橋風月枚方店 〒 573-0032 枚方市岡東町19-20 エル枚方内 072-846-1150
枚方市 がんこ枚方店 〒 573-0032 枚方市岡東町11-17 072-843-2225
枚方市 ちゃんこ部屋　枚方駅前店 〒 573-0032 枚方市岡東町8-6 現代枚方駅前ビル3F 072-804-8888
枚方市 お好み焼　マツモト 〒 573-0032 枚方市岡東町12-3-308 サンプラザ3号館3F 072-843-5458
枚方市 飛騨 〒 573-0032 枚方市岡東町12-3 サンプラザ3号館3F 072-846-2238
枚方市 ホットデリカP＆P(株)京阪百貨店ひらかた店 〒 573-0032 枚方市岡東町19-19 072-846-1313
枚方市 いろとりどり(株)京阪百貨店ひらかた店 〒 573-0032 枚方市岡東町19-19 072-846-1313
枚方市 ミートデリカ(株)京阪百貨店ひらかた店 〒 573-0032 枚方市岡東町19-19 072-846-1313
枚方市 天ぷら鮮(株)京阪百貨店ひらかた店 〒 573-0032 枚方市岡東町19-19 072-846-1313
枚方市 古市庵(株)京阪百貨店ひらかた店 〒 573-0032 枚方市岡東町19-19 072-846-1313
枚方市 マリーカトリーヌ(株)京阪百貨店ひらかた店 〒 573-0032 枚方市岡東町19-19 072-846-1313
枚方市 遊心亭(株)京阪百貨店ひらかた店 〒 573-0032 枚方市岡東町19-19 072-846-1313
枚方市 ピンクキャロット(株)京阪百貨店ひらかた店 〒 573-0032 枚方市岡東町19-19 072-846-1313
枚方市 食品専門館ラッキー枚方店 〒 573-0032 枚方市岡東町18-21 072-841-5855
枚方市 肉の松阪　サンプラザ店 〒 573-0032 枚方市岡東町12-3 サンプラザ3号館3F 072-843-4988
枚方市 カプリチョーザ　枚方店 〒 573-0032 枚方市岡東町19-20 エル枚方店 072-843-2256
枚方市 そば茶屋　きなさ 〒 573-0032 枚方市岡東町12-3 サンプラザ3号館3F 072-846-2040
枚方市 寿し活 〒 573-0032 枚方市岡東町22-2 072-844-0330
枚方市 京阪茶屋こころ (株) 京阪百貨店ひらかた店 〒 573-0032 枚方市岡東町19-19 072-846-1313
枚方市 餃子の王将　枚方市駅前店 〒 573-0032 枚方市岡東町24-14 072-844-4505
枚方市 京阪百貨店枚方店　ちょこ菜コーナー 〒 573-0032 枚方市岡東町19-19 072-846-1313
枚方市 木馬の館 〒 573-0032 枚方市岡東町12-3-405 072-846-2070
枚方市 おこわ米八　京阪枚方店 〒 573-0032 枚方市岡東町19-19 京阪百貨店ひらかた店内 072-841-3548
枚方市 和洋旬彩　月陽ＨＩＲＡＫＡＴＡ 〒 573-0032 枚方市岡東町11-11 ひらかたサンプラザホテル1F 072-846-5510
枚方市 鉄板鍋づくし　枚方本店 〒 573-0032 枚方市岡東町21-19 072-843-3900
枚方市 酒坊　たこ柾 〒 573-0032 枚方市岡東町22-20 072-844-5178
枚方市 ファミリーマート　枚方市役所前店 〒 573-0032 枚方市岡東町8-6 072-804-3034
枚方市 ＲＩＺＺＡ＆ＲＩＺＺＡ　ＣＡＦＥ 〒 573-0032 枚方市岡東町14-50 072-845-2211
枚方市 フレッシュベーカリー　モンタナ 〒 573-0034 枚方市岡山手町10-5 072-846-3360
枚方市 ｃａｆｅ・ｈｉｎｏｄｅ 〒 573-0037 枚方市枚方上之町4-23 072-380-3292
枚方市 Ｃａｆｅ　Ｃａｍｙｕ～カミュゥ～ 〒 573-0042 枚方市牧野下島町13-11 072-865-7310
枚方市 更科 〒 573-0046 枚方市宮之下町1-21 072-852-3102
枚方市 要すし 〒 573-0046 枚方市宮之下町7-22 ABCセンター 072-854-5607
枚方市 お好み焼　じゅ～兵衛 〒 573-0046 枚方市宮之下町7-22 ABCセンター 072-853-8803
枚方市 喫茶　十進堂 〒 573-0047 枚方市山之上4-30-9 072-846-4428
枚方市 肉の松阪　山之上店 〒 573-0049 枚方市山之上北町4-17 072-841-8088
枚方市 ☆野菜Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ 〒 573-0051 枚方市三矢町8-16 072-865-3982
枚方市 マクドナルド 枚方パーク店 〒 573-0054 枚方市枚方公園町1-1 ひらかたパーク内 072-861-2319
枚方市 Ｍｏｇａ　Ｊｏｇａ　ＤＩＮＩＮＧ 〒 573-0057 枚方市堤町2-14 072-846-3535
枚方市 ルポ・デ・ミディ 〒 573-0057 枚方市堤町10-12 072-843-1525
枚方市 Ｎｏｔｅ　Ｇａｌｌｅｒｙ 〒 573-0057 枚方市堤町8-15 072-396-0708
枚方市 だるま食堂 〒 573-0058 枚方市伊加賀東町1-21 072-841-2167
枚方市 ほっかほっか亭枚方公園西店 〒 573-0061 枚方市伊加賀寿町16-31 072-841-4356
枚方市 あとりえ珈琲店 〒 573-0063 枚方市走谷1-8-10-101 072-841-1551
枚方市 弁天 〒 573-0063 枚方市走谷2-28-1 072-833-9799
枚方市 カフェテラス　マミー 〒 573-0064 枚方市北中振3-22-14 072-832-6048
枚方市 イレブン 〒 573-0064 枚方市北中振3-22-3 072-833-0848
枚方市 ｃａｆｅ　ＧＡＲＤＥＮ 〒 573-0064 枚方市北中振1-27-8 072-834-0393
枚方市 喫茶  あんぶれら 〒 573-0064 枚方市北中振1-30-1 072-835-5163



枚方市 うまいもん処　さつま 〒 573-0064 枚方市北中振3-21-2 072-833-8838
枚方市 中華料理　上海 〒 573-0064 枚方市北中振3-1-11 072-834-6700
枚方市 阪急オアシス枚方出口店 〒 573-0065 枚方市出口1-17-20 072-837-6070
枚方市 Ｃａｆｅ　ＡＯＹＡＭＡ　カフェ　青山 〒 573-0065 枚方市出口3-3-4 なし
枚方市 ｈｉｔｏｔｏｋｉ－ 〒 573-0066 枚方市伊加賀西町11-22 山田自動車工作所内 072-861-1101
枚方市 スシロー枚方茄子作店 〒 573-0071 枚方市茄子作2-14-15 072-854-3870
枚方市 (株)スイス菓子バーゼル　レストラン・リシャルツ 〒 573-0073 枚方市高田2-31-3 072-852-6051
枚方市 カフェ・ルポン 〒 573-0073 枚方市高田2-20-17 072-396-8785
枚方市 ほっかほっか亭東香里店 〒 573-0076 枚方市東香里元町14-24 072-852-4705
枚方市 中華料理　八珍 〒 573-0077 枚方市東香里新町4-1 072-853-5295
枚方市 café　CHEZ　MOI 〒 573-0077 枚方市東香里新町1-26 072-852-7200
枚方市 宝食堂 〒 573-0084 枚方市香里ケ丘2-1-12 072-854-0257
枚方市 ビストロアンリ 〒 573-0086 枚方市香里園町5-20 平田ビル1F 072-834-1258
枚方市 我が家のふらんす料理　サンタ・バーバラ 〒 573-0088 枚方市香里園桜木町3-9 072-834-8767
枚方市 旬彩庵　香里ケ丘店 〒 573-0093 枚方市東中振1-19-7 サボイ味道館内 072-835-2551
枚方市 ブルーリーフ 〒 573-0094 枚方市南中振2-89-15 103 072-833-2531
枚方市 摂南大学　ベーカリー香フェ 〒 573-0101 枚方市長尾峠町45-1 06-6954-4187
枚方市 摂南大学　ジョルノ 〒 573-0101 枚方市長尾峠町45-1 06-6954-4187
枚方市 摂南大学　レストラン枚方 〒 573-0101 枚方市長尾峠町45-1 06-6954-4187
枚方市 大阪工業大学　北山職員食堂 〒 573-0101 枚方市北山1-79-1 06-6954-4187
枚方市 有楽すし 〒 573-0102 枚方市長尾家具町1-4-25 072-850-6100
枚方市 八剣伝　家具団地店 〒 573-0102 枚方市長尾家具町2-15-2 家具町ハイツ102 072-851-3011
枚方市 ほっかほっか亭家具団地店 〒 573-0102 枚方市長尾家具町1-7-28 072-855-7741
枚方市 杉五兵衛 〒 573-0116 枚方市杉責谷1-951 072-858-0070
枚方市 青い空カフェ 〒 573-0121 枚方市津田北町2-34-35 072-395-1205
枚方市 喜多八寿司 〒 573-0126 枚方市津田西町1-23-3 072-859-3115
枚方市 藤井米穀店 〒 573-0126 枚方市津田西町2-27-6 072-858-1031
枚方市 マクドナルド 枚方アルプラザ店 〒 573-0127 枚方市津田元町1-4-1 072-897-2127
枚方市 HAPPY　MIND　KITCHEN　弁当屋　アルプラザ枚方店 〒 573-0127 枚方市津田元町1-4-1 アルプラザ枚方店1F 072-859-8120
枚方市 株式会社平和堂　アル・プラザ枚方 〒 573-0127 枚方市津田元町1-4-1 アルプラザ枚方店1F 072-896-1100
枚方市 アルプラザ枚方店　吉兵衛 〒 573-0127 枚方市津田元町1-4-1 アルプラザ枚方店1F 072-896-1182
枚方市 田中企画 〒 573-0128 枚方市津田南町2-115-1 072-858-2333
枚方市 カフェレスト　１９HOUSE 〒 573-0144 枚方市野村中町44-5 072-859-2918
枚方市 ＬＩＶＥダイニングシャンボール 〒 573-0145 枚方市大峰南町15-28 072-858-8906
枚方市 八剣伝　長尾駅前店 〒 573-0163 枚方市長尾元町6-7-2-103 072-864-0977
枚方市 ｌｅｉ　ｃａｆｅ 〒 573-0163 枚方市長尾元町1-35-1 072-855-0400
枚方市 大阪工業大学　カフェテリアKITAYAMA 〒 573-0171 枚方市北山1-79-1 06-6954-4187
枚方市 カフェ　きたら 〒 573-1105 枚方市南楠葉1-1-39 072-855-1517
枚方市 カプリシオ 〒 573-1105 枚方市南楠葉1-6-8 072-867-0660
枚方市 ａｔｅｌｉｅｒ　ＶＩＥ 〒 573-1105 枚方市南楠葉1-1-34 072-856-2355
枚方市 鶏小路 〒 573-1105 枚方市南楠葉1-14-14 072-867-5420
枚方市 鳥貴族　くずは店 〒 573-1106 枚方市町楠葉1-4-5 愛染ビル1F 072-851-9066
枚方市 マクドナルド 樟葉店 〒 573-1106 枚方市町楠葉1-5-1 婦喜屋ビル 072-850-6992
枚方市 大阪王将　くずは朝日店 〒 573-1111 枚方市楠葉朝日2-2-4 072-867-7281
枚方市 Cafe de RORO＆DOG'S 　くずは店 〒 573-1111 枚方市樟葉朝日1-6-5 072-857-1144
枚方市 和蔵 〒 573-1118 枚方市楠葉並木2-23-2 072-856-7755
枚方市 ｃａｆｅ　Ｋｉｒａｒａ 〒 573-1118 枚方市楠葉並木2-13-9 072-850-7107
枚方市 名代とんかつ　かつくら京都三条　KUZUHAMALL店 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 くずはモール本館1F 072-836-3081
枚方市 鶴橋風月　くずはモール店 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1-212 072-850-3311
枚方市 ホットデリカＰ＆Ｐ　京阪百貨店くずはモール店 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 京阪百貨店くずはモール店 072-836-1313
枚方市 ピンクキャロットサラダ　京阪百貨店くずはモール店 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 京阪百貨店くずはモール店 072-836-1313
枚方市 ＲＦ－１　京阪百貨店くずはモール店 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 京阪百貨店くずはモール店 072-836-1313
枚方市 マリーカトリーヌ　京阪百貨店くずはモール店 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 京阪百貨店くずはモール店 072-836-1313
枚方市 四季五彩　京阪百貨店くずはモール店 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 京阪百貨店くずはモール店 072-836-1313
枚方市 魚づくし　京阪百貨店くずはモール店 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 京阪百貨店くずはモール店 072-836-1313
枚方市 とれとれ寿司　京阪百貨店くずはモール店 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 京阪百貨店くずはモール店 072-836-1313
枚方市 古市庵　京阪百貨店くずはモール店 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 京阪百貨店くずはモール店 072-836-1313
枚方市 いろとりどり　京阪百貨店くずはモール店 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 京阪百貨店くずはモール店 072-836-1313
枚方市 大起水産回転寿司　くずはモール店 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 くずはモール DST2F 072-850-3500
枚方市 京都ラーメン　春陽堂 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 くずはモール 本館1F 072-856-5471
枚方市 蛸千 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 くずはモール 本館1F 072-850-1104
枚方市 ブレッドダイニンググーテ 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 くずはモール 本館1F 072-857-2523
枚方市 めん料理老舗　味万 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 くずはモール 本館1F 072-857-2595
枚方市 ＵＺＵ 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 くずはモール 本館1F 072-857-8046
枚方市 五臓六腑　くずはモール店 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 くずはモール 本館1F 072-850-9301
枚方市 京阪百貨店くずは店　ちょこ菜コーナー 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町15-1 072-836-1313
枚方市 咲菜京阪くずは駅店 〒 573-1121 枚方市楠葉花園町14-1　京阪樟葉駅１F 072-807-8487
枚方市 なか卯　枚方養父店 〒 573-1124 枚方市養父東町52-1 072-836-0165
枚方市 マクドナルド 牧野店 〒 573-1127 枚方市上島町2-5 072-868-7990
枚方市 スシロー枚方高野道店 〒 573-1131 枚方市高野道1-20-10 フォレオ枚方1F 072-809-6101
枚方市 極楽湯　枚方店 〒 573-1132 枚方市招提田近3-8-1 072-867-4126
枚方市 レストラン西本 〒 573-1133 枚方市招提元町1-38-15 072-866-0120
枚方市 つるや 〒 573-1134 枚方市養父丘2-7-18 072-850-3456
枚方市 藤九寿司 〒 573-1134 枚方市養父丘1-2-60 072-857-6557
枚方市 一の谷 〒 573-1135 枚方市招提平野町4-18 072-856-5044
枚方市 スシロー枚方招提店 〒 573-1138 枚方市招提北町1-2242-1 072-864-0825
枚方市 ほっかほっか亭招提北町店 〒 573-1138 枚方市招提北町3-2274-1 072-809-6088
枚方市 由八食堂 〒 573-1141 枚方市養父西町20-11 072-855-2291
枚方市 Cafe de RORO＆DOG'S 　まきの店 〒 573-1141 枚方市養父西町17-12 072-850-8657
枚方市 (株)トマトアンドアソシエイツ　枚方牧野店 〒 573-1142 枚方市牧野下島町5-72 072-855-7140
枚方市 Ｃａｆｅ　ｍｅｅｔ 〒 573-1143 枚方市宇山町2-12 080-5711-9148
枚方市 Ｇｒａｎ　Ｓｏｒｒｉｓｏ 〒 573-1146 枚方市牧野阪1-16-9 072-850-2100
枚方市 大阪王将  牧野店 〒 573-1146 枚方市牧野阪1-16-7 072-850-5913
枚方市 桜すし 〒 573-1146 枚方市牧野阪2-5-5 072-809-0101
枚方市 風鈴火山 〒 573-1146 枚方市牧野阪2-5-19 072-856-3799
枚方市 株式会社　ライフコーポレーション　牧野店 〒 573-1146 枚方市牧野阪1-18-1 072-857-9631
枚方市 ＢＲＡＳＳＥＲＩＥ　ＴＡＭＵＴＡＭＵ 〒 573-1146 枚方市牧野阪2-5-13-105 072-807-7233
枚方市 スーパーカワセ牧野店 〒 573-1149 枚方市牧野北町5-12 072-836-6606
枚方市 ひらかた・にじ福祉工場 〒 573-1154 枚方市招提東町2-3-1 072-864-1055
枚方市 和食さと招提南店 〒 573-1155 枚方市招提南町3-23-6 072-867-2041
枚方市 陽だまり 〒 573-1161 枚方市交北2-7-15 072-847-1541
枚方市 釜盛 〒 573-1163 枚方市甲斐田新町1-1 072-847-5776
枚方市 大野屋本店 〒 573-1164 枚方市須山町31-5 072-840-8629
枚方市 ほっかほっか亭かいだ東町店 〒 573-1168 枚方市甲斐田東町9-3 072-805-6680
枚方市 エル  モスターチョ 〒 573-1172 枚方市上島町4-12 072-867-4946
枚方市 やすらぎ処　安岐 〒 573-1175 枚方市上野1-1-2 072-847-6788
枚方市 レストランサカミティー 〒 573-1182 枚方市御殿山町8-19 072-848-0399
枚方市 お好み焼おこ 〒 573-1182 枚方市御殿山町6-5 072-898-8608
枚方市 喫茶　フレンド 〒 573-1182 枚方市御殿山町6-1 072-848-2175



枚方市 くらもち 〒 573-1182 枚方市御殿山町7-20 072-848-4123
枚方市 居酒屋まめやん 〒 573-1182 枚方市御殿山町5-9 072-898-1123
枚方市 和季あいあい　えん 〒 573-1182 枚方市御殿山町5-8 072-805-3201
枚方市 ＬＯＴＴＡ 〒 573-1182 枚方市御殿山町6-7 072-847-3955
枚方市 お好焼　益味 〒 573-1183 枚方市渚南町26-23 072-898-7645
枚方市 まつお 〒 573-1184 枚方市磯島茶屋町16-5 072-847-2573
枚方市 Ｃａｆｅ　Gallery　Ｍａｒｕｌａ 〒 573-1185 枚方市天之川町2-35-102 072-845-5115
枚方市 レストラン　のぞみ 〒 573-1191 枚方市新町2-3-1 関西医大枚方病院内 13F 072-804-2947
枚方市 鳥貴族　枚方店 〒 573-1191 枚方市新町1-2-3 テイクツービル5F 072-846-1006
枚方市 喫茶わお　ラポール福祉作業所 〒 573-1191 枚方市新町2-1-35 072-843-7077
枚方市 枚方　あっぱりしゃん 〒 573-1191 枚方市新町1-2-10 テイクスリービル1F 072-845-5858
枚方市 無名屋　粋月 〒 573-1191 枚方市新町1-2-10-1F 072-841-8555
枚方市 Casual　割烹たち太 〒 573-1192 枚方市西禁野1-11-13 072-807-8200
枚方市 創作鉄板居酒屋　ＢＥＪＩＴＡ 〒 573-1193 枚方市御殿山南町3-53 1F 072-849-2667
枚方市 鮨・割烹　司 〒 573-1193 枚方市渚南町26-28 072-848-5066
枚方市 八剣伝　枚方中宮店 〒 573-1195 枚方市中宮東之町695-7 グランデール1F 072-805-3031
枚方市 茶房　ひまわり 〒 573-1197 枚方市禁野本町1-871 イズミヤ枚方店1F 072-898-1420
枚方市 ほっかほっか亭イズミヤ枚方店 〒 573-1197 枚方市禁野本町1-19-1 072-805-3100
大東市 福すし四条畷駅前店 〒 574-0001 大東市学園町2-9 072-876-5459
大東市 創作居酒屋MARUSUKE 〒 574-0001 大東市学園町1-44 072-876-0056(代)
大東市 宝雪酒坊 〒 574-0001 大東市学園町3-11 072-876-5001
大東市 八剣伝　四条畷店 〒 574-0001 大東市学園町3-10 072-862-1566
大東市 夢楽館 〒 574-0002 大東市錦町7-5 072-878-6747
大東市 喫茶　押切 〒 574-0002 大東市錦町7-17 なし
大東市 中華料理　大東飯店 〒 574-0002 大東市錦町7-15 072-876-8651
大東市 てなもんや 〒 574-0003 大東市明美の里町17-31 072-876-6996
大東市 真由巳 〒 574-0003 大東市明美の里町10-4 072-876-0369
大東市 入船 〒 574-0003 大東市明美の里町15-8 072-877-2235
大東市 ふれんど 〒 574-0003 大東市明美の里町4-8 メゾン明美の里 072-879-3686
大東市 のと家 〒 574-0006 大東市中楠の里町15-3 072-876-1596
大東市 力 〒 574-0011 大東市北条1-7-25 072-877-7166
大東市 味の店　すみちゃん 〒 574-0011 大東市北条4-3-7 072-878-8763
大東市 竹なか 〒 574-0011 大東市北条3-7-30 072-877-6542
大東市 紅屋 〒 574-0011 大東市北条2-20-40 072-878-7655
大東市 中華料理　英 〒 574-0011 大東市北条1-13-32 072-876-8656
大東市 ジュリアン 〒 574-0011 大東市北条1-1-13 ワキタハイツ1F 072-878-1328
大東市 ヤマザキショップ　北条店 〒 574-0011 大東市北条7-13-23 072-876-7787
大東市 駅前飯店 〒 574-0011 大東市北条1-1-11 072-876-6445
大東市 八剣伝　ＪＲ野崎駅前店 〒 574-0011 大東市北条1-1-25 野崎駅前ビル1F 072-863-3711
大東市 信州そば 〒 574-0011 大東市北条1-1-32 072-876-3288
大東市 ほっかほっか亭野崎店 〒 574-0011 大東市北条1-5-32 072-878-4610
大東市 吉だこ 〒 574-0011 大東市北条1-7-22 080-3822-1359
大東市 阪奈カントリークラブ 〒 574-0012 大東市龍間358-1 072-869-0101
大東市 スポーツヒルズ大阪 〒 574-0012 大東市龍間308-1 072-869-0171
大東市 民芸肉料理はや山荘 〒 574-0013 大東市中垣内1305-1 072-875-1211
大東市 ガスト　大阪産業大学前店 〒 574-0013 大東市中垣内3-2-28 072-869-3403
大東市 六三寿司 〒 574-0014 大東市寺川3-9-28 072-871-3006
大東市 魚捨 〒 574-0015 大東市野崎2-6-1 072-876-1203
大東市 まんぷく亭 〒 574-0015 大東市野崎1-4-10 072-877-7048
大東市 さぬきうどん　桐山 〒 574-0015 大東市野崎1-7-18 072-878-4114
大東市 ごはん処　味亭 〒 574-0015 大東市野崎1-5-8 072-803-2338
大東市 カレーとコーヒ　カリブ 〒 574-0015 大東市野崎1-7-18 072-879-6070
大東市 万里弥 〒 574-0015 大東市野崎1-1-22 072-876-0488
大東市 楽楽中華亭 〒 574-0015 大東市野崎1-1-26 072-862-2033
大東市 和食　真古 〒 574-0015 大東市野崎1-1-22 野崎コーポ106 072-879-0090
大東市 ひよこ 〒 574-0015 大東市野崎1-6-13 072-878-3620
大東市 pan de シャンボール　野崎店 〒 574-0015 大東市野崎1-18-2 070-2645-4133
大東市 お好み焼　亜樹 〒 574-0016 大東市南津の辺町22-16 072-877-2927
大東市 ひよこ 〒 574-0016 大東市南津の辺町3-20 072-863-1523
大東市 喫茶そふぃあ 〒 574-0016 大東市南津の辺町3-18-B101 072-862-3123
大東市 いろは食堂 〒 574-0016 大東市南津の辺町4-4 072-876-1774
大東市 グルメシティ野崎店 〒 574-0016 大東市南津の辺町24-2 072-878-1161
大東市 菜食レストラン　Amigo 〒 574-0017 大東市津の辺町7-28 072-862-4180
大東市 新大阪食品産業株式会社 〒 574-0022 大東市平野屋2-9-30 072-871-3227
大東市 ｔａｋａｋｕｒａｙａ　ｋｉｔｃｈｅｎ＆ｒｅｎｏｖａｔｉｏｎ 〒 574-0023 大東市南新田1-26-3 072-803-8846
大東市 醍醐味 〒 574-0024 大東市泉町2-10-6 072-874-0178
大東市 広屋 〒 574-0024 大東市泉町2-2-2 072-871-3801
大東市 和門 〒 574-0025 大東市御供田1-18-11 072-873-0065
大東市 カフェ・アローザ 〒 574-0025 大東市御供田4-4-13 090-6824-4147
大東市 カフェ　LANKUN 〒 574-0025 大東市御供田5-1-18 072-396-5038
大東市 お好み焼桂 〒 574-0026 大東市住道1-2-28 072-872-2974
大東市 やなぎ 〒 574-0026 大東市住道1-2-29 072-872-1514
大東市 オークラ 〒 574-0026 大東市住道2-1-101 サンメイツ一番館1F 072-872-0320
大東市 寿し梅 〒 574-0026 大東市住道1-6-8 072-872-0772
大東市 元禄園 〒 574-0026 大東市住道1-2-7 072-874-4578
大東市 ステーキハウス　三ツ川 〒 574-0026 大東市住道1-2-30 072-872-0298
大東市 割烹　　秀 〒 574-0026 大東市住道2-2-2102 サンメイツ二番館1F 072-871-0700
大東市 コーヒーハウス樫 〒 574-0026 大東市住道2 サンメイツ二番館203 072-873-5689
大東市 くらわんか 〒 574-0026 大東市住道2 サンメイツ一番館イズミヤ6F 072-873-6285
大東市 パントリー住道駅店 〒 574-0026 大東市住道2-3-1 072-873-1420
大東市 フレッシオ　住道店 〒 574-0026 大東市住道2-3-1 ギャレ住道 072-875-7061
大東市 元禄 〒 574-0026 大東市住道2-1 大東サンメイツ一番館B1 072-872-0541
大東市 丸幸水産　JR住道駅店 〒 574-0026 大東市住道2-3-1 アルビ住道1F 072-870-4800
大東市 まんだ 〒 574-0027 大東市三住町1-32 072-872-3300
大東市 香林坊 〒 574-0027 大東市三住町1-31 072-872-7077
大東市 しせんらーめん住道店 〒 574-0027 大東市三住町5-5 072-875-2241
大東市 Ｃａｆｅ　ＣｏＣｏＭｏ 〒 574-0028 大東市幸町5-14 090-8238-5162
大東市 一楽食堂 〒 574-0032 大東市栄和町13-1 072-871-6876
大東市 和創鍋家　鎹 〒 574-0032 大東市栄和町15-15 072-871-5558
大東市 大東中国料理　鮮味館 〒 574-0032 大東市栄和町3-28 072-875-8288
大東市 福すし別館 〒 574-0033 大東市扇町5-1 072-873-8155
大東市 虎武士　住道店 〒 574-0033 大東市扇町6-17 072-872-3568
大東市 多幸亭 〒 574-0033 大東市扇町6-16 072-871-5522
大東市 ＡＩＲＥ 〒 574-0033 大東市扇町3-7 ボニート扇町1F 072-875-0073
大東市 かしき屋福茂千　大東店 〒 574-0033 大東市扇町7-12 072-869-6111
大東市 大阪庄や　住道店 〒 574-0036 大東市末広町1-2-201 ガラスノ卵2F 072-869-2261
大東市 スワンカフェ＆ベーカリー大東店 〒 574-0036 大東市末広町15-6 社会福祉法人 大阪手をつなぐ育成会 支援センターサクラ 072-871-1120
大東市 ウオト 〒 574-0037 大東市新町5-16 072-872-1756
大東市 レストラン　サーティ 〒 574-0037 大東市新町13-30 サーティホール内 072-873-0300



大東市 そば処　まからんや 〒 574-0037 大東市新町9-19 072-872-2744
大東市 創作鉄板フレンチ・お好み焼　いまくら 〒 574-0037 大東市新町4-24 072-872-3677
大東市 カレーハウスCoCo壱番屋　JR住道駅前店 〒 574-0041 大東市浜町12-13 072-869-3577
大東市 ビストロカフェ　ＫｕＫＫａ 〒 574-0041 大東市浜町1-20 072-396-8789
大東市 イズミヤ住道店フードプラザ 〒 574-0042 大東市大野1-3-1 イズミヤ住道店内 072-871-2721
大東市 サンクス　大東大野店 〒 574-0042 大東市大野1-5-8 072-874-1343
大東市 みち草 〒 574-0042 大東市大野2-6-14 072-872-2520
大東市 コーヒーハウス「ゴエモン」 〒 574-0042 大東市大野1-18-24 072-870-7939
大東市 焼肉　大仙 〒 574-0042 大東市大野1-4-8 072-874-2900
大東市 アルカディアｃａｆｅ　住道店 〒 574-0042 大東市大野1-3-2 072-874-4566
大東市 レストラン＆カフェ　ギャン 〒 574-0042 大東市大野1-5-7 072-874-8008
大東市 ほっかほっか亭　住道南店 〒 574-0042 大東市大野1-5-3 072-875-8132
大東市 お好み焼  じゅうじゅう 〒 574-0042 大東市大野1-18-24 072-870-0839
大東市 わがままれすとらん太助 〒 574-0042 大東市大野1-6-1 072-874-1870
大東市 丸三寿司 〒 574-0042 大東市大野1-18-23 072-871-2488
大東市 シャ・ノワール　サロン 〒 574-0043 大東市灰塚5-12-30 072-872-6280
大東市 スシロー大東店 〒 574-0044 大東市諸福8-2-20 072-870-2322
大東市 ほっかほっか亭　住道駅前店 〒 574-0044 大東市浜町9-12 072-872-4096
大東市 喫茶･レストラン　キッチン 〒 574-0044 大東市浜町10-14 072-873-7080
大東市 うどんの宿六 〒 574-0046 大東市赤井1-4-1 ポップタウン二番館 072-873-4324
大東市 鳥貴族　住道店 〒 574-0046 大東市赤井2-2-11 072-806-5400
大東市 火間土　住道店 〒 574-0046 大東市赤井1-1-5 072-873-1129
大東市 酔虎伝　住道駅前店 〒 574-0046 大東市赤井1-3-18 白井ビル1F 072-870-0900
大東市 とれとれ寿司　京阪百貨店住道店 〒 574-0046 大東市赤井1-4-1 ポップタウン住道オペラパーク内 072-873-1313
大東市 ピンクキャロット　京阪百貨店住道店 〒 574-0046 大東市赤井1-4-1 ポップタウン住道オペラパーク内 072-873-1313
大東市 魚づくし　京阪百貨店住道店 〒 574-0046 大東市赤井1-4-1 ポップタウン住道オペラパーク内 072-873-1313
大東市 マリー・カトリーヌ　京阪百貨店住道店 〒 574-0046 大東市赤井1-4-1 ポップタウン住道オペラパーク内 072-873-1313
大東市 盛活　京阪百貨店住道店 〒 574-0046 大東市赤井1-4-1 ポップタウン住道オペラパーク内 072-873-1313
大東市 ｙｏｕｔｏｒｉ　京阪百貨店住道店 〒 574-0046 大東市赤井1-4-1 ポップタウン住道オペラパーク内 072-873-1313
大東市 新宿さぼてん　京阪百貨店住道店 〒 574-0046 大東市赤井1-4-1 ポップタウン住道オペラパーク内 072-873-1313
大東市 鮮　京阪百貨店住道店 〒 574-0046 大東市赤井1-4-1 ポップタウン住道オペラパーク内 072-873-1313
大東市 赤坂飯店　京阪百貨店住道店 〒 574-0046 大東市赤井1-4-1 ポップタウン住道オペラパーク内 072-873-1313
大東市 うどん棒　京阪百貨店住道店 〒 574-0046 大東市赤井1-4-1 ポップタウン住道オペラパーク内 072-873-1313
大東市 やまちゃん　京阪百貨店住道店 〒 574-0046 大東市赤井1-4-1 ポップタウン住道オペラパーク内 072-873-1313
大東市 京阪百貨店住道店　ちょこ菜コーナー 〒 574-0046 大東市赤井1-4-1 072-873-1313
大東市 京阪百貨店住道店　すこやかデリカ 〒 574-0046 大東市赤井1-4-1 072-873-1313
大東市 とんかつ　かつ喜　住道店 〒 574-0046 大東市赤井1-4-1 ポップタウン住道オペラパーク3F 072-803-8094
大東市 丸幸水産　オペラパーク住道店 〒 574-0046 大東市赤井1-4-3 ポップタウン住道オペラパーク1F 072-874-8522
大東市 なんば一番住道店 〒 574-0046 大東市赤井1-15-20 080-1424-1903
大東市 サイゼリヤ　ポップタウン住道店 〒 574-0046 大東市赤井1-13-1 ポップタウン住道一番館2F 072-889-5222
大東市 焼肉イルモン　兀（ごつ） 〒 574-0046 大東市赤井1-7-6 072-800-5212
大東市 赤井ふみ福 〒 574-0062 大東市氷野1-16-21 072-874-2329
大東市 フレンドリー大東店 〒 574-0062 大東市氷野1-17-44 072-872-1902
大東市 アメツチ 〒 574-0062 大東市氷野1-8-2 木全ビル106 072-873-8887
大東市 大惣 〒 574-0064 大東市御領3-5-25 072-871-6160
大東市 さかな亭大東店 〒 574-0064 大東市御領1-11-24 072-875-4356
大東市 健寿し 〒 574-0071 大東市深野北1-14-1 072-877-4919
大東市 昇龍 〒 574-0071 大東市深野北1-9-20 072-878-7749
大東市 toto　kitchen 〒 574-0072 大東市深野4-2-10 072-380-0723
大東市 野崎徳洲会病院　喫茶室 〒 574-0074 大東市谷川2-10-50 072-874-1641
大東市 グリル大東 〒 574-0076 大東市曙町4-6 072-871-0005
大東市 珈琲＆グリル　ミキ 〒 574-0076 大東市曙町2-11 072-873-8825
大東市 ザ・かつれつＡＢＣ 〒 574-0077 大東市三箇3-10-19 072-873-2227
枚方市 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｃｊ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ 〒 574-1146 枚方市牧野阪2-7-33 072-856-5574
枚方市 お食事処　ほろ酔 〒 574-1146 枚方市牧野阪2-5-5 104 072-857-7169
枚方市 花鳥風月  居酒屋  ぼーちゃん 〒 574-1146 枚方市牧野阪2-2-18 072-855-1032
四條畷市 京都 嵐山 清修庵　イオンモール四條畷店 〒 575-0001 四條畷市砂4-3-2 イオンモール四條畷2Fレストラン街 072-803-0139
四條畷市 クラブハウス　イオンモール四條畷 〒 575-0001 四條畷市砂4-3-2 イオンモール四條畷1F 072-803-0083
四條畷市 タイガー本舗 〒 575-0001 四條畷市砂4-3-2 イオンモール四條畷2F 072-800-7722
四條畷市 マクドナルド イオンモール四條畷店 〒 575-0001 四條畷市砂4-3-2 072-800-6169
四條畷市 しゃぶしゃぶ美山 〒 575-0001 四條畷市砂4-3-2 イオンモール四條畷2F 072-800-7252
四條畷市 プレシャス　ビュッフェ 〒 575-0001 四條畷市砂4-3-2 イオンモール四條畷2F 072-803-0185
四條畷市 ぶっかけふるいち 〒 575-0001 四條畷市砂4-3-2 イオンモール四條畷3Fフードコート 072-803-0101
四條畷市 プロスパラス 〒 575-0002 四條畷市岡山2-1-6 072-876-6396
四條畷市 にしき 〒 575-0002 四條畷市岡山1-19-9 072-876-0320
四條畷市 ラッキー忍ヶ丘駅前店 〒 575-0002 四條畷市岡山2-1-67 072-876-4366
四條畷市 中華料理　　丸正 〒 575-0002 四條畷市岡山4-1-20 072-877-6616
四條畷市 御食事　タカラ 〒 575-0002 四條畷市岡山1-5-9 072-877-5682
四條畷市 ファミリーマート　四條畷岡山店 〒 575-0002 四條畷市岡山1-13-1 072-863-6123
四條畷市 お好み　恵美 〒 575-0002 四條畷市岡山2-3-36 072-878-5917
四條畷市 Ｃａｆｅ　Ｇｏｏｄ　Ｄａｙｓ 〒 575-0002 四條畷市岡山3-2-33 072-878-3930
四條畷市 丼屋　てる 〒 575-0002 四條畷市岡山1-7-23 072-879-5008
四條畷市 手打うどん　さぬき 〒 575-0003 四條畷市岡山東2-1-27 072-878-0679
四條畷市 うを清 〒 575-0003 四條畷市岡山東1-7-12 072-862-1937
四條畷市 八剣伝　忍ヶ丘店 〒 575-0003 四條畷市岡山東2-2-12 072-803-3138
四條畷市 おおさかパルコープ　忍ヶ丘店 〒 575-0003 四條畷市岡山東1-1-11 072-863-6421
四條畷市 中華料理　飛騨 〒 575-0003 四條畷市岡山東2-1-9 072-876-6622
四條畷市 まいどおおきに食堂　四條畷食堂 〒 575-0003 四條畷市岡山東1-6-12 072-863-1355
四條畷市 ほっかほっか亭忍ヶ丘駅前店 〒 575-0003 四條畷市岡山東1-10-11 072-878-9151
四條畷市 しのぶが丘珈琲 〒 575-0003 四條畷市岡山東1-7-12　笠神マンション１Ｆ 072-888-4640
四條畷市 空とぶからあげ 〒 575-0003 四條畷市岡山東2-2-12 072-879-7777
四條畷市 ＡＮＵＲＡＪＡ 〒 575-0003 四條畷市岡山東2-1-6　林ハイツ 072-863-1333
四條畷市 アイ・アイ・ランド 〒 575-0011 四條畷市逢阪458 シャープ労組研修レクリェーションセンター 072-876-1911
四條畷市 (株)近商ストア　田原店 〒 575-0013 四條畷市田原台4-6 0743-78-8791
四條畷市 お好み牧場 〒 575-0021 四條畷市南野1-17-8 072-879-0910
四條畷市 喫茶　若竹 〒 575-0021 四條畷市南野1-16-17 072-876-1624
四條畷市 たこ一 〒 575-0021 四條畷市南野1-16-14 072-876-3916
四條畷市 ほっかほっか亭　四条畷南野店 〒 575-0021 四條畷市南野1-1-27 072-878-8893
四條畷市 大喰衆　オオグイシュウ 〒 575-0021 四條畷市南野1-6-31 072-877-0091
四條畷市 マクドナルド 四条畷店 〒 575-0023 四條畷市楠公2-10-6 072-879-3506
四條畷市 福すし　楠公店 〒 575-0023 四條畷市楠公1-12-22 072-876-7281
四條畷市 喫茶・グリル　彩 〒 575-0023 四條畷市楠公1-11-51 072-876-5547
四條畷市 すし八景 〒 575-0023 四條畷市楠公1-14-3 072-862-0200
四條畷市 ラッキー四条畷店 〒 575-0023 四條畷市楠公1-13-18 072-879-4385
四條畷市 餃子の王将 〒 575-0023 四條畷市楠公1-693-5 072-878-6680
四條畷市 居酒屋　薪炭屋 〒 575-0023 四條畷市楠公1-14-2 072-878-4100
四條畷市 力餅 〒 575-0023 四條畷市楠公1-14-7 072-862-3337
四條畷市 黒潮食品 〒 575-0023 四條畷市楠公1-9-34 072-876-1958
四條畷市 ぷろしーど 〒 575-0023 四條畷市楠公1-9-34 072-878-3602



四條畷市 紀南食品 〒 575-0023 四條畷市楠公1-12-19 072-876-0784
四條畷市 魚匠海人 〒 575-0023 四條畷市楠公1-9-16 072-878-1301
四條畷市 はなちゃん家 〒 575-0023 四條畷市楠公2-10-25 072-877-8717
四條畷市 ＣＡＦＥ　ＴＲＩＰ 〒 575-0023 四條畷市楠公1-10-5 090-4496-3744
四條畷市 インド・ネパール料理　パシュパティ 〒 575-0023 四條畷市楠公1-9-16 072-877-7857
四條畷市 一輝 〒 575-0023 四條畷市楠公1-12-5 072-876-8057
四條畷市 てくてくキッチン 〒 575-0023 四條畷市楠公1-8-14 070-3349-6143
四條畷市 Ｒｉｐｏｓｏ 〒 575-0023 四條畷市楠公2-8-30 072-877-0141
四條畷市 更科食堂 〒 575-0032 四條畷市米崎町2-51 072-877-2230
四條畷市 オーシャンビーチ 〒 575-0032 四條畷市米崎町14-3 072-862-3233
四條畷市 喫茶　茶目 〒 575-0032 四條畷市米崎町2-25 072-877-9891
四條畷市 お好み焼　よしみ 〒 575-0032 四條畷市米崎町2-6 072-878-8755
四條畷市 さんちゃん 〒 575-0032 四條畷市米崎町13-31 072-876-8639
四條畷市 ことぶき亭 〒 575-0033 四條畷市美田町1-4 072-879-0359
四條畷市 カラオケ歌姫 〒 575-0033 四條畷市美田町1-7 072-879-7578
四條畷市 喫茶　シャン 〒 575-0034 四條畷市江瀬美町8-10 072-876-8877
四條畷市 カラオケ喫茶（周） 〒 575-0034 四條畷市江瀬美町20-12 072-862-1562
四條畷市 かわい食品 〒 575-0034 四條畷市江瀬美町12-7 072-877-7771
四條畷市 喫茶　リンデン 〒 575-0034 四條畷市江瀬美町20-13 072-876-8761
四條畷市 ショップ　わかもと 〒 575-0034 四條畷市江瀬美町1-13 072-876-0653
四條畷市 来々軒 〒 575-0034 四條畷市江瀬美町16-16 072-877-1772
四條畷市 カレーハウスCoCo壱番屋　四條畷外環状線店 〒 575-0035 四條畷市雁屋北町6-2 072-803-4550
四條畷市 北京飯店 〒 575-0036 四條畷市雁屋南町15-23 072-878-0649
四條畷市 マクドナルド 外環四条畷店 〒 575-0036 四條畷市雁屋南町14-20 072-876-4001
四條畷市 うなぎ処　暁 〒 575-0036 四條畷市雁屋南町28-1 072-877-4779
四條畷市 国技館すし 〒 575-0042 四條畷市蔀屋本町14-32 072-877-0217
四條畷市 シー・ブイ・エス西川 〒 575-0044 四條畷市二丁通町2-10 072-878-8000
四條畷市 ハンバーグカフェ　Ｖｅｇｇｙ 〒 575-0051 四條畷市中野本町25-19 ナワテヒルズ1F 072-878-0831
四條畷市 サンプール 〒 575-0052 四條畷市中野3-5-25 072-879-5241
四條畷市 和食さと四条畷東店 〒 575-0052 四條畷市中野3-2-23 072-876-5017
四條畷市 カルビ屋大福 〒 575-0053 四條畷市中野1-2-2 072-863-6555
四條畷市 千草 〒 575-0053 四條畷市中野403-11 072-862-3021
四條畷市 かつ喜　四條畷店 〒 575-0053 四條畷市中野717-1 072-862-4500
四條畷市 八千代すし 〒 575-0054 四條畷市中野新町9-2 072-877-1751
四條畷市 お好み焼　Ｋｏｍｕｇｉ 〒 575-0054 四條畷市中野新町10-15 072-878-8094
四條畷市 ｐｏｍｍｅ 〒 575-0054 四條畷市中野新町8-22 072-878-6570
交野市 私市カントリー 〒 576-0004 交野市私市3008 072-891-5551
交野市 魚利鮨 〒 576-0016 交野市星田3-28-8 072-891-2417
交野市 ほっかほっか亭星田店 〒 576-0016 交野市星田5-29-5 072-810-3003
交野市 Café　di　agio 〒 576-0017 交野市星田北5-19-6 ふわふわらんど2F 072-896-5317
交野市 株式会社平和堂　フレンドマート交野店 〒 576-0017 交野市星田北2-26-1 072-895-7861
交野市 食堂カフェｐｏｔｔｏ×タニタカフェ　交野店 〒 576-0017 交野市星田北2-26-1　フレンドタウン交野１階 072-807-8557
交野市 うどんの宿六・フレンドタウン交野店 〒 576-0017 交野市星田北2-26-1　フレンドタウン交野１Fフードコート内 072-894-1139
交野市 エーコープ　星田店 〒 576-0022 交野市藤が尾3-3-1 072-892-5771
交野市 辰巳すし 〒 576-0031 交野市森南1-51-4 072-892-1619
交野市 河内屋 〒 576-0031 交野市森南1-5-2 072-891-8817
交野市 ふる里 〒 576-0031 交野市森南1-5-4 072-891-7393
交野市 やじろ兵衛 〒 576-0031 交野市森南1-5-3 072-891-7375
交野市 喫茶　星 〒 576-0031 交野市森南1-20-10 072-893-2464
交野市 宝寿司 〒 576-0032 交野市私市山手3-3-1 072-891-1292
交野市 がんぴ 〒 576-0032 交野市私市8-16-17 072-892-4132
交野市 月の家 〒 576-0033 交野市私市9-17-1 072-891-2156
交野市 ウインザ 〒 576-0033 交野市私市1-1-22 072-892-3524
交野市 レストハウス華咲 〒 576-0033 交野市私市9-4-5 072-810-2387
交野市 お食事と喫茶　ぱる 〒 576-0034 交野市天野が原町5-5-1 072-893-4788
交野市 ベントステーション天野が原 〒 576-0034 交野市天野が原町1-38-10 072-892-1258
交野市 交野共同作業所　ミルキーウェイ 〒 576-0034 交野市天野が原2-14-20 072-893-9573
交野市 かつ辰交野店 〒 576-0034 交野市天野が原町5-67-3 072-810-0330
交野市 酒菜　おか田 〒 576-0034 交野市天野が原町4-2-5 072-891-9963
交野市 ｃａｆｅ　スタッキー 〒 576-0034 交野市天野が原町5-5-1 072-845-5773
交野市 カレーハウスCoCo壱番屋　交野私部店 〒 576-0035 交野市私部南4-429-1 072-810-8100
交野市 たこ喜多　河内磐船店 〒 576-0036 交野市森北1-18-11 関西スーパーマーケット河内磐船店内 072-810-5120
交野市 ホルン河内磐船町 〒 576-0036 交野市森北1-18-11 関西スーパーマーケット河内磐船店内 072-894-2251
交野市 グリル＆喫茶　ケン 〒 576-0041 交野市私部西2-9-1 072-892-8484
交野市 珈琲蔵 〒 576-0041 交野市私部西1-11-5 072-892-5544
交野市 ｓｕｃｒｅ（シュクレ） 〒 576-0041 交野市私部西2-3-8 072-893-8203
交野市 八剣伝　交野市駅前店 〒 576-0041 交野市私部西1-5-10 フォルシティ交野 072-894-1123
交野市 よしむら 〒 576-0041 交野市私部西1-11-5 072-891-9160
交野市 トラットリア　ラ・スピーガ 〒 576-0041 交野市私部西2-16-13 072-894-3711
交野市 ローソン　交野私部西２丁目店 〒 576-0041 交野市私部西2-15-3 072-892-2292
交野市 雄斗 〒 576-0041 交野市私部西1-29-7 072-892-9077
交野市 ＢＡＲ　Ｂｏｏｎ 〒 576-0042 交野市梅が枝43-1 072-392-3116
交野市 若松寿司 〒 576-0043 交野市松塚14-17 072-891-5290
交野市 お好み焼　サムさん 〒 576-0043 交野市松塚14-21 072-891-5532
交野市 手打そば　乃田　 〒 576-0043 交野市松塚14-5-104 072-892-2301
交野市 お好み焼　倉治 〒 576-0051 交野市倉治2-3-4 072-892-6602
交野市 福すし 〒 576-0051 交野市倉治2-4-11 072-892-2446
交野市 大安門 〒 576-0051 交野市倉治2-17-10 072-891-1911
交野市 いさみすし 〒 576-0051 交野市倉治8-8-5 072-892-6030
交野市 美松 〒 576-0051 交野市倉治6-10-4 072-891-1028
交野市 酒房だるま 〒 576-0051 交野市倉治2-4-8 072-892-6340
交野市 ＧＡＲＤＥＮ　ＤＩＮＩＮＧ　ＥＮ 〒 576-0051 交野市倉治4-35-23 072-892-7706
交野市 ほっかほっか亭幾野店 〒 576-0051 交野市倉治3-5-8 072-810-5877
交野市 家族亭 〒 576-0052 交野市私部4-13-6 072-891-7729
交野市 味楽鮨 〒 576-0052 交野市私部3-6-8 072-891-0298
交野市 マクドナルド 交野店 〒 576-0052 交野市私部西2-4-1 072-893-8235
交野市 カフェ＆レストラン樹里亜 〒 576-0052 交野市私部3-11-3 072-891-2288
交野市 餃子専門鋪　三國志　交野店 〒 576-0052 交野市私部4-1-2 072-894-3594
交野市 丸助寿司 〒 576-0052 交野市私部4-50-10 072-891-0292
交野市 ティルームフルール 〒 576-0052 交野市私部1-2-21 072-891-2810
交野市 ラッキー交野店 〒 576-0052 交野市私部3-6-12 072-892-7871
交野市 八金亭 〒 576-0052 交野市私部4-50-16 072-891-4436
交野市 シェ・ゴンペール 〒 576-0052 交野市私部2-1-21 072-891-7788
交野市 Ｓ ｃａｆｅ 〒 576-0052 交野市私部6-35-2 072-808-7797
交野市 中華厨房やまぐち 〒 576-0052 交野市私部6-21-2 072-380-4220
交野市 和 〒 576-0053 交野市郡津4-34-1 072-891-8646
交野市 キッチンママしら川 〒 576-0053 交野市郡津5-18-9 072-810-0047
交野市 カーム 〒 576-0053 交野市郡津5-9-3 072-891-5679
交野市 氷見 〒 576-0053 交野市郡津4-40-3 072-893-7750



交野市 ホクトシチセイ 〒 576-0053 交野市郡津4-22-6 090-1586-8004
交野市 ハワイアンカフェ　ハレラニ 〒 576-0053 交野市郡津4-34-1 072-894-0687
交野市 交野豆生庵 〒 576-0054 交野市幾野2-37-12 072-810-7751
交野市 かどや 〒 576-0054 交野市幾野2-4-10 072-892-7830
交野市 マルヒ食堂 〒 576-0054 交野市幾野6-25-10 072-893-4178
交野市 れんが亭 〒 576-0054 交野市幾野3-17-15 072-810-0636
交野市 (有)ヨーク 〒 576-0054 交野市幾野2-4-16 072-892-6264
交野市 スーパー　ツジトミ交野店 〒 576-0054 交野市幾野3-13-10 072-893-8021
交野市 ぷらすわん 〒 576-0065 交野市向井田1-4-1 072-894-1184
交野市 お食事処　みず穂　いきいきランド交野店 〒 576-0065 交野市向井田2-5-1 いきいきランド交野内 072-894-1184
東大阪市 中華料理　鶴宴 〒 577-0001 東大阪市徳庵本町4-7 06-6747-1009
東大阪市 八剣伝　徳庵駅前店 〒 577-0001 東大阪市徳庵本町2-12 06-6745-1230
東大阪市 デイリーヤマザキ東大阪稲田 〒 577-0004 東大阪市稲田新町2-12-18 なし
東大阪市 松寿し 〒 577-0007 東大阪市稲田本町3-15-11 06-6744-7362
東大阪市 ほっかほっか亭徳庵駅前店 〒 577-0007 東大阪市稲田本町3-9-8 06-6747-2000
東大阪市 マクドナルド イオン東大阪店 〒 577-0011 東大阪市荒本北2-3-22 イオン東大阪1F 06-6748-5010
東大阪市 ほっかほっか亭荒本駅前店 〒 577-0011 東大阪市荒本北2-1-7 06-6745-1848
東大阪市 居心伝　長田店(直営) 〒 577-0012 東大阪市長田東2-1-35 06-6746-6916
東大阪市 なか卯　長田東店 〒 577-0012 東大阪市長田東2-1-35 06-6748-1417
東大阪市 カレーハウスCoCo壱番屋　東大阪長田店 〒 577-0013 東大阪市長田中1-4-17 06-4308-6888
東大阪市 八剣伝　長田店 〒 577-0013 東大阪市長田中2-1-7 06-6748-8766
東大阪市 Ｎａｇａｔａ－ＹＡ 〒 577-0013 東大阪市長田中1-3-25 06-6783-5445
東大阪市 ほっかほっか亭長田駅前店 〒 577-0013 東大阪市長田中3-1-4 06-6748-4522
東大阪市 ほっかほっか亭　長田東店 〒 577-0015 東大阪市長田3-4-39 06-6784-8644
東大阪市 極楽湯　東大阪店 〒 577-0016 東大阪市長田西3-5-17 06-4309-1126
東大阪市 七輪焼とり　鶏ちゃん 〒 577-0016 東大阪市長田西4-3-19 06-6224-4555
東大阪市 ＣＡＦＥ＆ＰＡＮ　汎茶 〒 577-0022 東大阪市荒本新町6-36 06-6789-0707
東大阪市 スシロー東大阪みくりや店 〒 577-0032 東大阪市御厨東1-9-14 06-6785-4651
東大阪市 はなまるうどん東大阪御厨店 〒 577-0032 東大阪市御厨6-2-7 06-6787-1870
東大阪市 ｙｕ－ｊｉｎ　ｃａｆｅ 〒 577-0034 東大阪市御厨南3-1-1 090-6245-8648
東大阪市 なか卯　八戸ノ里店 〒 577-0035 東大阪市御厨中2-5-4 06-6618-5503
東大阪市 かつらぎ食堂 〒 577-0035 東大阪市御厨栄町1-7-28 06-6781-7126
東大阪市 ｍａｎｄａｉ　御厨店 〒 577-0036 東大阪市御厨栄町3-2-28 06-6785-5601
東大阪市 楽しい酒と味の店　中津江 〒 577-0036 東大阪市御厨栄町2-9-31-102 06-6787-7080
東大阪市 やよい 〒 577-0046 東大阪市西堤本通西1-2-1 06-6788-2165
東大阪市 八剣伝　高井田駅前店 〒 577-0053 東大阪市高井田28-11 ヴィラオビラ1F 06-6783-5689
東大阪市 ほっかほっか亭高井田駅前店 〒 577-0053 東大阪市高井田28-21 06-6784-8607
東大阪市 中国料理　宝宝 〒 577-0054 東大阪市高井田元町2-9-7 06-6788-7968
東大阪市 大　福 〒 577-0056 東大阪市長堂2-4-2 06-6781-3447
東大阪市 満　作 〒 577-0056 東大阪市長堂1-10-3 06-6781-4619
東大阪市 (有)リオ喫茶店 〒 577-0056 東大阪市長堂1-3-6 06-6781-0923
東大阪市 株式会社　富惣 〒 577-0056 東大阪市長堂1-1-1 (近鉄百貨店東大阪店内) 06-6784-1533
東大阪市 大寅蒲鉾株式会社 〒 577-0056 東大阪市長堂1-1-1 (近鉄百貨店東大阪店内) 06-6641-3451
東大阪市 (株)グルメ杵屋　東大阪近鉄店 〒 577-0056 東大阪市長堂1-1-1 (近鉄百貨店東大阪店内) 06-6784-1533
東大阪市 ＫＩＮＳＨＯ　布施店 〒 577-0056 東大阪市長堂1-1-33 ロンモール布施内 06-6783-6673
東大阪市 カフェ・ド・ルワンジュ　布施店 〒 577-0056 東大阪市長堂1-3-3 06-6783-7677
東大阪市 ガーデンカフェ　五番街 〒 577-0056 東大阪市長堂1-11-9 なし
東大阪市 サント・ノーレ 〒 577-0056 東大阪市長堂1-9-26 06-6789-7255
東大阪市 鳥貴族　布施店 〒 577-0056 東大阪市長堂1-1-46 06-6787-9664
東大阪市 鶏づくし 〒 577-0056 東大阪市長堂1-2-4 06-6618-9439
東大阪市 くいしん坊 〒 577-0057 東大阪市足代新町5-7 06-6784-5815
東大阪市 寿し長 〒 577-0057 東大阪市足代新町8-4 06-6782-0481
東大阪市 うどんすき鍋　たらい 〒 577-0057 東大阪市足代新町10-14 06-6783-0198
東大阪市 鳥貴族　布施西店 〒 577-0057 東大阪市足代新町1-48 ロンモール布施西館2号 06-6784-0610
東大阪市 Ｂｏｂ　Ｂｕｒｇ　布施店 〒 577-0057 東大阪市足代新町2-2 06-6782-2933
東大阪市 おやじすし一喜　布施店 〒 577-0057 東大阪市足代新町3-3 第1寿ビル1F 06-4307-3939
東大阪市 ほっかほっか亭布施駅前店 〒 577-0057 東大阪市足代新町16-8 メゾンユウラク 1F 06-6785-0464
東大阪市 珈琲専門店　タムラ 〒 577-0058 東大阪市足代北2-15-20 06-6781-4969
東大阪市 大寿庵 〒 577-0062 東大阪市森河内東1-19-3 06-6781-8149
東大阪市 たべもんや　長島 〒 577-0066 東大阪市高井田本通7-5-30 フジマンション1F 06-6489-7731
東大阪市 浪速そば 〒 577-0801 東大阪市菱屋西5-11-32 万葉ハイツ1F 06-6781-7823
東大阪市 西明陽軒 〒 577-0801 東大阪市小阪1-9-1-108 06-6782-1634
東大阪市 御食事処　助六 〒 577-0801 東大阪市小阪3-3-15 ウエストテール.21 06-6788-4763
東大阪市 カレーハウスCoCo壱番屋  河内小阪駅店 〒 577-0801 東大阪市小阪1-8-15 06-6787-6479
東大阪市 クックハウス　近鉄八戸ノ里駅店 〒 577-0801 東大阪市小阪3-1-1 06-6784-3910
東大阪市 珈琲館　小阪店 〒 577-0801 東大阪市小阪1-7-2-108 06-6781-4649
東大阪市 パン工房鳴門屋　八戸ノ里店 〒 577-0801 東大阪市小阪3-2-24 06-6782-0732
東大阪市 ビアンカ 〒 577-0801 東大阪市小阪1-1-14 06-6788-6833
東大阪市 あるとれたんと 〒 577-0801 東大阪市小阪2-13-18 06-6788-0788
東大阪市 なか卯　河内小阪駅前店 〒 577-0801 東大阪市小阪1-8-41 06-6618-8686
東大阪市 本場のさぬきうどん　徹麺 〒 577-0801 東大阪市小阪1-3-14 06-6753-7248
東大阪市 福寿司 〒 577-0802 東大阪市小阪本町1-4-20 06-6721-0573
東大阪市 末廣 〒 577-0802 東大阪市小阪本町1-11-11 06-6721-5127
東大阪市 フランクス 〒 577-0802 東大阪市小阪本町1-1-18 岸田興産ビル1F 06-6724-6462
東大阪市 クックハウス　ヒロ 〒 577-0802 東大阪市小阪本町1-6-6 06-6725-5775
東大阪市 有限会社　小阪ますせん蒲鉾 〒 577-0802 東大阪市小阪本町1-3-2 06-6721-7013
東大阪市 ｍａｎｄａｉ　小阪店 〒 577-0802 東大阪市小阪本町1-5-2 06-6721-2181
東大阪市 おむすびＣａｆｅ　Ｐａｎｉｎｏ－ｎｉ 〒 577-0802 東大阪市小阪本町1-1-32 大一ビル1F 06-6723-6721
東大阪市 居酒屋　ヌーボ 〒 577-0803 東大阪市下小阪1-5-23 06-6723-7013
東大阪市 ルジャンドル八戸ノ里本店 〒 577-0803 東大阪市下小阪2-14-10 06-6723-2562
東大阪市 アップルカフェ 〒 577-0803 東大阪市下小阪4-7-36 ヴェルディ八戸ノ里内 06-6722-5531
東大阪市 ビストロ　プルミエ 〒 577-0803 東大阪市下小阪5-6-7 06-6727-2123
東大阪市 ほっかほっか亭八戸ノ里駅前店 〒 577-0803 東大阪市下小阪5-1-21 06-6730-9510
東大阪市 アリーナ　カフェテリア店 〒 577-0804 東大阪市中小阪4-7-60 06-6729-1187
東大阪市 たまごのちから 〒 577-0804 東大阪市中小阪2-13-8 06-6722-1010
東大阪市 会席仕出し まるそう 〒 577-0805 東大阪市宝持4-5-13 06-6721-0608
東大阪市 八戒 〒 577-0806 東大阪市上小阪2-1-22 06-6724-6492
東大阪市 八剣伝　長瀬駅前店(直営) 〒 577-0807 東大阪市菱屋西1-19-23 06-6720-2601
東大阪市 ラッキー長瀬 〒 577-0807 東大阪市菱屋西1-23-33 06-6725-8885
東大阪市 紅梅亭 〒 577-0809 東大阪市永和3-9-18 06-6721-3315
東大阪市 おしゃれ木　永和店 〒 577-0809 東大阪市永和2-2-32 06-6722-7878
東大阪市 八剣伝　ＪＲ俊徳道駅前店 〒 577-0809 東大阪市永和1-25-20 06-6722-8900
東大阪市 ベアーズ 〒 577-0809 東大阪市永和1-15-8 06-6728-1920
東大阪市 八剣伝　弥刀駅前店 〒 577-0816 東大阪市友井3-1-19 06-6725-1966
東大阪市 長瀬　すし富 〒 577-0817 東大阪市近江堂2-10-9 06-6721-0871
東大阪市 盛華園 〒 577-0818 東大阪市小若江3-5-10 06-6723-2387
東大阪市 北斗星 〒 577-0818 東大阪市小若江1-14-20 06-6721-8034
東大阪市 お好み焼　てらまえ 〒 577-0818 東大阪市小若江4-12-24 06-725-3271
東大阪市 ランチテラス　やくも 〒 577-0818 東大阪市小若江3-6-13 06-6724-0836



東大阪市 スシロー久宝寺店 〒 577-0824 東大阪市大蓮東4-11-30 06-6727-3551
東大阪市 八剣伝　大蓮店 〒 577-0826 東大阪市大蓮北2-2-1 06-6732-2625
東大阪市 中華　珍龍 〒 577-0827 東大阪市衣摺1-15-10 06-6727-6399
東大阪市 きずり逢花苑　デイサービス喫茶室 〒 577-0827 東大阪市衣摺6-12-3 06-6723-4165
東大阪市 マクドナルド 東大阪柏田店 〒 577-0833 東大阪市柏田東町9-15 06-6724-0031
東大阪市 ｍａｎｄａｉ　渋川店 〒 577-0836 東大阪市渋川町3-9-25 06-6723-3855
東大阪市 ほっかほっか亭渋川店 〒 577-0836 東大阪市渋川町4-1-28 06-6730-9021
東大阪市 おぼこ飯店 〒 577-0841 東大阪市足代1-17-5 06-6721-2163
東大阪市 料亭　若葉 〒 577-0841 東大阪市足代1-3-5 06-6721-9687
東大阪市 紀の国屋 〒 577-0841 東大阪市足代1-12-5 06-6721-3069
東大阪市 元禄寿司　本店 〒 577-0841 東大阪市足代1-12-1 06-6736-0911
東大阪市 カレーハウスCoCo壱番屋　近鉄布施駅前店 〒 577-0841 東大阪市足代1-13-8 06-6730-7470
東大阪市 土筆んぼう　布施南口駅前店 〒 577-0841 東大阪市足代2-3-1 現代布施駅前ビル2F 06-6725-5311
東大阪市 やさしいごはん　みーる食堂 〒 577-0841 東大阪市足代3-1-22 06-6732-3211
東大阪市 金太郎パン 〒 577-0841 東大阪市足代1-13-6 06-6721-3023
東大阪市 なか卯　布施店 〒 577-0841 東大阪市足代1-12-16 06-6728-1772
東大阪市 惣菜屋　布施壱号店 〒 577-0841 東大阪市足代1-16-18 090-8658-2073
東大阪市 ｍａｎｄａｉ　布施店 〒 577-0842 東大阪市足代南1-1-2 06-6721-8773
東大阪市 ＫＵＵ 〒 577-0842 東大阪市足代南1-2-5 06-6724-1343
東大阪市 パティスリー・パルミエ 〒 577-0843 東大阪市荒川3-24-25 06-6736-5122
東大阪市 銀寿司 〒 577-0844 東大阪市太平寺2-4-4 06-6728-3213
東大阪市 ほっかほっか亭太平寺店 〒 577-0844 東大阪市太平寺2-10-26 06-6730-6501
東大阪市 カフェ　ブルーム　東大阪市役所本庁店 〒 577-8521 東大阪市荒本北1-1-1 東大阪市役所本庁店 06-4309-3000
東大阪市 株式会社　万代 〒 577-8543 東大阪市渋川町3-9-25 06-6720-3329
東大阪市 八剣伝　加納店(直営) 〒 578-0901 東大阪市加納6-7-27 072-806-7751
東大阪市 ｍａｎｄａｉ　加納店 〒 578-0901 東大阪市加納8-33-16 072-870-8910
東大阪市 和牛処　助　春 〒 578-0905 東大阪市川田3-1-21 072-963-4047
東大阪市 酔虎伝　吉田店 〒 578-0911 東大阪市中新開2-6-28 072-965-1187
東大阪市 八剣伝　吉田店 〒 578-0911 東大阪市中新開2-2-1 ロイヤルハイツ山本 072-964-8859
東大阪市 マクドナルド 吉田店 〒 578-0911 東大阪市中新開1-3-34 072-962-1918
東大阪市 なか卯　東大阪吉田店 〒 578-0912 東大阪市角田1-4-33 072-960-3484
東大阪市 カレーハウスCoCo壱番屋　東大阪中野店 〒 578-0913 東大阪市中野1-1-6 072-967-6367
東大阪市 (有)錦 〒 578-0924 東大阪市吉田7-7-33 072-963-2144
東大阪市 中華料理　天翔 〒 578-0924 東大阪市吉田6-5-22 072-961-9090
東大阪市 そば処　伊吹 〒 578-0924 東大阪市吉田7-2-14 072-962-1725
東大阪市 ＫＩＮＳＨＯ　東花園店 〒 578-0924 東大阪市吉田6-9-13 072-963-3451
東大阪市 ほっかほっか亭東花園駅前店 〒 578-0924 東大阪市吉田6-2-58 072-960-8872
東大阪市 ｍａｎｄａｉ　花園店 〒 578-0925 東大阪市稲葉3-12-10 072-962-7464
東大阪市 居心伝　河内花園店　 〒 578-0925 東大阪市稲葉3-11-10 ピアザ花園1F 072-960-4620
東大阪市 喫茶　ジュエル 〒 578-0932 東大阪市玉串町東3-1-47 072-964-4287
東大阪市 高齢者ｹｱｾﾝﾀｰ向日葵　喫茶室 〒 578-0932 東大阪市玉串町東1-10-20 072-966-7756
東大阪市 はなまるうどん　東大阪三池橋店 〒 578-0932 東大阪市玉串町東3-2-10 072-960-4870
東大阪市 レストラン　瀬羅 〒 578-0934 東大阪市玉串町西3-4-53 072-964-4048
東大阪市 とも寿司 〒 578-0934 東大阪市玉串町西3-1-3-101 072-965-8260
東大阪市 スシロー東大阪花園店 〒 578-0934 東大阪市玉串町西2-1-9 072-965-8391
東大阪市 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ若江 〒 578-0935 東大阪市若江東町3-4-43 06-6732-4661
東大阪市 なか卯　若江東店 〒 578-0935 東大阪市若江東町4-4-1 06-4307-7260
東大阪市 日本料理　山ぶき 〒 578-0937 東大阪市花園本町1-2-11 072-964-6128
東大阪市 うどん處　狸　庵 〒 578-0937 東大阪市花園本町1-1-41 072-961-6009
東大阪市 コーヒーハウスSEA　AND　ＳKY 〒 578-0937 東大阪市花園本町1-1-56 072-966-5810
東大阪市 魚新 〒 578-0937 東大阪市花園本町1-2-2 072-962-7968
東大阪市 炉ばた焼　太助 〒 578-0941 東大阪市岩田町4-16-7 072-961-0527
東大阪市 七福 〒 578-0941 東大阪市岩田町4-14-27 072-965-0139
東大阪市 若江飯店 〒 578-0941 東大阪市岩田町4-16-6 072-961-4692
東大阪市 カフェレスト　トータス 〒 578-0941 東大阪市岩田町3-10-6 072-961-3969
東大阪市 カフェ・ド・クレッセント 〒 578-0941 東大阪市岩田町4-15-19 072-964-4481
東大阪市 創作炭火焼料理　古家(黒豚直送店) 〒 578-0941 東大阪市岩田町4-16-8 072-966-0066
東大阪市 ＫＩＮＳＨＯ　若江岩田店 〒 578-0941 東大阪市岩田町4-3-21 希来里ショッピングセンター内 072-963-0501
東大阪市 炭火焼とり　とりふじ 〒 578-0941 東大阪市岩田町5-18-3 (若江岩田町北本通商店街) 072-964-7928
東大阪市 ほっかほっか亭若江岩田駅前店 〒 578-0941 東大阪市岩田町3-10-5 072-962-7376
東大阪市 マクドナルド 東大阪巨摩橋店 〒 578-0944 東大阪市若江西新町4-7-25 06-6224-6311
東大阪市 キッチン　ちかみち 〒 578-0946 東大阪市瓜生堂2-1-58 06-6724-3963
東大阪市 さと食堂 〒 578-0946 東大阪市瓜生堂1-5-28 080-6151-8336
東大阪市 マクドナルド 東大阪岩田店 〒 578-0947 東大阪市西岩田4-6-24 06-6784-8396
東大阪市 はなまるうどん　ニトリモール東大阪店 〒 578-0947 東大阪市西岩田2-3-25 ニトリモール東大阪フードコート内 06-6618-0870
東大阪市 ほっかほっか亭近鉄花園駅前店 〒 578-0948 東大阪市菱屋東1-1-31 072-963-8815
東大阪市 八剣伝　荒本駅前店 〒 578-0954 東大阪市横枕西2-10 072-968-3131
東大阪市 マクドナルド イオン鴻池店 〒 578-0962 東大阪市鴻池町1-1-72 イオン鴻池店内 06-6748-7197
東大阪市 ほっかほっか亭新庄西店 〒 578-0964 東大阪市新庄西6-6 06-6748-3721
東大阪市 ほっかほっか亭鴻池本町店 〒 578-0971 東大阪市鴻池本町6-32 06-6746-7748
東大阪市 きむら寿し 〒 578-0972 東大阪市鴻池町2-2-2 06-6746-7315
東大阪市 府瑞　鴻池店 〒 578-0972 東大阪市鴻池町1-1-72 イオン鴻池店内 府瑞鴻池店 06-6748-7688
東大阪市 おやつ村　たこデリカ 〒 578-0972 東大阪市鴻池町1-1-72 イオン鴻池店1F 06-4309-1620
東大阪市 カフェ　プロバンス 〒 578-0972 東大阪市鴻池町1-1-72 イオン鴻池店内 06-6746-2221
東大阪市 エムズハウス　鴻池店 〒 578-0972 東大阪市鴻池町1-1-72 イオン鴻池店内 06-6746-6750
東大阪市 利乃利 〒 578-0972 東大阪市鴻池町2-1-21 06-6746-9872
東大阪市 ととや武由 〒 578-0973 東大阪市東鴻池町1-5-12 072-967-3103
東大阪市 コーヒー&レストラン　ころく 〒 578-0973 東大阪市東鴻池町1-5-8 072-964-6940
東大阪市 モリタ屋　鴻池店 〒 578-0974 東大阪市鴻池元町2-2 06-6746-2851
東大阪市 カフェレストラン　カーロパパ 〒 578-0974 東大阪市鴻池元町5-9 富尾マンション101 06-6744-6077
東大阪市 居心伝　鴻池新田駅前店　 〒 578-0976 東大阪市西鴻池町1-2-22 06-6748-7745
東大阪市 珈琲　葉花 〒 578-0981 東大阪市島之内2-4-21 072-921-3713
東大阪市 実演手打うどん　杵屋　東大阪イトーヨーカドー 〒 578-0983 東大阪市吉田下島1-2 イトーヨーカドー東大阪店2F 072-964-0695
東大阪市 はなまる屋　イトーヨーカドー東大阪店 〒 578-0983 東大阪市吉田下島1-1 フードコート内1F 072-968-0870
東大阪市 らーめん大王　菱江店 〒 578-0984 東大阪市菱江2-1-10 072-966-8857
東大阪市 ｍａｎｄａｉ　石切店 〒 579-8003 東大阪市日下町4-3-10 072-987-0851
東大阪市 お食事処　魚竹 〒 579-8011 東大阪市東石切町1-5-1 072-981-2312
東大阪市 村田屋 〒 579-8011 東大阪市東石切町1-6-33 072-981-3225
東大阪市 喫茶　比呂 〒 579-8011 東大阪市東石切町1-5-1 072-981-2312
東大阪市 御食事処　かわもと 〒 579-8011 東大阪市東石切町1-1-13 072-982-2307
東大阪市 生田屋 〒 579-8011 東大阪市東石切町1-1-16 072-981-5302
東大阪市 レストランよしかわ 〒 579-8012 東大阪市上石切町1-11-12 ホテルセイリュウ内 072-981-5001
東大阪市 ホテルセイリュウ　北京倶楽部 〒 579-8012 東大阪市上石切町1-11-12 072-981-5001
東大阪市 ティーラウンジ　ノバ 〒 579-8012 東大阪市上石切町1-11-12 ホテルセイリュウ内 072-981-5001
東大阪市 中丸 〒 579-8013 東大阪市西石切町1-6-30 072-988-4007
東大阪市 ほっかほっか亭新石切駅前店 〒 579-8013 東大阪市西石切町3-3-25 072-988-3510
東大阪市 寿し藤 〒 579-8014 東大阪市中石切町2-10-25 072-988-2767
東大阪市 (有)デリカはやし 〒 579-8014 東大阪市中石切町4-3-2 ジェイエフ石切内 072-980-7822
東大阪市 (有)三京水産 〒 579-8014 東大阪市中石切町4-3-2 ジェイエフ石切内 072-981-7675



東大阪市 プチパリ 〒 579-8014 東大阪市中石切町4-3-2 ジェイエフ石切内 072-984-6563
東大阪市 肉のみよし 〒 579-8014 東大阪市中石切町4-3-2 ジェイエフ石切内 072-984-4443
東大阪市 駒すし 〒 579-8021 東大阪市額田町8-24 072-981-3591
東大阪市 マクドナルド 新石切プラザ店 〒 579-8026 東大阪市弥生町2-43 072-980-6600
東大阪市 居心伝　新石切店　 〒 579-8027 東大阪市東山町4-10 新石切ライトビル1F 072-980-8333
東大阪市 力吉 〒 579-8031 東大阪市豊浦町2-19 072-984-0489
東大阪市 八剣伝　瓢箪山北店 〒 579-8036 東大阪市鷹殿町1-9 日昭第2ビル1F 072-985-0955
東大阪市 ｍａｎｄａｉ　鷹殿店 〒 579-8036 東大阪市鷹殿町4-17 072-987-5875
東大阪市 ＦＥＥＳＩＳ　ＣＡＦＥ 〒 579-8036 東大阪市鷹殿町11-5 サンハイム東丘103号 072-987-2360
東大阪市 五成家 〒 579-8041 東大阪市喜里川町3-17 072-981-4587
東大阪市 お食事処　ミツ 〒 579-8041 東大阪市喜里川町10-21 072-987-4871
東大阪市 カフェ・レスト　マリーン 〒 579-8041 東大阪市喜里川町2-18 072-988-2014
東大阪市 でん助亭 〒 579-8045 東大阪市本町7-21 072-981-3482
東大阪市 まつや 〒 579-8045 東大阪市本町8-22 072-981-3628
東大阪市 岡島食堂 〒 579-8045 東大阪市本町15-4 072-981-3162
東大阪市 喫茶　みち 〒 579-8045 東大阪市本町8-21 072-986-5530
東大阪市 なりひら寿司 〒 579-8046 東大阪市昭和町1-4 072-986-1770
東大阪市 パスタと旬菜　フィアスケッタ 〒 579-8046 東大阪市昭和町7-18 072-987-6033
東大阪市 喫茶　ゆず 〒 579-8046 東大阪市昭和町3-3 072-988-5327
東大阪市 珈琲専門店　メイプル 〒 579-8051 東大阪市瓢箪山町3-16 072-981-5998
東大阪市 ｍａｎｄａｉ　瓢箪山店 〒 579-8051 東大阪市瓢箪山3-7 072-988-1171
東大阪市 居心伝　瓢箪山駅前店　 〒 579-8051 東大阪市瓢箪山町2-3 2F 072-980-8081
東大阪市 ほっかほっか亭瓢箪山店 〒 579-8055 東大阪市末広町1-5 0729-84-3180
東大阪市 わかくさ食堂 〒 579-8056 東大阪市若草町4-19 072-986-3970
東大阪市 フレンドリー　瓢箪山店 〒 579-8056 東大阪市若草町1-1 072-987-6584
東大阪市 マクドナルド 瓢箪山駅前店 〒 579-8058 東大阪市神田町1-16 072-980-6200
東大阪市 寿司　清水 〒 579-8058 東大阪市神田町3-27 072-988-6988
東大阪市 よしや食堂 〒 579-8061 東大阪市六万寺町3-10-42 072-981-3465
東大阪市 お好み焼　松ちゃん 〒 579-8061 東大阪市六万寺町1-5-1 072-984-5658
東大阪市 魚太郎本店 〒 579-8063 東大阪市横小路町5-7-22 072-985-1188
東大阪市 マクドナルド 外環東大阪店 〒 579-8063 東大阪市横小路町5-6-27 072-987-6382
東大阪市 ニコニコキッチン　新池島店 〒 579-8065 東大阪市新池島町2-18-8 072-987-0004
松原市 コーヒーハウス101 〒 580-0004 松原市西野々1-10-5 072-333-4263
松原市 ついんずきっちん 〒 580-0005 松原市別所5-3-11 072-335-3628
松原市 天然温泉ユートピア(ｙｏｕゆー) 〒 580-0005 松原市別所2-4-35 072-333-1126
松原市 カレーハウスCoCo壱番屋　松原インター店 〒 580-0005 松原市別所2-4-35 072-338-9099
松原市 天楽 〒 580-0011 松原市西大塚2-466-102 072-336-9044
松原市 サがミ　松原店 〒 580-0012 松原市立部5-115-1 072-336-5613
松原市 ファミリーマート松原丹南四丁目店 〒 580-0013 松原市丹南4-176-1 072-337-6651
松原市 銀寿司 〒 580-0014 松原市岡2-1-13 072-332-9486
松原市 マクドナルド 松原市店 〒 580-0014 松原市岡6-2-1 072-332-6328
松原市 北川食堂 〒 580-0014 松原市岡6-7-9 072-331-0709
松原市 ほっかほっか亭松原南店 〒 580-0014 松原市岡5-9-7 072-330-5225
松原市 ほっかほっか弁当美味亭 〒 580-0015 松原市新堂 1-517-3 ロイヤルハイツ1F 072-334-0608
松原市 お好み焼　ちぼり 〒 580-0015 松原市新堂1-349 072-332-6253
松原市 喫茶ジェジェ 〒 580-0016 松原市上田3-4-10 072-332-0957
松原市 北極星 〒 580-0016 松原市上田6-4-8 072-332-2251
松原市 漁火 〒 580-0016 松原市上田1-4-5 072-337-2424
松原市 四季一善 〒 580-0016 松原市上田2-2-13 072-330-6880
松原市 櫓 〒 580-0016 松原市上田2-2-13 072-334-8057
松原市 魚太寿司 〒 580-0016 松原市上田7-11-14 072-331-4321
松原市 カレーとコーヒーの店アル 〒 580-0016 松原市上田2-2-12 072-334-8963
松原市 ひさ家 〒 580-0016 松原市上田3-6-1 072-335-9557
松原市 ＪＯＹ風月風の街松原市駅前店 〒 580-0016 松原市上田2-3-18 072-336-0086
松原市 マクドナルド 河内松原市駅前店 〒 580-0016 松原市上田3-1-12 072-335-3981
松原市 (株)きみや 〒 580-0016 松原市上田6-4-8 イズミヤ松原市店 072-330-1300
松原市 喫茶　ミニ 〒 580-0016 松原市上田7-5-15 072-335-1823
松原市 ＫＩＮＳＨＯ　松原店 〒 580-0016 松原市上田3-6-1 ユメニティ松原内 072-330-2701
松原市 満眠 〒 580-0016 松原市上田5-3-12 072-335-5597
松原市 喫茶　ニュー松原 〒 580-0016 松原市上田3-2-7 072-334-9839
松原市 十和 〒 580-0016 松原市上田3-1-12 松原ファミリービル2F 072-335-4343
松原市 柳寿司 〒 580-0016 松原市上田5-6-16 072-335-0195
松原市 とんかつ　千房 〒 580-0016 松原市上田3-1-13 072-331-4356
松原市 お好み料理　味里 〒 580-0016 松原市上田5-9-20 072-331-0905
松原市 魚重寿司 〒 580-0016 松原市上田7-1-12 072-331-4331
松原市 ひとやすみ 〒 580-0016 松原市上田3-6-1 ユメニティマツバラ 2F 072-338-7171
松原市 Ｃａｆｅ&Ｏｎｉｇｉｒｉ　おにぎり一番 〒 580-0016 松原市上田3-9-8 072-330-3001
松原市 アロマカフェ　ｐｉａｆ（ピアフ） 〒 580-0016 松原市上田2-1-15 072-332-0301
松原市 八剣伝　松原上田元町店 〒 580-0016 松原市上田7-6-31 072-339-5393
松原市 松原　メモリアルホール 〒 580-0016 松原市上田3-7-6 072-339-1199
松原市 ネパールキッチン＆バーアニタ 〒 580-0016 松原市上田2-1-20 072-331-0811
松原市 ＭＪ　ＣＡＦＥ 〒 580-0016 松原市上田1-8-2 072-334-2456
松原市 和味 〒 580-0016 松原市上田2-1-15 072-333-7530
松原市 南欧バルオーラ 〒 580-0016 松原市上田1-11-1 辻ビル102 072-338-7539
松原市 韓国・アジアン創作酒場　月のうさぎ 〒 580-0016 松原市上田2-1-23 072-338-8108
松原市 フレンチ食堂　Ｂｏｃｈｉ　Ｂｏｃｈｉ 〒 580-0016 松原市上田1-4-1　富士ビル松原パート２Ｂ１Ｆ 072-248-5623
松原市 お食事処　魚太 〒 580-0017 松原市柴垣2-5-34 072-335-4663
松原市 (有)神山飯店 〒 580-0017 松原市柴垣2-7-26 072-333-7004
松原市 マクドナルド 高見の里店 〒 580-0021 松原市高見の里4-2-10 072-337-0875
松原市 なか卯　R309松原店 〒 580-0021 松原市高見の里6-26-7 072-349-0181
松原市 串揚げ処　つくし 〒 580-0023 松原市南新町6-1-3 072-334-5679
松原市 喫茶　香光 〒 580-0023 松原市南新町1-3-8 山口ビル1F 072-337-0033
松原市 肉彩　でこ 〒 580-0023 松原市南新町5-7-10 072-338-2931
松原市 お好み焼春風 〒 580-0024 松原市東新町4-15-5 シャンボフード松原市内 072-337-2227
松原市 割鮮料理　一孝 〒 580-0024 松原市東新町4-8-23 072-333-1890
松原市 松っちゃん 〒 580-0024 松原市東新町3-3-16 072-336-2355
松原市 喫茶　マミー 〒 580-0024 松原市東新町4-10-24 072-336-0607
松原市 手打うどん紀淡 〒 580-0025 松原市北新町1-3-1 072-333-7939
松原市 Ｒａｓｋｗｉ（レスウィ） 〒 580-0025 松原市北新町1-1-20 072-333-8889
松原市 お好み焼マルエム 〒 580-0025 松原市北新町5-3-27 072-330-2053
松原市 北京 〒 580-0026 松原市天美我堂7-3-6 072-332-2667
松原市 北京料理　豚々亭南花田店 〒 580-0026 松原市天美我堂2-382 072-333-4048
松原市 グリルみよし 〒 580-0031 松原市天美北3-5-23 072-335-4510
松原市 北京料理空海 〒 580-0032 松原市天美東2-151-3 072-334-4456
松原市 清月 〒 580-0032 松原市天美東8-1-3 072-336-1111
松原市 そば処ちから 〒 580-0032 松原市天美東2-53-73 072-334-6007
松原市 ちゃんこ　二瀬川 〒 580-0032 松原市天美東1-9-29 072-334-3291
松原市 ｃａｆｅ　ｖｉｖｏ 〒 580-0032 松原市天美東6-16-1 072-333-3578
松原市 お好み焼　ポピー 〒 580-0032 松原市天美東7-12-5 072-333-9996



松原市 ほっかほっか亭　天美駅前店 〒 580-0032 松原市天美東7-6-6 072-332-6501
松原市 中華飯店　一番 〒 580-0032 松原市天美東9-1-10 072-331-4710
松原市 デイリーヤマザキ　天美駅前店 〒 580-0032 松原市天美東8-1-9 072-333-3233
松原市 一品料理　はしもと 〒 580-0032 松原市天美東8-1-6 072-337-6678
松原市 よっ写 〒 580-0032 松原市天美東8-4-35 072-333-1900
松原市 力餅食堂 〒 580-0032 松原市天美東1-68-5 072-336-5532
松原市 ハリマオ 〒 580-0032 松原市天美東7-12-75 072-338-0240
松原市 ティールーム　サンポプラ 〒 580-0032 松原市天美東1-73-15 072-334-6531
松原市 創作揚げ工房　さ・ん・ぽ 〒 580-0032 松原市天美東8-4-2 072-333-1338
松原市 よっ写Ｐｌｕｓ 〒 580-0032 松原市天美東8-4-33 072-283-3388
松原市 魚周 〒 580-0033 松原市天美南5-16-16 072-335-0580
松原市 だるまや 〒 580-0033 松原市天美南5-10-29 072-331-0624
松原市 マクドナルド 河内天美店 〒 580-0033 松原市天美南3-65-3 近商河内天美 072-332-2111
松原市 おぐらや 〒 580-0033 松原市天美南5-20-8 072-331-3490
松原市 いこい 〒 580-0033 松原市天美南5-21-16 072-332-4152
松原市 鮨桝　近商天美店 〒 580-0033 松原市天美南3-15-50 近商正面 072-335-8636
松原市 米米亭　アマミ 〒 580-0033 松原市天美南3-14-21 072-335-8636
松原市 ＫＩＮＳＨＯ　天美店 〒 580-0033 松原市天美南3-65-3 072-333-5571
松原市 喫茶　セントラル 〒 580-0033 松原市天美南2-89-3 072-332-9088
松原市 なかの 〒 580-0033 松原市天美南3-14-21 大和川第1マンション1F11号 072-337-6667
松原市 ミートショップ　松井 〒 580-0033 松原市天美南2-86 072-333-5426
松原市 八剣伝　河内天美店 〒 580-0033 松原市天美南5-21-23 072-334-0913
松原市 とみ 〒 580-0033 松原市天美南3-10-24 072-334-6998
松原市 プリズム 〒 580-0033 松原市天美南3-14-18 072-333-5600
松原市 ゴールド 〒 580-0033 松原市天美南5-21-20 072-334-5852
松原市 沖縄島豚まんまーる 〒 580-0033 松原市天美南3-14-11 大和川マンション2-1 072-337-2332
松原市 ほっかほっか亭　天美西店 〒 580-0034 松原市天美西1-21-15 072-330-5025
松原市 中国料理　点心 〒 580-0034 松原市天美西1-16-10 072-332-6467
松原市 蛇の目寿司 〒 580-0034 松原市天美西1-9-17 072-332-8126
松原市 幸屋 〒 580-0034 松原市天美西1-13-17 072-331-8463
松原市 桂寿司 〒 580-0042 松原市松ケ丘1-4-20 072-336-1630
松原市 キッサ　ムーン 〒 580-0042 松原市松ケ丘3-6-14 072-333-1491
松原市 綿麺 〒 580-0042 松原市松ケ丘3-6-15 072-331-1777
松原市 デイリーヤマザキ松原松ヶ丘 〒 580-0042 松原市松ケ丘3-7-11 なし
松原市 デイリーヤマザキ松原松ヶ丘店 〒 580-0042 松原市松ケ丘3-7-11 072-333-2821
松原市 よねや食堂 〒 580-0043 松原市阿保3-2-1 072-331-1676
松原市 お好み焼き　ひらやま 〒 580-0043 松原市阿保1-6-3 072-330-7046
松原市 たかはし 〒 580-0043 松原市阿保2-128-14 072-337-0434
松原市 美ら島居食屋　そんちゃん家 〒 580-0043 松原市阿保1-2-43 072-332-0850
松原市 好太郎 〒 580-0043 松原市阿保3-6-25 072-336-5105
松原市 社会福祉法人風媒花　キッチンはな 〒 580-0043 松原市阿保1-1-1 松原市役所内北別館内 072-333-5051
松原市 タヴェルナ　ビアンカ 〒 580-0043 松原市阿保1-4-12 コープイン松原 072-289-6535
松原市 ほっかほっか亭阿保６丁目店 〒 580-0043 松原市阿保6-15-13 072-335-8561
松原市 居酒屋ダイニング　ふぁいみぃる 〒 580-0043 松原市阿保1-2-30 072-331-7188
松原市 洒家力～ｓｈａｋａｒｉｋｉ～ 〒 580-0043 松原市阿保1-2-40 072-248-6164
松原市 お好み焼豆狸 〒 580-0044 松原市田井城1-1-9 072-336-2377
松原市 TEAROOMＡＮＬＩＣＯ 〒 580-0044 松原市田井城1-3-11 072-330-3409
松原市 ふみ 〒 580-0044 松原市田井城1-4-19 072-336-4901
松原市 山崎屋 〒 580-0044 松原市田井城1-5-12 072-330-2045
松原市 サンプラザ　三宅店 〒 580-0045 松原市三宅西4-800-1 072-331-4741
松原市 とんかつ　かつ喜　松原店 〒 580-0045 松原市三宅西1-361-1 072-339-7211
松原市 八剣伝　松原店 〒 580-0046 松原市三宅中1-2-22 072-338-0277
八尾市 みどり寿司 〒 581-0001 八尾市末広町1-7-9 072-823-6348
八尾市 ドッグテイル 〒 581-0001 八尾市末広町1-1-22 072-929-1180
八尾市 玄品　八尾 〒 581-0003 八尾市本町1-6-16 072-993-4244
八尾市 割烹　新竹 〒 581-0003 八尾市本町1-6-14 072-992-1531
八尾市 お好み焼　おとうさん 〒 581-0003 八尾市本町5-4-1 072-995-3893
八尾市 ちこちゃん 〒 581-0003 八尾市本町5-4-7 072-924-0685
八尾市 新喜八　八尾店 〒 581-0003 八尾市本町7-8-21 072-993-5452
八尾市 カフェ・ド・ラフィーネ 〒 581-0003 八尾市本町7-12-23 072-928-7300
八尾市 お好み焼　まこ 〒 581-0003 八尾市本町5-2-15 072-923-5500
八尾市 洋食厨房　ＡＮＤＯ 〒 581-0003 八尾市本町3-1-22 072-998-5033
八尾市 源氏山 〒 581-0003 八尾市本町4-2-46 072-993-9717
八尾市 Ｃａｆｅ　桜 〒 581-0003 八尾市本町6-13-3 072-998-3740
八尾市 名代　ミツヤ鮨 〒 581-0003 八尾市本町4-2-44 072-922-3428
八尾市 うまい野菜とお酒がいっぱい　和っか 〒 581-0003 八尾市本町7-7-12 グランピア八尾本町1F 072-994-0017
八尾市 Ｈａｎｚｅｎ 〒 581-0003 八尾市本町4-2-28 072-991-3200
八尾市 大黒殿 〒 581-0003 八尾市本町6-10-1 072-991-1834
八尾市 カフェ食堂　ライラック 〒 581-0003 八尾市本町7-12-22 072-993-0340
八尾市 手打ち蕎麦　にし田 〒 581-0003 八尾市本町5-1-11 072-994-2688
八尾市 caferest picapica 〒 581-0003 八尾市本町1-1-1 八尾市役所B1F 072-999-9922
八尾市 そば処　楠喜 〒 581-0003 八尾市本町5-3-11 072-922-7298
八尾市 中華料理　來來 〒 581-0003 八尾市本町7-9-14 072-922-3721
八尾市 天幸 〒 581-0004 八尾市東本町1-2-12 072-923-8806
八尾市 とんかつ工房　やまもと 〒 581-0004 八尾市東本町3-8-28 072-922-0380
八尾市 コーヒーハウス　ケニア 〒 581-0004 八尾市東本町3-5-3 072-994-9869
八尾市 カフェ　アップル　ブロッサム 〒 581-0004 八尾市東本町5-5-13 072-925-0576
八尾市 お好み焼　左久良 〒 581-0004 八尾市東本町5-6-15 072-924-2733
八尾市 海臨丸 〒 581-0004 八尾市東本町4-3-18 072-993-1970
八尾市 ろばた焼　いり新 〒 581-0004 八尾市東本町3-9-36 072-994-3302
八尾市 もつ鍋と串焼きホルモン　蝶屋 〒 581-0004 八尾市東本町3-7-18 サンライフ八尾108 072-992-3329
八尾市 ＫＵＫＵＲＵ 〒 581-0004 八尾市東本町3-2-29 072-989-7364
八尾市 トレビアン 〒 581-0005 八尾市荘内町2-1-36 中河内府民センター内 072-994-1515
八尾市 居古奈 〒 581-0006 八尾市清水町2-1-24 072-997-8157
八尾市 グリル　輪ごん 〒 581-0007 八尾市光南町2-3-17 072-992-6975
八尾市 Ｇ，ｓ１　お好み焼き 〒 581-0007 八尾市光南町2-3-17 072-994-5470
八尾市 うえむらすし 〒 581-0011 八尾市若草町1-2 072-922-0678
八尾市 ｃａｆｅ　ｅｌｆ 〒 581-0011 八尾市若草町3-45 072-992-0118
八尾市 スカイレストラン　エイテイル 〒 581-0011 八尾市若草町1-17 八尾徳州会総合病院9F 072-993-7316
八尾市 ミカド 〒 581-0013 八尾市山本町南1-6-8 072-922-7478
八尾市 一福 〒 581-0013 八尾市山本町南1-7-23 072-999-1064
八尾市 ベーカリーレストラン　サンマルク　八尾山本店 〒 581-0013 八尾市山本町南5-10-21 072-928-3309
八尾市 暮らしとハーブのお店　Ｐｏｔａｇｅｒ 〒 581-0013 八尾市山本町南6-8-23 072-933-8820
八尾市 美遊食倶楽部　杏 〒 581-0013 八尾市山本町南3-2-2 072-997-2655
八尾市 天ぷら・旬菜　天花 〒 581-0013 八尾市山本町南1-10-23 072-995-1055
八尾市 ｃａｆｅ O2（カフェ オーツー） 〒 581-0013 八尾市山本町南6-12-16 072-999-3823
八尾市 カフェ　コスモス 〒 581-0013 八尾市山本町南4-11-20 072-997-8285
八尾市 オッキャーリ　オガ 〒 581-0013 八尾市山本町南1-8-21 072-998-3232
八尾市 ガロピーヌ　バイ　マルキーズ 〒 581-0014 八尾市中田4-45-1 あけぼのマンション106 072-995-3065



八尾市 お好み焼　みき 〒 581-0014 八尾市中田2-64-5 072-923-1114
八尾市 なか卯　八尾店 〒 581-0014 八尾市中田3-1 0729-25-8851
八尾市 ほっかほっか亭高安店 〒 581-0014 八尾市中田2-405 072-995-3169
八尾市 珈琲ヘブンリー 〒 581-0015 八尾市刑部1-36 072-924-0647
八尾市 パティシエ　オカダ 〒 581-0016 八尾市八尾木北2-16 072-993-2235
八尾市 ｃａｆｅ　Ｖｅｒｔ　（カフェ　ヴェール） 〒 581-0016 八尾市八尾木北3-20 072-995-3301
八尾市 カフェ　あい 〒 581-0016 八尾市八尾木北2-41-2 072-925-4039
八尾市 大豆ギャラリー河内庵 〒 581-0016 八尾市八尾木北5-119 072-993-0221
八尾市 有限会社　三好商店 〒 581-0016 八尾市八尾木北2-143 072-993-0221
八尾市 味都 〒 581-0016 八尾市八尾木北1-27 072-934-1600
八尾市 グリルショップやの 〒 581-0017 八尾市高美町4-13-3 072-993-0363
八尾市 美福 〒 581-0017 八尾市高美町5-1-41 072-994-4855
八尾市 マクドナルド 八尾高美町店 〒 581-0017 八尾市高美町3-3-4 072-922-4771
八尾市 小松飯店 〒 581-0017 八尾市高美町1-3-10 072-994-9873
八尾市 お好み焼　うらら 〒 581-0017 八尾市高美町2-1-37 072-999-1837
八尾市 やきにく屋　八尾店 〒 581-0017 八尾市高美町2-1-30 072-929-0556
八尾市 有限会社　一條フーズ 〒 581-0017 八尾市高美町1-3-43 072-928-0223
八尾市 今日亭本店 〒 581-0017 八尾市高美町5-4-30 072-994-0713
八尾市 キッチン・オリタ 〒 581-0018 大阪府八尾市青山町3-5-52 072-924-3431
八尾市 イタリア料理　グスタヴィーニ 〒 581-0018 八尾市青山町1-2-19 072-924-5152
八尾市 カフェ・ド　バリアン 〒 581-0020 八尾市曙川東1-3 072-999-9941
八尾市 ほっかほっか亭恩智駅前店 〒 581-0020 八尾市曙川東1-2 072-923-5550
八尾市 やました 〒 581-0022 八尾市柏村町4-26 072-922-2412
八尾市 ワルツ珈琲店 〒 581-0022 八尾市柏村町4-6-4 072-924-0222
八尾市 喫茶　コンパ 〒 581-0025 八尾市天王寺屋7-4 072-949-6477
八尾市 味よし 〒 581-0025 八尾市天王寺屋7-19 志紀マンション106 072-949-2036
八尾市 松田商店 〒 581-0028 八尾市八尾木東1-151 072-993-3269
八尾市 炉ばた焼　あけぼの 〒 581-0031 八尾市志紀町3-24 072-949-5645
八尾市 ぱんのいえ　志紀店 〒 581-0031 八尾市志紀町1-2-1 072-948-1365
八尾市 磯魚　かつらぎ 〒 581-0031 八尾市志紀町3-1-7 072-949-2037
八尾市 大阪王将　志紀店 〒 581-0031 八尾市志紀町1-8 072-948-1885
八尾市 喫茶　都 〒 581-0031 八尾市志紀町2-40 平川マンション1F 072-949-2020
八尾市 丸幸水産　志紀店 〒 581-0031 八尾市志紀町3-19-1 072-949-7272
八尾市 サン 〒 581-0031 八尾市志紀町1-25 072-949-3245
八尾市 もりしたそうざい店 〒 581-0031 八尾市志紀町2-178 志紀ファミリー内 072-948-0260
八尾市 なか卯　アロー志紀店 〒 581-0031 八尾市志紀町1-123 072-920-2048
八尾市 ほっかほっか亭志紀店 〒 581-0031 八尾市志紀町1-8-1 072-948-3999
八尾市 ｃａｆｅルーム　アスリート 〒 581-0032 八尾市弓削町3-1 072-940-7806
八尾市 きらく 〒 581-0033 八尾市志紀町南2-110-15 072-949-5255
八尾市 医真会八尾総合病院内食堂 〒 581-0036 八尾市沼1-41 医真会八尾総合病院内 072-948-0879
八尾市 イズミヤ株式会社　八尾店 〒 581-0036 八尾市沼1-1 072-948-3330
八尾市 (株)サンローリー　茶房ひまわり 〒 581-0036 八尾市沼1-1-1 スーパーセンターイズミヤ1F フードコート 072-948-1108
八尾市 ミスタードーナツ　イズミヤ八尾ショップ 〒 581-0036 八尾市沼1-1-1 スーパーセンターイズミヤフードコート内 072-948-2112
八尾市 ケンタッキーフライドチキン　イズミヤ八尾店 〒 581-0036 八尾市沼1-1-1 スーパーセンターイズミヤフードコート内 072-948-4561
八尾市 サンプラザ　八尾沼店 〒 581-0036 八尾市沼4-155 072-920-5333
八尾市 本家さぬきや　八尾店 〒 581-0036 八尾市沼1-1-1 スーパーイズミヤ敷地内 072-920-5355
八尾市 うどん山川 〒 581-0036 八尾市沼4-37 072-971-1070
八尾市 カフェ＆ギャラリー　ネイビーズ 〒 581-0036 八尾市沼4-161-2 072-915-0038
八尾市 ほっかほっか亭沼１丁目店 〒 581-0036 八尾市沼1-68-76 072-920-1215
八尾市 Ｃａｆｅ　Ｂｅｒｙ－Ｂｅｒｙ 〒 581-0037 八尾市太田7-45-8 072-949-5817
八尾市 麦秋 〒 581-0037 八尾市太田3-18 072-949-4432
八尾市 サンプラザ　八尾南駅前店 〒 581-0038 八尾市若林町1-84-2 072-920-3719
八尾市 青城閣 〒 581-0038 八尾市若林町3-2 072-948-2450
八尾市 翁亭 〒 581-0039 八尾市太田新町5-116 072-948-0972
八尾市 中華料理　こうれん 〒 581-0039 八尾市太田新町5-5 072-948-1871
八尾市 中華料理　ゆきむら 〒 581-0042 八尾市南木の本7-12-10 072-923-5333
八尾市 喫茶　亜樹 〒 581-0042 八尾市南木の本7-94 072-991-0016
八尾市 リコのはな 〒 581-0042 八尾市南木ノ本2-77-8 072-925-2558
八尾市 ひろせ　お好み焼 〒 581-0044 八尾市木の本2-8 072-991-0381
八尾市 夜車 〒 581-0051 八尾市竹渕西3-145 06-6708-7243
八尾市 どうとんぼり神座　長吉店 〒 581-0053 八尾市竹渕東2-68 06-6769-0098
八尾市 かすうどん　えびす 〒 581-0054 八尾市南亀井町3-2-5 072-990-0331
八尾市 れすとらん　ニュー高砂 〒 581-0056 八尾市南太子堂1-1-47 072-922-3374
八尾市 カフェ・ポラリス 〒 581-0061 八尾市春日町4-2-29 072-983-6125
八尾市 お好み焼　ル・シュー 〒 581-0062 八尾市東太子2-6-6 072-922-7136
八尾市 お好み　はつ 〒 581-0063 八尾市太子堂1-5-21 072-994-0269
八尾市 喫茶らん♪ 〒 581-0063 八尾市太子堂2-1-25 なし
八尾市 割烹　彩膳 〒 581-0064 八尾市跡部本町1-4-16 072-996-6723
八尾市 お好み焼き　おしどり 〒 581-0065 八尾市亀井町3-4-10 072-993-2133
八尾市 辰寿し 〒 581-0068 八尾市跡部北ノ町1-3-12 072-993-6395
八尾市 お好み焼　たんぽぽ 〒 581-0068 八尾市跡部北ノ町2-4-13 072-994-9823
八尾市 ほっかほっか亭ＪＲ久宝寺駅前店 〒 581-0068 八尾市跡部北の町2-4-38 072-928-6188
八尾市 レストラン　パル 〒 581-0069 八尾市龍華町1-3-1 072-990-2227
八尾市 カフェ．ド．パル 〒 581-0069 八尾市龍華町1-3-1 072-990-2227
八尾市 NEYLY　BORN（ニューリーボーン)JR久宝寺店 〒 581-0069 八尾市龍華町2-1-20-105 072-945-2007
八尾市 珈琲　フチ 〒 581-0071 八尾市北久宝寺1-4-17 072-993-9824
八尾市 酒処　ちどり 〒 581-0072 八尾市久宝寺4-3-39 072-993-9427
八尾市 お好み焼店　柏万 〒 581-0072 八尾市久宝寺2-2-1 072-923-4351
八尾市 飛龍 〒 581-0073 八尾市高町2-27 072-993-0395
八尾市 ビッグボーイ八尾店 〒 581-0081 八尾市南本町1-5-8 072-924-0501
八尾市 八尾飯店 〒 581-0081 八尾市南本町7-2-37 072-994-9122
八尾市 自立の店ベーカリーハウス　栄華 〒 581-0081 八尾市南本町2-2-20 072-923-8120
八尾市 酒処　あらかわ 〒 581-0082 八尾市相生町1-2-37 072-994-5764
八尾市 マクドナルド ２５号八尾店 〒 581-0083 八尾市永畑町1-2-47 072-925-5880
八尾市 広島風お好み焼　ふぅふぅ 〒 581-0084 八尾市植松町5-5-13 072-996-3112
八尾市 酒楽家　かなと 〒 581-0084 八尾市植松町5-6-7 072-946-2546
八尾市 ちからこぶ 〒 581-0084 八尾市植松町5-5-9 072-992-8983
八尾市 喫茶ムーン 〒 581-0084 八尾市植松町5-5-13 072-993-9846
八尾市 グリル　平田 〒 581-0084 八尾市植松町8-1-33 072-991-3447
八尾市 沖縄料理　ちーちゃん 〒 581-0084 八尾市植松町5-8-30 072-998-0305
八尾市 ｃａｆｅ　ＢｌｕｅＤａｉｓｙ 〒 581-0084 八尾市植松町4-8-23 072-922-2270
八尾市 カレーハウスCoCo壱番屋 八尾太子堂店 〒 581-0084 八尾市植松町8-3-26 072-990-1855
八尾市 鶏屋　くだかけ 〒 581-0084 八尾市植松町4-8-2 072-926-2260
八尾市 ビストロ酒場　ｗａｈａｈａ 〒 581-0084 八尾市植松町5-7-24 072-974-6659
八尾市 ミスタードーナツＪＲ八尾駅前ショップ 〒 581-0085 八尾市安中町4-8-18 072-991-1312
八尾市 ぱんのいえ　八尾店　 〒 581-0085 八尾市安中町4-2-16 072-924-8008
八尾市 珈琲館　八尾駅前店 〒 581-0085 八尾市安中町3-7-6 清水ビル1F 072-992-1058
八尾市 レストラン　ピーコック 〒 581-0085 八尾市安中町1-7-10 072-994-9860
八尾市 串料理　りき 〒 581-0085 八尾市安中町1-7-8 072-993-5223



八尾市 居酒屋　広島 〒 581-0085 八尾市安中町3-3-26 072-994-8998
八尾市 まごころダイニング　政ごろう 〒 581-0085 八尾市安中町3-5-4 072-993-1112
八尾市 ほっかほっか亭ＪＲ八尾駅前店 〒 581-0085 八尾市安中町1-6-13 072-995-0439
八尾市 マンジェ 〒 581-0086 八尾市陽光園2-3-22 GSハイム104 072-996-0175
八尾市 活魚料理　いし田 〒 581-0086 八尾市陽光園2-4-6 072-946-2228
八尾市 めん処　紀舟 〒 581-0086 八尾市陽光園1-3-12 プチコート八尾1F 072-923-3251
八尾市 中華料理　まいど 〒 581-0086 八尾市陽光園2-1-10 072-990-2888
八尾市 天ぷら心。 〒 581-0086 八尾市陽光園2-1-15 072-996-5115
八尾市 ｶﾌｪとｹｰｷの店　和みのひと時　こころ塾 〒 581-0086 八尾市陽光園2-6-33 072-945-1357
八尾市 トラットリア　ロマーナ 〒 581-0086 八尾市陽光園2-3-16 ツジタビル1F 072-951-7536
八尾市 江戸もんじゃお好み焼　えん 〒 581-0086 八尾市陽光園2-3-16 1F 072-974-8321
八尾市 ＭＯＯＮ 〒 581-0086 八尾市陽光園2-6-32 072-924-3515
八尾市 喫茶　狩人 〒 581-0087 八尾市明美町1-4-28 072-994-0618
八尾市 お好みハウス　庵利 〒 581-0087 八尾市明美町1-5-25 072-995-0095
八尾市 そば処　まつもと 〒 581-0087 八尾市明美町1-4-24 072-992-2007
八尾市 ブーランジェリー　トントンレミー 〒 581-0087 八尾市明美町1-1-29 072-991-3833
八尾市 めし点 〒 581-0094 八尾市志紀町西4-59 072-948-3029
八尾市 カラオケ喫茶　ノンノン 〒 581-0095 八尾市田井中3-143 072-949-6621
八尾市 懐石料理　佑和 〒 581-0801 八尾市山城町1-7-18 072-991-8835
八尾市 ミスタードーナツ八尾ペントプラザショップ 〒 581-0802 八尾市北本町2-1 ペントプラザ106 072-997-0080
八尾市 うなぎのもり 〒 581-0802 八尾市北本町2-1-1 近鉄八尾駅ペントプラザ218号 072-922-4550
八尾市 炭火・やき鳥　かちがらす 〒 581-0802 八尾市北本町2-10-42 072-997-8299
八尾市 冨士 〒 581-0802 八尾市北本町2-12-1 072-994-3068
八尾市 立呑み処　きくや 〒 581-0802 八尾市北本町1-4-27 072-999-3629
八尾市 カレーハウスCoCo壱番屋　近鉄八尾駅店 〒 581-0802 八尾市北本町2-1 072-925-0141
八尾市 日本料理　創作遊膳　真 〒 581-0802 八尾市北本町1-3-30-101 072-925-3970
八尾市 NEYLY　BORN（ニューリーボーン)近鉄八尾本店 〒 581-0802 八尾市北本町2-11-13 072-923-7782
八尾市 スタコラハウス 〒 581-0802 八尾市北本町1-1-11 パールマンション1F 072-995-4387
八尾市 ＳＯＧＡ屋 〒 581-0802 八尾市北本町2-2 ペントモール八尾3番街29号 072-996-9102
八尾市 おばんざい　さか井 〒 581-0802 八尾市北本町2-11-14 072-993-7828
八尾市 ほっかほっか亭ペントモール八尾店 〒 581-0802 八尾市北本町2-2 ペントモール八尾3番街22号 072-997-8656
八尾市 カフェプリズム 〒 581-0803 八尾市光町2-40 八尾市文化会館内 072-997-6666
八尾市 喫茶　フラン 〒 581-0803 八尾市光町2-180 072-996-0110
八尾市 お好み焼　ぐー 〒 581-0803 八尾市光町2-180 ペントモール5番街 072-999-6511
八尾市 一汁五穀　アリオ八尾店 〒 581-0803 八尾市光町2-3 アリオ八尾3F 072-943-2210
八尾市 河内らーめん喜神　アリオ八尾店 〒 581-0803 八尾市光町2-3 アリオ八尾3F 072-925-2038
八尾市 サーティワンアイスクリーム　アリオ八尾店 〒 581-0803 八尾市光町2-3 アリオ八尾1F 072-995-6731
八尾市 マクドナルド 八尾アリオ店 〒 581-0803 八尾市光町2-3 アリオ八尾1F 072-999-1040
八尾市 ドトールコーヒーショップ　アリオ八尾店 〒 581-0803 八尾市光町2-3 アリオ八尾1F 072-924-5130
八尾市 ミスタードーナツ　アリオ八尾ショップ 〒 581-0803 八尾市光町2-3 アリオ八尾1F 072-995-3002
八尾市 ペッパーランチ　アリオ八尾店 〒 581-0803 八尾市光町2-3 アリオ八尾1F 072-995-2429
八尾市 日本料理　笠置 〒 581-0803 八尾市光町1-53 ナイト&デイ 072-998-0789
八尾市 しゃぶかつ　かつ喜　八尾店 〒 581-0803 八尾市光町2-3 アリオ八尾3F 072-928-5525
八尾市 昔洋食みつけ亭　アリオ八尾店 〒 581-0803 八尾市光町2-3 アリオ八尾3F348号 072-943-0156
八尾市 咲菜イトーヨーカドーアリオ八尾店 〒 581-0803 八尾市光町2-3　イトーヨーカドーアリオ八尾店内１F 080-3796-4724
八尾市 魚竹　イトーヨーカドー八尾店 〒 581-0803 八尾市光町2-3 06-6702-6267
八尾市 めし処　いも膳　八尾山賀店 〒 581-0812 八尾市山賀町2-35-1 072-929-0565
八尾市 大黒屋 〒 581-0814 八尾市楠根町3-35 072-923-4525
八尾市 マクドナルド 八尾宮町店 〒 581-0815 八尾市宮町3-1-10 072-994-2371
八尾市 やきとり大吉　八尾西店 〒 581-0815 八尾市宮町1-5-15 072-924-0725
八尾市 ロイヤルホスト八尾店 〒 581-0815 八尾市宮町1-10-27 072-996-5868
八尾市 緑華園 〒 581-0816 八尾市佐堂町3-1A-10 072-996-4567
八尾市 中国料理　大幸 〒 581-0816 八尾市佐堂町3-2-12 072-922-3011
八尾市 ザめしや　八尾久宝寺口店 〒 581-0816 八尾市佐堂町2-5-15 072-925-1401
八尾市 お好み焼　あさみ 〒 581-0822 八尾市高砂町3-66-12 072-923-8885
八尾市 カフェレスト　ジャム 〒 581-0831 八尾市山本町北7-6-7 072-997-0313
八尾市 惣菜・天ぷら・和 〒 581-0831 八尾市山本町北8-2-35 ファミリーショップ北山本内 072-928-2610
八尾市 あした 〒 581-0831 八尾市山本町北3-10-11 072-992-6904
八尾市 中国菜館　福龍園 〒 581-0837 八尾市緑ケ丘5-95-3 072-995-7877
八尾市 セブン・イレブン　八尾福万寺町店 〒 581-0842 八尾市福万寺町2-12-3 072-924-5150
八尾市 ほっかほっか亭福万寺町南店 〒 581-0843 八尾市福万寺町南5-1-9 072-929-1060
八尾市 お好み焼　一品料理　房 〒 581-0846 八尾市上之島町南6-3 072-924-1478
八尾市 ケープコート 〒 581-0852 八尾市西高安町2-1 072-996-4231
八尾市 レストラン楽（貴島病院本院内食堂） 〒 581-0853 八尾市楽音寺3-33 072-941-4399
八尾市 あさ霧 〒 581-0854 八尾市大竹2-39 072-941-2030
八尾市 なか卯　170号八尾大竹店 〒 581-0854 八尾市大竹1-19 072-940-5212
八尾市 レストラン　しおん 〒 581-0856 八尾市水越2-81 072-940-3321
八尾市 カレーハウスCoCo壱番屋 八尾外環状線店 〒 581-0856 八尾市水越1-97 072-940-1877
八尾市 (株)千房リノアス八尾支店 〒 581-0860 八尾市光町2-60 リノアス八尾8F 072-997-8550
八尾市 日本料理　かっぱ 〒 581-0865 八尾市服部川7-41 072-941-2000
八尾市 スシロー外環八尾店 〒 581-0866 八尾市東山本新町8-6-1 072-925-6366
八尾市 陽（あかり） 〒 581-0866 八尾市東山本新町8-5-2 072-998-0034
八尾市 鮨桝山本店 〒 581-0867 八尾市山本町1-9-18 072-998-0705
八尾市 焼肉・ホルモンの店　つねちゃん 〒 581-0867 八尾市山本町1-6-3 072-992-4129
八尾市 ｖｅｇｅ　ｃａｆｅ　めぐる 〒 581-0867 八尾市山本町5-3-6 072-943-3630
八尾市 鮨兆 〒 581-0868 八尾市西山本町1-1-19 072-996-1662
八尾市 やきとり大吉　西山本店 〒 581-0868 八尾市西山本町3-6-17 072-998-1530
八尾市 大鯛寿し 〒 581-0868 八尾市西山本町5-16-6 072-997-4075
八尾市 中華料理　成華 〒 581-0868 八尾市西山本町6-6-41 072-928-0555
八尾市 中華料理楽天 〒 581-0868 八尾市西山本町5-16-8 072-998-3280
八尾市 スリランカレストラン　キャンディ 〒 581-0869 八尾市桜ケ丘1-94 072-994-0339
八尾市 花屋敷 〒 581-0869 八尾市桜ケ丘3-1 072-996-5577
八尾市 奄美の皿 〒 581-0869 八尾市桜ケ丘3-56 072-925-1833
八尾市 おがわ 〒 581-0869 八尾市桜ケ丘3-95 アサヒマンション102号 072-995-6066
八尾市 季節料理　若菜 〒 581-0869 八尾市桜ケ丘1-88 072-925-1508
八尾市 ＢＲＯＷＮ 〒 581-0869 八尾市桜ケ丘1-94 072-999-6584
八尾市 さんきゅう水産　八尾店 〒 581-0869 八尾市桜ケ丘3-28 セントラルビル佐伯101 072-994-1939
八尾市 お好み焼・鉄板焼　三野郷 〒 581-0869 八尾市桜ケ丘3-28 セントラルビル佐伯1F 072-994-0305
八尾市 ＨＡＲＥＮＯＨＩ　ＣＡＦＥ 〒 581-0869 八尾市桜ヶ丘1-88　ベルドミール桜ヶ丘101 072-951-6443
八尾市 いっぷく 〒 581-0871 八尾市高安町北1-122-7 072-996-0370
八尾市 アングリングフェロー 〒 581-0872 八尾市郡川4-192 072-941-2535
八尾市 マクドナルド 外環教興寺店 〒 581-0874 八尾市教興寺3-135 072-940-2310
八尾市 お食事処 季節料理　おおはた 〒 581-0882 八尾市恩智北町3-53 072-941-6467
八尾市 まるつね鮨 〒 581-0882 八尾市恩智北町2-125 072-943-6576
八尾市 フードショップ　智里 〒 581-0883 八尾市恩智中町2-238 072-941-1923
八尾市 ＫＩＮＳＨＯ　恩智店 〒 581-0883 八尾市恩智中町1-105 072-941-9958
八尾市 美家古 〒 581-0883 八尾市恩智中町1-211 072-941-0015
八尾市 シャトードール 〒 581-0883 八尾市恩智中町2-323-7 072-941-3854
八尾市 成鯛 〒 581-0883 八尾市恩智中町1-54 072-943-6123



八尾市 コーヒーハウス　暮樹 〒 581-0885 八尾市神宮寺1-140 072-948-1888
八尾市 パントリー　八尾店 〒 581-8680 八尾市光町2-60 リノアス八尾地階パントリー 072-995-4020
八尾市 とんかつ八尾　花 〒 581-8680 八尾市光町2-60 リノアス八尾8F 072-993-0141
八尾市 カフェ・ド・クリエ 〒 581-8680 八尾市光町2-60 リノアス八尾7F 072-925-3917
八尾市 串のアイワ 〒 581-8680 八尾市光町2-60 リノアス八尾8F 072-999-0575
柏原市 寿司由 〒 582-0001 柏原市本郷5-6-22 072-971-3923
柏原市 喫茶　軽食　コンパ 〒 582-0001 柏原市本郷5-927-3 072-971-8327
柏原市 中国名菜　橘屋 〒 582-0001 柏原市本郷4-21-1 072-973-1551
柏原市 カフェレスト　花の木 〒 582-0002 柏原市今町1-2-13 072-970-4678
柏原市 Ｊ　ｃａｆｅ 〒 582-0002 柏原市今町1-1-6 072-971-3171
柏原市 たんぽぽの会作業所 〒 582-0005 柏原市法善寺3-786-6 072-973-0510
柏原市 すし善 〒 582-0005 柏原市法善寺2-10-2 072-971-4734
柏原市 ほっかほっか亭法善寺店 〒 582-0005 柏原市法善寺4-9-8 072-972-4163
柏原市 キッチンカフェアイン 〒 582-0006 柏原市清州1-4-14 072-972-5831
柏原市 喜舟 〒 582-0006 柏原市清州2-3-21 072-973-2328
柏原市 ミスタードーナツ柏原ショップ 〒 582-0006 柏原市清洲1-3-14 072-973-3911
柏原市 喫茶　すず屋 〒 582-0006 柏原市清州1-1-3 072-971-2532
柏原市 ぱんのいえ　柏原店 〒 582-0006 柏原市清州1-1-4 072-971-6688
柏原市 そば工房　けんぞう 〒 582-0006 柏原市国分西2-6-5 072-978-0584
柏原市 味わい工房　庄や 〒 582-0006 柏原市清州2-3-13 072-971-7117
柏原市 ほっかほっか亭柏原駅前店 〒 582-0006 柏原市清州1-1-5 072-971-8790
柏原市 八百屋の嫁が作るｍｏｍｏｖｅｇｅ 〒 582-0006 柏原市清州2-4-20 072-943-4389
柏原市 サンプラザ　柏原店 〒 582-0007 柏原市上市1-2-2 072-972-4741
柏原市 ふじ食堂 〒 582-0009 柏原市大正2-2-10 072-972-1978
柏原市 喫茶　メルヘン 〒 582-0009 柏原市大正3-6-2 072-972-4418
柏原市 三佳食堂 〒 582-0009 柏原市大正1-3-25 072-972-0401
柏原市 サンヒル柏原 〒 582-0016 柏原市安堂町115-1 072-972-3377
柏原市 ルビナス東山　柏原市役所内食堂 〒 582-0016 柏原市安堂町1-55 072-972-1501
柏原市 カフェリビエール 〒 582-0016 柏原市安堂町1-60 072-972-6766
柏原市 喫茶　ミエ 〒 582-0018 柏原市大県2-4-11 072-972-0351
柏原市 中華料理　まるよし 〒 582-0018 柏原市大県2-5-10 072-972-3195
柏原市 Ｃａｆｅ・ｄｅ・まあゆ 〒 582-0018 柏原市大県2-1-3 072-973-1270
柏原市 中国レストラン　華苑 〒 582-0019 柏原市平野1-11-10 第5コーポ平野 102号 072-971-9765
柏原市 ファミリーレストランサカエ 〒 582-0021 柏原市国分本町1-1-302 072-977-3113
柏原市 家族弁当 〒 582-0021 柏原市国分本町2-7-15 072-977-8585
柏原市 ほっかほっか亭国分店 〒 582-0021 柏原市国分本町7-10-30 072-975-0661
柏原市 あまま 〒 582-0024 柏原市田辺2-1-30 072-977-7952
柏原市 三平寿し 〒 582-0025 柏原市国分西2-1-26 072-977-3057
柏原市 奴寿司 〒 582-0025 柏原市国分西1-4-51 072-977-0025
柏原市 ブランジェタカギ 〒 582-0025 柏原市国分西1-2-26 072-977-0387
柏原市 ぱんのいえ　国分店 〒 582-0025 柏原市国分西1-1-17 幸喜ビル1F 072-976-0654
柏原市 お好み焼　銀扇 〒 582-0025 柏原市国分西2-246-5 072-977-5096
柏原市 やきやき亭 〒 582-0025 柏原市国分西1-1-45 072-976-0453
柏原市 タントタント 〒 582-0025 柏原市国分西1-2-22 072-978-7682
柏原市 和食処　まるふく亭 〒 582-0025 柏原市国分西2-1-25 072-976-1661
柏原市 大阪王将　国分店 〒 582-0025 柏原市国分西1-1-8 072-976-0438
柏原市 喫茶ぽしぇっと 〒 582-0026 柏原市旭ケ丘3-15-41 コープ西村1F 072-976-0477
柏原市 玉手山学園内食堂 〒 582-0026 柏原市旭ケ丘3-11-1 072-978-6661
柏原市 喫茶藍 〒 582-0029 柏原市石川町5-1 072-978-0779
藤井寺市 お好み焼・一品料理　ドンバ 〒 583-0007 藤井寺市林6-7-19 072-939-4118
藤井寺市 中国料理　三国 〒 583-0007 藤井寺市林6-6-20 072-955-1989
藤井寺市 お好み焼　きや乃 〒 583-0007 藤井寺市林5-7-24 072-938-0887
藤井寺市 ボンズ藤井寺店 〒 583-0011 藤井寺市沢田2-1-31 072-952-3544
藤井寺市 みどり 〒 583-0011 藤井寺市沢田4-6-13 072-954-3848
藤井寺市 中国料理　三国 〒 583-0011 藤井寺市沢田4-6-9 072-938-0446
藤井寺市 めし処　いも膳　藤井寺店 〒 583-0011 藤井寺市沢田2-7-5 072-931-1676
藤井寺市 料亭　梅廼家 〒 583-0012 藤井寺市道明寺2-5-41 072-955-1104
藤井寺市 珈琲館チェリー 〒 583-0012 藤井寺市道明寺1-22-19 072-939-0456
藤井寺市 入船食堂 〒 583-0012 藤井寺市道明寺2-9-7 072-954-4549
藤井寺市 プラム 〒 583-0012 藤井寺市道明寺2-1-54 072-954-5225
藤井寺市 幸来 〒 583-0012 藤井寺市道明寺2-10-2 072-953-2126
藤井寺市 大鳳 〒 583-0012 藤井寺市道明寺1-14-46 072-939-0128
藤井寺市 そば切り　蕎香 〒 583-0012 藤井寺市道明寺6-2-8 072-937-7506
藤井寺市 カフェ　ド　Ｎ 〒 583-0012 藤井寺市道明寺2-7-6 072-939-9090
藤井寺市 雑貨とＣａｆｅ　Ｕｚｕｍａｋｉ 〒 583-0012 藤井寺市道明寺1-22-28 072-938-2518
藤井寺市 マクドナルド 外環藤井寺店 〒 583-0013 藤井寺市古室3-16-24 072-938-5267
藤井寺市 味喰笑　ちゃんこ場 〒 583-0014 藤井寺市野中2-71-甲 072-953-0150
藤井寺市 ステーキインビッグジョー 〒 583-0014 藤井寺市野中2-66 072-952-3500
藤井寺市 萬来亭 〒 583-0015 藤井寺市青山1-5-26 072-938-9222
藤井寺市 まい 〒 583-0017 藤井寺市藤ケ丘4-22-16 072-955-0828
藤井寺市 リストランテ　チプリアーニ 〒 583-0017 藤井寺市藤ケ丘4-21-19 アビテ藤井寺1F 072-945-8215
藤井寺市 お好み焼・居酒屋　きそじ 〒 583-0017 藤井寺市藤ケ丘3-11-7 072-952-6697
藤井寺市 有限会社　料亭こもだ 〒 583-0021 藤井寺市御舟町2-47 072-955-4948
藤井寺市 おちゃのこ彩菜 〒 583-0021 藤井寺市御舟町3-4 072-953-6843
藤井寺市 すし冨 〒 583-0024 藤井寺市藤井寺1-16-32 072-955-0486
藤井寺市 志のぶ 〒 583-0024 藤井寺市藤井寺1-1-1 072-955-0538
藤井寺市 花まる亭 〒 583-0024 藤井寺市藤井寺1-3-14 072-955-1907
藤井寺市 鼓ころ 〒 583-0024 藤井寺市藤井寺1-21-9 072-937-2354
藤井寺市 お好み焼　くらら 〒 583-0024 藤井寺市藤井寺1-1-18 フラワーB1 072-953-4686
藤井寺市 原田屋 〒 583-0024 藤井寺市藤井寺2-7-24 072-955-0411
藤井寺市 美喜寿司 〒 583-0024 藤井寺市藤井寺1-1-2 072-938-3551
藤井寺市 桃林里 〒 583-0024 藤井寺市藤井寺1-21-1 072-955-1105
藤井寺市 ふぁみりー 〒 583-0024 藤井寺市藤井寺1-8-30 072-936-2628
藤井寺市 八剣伝　藤井寺駅前店 〒 583-0024 藤井寺市藤井寺1-2 072-952-8258
藤井寺市 Ｂａｒ－ＺＩＬ 〒 583-0024 藤井寺市藤井寺1-9-3 072-944-8416
藤井寺市 居酒屋やんちゃの郷 〒 583-0024 藤井寺市藤井寺1-17-2 072-933-1310
藤井寺市 炭火焼肉　鶴 〒 583-0024 藤井寺市藤井寺1-3-13 072-955-5035
藤井寺市 お好み焼き　くらくら 〒 583-0024 藤井寺市藤井寺1-1-5 072-952-9758
藤井寺市 串焼＆てっちゃん鍋　にちべー 〒 583-0024 藤井寺市藤井寺1-1-2 072-968-9650
藤井寺市 あかりカフェ 〒 583-0024 藤井寺市藤井寺2-2-18 072-937-8876
藤井寺市 本家かまどや藤井寺駅前店 〒 583-0026 藤井寺市春日丘1-3-20 072-952-5167
藤井寺市 半すし 〒 583-0026 藤井寺市春日丘1-1-15 072-955-4166
藤井寺市 居酒屋　黒兵衛 〒 583-0026 藤井寺市春日丘1-2-3 072-938-0301
藤井寺市 遊食屋　くろべえ 〒 583-0026 藤井寺市春日丘1-2-3 072-938-6782
藤井寺市 イタリア料理プリモピアーノ 〒 583-0026 藤井寺市春日丘1-2-2 フジカン第2ビル 072-955-0088
藤井寺市 あかまんま 〒 583-0026 藤井寺市春日丘1-3-23 アングルミヨシ 072-953-0108
藤井寺市 掌たなごころ 〒 583-0026 藤井寺市春日丘1-2-3 なし
藤井寺市 マクドナルド 藤井寺ソリア店 〒 583-0027 藤井寺市岡2-8-41 072-930-5090
藤井寺市 パスタ・ピアチェーレ 〒 583-0027 藤井寺市岡2-10-18 竹村ビル2F 072-939-1991



藤井寺市 珈琲館まつ川 〒 583-0027 藤井寺市岡1-15-21 072-955-0304
藤井寺市 中国料理　蘭月 〒 583-0027 藤井寺市岡2-7-67 072-953-2298
藤井寺市 活魚と日本料理　和楽心　藤井寺店 〒 583-0027 藤井寺市岡2-1-56 072-936-0648
藤井寺市 藤井寺市役所B1食堂　(株)シンエイフード 〒 583-0027 藤井寺市岡1-1-1 藤井寺市役所B1 072-939-1111
藤井寺市 ザ・どん　藤井寺ソリヤ店 〒 583-0027 藤井寺市岡2-8-41 072-952-3452
藤井寺市 みすみ 〒 583-0027 藤井寺市岡2-1-59 072-954-1180
藤井寺市 居酒屋　焼っぷち 〒 583-0027 藤井寺市岡1-3-16 スミイチビル1F 072-952-7797
藤井寺市 若竹　はりた 〒 583-0027 藤井寺市岡1-13-11 072-955-9580
藤井寺市 カレーハウスCoCo壱番屋　近鉄藤井寺駅前店 〒 583-0027 藤井寺市岡2-8-41 072-931-0080
藤井寺市 一番館 〒 583-0027 藤井寺市岡1-15-30 072-955-2308
藤井寺市 ふな定 〒 583-0027 藤井寺市岡2-8-47 072-939-2790
藤井寺市 家庭料理　節 〒 583-0027 藤井寺市岡2-6-6 072-937-7797
藤井寺市 エフズダイニング 〒 583-0027 藤井寺市岡1-15-17 辻ビル2FC号 072-953-0330
藤井寺市 珈琲の館　ポリタン 〒 583-0027 藤井寺市岡2-8-50 072-939-4032
藤井寺市 まいどおおきに藤井寺食堂 〒 583-0027 藤井寺市岡1-9-48 072-952-1721
藤井寺市 喫茶　ちゃちゃり 〒 583-0027 藤井寺市岡1-2-2 ファイバーコート可織1F 072-955-1739
藤井寺市 葉菜花 〒 583-0027 藤井寺市岡1-15-36 072-954-5303
藤井寺市 タイ屋台料理　スクンビット５７ 〒 583-0027 藤井寺市岡2-7-57 072-953-6255
藤井寺市 居酒屋　つじ坊 〒 583-0027 藤井寺市岡1-5-35-107 072-931-3701
藤井寺市 ほっかほっか亭藤井寺岡１丁目店 〒 583-0027 藤井寺市岡1-5-41 菊矢マンション101 072-931-0270
藤井寺市 中国菜館　華丸　 〒 583-0027 藤井寺市岡1-15-6 昌五ビル1F 072-959-7027
藤井寺市 居酒屋　いがや　駅前店 〒 583-0027 藤井寺市岡1-15-24 072-937-9166
藤井寺市 居酒屋　いがや　藤井寺店 〒 583-0027 藤井寺市岡2-13-29 072-936-3488
藤井寺市 スガキヤ 〒 583-0027 藤井寺市岡2-10-11 072-959-6227
藤井寺市 イオンフードスタイル藤井寺店 〒 583-0027 藤井寺市岡2-10-11 072-937-1312
藤井寺市 松すし 〒 583-0033 藤井寺市小山1-1-54 072-953-4466
藤井寺市 お好み焼き　じゅう兵衛 〒 583-0033 藤井寺市小山9-2-21 072-937-6100
藤井寺市 サンプラザ　小山店 〒 583-0033 藤井寺市小山5-571-2 072-954-4154
藤井寺市 たべ処　にしや 〒 583-0034 藤井寺市小山藤の里町14-1 072-938-3929
藤井寺市 珈琲の店　小山 〒 583-0034 藤井寺市小山藤の里町1-6 072-938-0456
藤井寺市 COFFEE　SHOP　モーメント 〒 583-0035 藤井寺市北岡1-2-3 パープルホール2F 072-952-6601
藤井寺市 カフェ　わらび 〒 583-0035 藤井寺市北岡1-1-43 アメニティ藤井寺1F 072-944-1044
藤井寺市 恵美坂　福寿司 〒 583-0036 藤井寺市恵美坂2-11-1 072-454-1025
羽曳野市 玉手山ゴルフプラザ 〒 583-0841 羽曳野市駒ケ谷2-34 072-956-1373
羽曳野市 しる市 〒 583-0852 羽曳野市古市6-22-1 072-956-5281
羽曳野市 魚源 〒 583-0852 羽曳野市古市4-4-29 072-956-0061
羽曳野市 居酒屋ふくや(城山店) 〒 583-0852 羽曳野市古市7-10-9 072-956-8724
羽曳野市 三河すし 〒 583-0852 羽曳野市古市7-10-7 072-958-7550
羽曳野市 お食事処　和楽 〒 583-0852 羽曳野市古市7-10-11 072-956-3130
羽曳野市 炉端家　真 〒 583-0852 羽曳野市古市6-13-23 072-956-7733
羽曳野市 惣菜・弁当・お食事処 旬菜 〒 583-0852 羽曳野市古市1-7-16 072-933-2665
羽曳野市 八剣伝　古市駅前店 〒 583-0852 羽曳野市古市4-1-1 スワンライズビル2F 072-956-8828
羽曳野市 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ城山 〒 583-0852 羽曳野市古市7-10-5 072-950-0200
羽曳野市 ＫＩＮＳＨＯ　古市店 〒 583-0853 羽曳野市栄町7-1 072-958-1281
羽曳野市 有限会社　清月 〒 583-0853 羽曳野市栄町4-8 072-957-4123
羽曳野市 居酒屋　ふくや 〒 583-0853 羽曳野市栄町2-1 072-958-1213
羽曳野市 餃子の王将　古市店 〒 583-0853 羽曳野市栄町5-7 栄ビル1F 072-957-7004
羽曳野市 まさゆめさかゆめ 〒 583-0853 羽曳野市栄町5-7 栄ビル2F 072-946-0018
羽曳野市 ハーベス　はびきの店 〒 583-0854 羽曳野市軽里1-6-19 072-957-7741
羽曳野市 COFFEE　 ＨＯＵＳＥ１０１ 〒 583-0854 羽曳野市軽里3-1 072-957-3139
羽曳野市 喫茶セビリア 〒 583-0855 羽曳野市翠鳥園405 072-956-2007
羽曳野市 三平 〒 583-0856 羽曳野市白鳥2-2-13 072-958-0995
羽曳野市 カフェと雑貨のお店　温カフェ 〒 583-0856 羽曳野市白鳥1-4-17 072-958-6660
羽曳野市 四季彩 〒 583-0856 羽曳野市白鳥1-1-17 072-957-2144
羽曳野市 ちょっくら 〒 583-0856 羽曳野市白鳥1-4-17 072-958-1770
羽曳野市 柿の種 〒 583-0856 羽曳野市白鳥1-3-1 072-957-6275
羽曳野市 ほっかほっか亭古市白鳥店 〒 583-0856 羽曳野市白鳥1-3-14 072-950-1701
羽曳野市 福祉ふれあいKiMaMaＣＡｆｅ 〒 583-0856　 羽曳野市白鳥3-13-11 塩野マンション101号 072-957-1114
羽曳野市 味喰笑 〒 583-0857 羽曳野市誉田3-23-17 072-958-1211
羽曳野市 手打草部うどん　のらや羽曳野店 〒 583-0857 羽曳野市誉田3-16-22 072-950-1857
羽曳野市 お弁当のなる(羽曳野市役所地下食堂) 〒 583-0857 羽曳野市誉田4-1-1 羽曳野市役所地下食堂 072-958-1111
羽曳野市 香港亭 〒 583-0857 羽曳野市誉田3-15-30 石橋ビル 072-957-8882
羽曳野市 サンプラザ　誉田店 〒 583-0857 羽曳野市誉田6-1-19 072-937-3355
羽曳野市 壱番閣 〒 583-0861 羽曳野市西浦1-3-2-110 072-958-4091
羽曳野市 サンプラザ　古市南店 〒 583-0861 羽曳野市西浦1591 072-950-4741
羽曳野市 ｆａｂｒｉｋｏ 〒 583-0861 羽曳野市西浦1530-1 072-957-6901
羽曳野市 焼肉　みつる 〒 583-0862 羽曳野市尺度195-5 072-958-4182
羽曳野市 食堂　菊水 〒 583-0863 羽曳野市蔵の内40-5 072-958-0551
羽曳野市 河内源氏　羽曳が丘店 〒 583-0864 羽曳野市羽曳が丘10-16 072-958-1212
羽曳野市 むらかみ 〒 583-0871 羽曳野市野々上3-1-10 072-939-0877
羽曳野市 スシロー羽曳野店 〒 583-0871 羽曳野市野々上2-1-13 072-931-6550
羽曳野市 株式会社　広洋　「マンジャパスタ」 〒 583-0871 羽曳野市野々上2-12-2 072-930-5670
羽曳野市 とし庵 〒 583-0871 羽曳野市野々上3-445-7 072-954-8111
羽曳野市 玄米ごはんや　ことのは 〒 583-0871 羽曳野市野々上3-4-26 岸本ビル2F 072-955-3346
羽曳野市 なだや 〒 583-0872 羽曳野市はびきの3-7-1 府立呼吸器・アレルギー医療センター内 072-957-3430
羽曳野市 アジアンフレンチレストラン　タンブール 〒 583-0872 羽曳野市はびきの4-15-13 072-958-8234
羽曳野市 カレーハウスCoCo壱番屋　羽曳野樫山店 〒 583-0875 羽曳野市樫山68-2 072-937-5445
羽曳野市 キッチン　タブリエ 〒 583-0876 羽曳野市伊賀3-19-3-101 072-952-0799
羽曳野市 居酒屋　いがや　伊賀店 〒 583-0876 羽曳野市伊賀5-10-2 072-938-2899
羽曳野市 居酒屋　いがや　なめてんか店 〒 583-0876 羽曳野市伊賀5-10-2 072-931-2121
羽曳野市 だるま寿司 〒 583-0881 羽曳野市島泉1-10-3 072-954-3741
羽曳野市 サンプラザ　島泉店 〒 583-0881 羽曳野市島泉3-3-20 072-937-4741
羽曳野市 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ陵南 〒 583-0881 羽曳野市島泉9-17-20 072-939-7007
羽曳野市 天楽 〒 583-0882 羽曳野市高鷲9-2-2 072-955-8520
羽曳野市 末廣寿し 〒 583-0882 羽曳野市高鷲9-488-6 072-952-4378
羽曳野市 DELI＆DINING　ＰＥＫＯＨＯＵＳＥ 〒 583-0882 羽曳野市高鷲8-46-24 072-952-6779
羽曳野市 サンプラザ　埴生店 〒 583-0883 羽曳野市向野3-230 072-936-3100
羽曳野市 デイリーヤマザキ　恵我之荘南店 〒 583-0884 羽曳野市野265-3 072-937-5055
羽曳野市 めし処　いも膳　羽曳野店 〒 583-0884 羽曳野市野343-1 072-937-6778
羽曳野市 すし藤 〒 583-0885 羽曳野市恵我之荘1-1-2 072-955-1186
羽曳野市 エポック 〒 583-0885 羽曳野市南恵我ノ荘4-237-4 072-937-3130
羽曳野市 中華酒席　季し菜 〒 583-0885 羽曳野市南恵我之荘5-15-22 072-936-5717
羽曳野市 うお久 〒 583-0885 羽曳野市南恵我之荘8-1-21 072-955-2119
羽曳野市 ごちそうカフェ　うたかま 〒 583-0885 羽曳野市南恵我之荘6-17-11 072-954-0319
羽曳野市 ほっかほっか亭恵我之荘駅前店 〒 583-0885 羽曳野市南恵我之荘8-1-2 072-938-7482
羽曳野市 喫茶　アイン 〒 583-0886 羽曳野市恵我之荘5-6-16 072-938-9240
羽曳野市 手しごと家　くる 〒 583-0886 羽曳野市恵我之荘4-4-16 072-937-3255
羽曳野市 海鮮居酒屋らくしょう 〒 583-0886 羽曳野市恵我之荘4-4-26 072-952-3961
羽曳野市 なか卯　羽曳野恵我之荘店 〒 583-0886 羽曳野市恵我之荘3-4-26 072-931-1178



羽曳野市 アレン　カレン 〒 583-0886 羽曳野市恵我之荘2-3-3 072-934-8000
南河内郡太子町 マーガレット 〒 583-0991 南河内郡太子町春日179-9 0721-98-4004
南河内郡太子町 ほっかほっか亭太子町店 〒 583-0991 南河内郡太子町春日1463 0721-98-0725
南河内郡太子町 峠うぐいす茶屋 〒 583-0992 南河内郡太子町山田2151 0721-98-2620
南河内郡太子町 サンプラザ　太子店 〒 583-0992 南河内郡太子町山田654 0721-98-4631
南河内郡太子町 太子温泉 〒 583-0992 南河内郡太子町山田1131 0721-98-4126
南河内郡太子町 ふくべ 〒 583-0992 南河内郡太子町山田107 0721-98-1848
南河内郡太子町 エリカ 〒 583-0992 南河内郡太子町山田107 0721-98-1850
南河内郡太子町 喫茶軽食　マツモト 〒 583-0995 南河内郡太子町太子1771 (太子エイ福寺前) 0721-98-3275
南河内郡太子町 コーヒー専科　葉菜 〒 583-0995 南河内郡太子町太子995-1 0721-98-4955
富田林市 お好み焼き・鉄板焼き　竹家 〒 584-0001 富田林市梅ノ里2-12-15 0721-23-3448
富田林市 絵本カフェ　COCONｅ 〒 584-0001 富田林市梅ノ里2-32-2 0721-23-2320
富田林市 フレンドリー富田林店 〒 584-0005 富田林市喜志町5-4-10 0721-25-3998
富田林市 サンプラザ　喜志店 〒 584-0005 富田林市喜志町3-11-3 0721-24-5033
富田林市 茄子び 〒 584-0005 富田林市喜志町3-4-27 0721-25-1522
富田林市 TEA-GRILL亜瑠瑠 〒 584-0005 富田林市喜志町3-11-4 0721-24-4303
富田林市 マクドナルド 近鉄喜志駅前店 〒 584-0005 富田林市喜志町3-5-16 0721-20-6780
富田林市 とんかつ　かつ喜　喜志店 〒 584-0005 富田林市喜志町5-10-10 0721-20-1855
富田林市 源氏本店　喜志店 〒 584-0005 富田林市喜志町5-10-6 0721-20-0380
富田林市 ろばた魚と酒 〒 584-0006 富田林市旭ケ丘町9-33 0721-24-7500
富田林市 焼き鳥　紀州や 〒 584-0006 富田林市旭ケ丘町9-28 0721-26-0190
富田林市 ベーカリーレストラン　サンマルク　富田林店 〒 584-0011 富田林市宮町2-8-16 0721-25-6309
富田林市 レストラン　カワチ 〒 584-0012 富田林市粟ケ池町2969-5 0721-25-2128
富田林市 つるや 〒 584-0014 富田林市川面町2-3-9 0721-23-3661
富田林市 浪速料理　西尾 〒 584-0014 富田林市川面町2-3-12 0721-23-3357
富田林市 お食事処　千都来留 〒 584-0024 富田林市若松町1-4-11 0721-23-2323
富田林市 石川屋酒店 〒 584-0024 富田林市若松町1-20-14 0721-23-2089
富田林市 どうぜん食堂 〒 584-0024 富田林市若松町3-3-5 0721-23-2723
富田林市 中華料理　明来 〒 584-0024 富田林市若松町5-1-9 0721-25-8437
富田林市 お食事処　ごはんや 〒 584-0024 富田林市若松町1-3-10 0721-26-2556
富田林市 吾作 〒 584-0025 富田林市若松町西1-1888-3 北野ビル1F 0721-24-8400
富田林市 富田林　メモリアルホール 〒 584-0025 富田林市若松町西3-1602-1 0721-23-1166
富田林市 寿司　南喜久 〒 584-0025 富田林市若松町西2-1726-6 0721-23-2288
富田林市 マクドナルド 外環富田林店 〒 584-0028 富田林市中野町西2-88-1 0721-25-1677
富田林市 ガスト富田林店 〒 584-0028 富田林市中野町西2-242-1 0721-20-2015
富田林市 手打草部うどん　のらや　富田林店 〒 584-0028 富田林市中野町西2-243-1 0721-24-8121
富田林市 餃子の王将　外環富田林店 〒 584-0031 富田林市寿町4-158-1 0721-24-4848
富田林市 ますや 〒 584-0031 富田林市寿町2-5-15 0721-24-2424
富田林市 喫茶ピープル 〒 584-0031 富田林市寿町3-5-2 0721-25-1872
富田林市 SUSHIKAPPO西島 〒 584-0031 富田林市寿町2-2-29 0721-25-5800
富田林市 すし広 〒 584-0031 富田林市寿町3-4-1 0721-25-0021
富田林市 さくら亭 〒 584-0031 富田林市寿町2-2-34 0721-23-7727
富田林市 居酒屋　ハーちゃん 〒 584-0031 富田林市寿町2-1-16 0721-26-3919
富田林市 パンセ　Ｐｅｎｓｅｒ 〒 584-0031 富田林市寿町2-1-3 0721-23-2609
富田林市 おのや寿し 〒 584-0032 富田林市常盤町4-13 0721-23-2446
富田林市 西ます兵本店 〒 584-0032 富田林市常盤町5-3 0721-23-2002
富田林市 富田林市役所内食堂　おのや 〒 584-0032 富田林市常盤町1-1 0721-25-1000
富田林市 味新 〒 584-0032 富田林市常盤町9-24 0721-24-6178
富田林市 やきとり大吉　富田林西口店 〒 584-0032 富田林市常盤町5-5 0721-26-0691
富田林市 居酒屋　あかね 〒 584-0032 富田林市常盤町4-14 0721-26-3386
富田林市 大政寿司 〒 584-0032 富田林市常盤町10-34 0721-24-9758
富田林市 ここ幸 〒 584-0032 富田林市常盤町5-3 なし
富田林市 立呑　律ちゃん 〒 584-0032 富田林市常盤町5-8 0721-24-0878
富田林市 お食事処　ときわ 〒 584-0032 富田林市常盤町10-24 0721-25-0308
富田林市 ｃａｆｅ　ｄｉｎｉｎｇ　apricot 〒 584-0032 富田林市常盤町8-14　１F 0721-23-8525
富田林市 味ざんまい　清政 〒 584-0032　 富田林市常盤町6-7 0721-25-1550
富田林市 和風料理　やまもと 〒 584-0035 富田林市谷川町3-13 槇野ビル1F 0721-24-1567
富田林市 西ます兵支店 〒 584-0036 富田林市甲田2-17-31 0721-23-6595
富田林市 お好処　初太 〒 584-0036 富田林市甲田3-2-13 サンサンビル2F 0721-24-8445
富田林市 喫茶　煉 〒 584-0036 富田林市甲田1-3-22 0721-25-1819
富田林市 旬菜中華「明寶」 〒 584-0036 富田林市甲田2-2-11 0721-25-7172
富田林市 ほっかほっか亭川西甲田店 〒 584-0036 富田林市甲田2-3-21 ウエストリヴァ 0721-26-0709
富田林市 ロッテリア外環状富田林店 〒 584-0037 富田林市宮甲田町10-30 0721-25-0128
富田林市 サンプラザ　山中田店 〒 584-0045 富田林市山中田町1-6-26 0721-26-3322
富田林市 ブリッジ 〒 584-0048 富田林市川向町4-6 0721-33-2469
富田林市 サンプラザ　板持店 〒 584-0048 富田林市西板持町7-7-51 0721-33-3117
富田林市 富田林簡易保険保養センター 〒 584-0053 富田林市大字龍泉880-1 0721-33-0700
富田林市 バーベキューハウス 〒 584-0054 富田林市甘南備2300 0721-35-3500
富田林市 サバーキッチン 〒 584-0054 富田林市甘南備2300 0721-35-3500
富田林市 レストラン金剛コロニー 〒 584-0054 富田林市甘南備216 金剛コロニー内 0721-35-2000
富田林市 汐の宮病院内　喫茶ベベ 〒 584-0055 富田林市伏見堂95 0721-34-1101
富田林市 ふたば別館 〒 584-0058 富田林市彼方229-1 0721-35-5160
富田林市 コーヒー・ラウンジ　和 〒 584-0058 富田林市彼方231-1 0721-35-6964
富田林市 いくや食堂 〒 584-0063 富田林市錦織中1-9-18 0721-25-8435
富田林市 房の家 〒 584-0063 富田林市錦織中1-14-6 0721-23-2130
富田林市 スシロー富田林店 〒 584-0063 富田林市錦織2393-1 0721-40-4127
富田林市 カフェテラス蘭館 〒 584-0066 富田林市錦織北1-23-7 0721-24-2446
富田林市 ごき賢や 〒 584-0067 富田林市錦織南1-32-14 0721-23-4899
富田林市 朝日屋 〒 584-0068 富田林市錦織中2-1-12 0721-24-2963
富田林市 喫茶　ヴェール 〒 584-0068 富田林市錦織中1-14-3 0721-23-5243
富田林市 割烹たかはし 〒 584-0069 富田林市錦織東2-18-30 0721-23-3255
富田林市 養老乃瀧　滝谷不動店 〒 584-0069 富田林市錦織東3-3-2 0721-23-4951
富田林市 おふくろの味　吟和 〒 584-0069 富田林市錦織東1-3-9 0721-24-2436
富田林市 ハッピーベアー 〒 584-0069 富田林市錦織東3-2-19 0721-25-3485
富田林市 御食事処　なかや 〒 584-0069 富田林市錦織東3-1-3 0721-23-4534
富田林市 朝日屋金剛店 〒 584-0073 富田林市寺池台2-4-39 0721-28-4599
富田林市 コーヒーハウス　ムッシュ 〒 584-0073 富田林市寺池台1-9-60 0721-28-1507
富田林市 ほっかほかのおべんとう　どびん亭 〒 584-0073 富田林市寺池台1-20-23 0721-28-1355
富田林市 ガーデンカフェ 〒 584-0073 富田林市寺池台1-20-21 0721-28-5591
富田林市 Ｃａｆｅ　ｙｕ 〒 584-0073 富田林市寺池台3-1-15 0721-69-9978
富田林市 和食　陸 〒 584-0074 富田林市久野喜台1-1-26 0721-28-1551
富田林市 川田屋 〒 584-0081 富田林市廿山20-1 0721-29-0835
富田林市 喜美屋 〒 584-0082 富田林市向陽台3-1-1 エコール・ロゼ内 0721-28-3775
富田林市 杵屋 〒 584-0082 富田林市向陽台3-1-1 エコール・ロゼ内 0721-28-3782
富田林市 大阪の味らーめん喜らく　 〒 584-0082 富田林市向陽台3-1-1 エコール・ロゼ内 0721-28-3038
富田林市 マクドナルド エコールロゼ店 〒 584-0082 富田林市向陽台3-1-1 0721-28-3792
富田林市 千寿庵 〒 584-0082 富田林市向陽台5-4-26 0721-28-7721
富田林市 おこのみハウス　ブー太郎 〒 584-0082 富田林市向陽台2-7-31 0721-28-1578
富田林市 昭和堂Ｑ 〒 584-0082 富田林市向陽台2-2-13 0721-21-3922



富田林市 Ｗａｒｉｓ　Ｃａｆｅ 〒 584-0082 富田林市向陽台2-1-11 0721-28-5355
富田林市 ちゃんこ料理　大いちょう 〒 584-0082 富田林市向陽台2-22-16 1F 0721-29-2009
富田林市 富田林病院内　カフェレストラン　クローバー 〒 584-0082 富田林市向陽台1-3-36 0721-28-4444
富田林市 とんかつ　かつ喜　金剛店 〒 584-0082 富田林市向陽台3-1-1 エコール・ロゼ4F 0721-26-7130
富田林市 そば延　和久 〒 584-0083 富田林市小金台2-2-8 0721-28-2346
富田林市 善作家 〒 584-0083 富田林市向陽台3-1-1 エコール・ロゼ4F 0721-29-6517
富田林市 レストラン　すばる 〒 584-0084 富田林市桜ケ丘2-8 0721-26-3148
富田林市 ステーキインビックジョー富田林店 〒 584-0085 富田林市新家1-2-24 0721-23-7300
富田林市 ＭＯＮＢＡＮＣ 〒 584-0091 富田林市新堂2003-1 0721-23-2028
富田林市 パーラレストラン　モナミ 〒 584-0092 富田林市昭和町1-7-1 0721-25-7111
富田林市 きらく 〒 584-0092 富田林市昭和町1-7-1 0721-25-7111
富田林市 七福堂 〒 584-0092 富田林市昭和町1-7-1 0721-25-8538
富田林市 カレーハウスCoCo壱番屋 富田林外環状線店 〒 584-0092 富田林市昭和町2-3-41 0721-20-6551
富田林市 ほっかほっか亭コノミヤ富田林店 〒 584-0092 富田林市昭和町1-7-1 0721-23-8560
富田林市 シルクロード・カフェ 〒 584-0093 富田林市本町4-12 0721-26-0776
富田林市 土佐っ子 〒 584-0093 富田林市本町14-16 0721-26-0628
富田林市 天富 〒 584-0093 富田林市本町21-26 0721-24-3949
富田林市 喫茶　すばる 〒 584-0093 富田林市本町19-20 0721-25-2183
富田林市 餃子の王将駅前富田林店 〒 584-0093 富田林市本町19-5 0721-25-6968
富田林市 ニカツ 〒 584-0093 富田林市本町19-14 0721-23-6517
富田林市 炉端焼わっしょい 〒 584-0093 富田林市本町4-12 0721-26-0775
富田林市 ピコロ 〒 584-0093 富田林市本町12-15 0721-24-7280
富田林市 キッチン花幸 〒 584-0093 富田林市本町21-7 0721-24-4080
富田林市 Ｃｏｆｆｅｅ＆ｌｕｎｃｈ　コンゴー 〒 584-8511 富田林市常盤町1-1 富田林市役所内1F 0721-25-1000
富田林市 医療法人宝生会　ＰＬ病院　外来レストラン 〒 584-8585 富田林市大字新堂2204 0721-24-3100
南河内郡河南町 菊一 〒 585-0001 南河内郡河南町東山10-1 0721-93-6480
南河内郡河南町 ヴィラージュ中華 〒 585-0001 南河内郡河南町東山469 0721-93-3063
南河内郡河南町 サンプラザ河南町芸大前店 〒 585-0001 南河内郡河南町東山678 0721-90-4741
南河内郡河南町 喫茶Ｊoｙハウス 〒 585-0002 南河内郡河南町一須賀781-1 0721-93-6132
南河内郡河南町 炉ばた焼　じゃじゃまる 〒 585-0002 南河内郡河南町一須賀478-1 0721-93-7422
南河内郡河南町 パスタ＆Ｃａｆｅ　パーチエ 〒 585-0004 南河内郡河南町山城483-1 0721-90-2525
南河内郡河南町 割烹　栄鮨 〒 585-0005 南河内郡河南町大宝1-4-4 0721-93-3205
南河内郡河南町 喫茶軽食　向日葵（ヒマワリ） 〒 585-0005 南河内郡河南町大宝4-1-6 0721-93-1248
南河内郡河南町 Ｙ’sクラブ 〒 585-0011 南河内郡河南町寺田184-5 0721-93-5590
南河内郡河南町 一乃湯 〒 585-0014 南河内郡河南町大字白木1456-2 0721-93-4887
南河内郡河南町 ガーデンカフェ　キッチンハート 〒 585-0026 南河内郡河南町鈴美台1-8-4 0721-93-2450
南河内郡河南町 スーパーセンターオークワ河南店 〒 585-0031 南河内郡河南町中415 0721-93-4144
南河内郡河南町 Ｆ２ＳＴＵＤＩＯ 〒 585-0032 南河内郡河南町474-1 0721-93-8820
南河内郡河南町 いちご畑の米夢ちゃん 〒 585-0035 南河内郡河南町寛弘寺1279 0721-55-4350
南河内郡千早赤阪まるなか食堂 〒 585-0041 南河内郡千早赤阪村大字水分097 0721-72-1437
南河内郡千早赤阪お食事処　為ちゃん 〒 585-0041 南河内郡千早赤阪村水分338 0721-72-0165
南河内郡千早赤阪カタロ 〒 585-0044 南河内郡千早赤阪村森屋449-4 0721-72-1079
南河内郡千早赤阪ウッディーハート 〒 585-0051 南河内郡千早赤阪村千早71 0721-74-0911
南河内郡千早赤阪千早川マス釣場 〒 585-0051 南河内郡千早赤阪村千早1262-4 0721-74-0116
南河内郡千早赤阪香楠荘　金剛山 〒 585-0051 南河内郡千早赤阪村大字千早1313-2 0721-74-0321
南河内郡千早赤阪くるの茶屋 〒 585-0055 南河内郡千早赤阪村字奥千早1131 0721-74-0912
河内長野市 エイト 〒 586-0001 河内長野市木戸1-6-1 0721-55-0789
河内長野市 御食事処　さと 〒 586-0001 河内長野市木戸町195-1 0721-55-7311
河内長野市 カフェ・ラズベリーファーム 〒 586-0001 河内長野市木戸町133-1 0721-53-0010
河内長野市 銀扇 〒 586-0001 河内長野市木戸669-2 0721-54-1996
河内長野市 八剣伝　河内千代田店 〒 586-0001 河内長野市木戸1-8-1 0721-52-6006
河内長野市 ローソン　河内長野千代田店 〒 586-0001 河内長野市木戸1-8-1 0721-53-8938
河内長野市 ｃａｆｅ　ｐｏｋａ　ｐｏｋａ 〒 586-0001 河内長野市木戸町679-32 なし
河内長野市 かつら川 〒 586-0001 河内長野市木戸町667-2 0721-56-7899
河内長野市 食彩　ゆう 〒 586-0001 河内長野市木戸1-6-40 0721-56-0755
河内長野市 お食事処　中なか 〒 586-0001 河内長野市木戸1-8-1 0721-55-7555
河内長野市 (株)本家さぬきや河内長野店 〒 586-0002 河内長野市市町800-5 0721-56-8645
河内長野市 美吉野 〒 586-0002 河内長野市市町1164-7 0721-56-3448
河内長野市 グルメハウスプシューケ 〒 586-0003 河内長野市楠町東1651-1 0721-53-6677
河内長野市 祇園寿司 〒 586-0003 河内長野市楠町東1655 0721-53-4312
河内長野市 お好み焼き　幸 〒 586-0003 河内長野市楠町東1655 0721-54-6638
河内長野市 グリムス．ハイム(有)メルヘン 〒 586-0004 河内長野市楠町西899-7 0721-55-0368
河内長野市 餃子の王将　河内長野松ヶ丘店 〒 586-0006 河内長野市松ケ丘中町1492-2 0721-56-3922
河内長野市 なか卯 ハイパーアロー松ヶ丘店 〒 586-0007 河内長野市松ケ丘東町1277-1 0721-50-1781
河内長野市 国立大阪南病院・職員食堂 〒 586-0008 河内長野市木戸東町2-1 国立大阪南病院内 0721-50-1120
河内長野市 焼とり　とりぞう 〒 586-0009 河内長野市木戸西町3-1-5 0721-55-7678
河内長野市 丸福食堂 〒 586-0011 河内長野市汐ノ宮町26-14 0721-53-2606
河内長野市 カフェ・レスト・バー・トヤマ 〒 586-0012 河内長野市菊水町1-12 0721-55-7387
河内長野市 炭火焼鳥　一徹 〒 586-0012 河内長野市菊水町1-7 0721-55-1161
河内長野市 tea　room　ＡＬＩＣＥ 〒 586-0013 河内長野市向野町641 0721-21-5138
河内長野市 万作 〒 586-0014 河内長野市長野町5-1-205 0721-56-0833
河内長野市 アスナル 〒 586-0014 河内長野市長野町5-1-2 0721-55-6958
河内長野市 ㈱ロッテリア河内長野駅前店 〒 586-0014 河内長野市長野町5-1-109 0721-56-1244
河内長野市 あり平 〒 586-0014 河内長野市長野町6-10 0721-54-0031
河内長野市 あらうんどクレープ 〒 586-0014 河内長野市長野町6-10-103 0721-56-1410
河内長野市 秀平 〒 586-0015 河内長野市本町29-26 0721-56-1888
河内長野市 花○亭 〒 586-0015 河内長野市本町5-10 メルベーユ1F 0721-53-2550
河内長野市 酒菜亭　丸福 〒 586-0015 河内長野市本町12-15 0721-56-4291
河内長野市 ほっかほっか亭　西代町店 〒 586-0016 河内長野市西代町12-43 大洋ビル101号 0721-56-5278
河内長野市 えびす亭 〒 586-0016 河内長野市西代町3-8 0721-55-1484
河内長野市 K'ｚ　KITCHEN 〒 586-0016 河内長野市西代町12-46 ラブリーホール1F 0721-56-6700
河内長野市 やきとり大吉　河内長野店 〒 586-0016 河内長野市西代町3-7 0721-55-6964
河内長野市 健美食彩処　柚乃香 〒 586-0016 河内長野市西代町3-10 0721-56-0020
河内長野市 千代田　メモリアルホール 〒 586-0018 河内長野市千代田南町1-36 0721-53-4444
河内長野市 お好み焼処　杏樹 〒 586-0019 河内長野市木戸西町3-12-5 0721-54-3548
河内長野市 ビストロ　シュエット 〒 586-0021 河内長野市原町803-8 0721-56-2960
河内長野市 cafe De Ｂｉｓｔｒｏ 〒 586-0021 河内長野市原町802-1 0721-56-5533
河内長野市 りゅうたん 〒 586-0023 河内長野市野作町14-1 0721-54-4934
河内長野市 やお角 〒 586-0024 河内長野市西之山町7-8 0721-54-4466
河内長野市 ペルシャ 〒 586-0024 河内長野市西之山町16-3 0721-56-1946
河内長野市 レオ 〒 586-0024 河内長野市西之山町10-6 0721-54-1950
河内長野市 河内長野警察内食堂 〒 586-0024 河内長野市西之山6-1 0721-54-1234
河内長野市 珈琲倶楽部ＭＯＢＯ 〒 586-0024 河内長野市西之山町10-15 0721-54-4994
河内長野市 竹の子 〒 586-0024 河内長野市西之山町12-10 0721-54-4981
河内長野市 マクドナルド 外環河内長野店 〒 586-0024 河内長野市西之山町2-4 0721-56-3508
河内長野市 ＨＩＲＯＹＡ 〒 586-0024 河内長野市西之山町4-17 0721-55-6211
河内長野市 いろは満月 〒 586-0024 河内長野市西之山町16-1 0721-53-7555
河内長野市 ＳｏＮＲｉｓａ　ｃａＦＥ（ソンリーサ　カフェ） 〒 586-0024 河内長野市西之山町4-23 アルトリーベビル103 0721-54-1889
河内長野市 ＳＲＩ　ＬＡＮＫＡＮ　ＤＩＮＩＮＧ　Ａ＊ＭＡＹＡ 〒 586-0024 河内長野市西之山町4-23 アルトリーベ102 0721-53-5033



河内長野市 sandwich&salad Bb cafe 〒 586-0024 河内長野市西之山町16-4 0721-56-6567
河内長野市 喜多すし 〒 586-0025 河内長野市昭栄町9-3 0721-52-5723
河内長野市 和食さと河内長野西店 〒 586-0025 河内長野市昭栄町1-5 0721-53-6074
河内長野市 フレンドリー河内長野店　　　　　　　　　　 〒 586-0025 河内長野市昭栄町3-1 0721-55-0660
河内長野市 カフェギャラリー・蓮 〒 586-0025 河内長野市昭栄町10-21 0721-54-0103
河内長野市 芭菜庵 〒 586-0025 河内長野市昭栄町9-10 0721-55-7717
河内長野市 カフェドくすくす 〒 586-0025 河内長野市昭栄町7-1 河内長野市立市民交流センター内 0721-54-0001
河内長野市 手打ちうどん・そば　半田家 〒 586-0025 河内長野市昭栄町3-32 0721-54-6880
河内長野市 喫茶　ルピー 〒 586-0031 河内長野市錦町11-5 0721-52-3504
河内長野市 山仲亭 〒 586-0032 河内長野市栄町1-2 0721-52-4169
河内長野市 喜美屋 〒 586-0033 河内長野市喜多町663 イズミヤ内 0721-64-1227
河内長野市 ほっかほっか亭　河内長野喜多町店 〒 586-0033 河内長野市喜多町111-1 0721-60-1015
河内長野市 ジェルヴァン 〒 586-0034 河内長野市上田町88-21 0721-64-9512
河内長野市 奥河内くろまろの郷 〒 586-0036 河内長野市高向1218-1 0721-56-9606
河内長野市 なか卯　外環状河内長野店 〒 586-0036 河内長野市高向828-1 0721-52-1011
河内長野市 大龍 〒 586-0037 河内長野市上原西町2-10 0721-54-6868
河内長野市 桐葉 〒 586-0037 河内長野市上原町969-6 0721-56-1260
河内長野市 どうとんぼり　神座　河内長野店 〒 586-0037 河内長野市上原町409-1 0721-56-3790
河内長野市 スシロー河内長野店 〒 586-0037 河内長野市上原町871-1 0721-50-4111
河内長野市 河内長野　メモリアルホール 〒 586-0037 河内長野市上原町897-1 0721-56-1166
河内長野市 ボンズ　河内長野店 〒 586-0038 河内長野市上原西町19-27 0721-55-1008
河内長野市 味佳乃 〒 586-0044 河内長野市美加の台1-36-18 0721-69-0377
河内長野市 ガスト河内長野片添店 〒 586-0047 河内長野市西片添町2-21 0721-60-2022
河内長野市 焼肉にくまさ　河内長野店 〒 586-0047 河内長野市西片添町12-2 0721-63-1429
河内長野市 七福堂 〒 586-0048 河内長野市三日市町32-1-201 0721-62-0066
河内長野市 サンプラザ　三日市駅前店 〒 586-0048 河内長野市三日市町32-1 0721-63-3719
河内長野市 ふみ食堂 〒 586-0053 河内長野市寺元92 0721-62-6983
河内長野市 茶店　阿修羅窟 〒 586-0053 河内長野市寺元499 0721-63-6585
河内長野市 カフェ＆旬菜レストラン　歩絵夢 〒 586-0061 河内長野市岩瀬1115-1 0721-65-6117
河内長野市 コーヒー＆グリル・魚籠里 〒 586-0068 河内長野市北青葉台41-3 0721-62-4119
河内長野市 まちあわせ 〒 586-0072 河内長野市滝畑243-3 0721-63-0370
河内長野市 西田屋しもふり亭 〒 586-0077 河内長野市南花台4-13-3 0721-62-2232
河内長野市 炭火焼鳥　Ｊ（ジェイ） 〒 586-0077 河内長野市南花台1-7-1 0721-62-1110
河内長野市 みるきい　うえい 〒 586-0077 河内長野市南花台1-11-7 0721-65-6063
河内長野市 株式会社　珈琲館　ケーキの家 〒 586-0077 河内長野市南花台1-11-1 0721-63-1666
河内長野市 中国養生家庭料理　桃李 〒 586-0077 河内長野市南花台1-1-10 0721-55-2398
河内長野市 天野亭 〒 586-0086 河内長野市天野町907-22 0721-55-1685
河内長野市 麺坊蕎麦博 〒 586-0092 河内長野市南貴望ヶ丘1-19 0721-54-1139
堺市 うお金 〒 587-0002 堺市美原区黒山879 072-361-1458
堺市 カレーハウスCoCo壱番屋　大阪美原店 〒 587-0002 堺市美原区黒山391-1 072-363-6880
堺市 ミュージアムカフェ　風遊 〒 587-0002 堺市美原区黒山281 (みはら歴史博物館内) 072-362-0002
堺市 ほっかほっか亭多治井北店 〒 587-0012 堺市美原区多治井232-124 072-369-6777
堺市 美園茶屋 〒 587-0021 堺市美原区小平尾16-1 072-362-3587
堺市 美原一八寿司 〒 587-0022 堺市美原区平尾2644 072-361-0203
堺市 手打ちうどん布川 〒 587-0022 堺市美原区平尾229-1 072-362-1960
堺市 源ぺい　美原店 〒 587-0022 堺市美原区平尾292-1 072-363-6415
堺市 サンプラザ　さつき野店 〒 587-0032 堺市美原区サツキ野東1-5-1 072-362-6717
堺市 美園 〒 587-0051 堺市美原区北余部53 072-361-4943
堺市 サニーカフェ 〒 587-0051 堺市美原区北余部76-3 072-362-8620
堺市 ほっかほっか亭堺南余部店 〒 587-0052 堺市美原区南余部194 072-369-2500
堺市 志乃家 〒 587-0061 堺市美原区今井89-1 072-361-2646
大阪狭山市 きっさてんビバ 〒 589-0005 大阪狭山市狭山1-889-4 072-367-0220
大阪狭山市 御食事処一休 〒 589-0005 大阪狭山市狭山5-2247-3 072-366-7800
大阪狭山市 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ狭山池 〒 589-0005 大阪狭山市狭山1-2350 072-367-3373
大阪狭山市 うどん天国 〒 589-0006 大阪狭山市金剛2-13-36 072-365-6584
大阪狭山市 チャイニーズレストランコタン 〒 589-0006 大阪狭山市金剛2-13-35 072-366-6827
大阪狭山市 ロッテリアショップ　南海金剛店 〒 589-0006 大阪狭山市金剛1-1-1 072-366-3290
大阪狭山市 懐石料理　加賀 〒 589-0007 大阪狭山市池尻中1-29-28 072-368-3514
大阪狭山市 UCCブルーマウンテンダイエー金剛店 〒 589-0011 大阪狭山市半田1-35-1 ダイエー内 072-366-7811
大阪狭山市 お好み焼七福堂 〒 589-0011 大阪狭山市半田1-35-1 ダイエー内 072-366-7811
大阪狭山市 かわち 〒 589-0011 大阪狭山市半田1-35-1 ダイエー内 072-366-7811
大阪狭山市 やな川食堂 〒 589-0011 大阪狭山市半田1-224-12 072-365-0195
大阪狭山市 Ｐｅｔｉｔｅ－Ｐｅｃｈｅ　プティトゥ－ペッシュ 〒 589-0011 大阪狭山市半田2-364-1 072-366-5697
大阪狭山市 笑福亭 〒 589-0011 大阪狭山市半田1-35-1 ダイエー金剛店1F 072-366-7811
大阪狭山市 スシロー狭山店 〒 589-0011 大阪狭山市半田5-1229-1 072-360-1510
大阪狭山市 酒彩　とっさま 〒 589-0011 大阪狭山市半田1-622-1 ウエスティ金剛 B1F 072-368-7772
大阪狭山市 八剣伝　金剛駅前店 〒 589-0011 大阪狭山市半田1-595-19 1F 072-360-3663
大阪狭山市 カフェ・ミルク 〒 589-0011 大阪狭山市半田6-1179 072-205-1965
大阪狭山市 華恋 〒 589-0011 大阪狭山市半田2-554 070-5266-3144
大阪狭山市 がんこ 狭山店 〒 589-0012 大阪狭山市東茱萸木2-775-3 072-368-2929
大阪狭山市 樫本病院　喫茶ルック 〒 589-0012 大阪狭山市東茱萸木4-1151 072-866-1818
大阪狭山市 和食さと狭山店 〒 589-0013 大阪狭山市茱萸木4-484-1 072-366-7172
大阪狭山市 マクドナルド 狭山オークワ店 〒 589-0013 大阪狭山市くみのき3-153-1 072-360-2385
大阪狭山市 (株)すかいらーく　ガスト大阪狭山店 〒 589-0013 大阪狭山市茱萸木1-96-1 072-360-5468
大阪狭山市 香翔 〒 589-0013 大阪狭山市茱萸木1-2702-3 072-366-4500
大阪狭山市 手打草部うどん　のらや　狭山店 〒 589-0013 大阪狭山市茱萸木1-2701-1 072-368-7710
大阪狭山市 お好み焼　樹菜 〒 589-0013 大阪狭山市茱萸木6-805-1 072-368-1504
大阪狭山市 カレーハウスCoCo壱番屋　大阪狭山くみの木店 〒 589-0013 大阪狭山市茱萸木5-507-1 072-368-3884
大阪狭山市 然 〒 589-0013 大阪狭山市茱萸木2-398-24 072-365-1115
大阪狭山市 焼とり　とりぞう 〒 589-0013 大阪狭山市茱萸木5-505-1 072-367-3900
大阪狭山市 八剣伝　亀の甲交差点前店 〒 589-0013 大阪狭山市茱萸木3-97-1 072-360-3880
大阪狭山市 とんかつ　かつ喜　大阪狭山店 〒 589-0013 大阪狭山市茱萸木4-304-1 072-368-8889
大阪狭山市 近畿大学医学部附属病院内外来レストラン 〒 589-0014 大阪狭山市大野東377-2 近畿大学医学部附属病院内 072-366-0221
大阪狭山市 近畿大学医学部附属病院内　職員喫茶　喫茶コーナー 〒 589-0014 大阪狭山市大野東377-2 072-366-0221
大阪狭山市 潤　お好み焼店 〒 589-0021 大阪狭山市今熊3-433-23 072-366-2249
大阪狭山市 ほっかほっか亭西山台店 〒 589-0022 大阪狭山市西山台6-1-8 072-360-3200
大阪狭山市 アーセンウェアー 〒 589-0023 大阪狭山市大野台3-4-4 072-366-9261
大阪狭山市 ちゃんこ大いちょう 〒 589-0023 大阪狭山市大野台1-23-12 072-367-0399
大阪狭山市 とんかつ鶴亀 〒 589-0023 大阪狭山市大野台4-1-18 072-368-4997
大阪狭山市 ステーキハウス　メルロー 〒 589-0023 大阪狭山市大野台3-27-9 072-367-5881
大阪狭山市 喫茶　洞夢 〒 589-0023 大阪狭山市大野台4-3-9 072-366-8421
大阪狭山市 ベーカリーレストラン　サンマルク　狭山店 〒 589-0031 大阪狭山市池之原3-1039-1 072-368-0309
大阪狭山市 マクドナルド 狭山岩室店 〒 589-0032 大阪狭山市岩室3-276 072-367-8073
堺市 カレーハウスCoCo壱番屋 堺区南清水町店 〒 590-0005 堺市堺区南清水町2-4-4 072-222-0101
堺市 堺中央　メモリアルホール 〒 590-0021 堺市堺区北三国ケ丘町8-7-12 072-224-0099
堺市 自然食カフェ　GRAN 〒 590-0023 堺市堺区南三国ヶ丘町1丁1-17 072-228-4580
堺市 八剣伝　三国ヶ丘店 〒 590-0024 堺市堺区向陵中町2-4-13 072-255-6930
堺市 なか卯 三国ヶ丘駅前店 〒 590-0024 堺市堺区向陵中町4-7-30 三国ケ丘NDビル1F 072-254-2381
堺市 Co.FUNカフェ 〒 590-0026 堺市堺区向陵西町4-11-15 072-249-2468



堺市 家族亭 〒 590-0028 堺市堺区三国ケ丘御幸通59 堺高島屋B1F 072-223-1029
堺市 堺高島屋　Ｃａｆｅ　Ｐｌｕｓ 〒 590-0028 堺市堺区三国ケ丘御幸通59 堺高島屋4F 072-238-2067
堺市 実演手打うどん　杵屋 〒 590-0028 堺市堺区三国ケ丘御幸通59 堺高島屋B1F 072-221-7876
堺市 信州そば処　そじ坊　堺東ショップ南海 〒 590-0028 堺市堺区三国ケ丘御幸通61 ショップ南海堺東1F 072-222-6450
堺市 ５５１蓬莱　南海堺東駅店 〒 590-0028 堺市堺区三国ケ丘御幸通61 072-221-0551
堺市 ５５１蓬莱　堺タカシマヤ店 〒 590-0028 堺市堺区三国ケ丘御幸通59 072-221-0551
堺市 ほっかほっか亭堺東店 〒 590-0048 堺市堺区一条通18-5 072-222-8505
堺市 茶房　カオル 〒 590-0071 堺市堺区北向陽町1-5-22 072-232-5149
堺市 ＭＡＹ　ｃａｆｅ 〒 590-0075 堺市堺区南花田口町1-1-9 072-228-1115
堺市 割烹　蛸壷 〒 590-0076 堺市堺区北瓦町2-1-12 072-232-1260
堺市 土筆んぼう　堺東駅前店 〒 590-0076 堺市堺区北瓦町2-1-28 ヤングタウン103ビル2F 072-227-1651
堺市 ほうせん 〒 590-0076 堺市堺区北瓦町2-1-33 072-221-1516
堺市 森のキッチン 〒 590-0078 堺市堺区南瓦町3-1 堺市役所本館B1F 072-228-3939
堺市 泉ヶ丘　メモリアルホール 〒 590-0105 堺市南区竹城台1-1-1 072-299-1180
堺市 讃岐一番 〒 590-0105 堺市南区竹城台4-15-25 072-292-3525
堺市 スシロー泉北２号線店 〒 590-0106 堺市南区豊田830-1 072-290-1411
堺市 ふぐ政　泉北店 〒 590-0106 堺市南区豊田1049-1 0120-75-0529
堺市 なか卯　堺狭山店 〒 590-0112 堺市南区岩室108-2 072-237-8886
堺市 ＫＩＮＳＨＯ　槇塚台店 〒 590-0113 堺市南区晴美台3-13-1 072-291-6070
堺市 大同門泉北泉ヶ丘店 〒 590-0115 堺市南区茶山台1-2-3 072-293-1027
堺市 北極星　泉北店 〒 590-0115 堺市南区茶山台1-3-1 泉北高島屋内 072-294-3392
堺市 実演手打うどん　杵屋　泉ヶ丘ショップタウン 〒 590-0115 堺市南区茶山台1-2-3 ショップタウン泉ケ丘1F 072-293-1026
堺市 ５５１蓬莱　泉北高島屋店 〒 590-0115 堺市南区茶山台1-3-1 泉北高島屋1F 072-294-3069
堺市 ほっかほっか亭泉ヶ丘店 〒 590-0115 堺市南区茶山台1-2-3 食品名店街 072-295-7506
堺市 ＯＡＫ　ｃａｆｅ 〒 590-0115 堺市南区茶山台3-22-11 072-291-0222
堺市 大戸屋ごはん処　泉北パンジョ店 〒 590-0115 堺市南区茶山台1-3-1 パンジョ4F 072-294-3305
堺市 堺・緑のミュージアム　ハーベストの丘　食のホール 〒 590-0125 堺市南区鉢ケ峯寺2405-1 072-296-9911
堺市 餃子工房　蓮華 〒 590-0126 堺市南区泉田中545 072-297-1386
堺市 うどん処　マルミ 〒 590-0138 堺市南区鴨谷台2-1-3 072-291-8765
堺市 泉北　メモリアルホール 〒 590-0138 堺市南区鴨谷台2-3-1 072-299-8181
堺市 ほっかほっか亭光明池サンピア店 〒 590-0138 堺市南区鴨谷台2-2-1 サンピア1F 072-297-9701
堺市 ほっかほっか亭大庭寺店 〒 590-0153 堺市南区大庭寺626-2 072-295-6521
泉南郡熊取町 お好み焼＆もんじゃ焼　コナヤ 〒 590-0401 泉南郡熊取町大久保東2-8-10 072-453-5851
泉南郡熊取町 本家さぬきや(株)熊取店 〒 590-0402 泉南郡熊取町大久保北3-341-1 072-452-8910
泉南郡熊取町 やきとり　どんじゅう 〒 590-0402 泉南郡熊取町大久保北3-173-1 072-453-8099
泉南郡熊取町 中国亭 〒 590-0402 泉南郡熊取町大久保北1-1-20 072-452-3413
泉南郡熊取町 こんぴら 〒 590-0402 泉南郡熊取町大久保北2-23-17 072-453-1939
泉南郡熊取町 竹取物語 〒 590-0403 泉南郡熊取町大久保中1-1-26 サンチェリー内 072-452-0366
泉南郡熊取町 ぎょーざやさん 〒 590-0403 泉南郡熊取町大久保中2-4-7 072-453-4444
泉南郡熊取町 シャルムフルタニ 〒 590-0403 泉南郡熊取町大久保中2-26-23 072-452-0439
泉南郡熊取町 八剣伝　熊取駅前店 〒 590-0403 泉南郡熊取町大久保中1-10-40 072-452-7868
泉南郡熊取町 ほっかほっか亭熊取店 〒 590-0403 泉南郡熊取町大久保中1-2-3 072-452-7564
泉南郡熊取町 ｋｏｋｏ　Ｈｏｕｓｅ 〒 590-0406 泉南郡熊取町大久保東1-1-18 072-453-7137
泉南郡熊取町 Kichitei　月の笑 〒 590-0406 泉南郡熊取町大久保東1-1-18 072-452-558４
泉南郡熊取町 中国料理　ちゃいなたうん 〒 590-0422 泉南郡熊取町希望が丘3-5-22 072-452-1615
泉南郡熊取町 えるぶぃす 〒 590-0450 泉南郡熊取町大宮3-1866 072-452-7908
泉南郡熊取町 喫茶　いちご 〒 590-0451 泉南郡熊取町野田2-10-30 072-452-5267
泉南郡熊取町 なか卯　熊取店 〒 590-0451 泉南郡熊取町野田2-12-11 0724-51-4160
泉南郡熊取町 ぼて八 〒 590-0457 泉南郡熊取町朝代東1-5-29 072-453-5151
泉南郡熊取町 あすか亭 〒 590-0457 泉南郡熊取町朝代東1-8-3 072-452-8473
泉南市 エトワール 〒 590-0503 泉南市新家4364 泉南カンツリークラブ内 072-482-1111
泉南市 とんかつ　かつ喜　新家店 〒 590-0503 泉南市新家3174-1 072-480-2667
泉南市 くらベェ～ 〒 590-0503 泉南市新家3107-5 072-484-1922
泉南市 Cafe　おり～ぶ 〒 590-0504 泉南市信達市場1525-11 072-482-7788
泉南市 寿泉 〒 590-0505 泉南市信達大苗代151-1 072-482-0188
泉南市 きはち 〒 590-0505 泉南市信達大苗代62 泉南一丘団地46-107 072-482-8895
泉南市 いづみや食堂 〒 590-0521 泉南市樽井5-30-13 072-483-4400
泉南市 シ・ラン 〒 590-0521 泉南市樽井5-1-22 072-483-9768
泉南市 雅夢 〒 590-0521 泉南市樽井5-28-36 072-483-4982
泉南市 北京 〒 590-0521 泉南市樽井2-21-3 072-484-0951
泉南市 二鶴寿司 〒 590-0521 泉南市樽井5-35-21 072-483-4778
泉南市 ティルームゆり 〒 590-0521 泉南市樽井1-8-47 アイピア泉南内 072-485-0707
泉南市 居食処　さかもと 〒 590-0521 泉南市樽井6-15-19 072-482-4508
泉南市 大極船 〒 590-0521 泉南市樽井9-2263-4 072-483-6118
泉南市 ベーカリー ｃｙａｎ（シアン） 〒 590-0521 泉南市樽井6-1-1 072-483-0850
泉南市 ほっかほっか亭泉南市役所前店 〒 590-0521 泉南市樽井2-23-15 072-480-1885
泉南市 祥雲 〒 590-0522 泉南市信達牧野927-8 072-485-0017
泉南市 浜寿司 〒 590-0526 泉南市男里7-32-11 072-482-4917
泉南市 カレーハウスCoCo壱番屋 泉南男里店 〒 590-0526 泉南市男里5-1-3 072-482-1600
泉南市 喰快　泉南店 〒 590-0532 泉南市北野1-7-13 072-496-9015
泉南市 魚割ぽう　魚政 〒 590-0532 泉南市北野2-183-1 072-483-4657
泉南市 中国料理　大元 〒 590-0533 泉南市中小路2-1755-1 072-483-8778
泉南市 フェスタガーデン 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南1F 072-480-6750
泉南市 神楽食堂　串家物語 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-1 イオンモールりんくう泉南1F 072-480-6192
泉南市 鶴橋風月 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南1F 072-480-6193
泉南市 パステル 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南1F 072-480-6174
泉南市 黒長兵衛 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南1F 072-480-6173
泉南市 カプリチョーザ 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南1F 072-480-6198
泉南市 四六時中　泉南店 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南1F 072-480-6190
泉南市 ミスタードーナツ　イオンモールりんくう泉南ショップ 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-1 072-480-5177
泉南市 マクドナルド りんくう泉南店 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南2F 072-484-4660
泉南市 ケンタッキーフライドチキン　イオンりんくう泉南店 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南2F 072-480-6275
泉南市 築地銀だこ　イオンりんくう泉南店 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南2F 072-480-6277
泉南市 ちゃんぽん亭総本家 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南2F 072-480-6274
泉南市 長田本庄軒 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南2F 072-480-6268
泉南市 天下一品 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南2F 072-480-2010
泉南市 しゃぶ菜　イオン泉南 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南1F 072-480-6181
泉南市 ラーメン魁力屋 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南1F 072-493-2399
泉南市 龍神丸　りんくう店 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南1F 072-479-5335
泉南市 鳥さく 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南2F 072-479-3877
泉南市 とれとれ市場　丼 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南フードコート内 072-483-1010
泉南市 フジオ軒　イオンモールりんくう泉南店 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南1F 072-482-1222
泉南市 炙り牛たん万 〒 590-0535 泉南市りんくう南浜3-12 イオンモールりんくう泉南1F 072-479-8888
堺市 花茶碗 〒 590-0802 堺市堺区百舌鳥夕雲町2-265 072-244-8725
堺市 ごはん屋　なごみライス 〒 590-0808 堺市堺区旭ケ丘中町1-1 072-280-3870
堺市 グランの食堂　耳原総合病院店 〒 590-0822 堺市堺区協和町4丁465 072-241-0655
堺市 ＫＩＮＳＨＯ　東湊店 〒 590-0827 堺市堺区春日通1-5 072-247-3081
堺市 レストラン　青い雲 〒 590-0833 堺市堺区出島海岸通2-4-14 シティホテル青雲荘内 072-241-4545
堺市 タッチライン 〒 590-0901 堺市堺区築港八幡町145 072-222-0123



堺市 八剣伝　三宝町店 〒 590-0906 堺市堺区三宝町3-203 072-229-0668
堺市 スシロー堺三宝店 〒 590-0906 堺市堺区三宝町3-173-4 072-221-1411
堺市 ほっかほっか亭三宝店 〒 590-0906 堺市堺区三宝町5-277-2 072-226-1707
堺市 どとんこつ☆幸福軒　綾ノ町本店　 〒 590-0931 堺市堺区錦之町西1-1-16 072-232-3308
堺市 南海グリル中店 〒 590-0940 堺市堺区車之町西1-25-2 072-222-0128
堺市 プランタン工房 〒 590-0944 堺市堺区櫛屋町東1-2-12 072-224-0722
堺市 お好み焼き　一福 〒 590-0946 堺市堺区熊野町東3-1-23 072-232-0155
堺市 和ダイニング大将 〒 590-0946 堺市堺区熊野町東2-1-12 072-224-0555
堺市 鰻や　竹うち 〒 590-0951 堺市堺区市之町西3-2-11 072-232-2652
堺市 いわし舟 〒 590-0952 堺市堺区市之町東3-2-13 072-223-0881
堺市 近商ストア　大小路店 〒 590-0952 堺市堺区市之町東1-1-7 072-227-0690
堺市 どとんこつ☆幸運軒　大小路本店 〒 590-0952 堺市堺区市之町東2-2-12 072-238-7556
堺市 梅木さんちの台所 〒 590-0952 堺市堺区市之町東6-2-5 072-225-1535
堺市 中華料理　ふぁんてん 〒 590-0954 堺市堺区大町東3-2-12 072-229-8478
堺市 源ぺい　堺宿院店 〒 590-0956 堺市堺区中之町東1-1-30 072-232-1935
堺市 たこ吉 〒 590-0956 堺市堺区中之町東2-1-26 072-228-2977
堺市 カフェ・ブティック一番館 〒 590-0962 堺市堺区寺地町東3-1-24 072-232-6115
堺市 Ａ ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ 〒 590-0963 堺市堺区少林寺町東2-1-21 072-224-6556
堺市 ほっかほっか亭御陵前店 〒 590-0967 堺市堺区南半町西1-3-1 072-221-7338
堺市 酔虎伝　堺店 〒 590-0972 堺市堺区竜神橋町 1-3-2 サカイビル1F 072-232-5610
堺市 八剣伝　堺駅前店 〒 590-0972 堺市堺区竜神橋町1-6-9 072-228-6899
堺市 下関 〒 590-0974 堺市堺区大浜北町2-1-27 コスモハイツ大浜1F 072-229-1512
堺市 ホテルアゴーラリージェンシー堺ザ・ループ 〒 590-0985 堺市堺区戎島町4-45-1 072-224-1121
堺市 キングサンド 〒 591-8001 堺市北区常磐町2-8-2 072-255-3343
堺市 株式会社　ジョイント 堺営業所 〒 591-8002 堺市北区北花田町4-89-23 072-250-0940
堺市 カレーハウスCoCo壱番屋　堺北花田店 〒 591-8002 堺市北区北花田町2-4-1 072-240-0280
堺市 なか卯　北花田店 〒 591-8002 堺市北区北花田町2-4-1 072-240-8265
堺市 いろは満月　堺店 〒 591-8008 堺市北区東浅香山町1-144 072-250-8489
堺市 食堂カフェｐｏｔｔｏ×タニタカフェ　イオンモール堺北花田店 〒 591-8008 堺市北区東浅香山町4-1-12 072-245-9123
堺市 千惣無印良品イオンモール堺北花田店 〒 591-8008 堺市北区東浅香山町4-1-12　イオンモール堺北花田１F 072-242-8709
堺市 なか卯　中央環状堺店 〒 591-8014 堺市北区八下北1-60 072-240-8587
堺市 ほっかほっか亭大泉緑地西口店 〒 591-8021 堺市北区新金岡町5-6-1 072-252-6545
堺市 カレーハウスCoCo壱番屋　堺中百舌鳥店 〒 591-8023 堺市北区中百舌鳥町6-959-1 072-240-3163
堺市 鶏小屋 〒 591-8023 堺市北区中百舌鳥町2-299-9 072-250-8988
堺市 なか卯　府大前店 〒 591-8023 堺市北区中百舌鳥町6-996-2 072-240-3373
堺市 さかい大谷漁港 〒 591-8023 堺市北区中百舌鳥町3-358-1 072-255-7200
堺市 ほっかほっか亭中百舌鳥中央店 〒 591-8023 堺市北区中百舌鳥町5-803-3 072-252-8601
堺市 サンプラザ　三国ヶ丘東店 〒 591-8024 堺市北区黒土町2262-1 072-246-4741
堺市 大阪労災病院外来食堂 〒 591-8025 堺市北区長曽根町 1179-3 072-259-9811
堺市 メゾン・ド・イリゼ 〒 591-8025 堺市北区長曾根町183-5　堺市産業振興センター内 072-257-7420
堺市 なか卯　堺もず店 〒 591-8033 堺市北区百舌鳥西之町3-505-2 072-240-7030
堺市 すみやきおむすびまる 〒 591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1-14-1 072-257-8091
高石市 中国料理北京羽衣店 〒 592-0002 高石市羽衣1-14-2 072-263-0908
高石市 なか卯　高石羽衣店 〒 592-0002 高石市羽衣2-5-30 072-262-8838
高石市 ほっかほっか亭高石羽衣店 〒 592-0002 高石市羽衣1-23-25 072-275-7792
高石市 喫茶  おかげ屋のとなり 〒 592-0002 高石市羽衣1-12-7 072-261-2455
高石市 丸幸水産羽衣店(たこやき) 〒 592-0003 高石市東羽衣3-2-22 072-264-7346
高石市 萩鮨 〒 592-0003 高石市東羽衣1-18-35 072-264-1111
高石市 炭焼き肉とイタリアン　Picchi　ピッキ 〒 592-0003 高石市東羽衣1-7-67 ローマンビル1F 072-245-9976
高石市 パティスリーカフェ　ひかり 〒 592-0003 高石市東羽衣3-7-12 浅井ハイツ102号 072-242-4444
高石市 レストランアラキ 〒 592-0004 高石市高師浜4-1-35 072-261-2271
高石市 焼肉一番 〒 592-0005 高石市千代田1-8-17 072-264-1178
高石市 お好み焼き　ドン 〒 592-0005 高石市千代田4-1-14 072-265-7555
高石市 一休 〒 592-0011 高石市加茂4-1-28 072-265-1582
高石市 お食事処　加茂 〒 592-0011 高石市加茂4-1-1 市役所内 072-265-1001
高石市 餃子の王将　国道高石店 〒 592-0012 高石市西取石8-4-14 072-264-8787
高石市 力士料理天籟山 〒 592-0012 高石市西取石6-6-71 072-263-4118
高石市 マクドナルド 高石店 〒 592-0012 高石市西取石7-14-35 072-261-6368
高石市 ケンタッキーフライドチキン第２阪和店 〒 592-0012 高石市西取石6-6-49 072-267-2181
高石市 カレーハウスCoCo壱番屋　高石西取石店 〒 592-0012 高石市西取石3-16-10 072-266-9990
高石市 炭火やきとり　くるみや 〒 592-0013 高石市取石1-8-23 072-275-1268
高石市 ほっかほっか亭富木駅前店 〒 592-0013 高石市取石1-8-21 072-273-5851
高石市 餃子の王将　南海高石店 〒 592-0014 高石市綾園1-10-115 072-265-6002
高石市 手作りお弁当　こうて家 〒 592-0014 高石市綾園1-13-13 なし
高石市 マルタマ 〒 592-0014 高石市綾園3-1-3 072-261-2439
高石市 きちんとチキン 〒 592-0014 高石市綾園3-2-5 マスターズL綾園104 072-269-5777
高石市 本家かまどや　高石駅前店 〒 592-0014 高石市綾園1-9-1 アプラたかいし 072-266-9033
高石市 力餅食堂 〒 592-0014 高石市綾園1-14-30 072-264-6151
高石市 Ｎぷらす 〒 592-0014 高石市綾園2-2-2 第2ミツルマンション1F 080-8044-4099
高石市 ほっかほっか亭高石店 〒 592-0014 高石市綾園1-2-18 072-264-3073
堺市 酔虎伝　石津川店 〒 592-8333 堺市西区浜寺石津町西3-5-23 072-244-5164
堺市 八剣伝　石津川駅前店 〒 592-8333 堺市西区浜寺石津町西4-1-2 072-245-7707
堺市 めし処　いも膳　石津店 〒 592-8333 堺市西区浜寺石津町西2-320-3 072-280-0606
堺市 なか卯　浜寺石津店 〒 592-8334 堺市西区浜寺石津町中1-6-18 072-243-7334
堺市 ファミリーメモリアル　堺 〒 592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-6-12 072-244-7799
堺市 スシロー浜寺船尾店 〒 592-8341 堺市西区浜寺船尾町東3-398 072-265-6427
堺市 八剣伝　浜寺元町店 〒 592-8343 堺市西区浜寺元町2-148-3 072-263-5570
堺市 なか卯　26号堺浜寺南店 〒 592-8344 堺市西区浜寺南町3-7-15 072-268-4761
堺市 プティレストラン　ロッシュ 〒 592-8345 堺市西区浜寺昭和町2-319 072-263-1687
堺市 ほっかほっか亭上野芝駅前店 〒 593-8301 堺市西区上野芝町3-4-20 072-276-5350
堺市 キッチン・フォー・ユー 〒 593-8322 堺市西区津久野町1-8-6 セントポリア101 072-272-6122
堺市 八剣伝　鳳駅前店 〒 593-8324 堺市西区鳳東町5-421-2 2F 072-260-0023
堺市 おおとり　メモリアルホール 〒 593-8324 堺市西区鳳東町5-459-1 072-274-7321
堺市 大福食堂 〒 593-8324 堺市西区鳳東町4-388 072-274-1234
堺市 さぬき麺屋鳳直売所 〒 593-8325 堺市西区鳳南町3-199-12 アリオモール1F 072-272-0160
堺市 魚竹蒲鉾店 〒 593-8325 堺市西区鳳南町3-199-12 06-6702-6267
堺市 咲菜イトーヨーカドーアリオ鳳店 〒 593-8325 堺市西区鳳南町3-199-12　イトーヨーカドーアリオ鳳店内１F 072-242-7877
堺市 ほっかほっか亭おおとり神社前店 〒 593-8328 堺市西区鳳北町2-75-18 072-262-3343
和泉市 中山閣 〒 594-0003 和泉市太町61-11 0725-41-4146
和泉市 ライスマンクック鶴山台店 〒 594-0003 和泉市太町560-1 0725-45-0635
和泉市 大阪王将　北信太店 〒 594-0003 和泉市太町560-1 0725-45-6323
和泉市 居酒屋　さくら 〒 594-0003 和泉市太町135 0725-46-1380
和泉市 ほっかほっか亭北信太駅前店 〒 594-0003 和泉市太町61-8 三協興産ビル101号 0725-41-3315
和泉市 あ－chaからあげとねぇねのそうざい 〒 594-0003 和泉市太町579-3 0725-43-4339
和泉市 ねぇねデリ 〒 594-0003 和泉市太町579-3 0725-51-7188
和泉市 カフェレスト　逵田 〒 594-0005 和泉市幸2-2-39-108 0725-44-6129
和泉市 でべそ 〒 594-0005 和泉市幸2-4-35-101 0725-44-4509
和泉市 光珉 〒 594-0005 和泉市幸2-5-36 A-101 0725-43-4551
和泉市 ほのぼの食堂 〒 594-0005 和泉市幸2-8-21 0725-26-2020



和泉市 ほのぼのキッチン 〒 594-0005 和泉市幸2-2-40 102号 0725-26-2020
和泉市 レストランＱ 〒 594-0013 和泉市鶴山台2-1-1-106 0725-43-6179
和泉市 ぐるり亭 〒 594-0013 和泉市鶴山台1-11-6 0725-46-6160
和泉市 シルクロード 〒 594-0013 和泉市鶴山台2-1 0725-41-5658
和泉市 グリル若 〒 594-0023 和泉市伯太町2-33-14 0725-44-6714
和泉市 まるたつ 〒 594-0023 和泉市伯太町6-1-30 0725-41-5528
和泉市 バイキング左近　和泉店　 〒 594-0023 和泉市伯太町1-187-1 0725-41-8100
和泉市 ぢどり亭　光明池店 〒 594-0031 和泉市伏屋町1-2-32 0725-57-8989
和泉市 お好み焼　ちゃぼん 〒 594-0031 和泉市伏屋町3-5-27 0725-57-5591
和泉市 居酒屋　隣膳 〒 594-0031 和泉市伏屋町2-2-17 0725-56-6288
和泉市 和牛ホルモン・炭火焼肉居酒屋　うっしっし 〒 594-0031 和泉市伏屋町2-2-15 0725-55-2992
和泉市 中国菜　はら川 〒 594-0031 和泉市伏屋町2-3-35 進化第17ビル 0725-57-0308
和泉市 ＫＯＨＹＯ光明池店 〒 594-0031 和泉市伏屋町3-2-50 0725-57-8000
和泉市 しゃぶ葉　光明池店 〒 594-0031 和泉市伏屋町5-14-7 0725-50-2018
和泉市 スープ　グランパ 〒 594-0031 和泉市伏屋町3-5-57 進化大6ビル A-102 0725-38-3500
和泉市 ほっかほっか亭伏屋町店 〒 594-0031 和泉市伏屋町3-350-107 進化第10ビル 0725-57-2277
和泉市 レストラン　アンカシェット 〒 594-0031 和泉市伏屋町3-22-50 進化第18ビル2F 0725-55-8638
和泉市 キッチンバルソリーゾ 〒 594-0031 和泉市伏屋町3-23-1 0725-56-8133
和泉市 ｍａｍｍａ・ｐａｐｐａ 〒 594-0032 和泉市池田下町1095-1 0725-55-7053
和泉市 はなまるうどん和泉中央店 〒 594-0032 和泉市池田下町157-2 0725-50-0870
和泉市 えびす堂 〒 594-0032 和泉市池田下町1911-1-5 0725-56-0259
和泉市 万代　和泉中央店 〒 594-0032 和泉市池田下町377-1 0725-57-4603
和泉市 ほっかほっか亭池田下店 〒 594-0032 和泉市池田下町201-2 0725-55-3941
和泉市 ＨａｎｇＬｏｏｓｅ 〒 594-0032 和泉市池田下町236-3-1A 0725-99-8383
和泉市 マクドナルド エコールいずみ店 〒 594-0041 和泉市いぶき野5-1-11 0725-50-2036
和泉市 洋食厨房    petits   グルマン 〒 594-0041 和泉市いぶき野5-1-11 アムゼモール 0725-57-2662
和泉市 スシロー和泉中央店 〒 594-0041 和泉市いぶき野3-16-10 0725-55-8146
和泉市 いずみ障害者ふれあいプラザ“オアシス” 〒 594-0041 和泉市いぶき野5-1-7 0725-56-5743
和泉市 めし処　いも膳　いぶき野店 〒 594-0041 和泉市いぶき野5-7-1 0725-50-6067
和泉市 ステーキハウス　Ｋふぁーむ 〒 594-0041 和泉市いぶき野3-16-11 0725-55-4919
和泉市 ルージュトマト 〒 594-0041 和泉市いぶき野5-7-3 0725-58-1011
和泉市 珈琲館　和泉中央店 〒 594-0041 和泉市いぶき野5-7-5 0725-57-9011
和泉市 とんかつ　かつ貴 〒 594-0041 和泉市いぶき野3-16-9 0725-58-2227
和泉市 さぬきうどん　一力 〒 594-0041 和泉市いぶき野5-1-11 エコールいずみ アムゼモール1F 0725-55-4896
和泉市 餃子の王将　和泉中央店 〒 594-0041 和泉市いぶき野3-6-17 0725-57-8131
和泉市 ﾊﾟﾝ工房Ｆｒａｎｃ(ﾌﾗﾝ) 〒 594-0041 和泉市いぶき野1-1-7 0725-56-5015
和泉市 カレーハウスCoCo壱番屋 和泉いぶき野店 〒 594-0041 和泉市いぶき野5-5-2 0725-50-5110
和泉市 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ和泉中央 〒 594-0041 和泉市いぶき野4-5-19 0725-51-7720
和泉市 銘菓創庵　むか新　和泉の国本館 〒 594-0041 和泉市いぶき野3-16-6 0725-57-0880
和泉市 イズミヤ株式会社　和泉中央店 〒 594-0041 和泉市いぶき野5-1-11 0725-57-3255
和泉市 中国菜館あんずの花 〒 594-0041 和泉市いぶき野5-8-2 0725-55-7576
和泉市 ｃａｆｅ　Ｂａｎｏ ｂａｎｏ 〒 594-0042 和泉市箕形町3-10-25 0725-53-2138
和泉市 あんぐっと 〒 594-0042 和泉市箕形町3-10-12 0725-58-6568
和泉市 お好みガーデン   ローゼ 〒 594-0061 和泉市弥生町1-1-4 八千代コープ1F 0725-44-7767
和泉市 株式会社　青木松風庵　和泉店 〒 594-0061 和泉市弥生町1-1-3 0725-43-6654
和泉市 串屋三十六 〒 594-0064 和泉市寺門町1-1-6 0725-46-1417
和泉市 ほっかほっか亭寺門町店 〒 594-0064 和泉市寺門町1-1-6 0725-43-5028
和泉市 珈琲専科　ひめはうす 〒 594-0065 和泉市観音寺町836-2 0725-44-1659
和泉市 地鶏専科　ぺこぺこ 〒 594-0065 和泉市観音寺町840-1 0725-46-2623
和泉市 ミユキ 〒 594-0071 和泉市府中町1-21-2 0725-43-3366
和泉市 柳寿司 〒 594-0071 和泉市府中町1-8-3 0725-41-9500
和泉市 かどや食堂 〒 594-0071 和泉市府中町3-1-1 0725-41-0293
和泉市 岡巳之 〒 594-0071 和泉市府中町3-4-5 0725-41-0198
和泉市 蔵元 〒 594-0071 和泉市府中町1-8-3 0725-41-8112
和泉市 お好み焼　千草 〒 594-0071 和泉市府中町1-21-28 0725-43-3698
和泉市 喫茶村雨 〒 594-0071 和泉市府中町7-3-43 0725-44-8125
和泉市 ライスマンクック和泉府中店 〒 594-0071 和泉市府中町7-1-1 0725-45-4663
和泉市 弥生食堂 〒 594-0071 和泉市府中町2-7-5 和泉市役所内 0725-41-1551
和泉市 珈琲館　薔薇屋 〒 594-0071 和泉市府中町1-6-11 0725-41-1023
和泉市 一汁一菜 〒 594-0071 和泉市府中町2-2-21 0725-44-5849
和泉市 居酒屋　勝ちゃん 〒 594-0071 和泉市府中町3-16-1 0725-44-8767
和泉市 ナンバーワン　和泉府中店 〒 594-0071 和泉市府中町7-3-43 0725-44-8203
和泉市 喜久家本店 〒 594-0071 和泉市府中町1-24-2 0725-41-0327
和泉市 大阪王将　和泉府中店 〒 594-0071 和泉市府中町1-5-14 0725-45-8770
和泉市 喫茶　ガーデン 〒 594-0071 和泉市府中町3-2-3 0725-44-1117
和泉市 お好み焼　元 〒 594-0071 和泉市府中町1-23-16 0725-41-0662
和泉市 お好み焼　赤坂 〒 594-0071 和泉市府中町1-4-13 0725-41-1576
和泉市 和泉府中　メモリアルホール 〒 594-0071 和泉市府中町7-2-18 0725-43-1231
和泉市 万代　和泉府中店 〒 594-0071 和泉市府中町6-14-25 0725-46-1281
和泉市 地産旬食ダイニング　あかざわ 〒 594-0071 和泉市府中町1-2-10 0725-40-3113
和泉市 Oｇｇｉ　和泉店 〒 594-0071 和泉市府中町4-8-41 0725-99-8505
和泉市 アメリカ村　甲賀流　和泉店 〒 594-0073 和泉市和気町3-14-10 0725-41-5334
和泉市 オークワ　和泉小田店 〒 594-0074 和泉市小田町3-10-1 0725-46-7171
和泉市 めし処　いも膳　和泉店 〒 594-0074 和泉市小田町453-1 0725-40-5722
和泉市 ヘルシーレストランクンストハウス 〒 594-0076 和泉市肥子町1-10-17 0725-46-5167
和泉市 末よし寿司 〒 594-0076 和泉市肥子町1-11-6 0725-41-1892
和泉市 セイリング 〒 594-0076 和泉市肥子町2-2-1 イオン和泉府中 0725-46-7656
和泉市 福ずし 〒 594-0076 和泉市肥子町2-5-3 0725-41-4398
和泉市 四六時中　和泉府中店 〒 594-0076 和泉市肥子町2-2-1 イオン和泉府中店1F 0725-41-7751
和泉市 なか卯　和泉府中店 〒 594-0076 和泉市肥子町2-4-36 0725-40-6600
和泉市 らー麺スミイチ　大阪和泉店 〒 594-0083 和泉市池上町907 0725-41-4847
和泉市 ほっかほっか亭信太山駅前店 〒 594-0083 和泉市池上町1-4-19 0725-46-3002
和泉市 中華料理　稲香村 〒 594-1101 和泉市室堂町1607-11 0725-56-5266
和泉市 ごはんカフェ　ＣＬＯＶＥＲ 〒 594-1101 和泉市室堂町596-15 0725-57-6968
和泉市 松源コムボックス　光明池 〒 594-1101 和泉市室堂町724-36 0725-50-5107
和泉市 ｌａｐｉｎ　ｅｔ　ｌｉｏｎ 〒 594-1101 和泉市室堂町813-2 0725-56-0567
和泉市 カントリー・カフェ 〒 594-1103 和泉市浦田町234-1 0725-57-3936
和泉市 激醤ちゃんぽん小山 〒 594-1103 和泉市浦田町243-1 セイコウビル1F 072-558-7146
和泉市 万代　和泉万町店 〒 594-1104 和泉市万町1055 0725-57-7131
和泉市 お好み焼 ・鉄板焼    ろまん 〒 594-1105 和泉市のぞみ野1-12-26 0725-56-0869
和泉市 レストラン　プチラパンしんむら 〒 594-1105 和泉市のぞみ野3-1237-52 0725-55-5002
和泉市 カフェ　ドメニカ 〒 594-1105 和泉市のぞみ野1-12-27 0725-55-8207
和泉市 けんた篭 〒 594-1105 和泉市のぞみ野3-799-30 0725-55-6702
和泉市 萌えぎ 〒 594-1105 和泉市のぞみ野1-12-25 0725-55-8036
和泉市 中華料理　登龍軒 〒 594-1105 和泉市のぞみ野3-778-52 0725-53-4105
和泉市 レストラン　コンポステラ 〒 594-1105 和泉市のぞみ野1-2-41 イチクラビル2F 0725-56-9933
和泉市 コーヒー＆レストラン　ベア・ハウス 〒 594-1105 和泉市のぞみ野3-778-100 0725-53-3090
和泉市 トラットリア　ルチアーノ 〒 594-1105 和泉市のぞみ野3-1189-4 0725-26-0666
和泉市 フランス菓子モーン 〒 594-1105 和泉市のぞみ野3-829-14 0725-51-0088



和泉市 旬の肴　安 〒 594-1105 和泉市のぞみ野1-1-8 0725-57-8484
和泉市 Café　Sweet Home 〒 594-1105 和泉市のぞみ野3-5-21 0725-24-2775
和泉市 焼肉玄 〒 594-1105 和泉市のぞみ野2-1378-5 0725-57-0006
和泉市 ほっかほっか亭のぞみ野店 〒 594-1105 和泉市のぞみ野3-1189-9 0725-56-8804
和泉市 はま～かつ 〒 594-1106 和泉市はつが野2-3-7 0725-39-8139
和泉市 やきとり大吉　青葉台店 〒 594-1106 和泉市納花町285 0725-56-0711
和泉市 すき家　和泉はつが野店 〒 594-1106 和泉市はつが野1-1-13 なし
和泉市 ｶﾌｪ&ﾚｽﾄﾗﾝ　はつが野テラス 〒 594-1106 和泉市はつが野3-1-1 0725-53-5831
和泉市 ｃｕｃｉｎａ　ｉｇｕｓａ 〒 594-1106 和泉市はつが野3-12-2 0725-24-7720
和泉市 スーパーセンターオークワ和泉納花店 〒 594-1116 和泉市納花町313 0725-55-4018
和泉市 京都　高台寺　「天風」納花店 〒 594-1116 和泉市納花町331 0725-50-6030
和泉市 大阪王将　和泉納花店 〒 594-1116 和泉市納花町324-1 0725-56-8873
和泉市 (株)本家さぬきや　和泉福瀬店 〒 594-1123 和泉市福瀬町386-3 0725-92-0108
和泉市 花菜 〒 594-1133 和泉市春木川町97-1 0725-54-3088
和泉市 農業法人　いずみの里 〒 594-1136 和泉市仏並町398-1 道の駅 山愛の里 0725-92-3877
和泉市 寿賀の家 〒 594-1142 和泉市久井町511-6 0725-53-1668
和泉市 レストラン　山小屋 〒 594-1151 和泉市唐国町1-15-9 0725-53-0668
和泉市 まる竹 〒 594-1151 和泉市唐国町1-12-4 0725-53-4218
和泉市 あったか亭Ａ　唐国店 〒 594-1151 和泉市唐国町1-9-39 0725-53-3095
和泉市 きさんじ唐国 〒 594-1151 和泉市唐国町2-12-56 0725-54-0955
和泉市 三代目　天竜 〒 594-1151 和泉市唐国町2-5-12 1F 0725-54-2122
和泉市 和泉中央　メモリアルホール 〒 594-1151 和泉市唐国町2-3-9 0725-53-4499
和泉市 和風スパゲッティ　御召茶 〒 594-1151 和泉市唐国町2-7-64 0725-24-2904
和泉市 伊豫寿司 〒 594-1153 和泉市青葉台2-14-2 0725-56-1248
和泉市 味来軒 〒 594-1156 和泉市内田町4-12-21-102 0725-54-0766
和泉市 オークワ　和泉中央店 〒 594-1156 和泉市内田町1-4-8 0725-54-0102
和泉市 串家物語　ららぽーと和泉店 〒 594-1157 和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉2F 0725-53-1194
和泉市 ミスタードーナツ　ららぽーと和泉 〒 594-1157 和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉2F 0725-53-1367
和泉市 びっくりドンキーポケットキッチンららぽーと和泉店 〒 594-1157 和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉3F 0725-53-0981
和泉市 うちの食堂 ららぽーと和泉 〒 594-1157 和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉2F 0725-53-1099
和泉市 ビビム 〒 594-1157 和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉3F 0725-90-4347
和泉市 大阪王将　ららぽーと和泉店 〒 594-1157 和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉3F 0725-90-5308
和泉市 カプリチョーザ　 〒 594-1157 和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉2F 0725-90-4330
和泉市 ロンフーダイニング　ららぽーと和泉店 〒 594-1157 和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉2F 0725-53-1061
和泉市 リンガーハット　ららぽーと和泉店 〒 594-1157 和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉3F 0725-90-4072
和泉市 杵屋麦丸　ららぽーと和泉店 〒 594-1157 和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉3F 0725-51-3057
和泉市 たこ八　ららぽーと和泉店 〒 594-1157 和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉3F 0725-90-4135
和泉市 鶴橋風月　ららぽーと和泉 〒 594-1157 和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉2F 0725-51-3024
和泉市 どうとんぼり　神座 〒 594-1157 和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉3F 0725-90-4567
和泉市 鶏三和　ららぽーと和泉店 〒 594-1157 和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉3F 0725-90-4103
和泉市 しゃぶ菜　ららぽーと和泉 〒 594-1157 和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉2F 0725-51-3295
和泉市 ＪＡ全農ファーマーズ　ららぽーと和泉店 〒 594-1157 和泉市あゆみ野4-4-7 ららぽーと和泉2F 0725-51-3231
泉大津市 フレンドリー泉大津店 〒 595-0004 泉大津市千原町1-57-1 0725-22-2173
泉大津市 松葉寿司 〒 595-0005 泉大津市森町1-4-12 0725-32-5450
泉大津市 ティールーム蟻んこの舎 〒 595-0006 泉大津市東助松町2-1-2 0725-22-8250
泉大津市 鳥せん 〒 595-0006 泉大津市東助松町4-6-13 0725-33-9133
泉大津市 丸幸水産　北助松店 〒 595-0006 泉大津市東助松町1-11-1 0725-31-0339
泉大津市 串処　千代菊 〒 595-0006 泉大津市東助松町4-4-32 0725-32-7836
泉大津市 ほっかほっか亭北助松店 〒 595-0006 泉大津市東助松町2-10-14 0725-31-4171
泉大津市 本家さぬきや 〒 595-0012 泉大津市北豊中町3-1-16 0725-44-1391
泉大津市 餃子の王将泉大津北店 〒 595-0012 泉大津市北豊中町3-979-13 0725-44-1101
泉大津市 相撲料理　両国 〒 595-0012 泉大津市北豊中町1-2-5 0725-22-2469
泉大津市 ほっかほっか亭泉大津高校前店 〒 595-0012 泉大津市北豊中町2-1-26 0725-20-6647
泉大津市 天安 〒 595-0013 泉大津市宮町1-27 0725-21-7391
泉大津市 与助 〒 595-0013 泉大津市宮町1-1 0725-23-0970
泉大津市 ＫＩＮＳＨＯ　泉大津店 〒 595-0014 泉大津市寿町6-17 0725-22-8330
泉大津市 でん 〒 595-0015 泉大津市二田町2-5-32 0725-21-7379
泉大津市 中国料理　八仙楼 〒 595-0021 泉大津市東豊中町3-1-15 0725-45-1122
泉大津市 和食　うお健中店 〒 595-0021 泉大津市東豊中町3-1-15 0725-45-1122
泉大津市 ステーキハウス　ジョイブル 〒 595-0021 泉大津市東豊中町3-1-15 0725-45-1122
泉大津市 とんかつ・洋食富士吉 〒 595-0021 泉大津市東豊中町3-15-11 0725-43-3251
泉大津市 喫茶ジョイ 〒 595-0021 泉大津市東豊中町2-1-31 0725-45-6993
泉大津市 マクドナルド 泉大津店 〒 595-0021 泉大津市東豊中町2-1-13 0725-46-6830
泉大津市 スシロー和泉府中店 〒 595-0021 泉大津市東豊中町2-2-1 0725-43-8863
泉大津市 chinese dining　真 〒 595-0021 泉大津市東豊中町1-7-1 0725-45-1455
泉大津市 きさんじ　泉大津店 〒 595-0021 泉大津市東豊中町2-959 0725-40-2255
泉大津市 家族庵 〒 595-0024 泉大津市池浦町1-5-9 0725-21-6885
泉大津市 みさほ食堂 〒 595-0024 泉大津市池浦町5-15-37 0725-21-3406
泉大津市 お好み焼姫 〒 595-0024 泉大津市池浦町1-19-30 0725-33-5988
泉大津市 泉大津　メモリアルホール 〒 595-0024 泉大津市池浦町1-17-5 0725-23-4455
泉大津市 羊の店　ペコラ 〒 595-0024 泉大津市池浦町1-12-30 0725-92-8885
泉大津市 とんかつ　いなば和幸 〒 595-0025 泉大津市旭町18-3 いずみおおつCITY 1F 0725-22-9601
泉大津市 うどん・居酒屋　湖中　泉大津店 〒 595-0025 泉大津市旭町18-3 いずみおおつCITY 1F 0725-22-9540
泉大津市 マクドナルド 泉大津アルザ店 〒 595-0025 泉大津市旭町18-3 0725-22-9570
泉大津市 カフェ・ド・トワ 〒 595-0025 泉大津市旭町22-55 0725-22-8622
泉大津市 ホテル　レイクアルスターアルザ泉大津　美彩美食　小津 〒 595-0025 泉大津市旭町18-5 0725-23-1591
泉大津市 ホテル　レイクアルスターアルザ泉大津　Ｔｈｅ　Ｔｅａ　Ｓａｌｏｎ 〒 595-0025 泉大津市旭町18-5 0725-23-1591
泉大津市 ほっかほっか亭泉大津アルザ通り店 〒 595-0025 泉大津市旭町16-4 0725-20-5315
泉大津市 立ち飲みバル　タッタシーテ 〒 595-0025 泉大津市旭町19-2 0725-33-5335
泉大津市 ＫＯＨＹＯ　泉大津店 〒 595-0025 泉大津市旭町19-2 0725-22-5040
泉大津市 龍芳 〒 595-0026 泉大津市東雲町6-48 0725-33-6244
泉大津市 すし芳 〒 595-0026 泉大津市東雲町4-14 0725-32-6788
泉大津市 Ｅ’ｓ　ｃａｆｅ 〒 595-0026 泉大津市東雲町10-11 E'sビル1F 0725-23-1781
泉大津市 喫茶　カサブランカ 〒 595-0027 泉大津市下条町11-23 0725-22-8296
泉大津市 喫茶　城 〒 595-0031 泉大津市我孫子166-1 0725-21-7226
泉大津市 お好み焼　園 〒 595-0031 泉大津市我孫子1-2-53 0725-33-3885
泉大津市 喫茶・グリル　槇 〒 595-0031 泉大津市我孫子2-3-6 0725-22-8306
泉大津市 はなどり　泉大津店 〒 595-0031 泉大津市我孫子191 0725-21-0970
泉大津市 カレーハウスCoCo壱番屋　泉大津我孫子店 〒 595-0031 泉大津市我孫子178-2 0725-20-5755
泉大津市 三幸苑 〒 595-0032 泉大津市穴田73-4 0725-22-0777
泉大津市 たからや 〒 595-0037 泉大津市虫取2-3-35 0725-32-2952
泉大津市 INDIAN　RESTAURANT　BHATT　KITCHEN　すーさんのインド料理　 〒 595-0037 泉大津市虫取町1-1-11 クレッセ泉大津B棟 0725-33-5341
泉大津市 カフェ・レストラン　チェック 〒 595-0041 泉大津市戎町3-25 0725-32-0563
泉大津市 中国名菜　九龍 〒 595-0041 泉大津市戎町2-7 共立マンション戎102号 0725-90-7796
泉大津市 お好み焼　なぎさ 〒 595-0051 泉大津市東港町11-5 0725-21-0349
泉大津市 保田食堂 〒 595-0052 泉大津市西港町7-2 0725-32-2752
泉大津市 サニーカフェ 〒 595-0052 泉大津市西港町11-24 0725-39-8080
泉大津市 ふじ好 〒 595-0062 泉大津市東雲町10-29 0725-32-2594
泉大津市 酔虎伝　泉大津店 〒 595-0062 泉大津市田中町11-9 0725-32-6772



泉大津市 ちどり食堂　 〒 595-0065 泉大津市若宮町10-4 0725-21-7212
泉大津市 美味ちゃん 〒 595-0071 泉大津市助松町3-4-23 0725-33-1141
泉大津市 花いち 〒 595-0071 泉大津市助松町1-3-19 072-523-1171
泉大津市 日本ケンタッキー・フライド・チキン(株)泉大津店 〒 595-0072 泉大津市松ノ浜町1-2-2 0725-20-2233
泉大津市 味道楽　無法松 〒 595-0072 泉大津市松之浜町1-1-10 0725-23-3729
泉大津市 有限会社　京と家 〒 595-0072 泉大津市松之浜町2-5-19 0725-33-3709
泉大津市 焼鳥　おし鳥 〒 595-0072 泉大津市松之浜町1-1-10 0725-31-0139
泉大津市 炭火焼鳥　まるなか 〒 595-0072 泉大津市松之浜町2-10-46 0725-22-9889
泉大津市 めし処　いも膳　泉大津店 〒 595-0072 泉大津市松之浜町2-1-2 0725-21-1412
泉大津市 本家さぬきや 〒 595-0074 泉大津市小津島町4 0725-31-2618
泉北郡忠岡町 喫茶サンルーム 〒 595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東1-34-1 0725-22-1122
泉北郡忠岡町 ひふみ 〒 595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東1-7-24 0725-32-6410
泉北郡忠岡町 ほっかほっか亭忠岡駅前店 〒 595-0805 泉北郡忠岡町忠岡東1-15-2 勝仁ビル1F 0725-20-5317
泉北郡忠岡町 炭火焼IIN酒SPACE銀風 〒 595-0811 泉北郡忠岡町忠岡北1-6-12 0725-21-7211
泉北郡忠岡町 牛たけ 〒 595-0812 泉北郡忠岡町忠岡中1-2-7 0725-23-3186
泉北郡忠岡町 若松食堂 〒 595-0813 泉北郡忠岡町忠岡南3-6-19 0725-32-0161
泉北郡忠岡町 お好み焼　美吉 〒 595-0813 泉北郡忠岡町忠岡南1-8-14 0725-21-1186
泉北郡忠岡町 サンルーム（忠岡文化会館内） 〒 595-0813 泉北郡忠岡町忠岡南1-18-17 文化会館1F 0725-33-1151
岸和田市 マクドナルド 岸和田磯上店 〒 596-0001 岸和田市磯上町4-6-6 072-430-0091
岸和田市 めし処　いも膳　磯上店 〒 596-0001 岸和田市磯上町4-283-5 072-436-7200
岸和田市 丸幸水産　岸和田磯上店 〒 596-0001 岸和田市磯上町4-7-7 (万代内) 072-437-0799
岸和田市 吉 〒 596-0002 岸和田市吉井町3-13-8 072-444-5521
岸和田市 ファミリー居酒屋　花小路 〒 596-0003 岸和田市中井町2-8-36 072-443-8089
岸和田市 ほっかほっか亭岸和田中井店 〒 596-0003 岸和田市中井町2-1-3 072-445-6711
岸和田市 レストラン&弁当　ごち 〒 596-0003 岸和田市中井町1-4-6 072-441-5400
岸和田市 テイスティ寿里 〒 596-0004 岸和田市荒木町1-31-26 072-443-2226
岸和田市 創作おでん　千 〒 596-0004 岸和田市荒木町1-6-35 072-444-1103
岸和田市 不二屋 〒 596-0005 岸和田市春木旭町5-25 072-445-3733
岸和田市 喫茶　カモ 〒 596-0005 岸和田市春木旭町23-2 072-443-5350
岸和田市 本格インド料理　レストラン＆カフェ　ラム 〒 596-0005 岸和田市春木旭町5-18 072-441-8080
岸和田市 杵屋　ラ・パーク岸和田店 〒 596-0006 岸和田市春木若松町21-1 072-437-7780
岸和田市 やざき寿司 〒 596-0006 岸和田市春木若松町21-1 072-437-7819
岸和田市 レストラン・シャトレーヌ 〒 596-0006 岸和田市春木若松町9-28 072-439-9516
岸和田市 海鮮処　椿 〒 596-0006 岸和田市春木若松町18-30 072-438-3477
岸和田市 グルメ珈琲の店　Ｍａｍｅｋａｎ 〒 596-0006 岸和田市春木若松町21-1 ラパーク岸和田2F 072-437-7557
岸和田市 春木茶屋 〒 596-0006 岸和田市春木若松町21-1 072-437-7538
岸和田市 すーさんのインド料理　岸和田店 〒 596-0006 岸和田市春木若松町21-1 072-465-1920
岸和田市 大阪うどん　きらく 〒 596-0014 岸和田市港緑町2-1 岸和田カンカンベイサイドモールEAST1F 072-437-2206
岸和田市 (株)ロッテリア　岸和田カンカン店 〒 596-0014 岸和田市港緑町2-1 岸和田カンカンベイサイドモールEAST1F 072-436-9470
岸和田市 矢崎寿し　ほんまもん 〒 596-0014 岸和田市港緑町2-1 岸和田カンカンベイサイドモールEAST1F 072-439-2055
岸和田市 ミスタードーナツ　岸和田カンカンショップ 〒 596-0014 岸和田市港緑町2-1　岸和田カンカンベイサイドモールEAST1F 072-431-0309
岸和田市 アメリカ村　甲賀流　岸和田店 〒 596-0014 岸和田市港緑町2-1 kishiwada CanCan BAYSIDE MALL EAST フードコート内 072-438-0229
岸和田市 三番館　岸和田店 〒 596-0014 岸和田市港緑町2-1 岸和田カンカンベイサイドモールEAST1F 072-436-9466
岸和田市 河内らーめん　喜神 〒 596-0014 岸和田市港緑町2-1 岸和田カンカンベイサイドモールEAST1F 072-438-6100
岸和田市 チャイニーズクックパイロン　春木店 〒 596-0035 岸和田市春木泉町7-20 072-439-8366
岸和田市 たんぽぽ 〒 596-0042 岸和田市加守町2-11-1 072-436-4123
岸和田市 ほっかほっか亭岸和田加守店 〒 596-0042 岸和田市加守町1-1-30 072-430-6770
岸和田市 大和家 〒 596-0043 岸和田市宮前町24-28 072-444-8974
岸和田市 かまのや 〒 596-0043 岸和田市宮前町21-26 072-445-7598
岸和田市 沙留蔓 〒 596-0044 岸和田市西之内町44-4 072-443-0052
岸和田市 いろは満月　岸和田店 〒 596-0044 岸和田市西之内町10-38 072-422-2389
岸和田市 なか卯　岸和田店 〒 596-0044 岸和田市西之内町67-7 072-441-4701
岸和田市 ステーキはうす　たじまや 〒 596-0045 岸和田市別所町1-10-11 072-438-8108
岸和田市 だるま 〒 596-0045 岸和田市別所町3-26-6 072-422-8738
岸和田市 日本料理　うおり 〒 596-0045 岸和田市別所町1-19-21 072-422-2381
岸和田市 丸亀うどん 〒 596-0045 岸和田市別所町2-16-16 072-437-4704
岸和田市 四季菜＆ｃａｆｅ　くまうさ 〒 596-0045 岸和田市別所町2-4-27 072-431-8860
岸和田市 炉ばた太郎 〒 596-0046 岸和田市藤井町1-13-15 072-437-4599
岸和田市 大宮ブランカフェ 〒 596-0046 岸和田市藤井町2-15-17 072-437-2300
岸和田市 ライスマンクック和泉大宮店 〒 596-0047 岸和田市上野町東10-47 072-437-0076
岸和田市 アンタイトル 〒 596-0047 岸和田市上野町東11-18 090-8933-8175
岸和田市 レストラン日本 〒 596-0048 岸和田市上野町西11-1 072-437-2801
岸和田市 朋友倶楽部 〒 596-0048 岸和田市上野町西12-22 072-438-4263
岸和田市 ケンタッキーフライドチキン　R26岸和田店 〒 596-0049 岸和田市八坂町1-10-47 072-437-3636
岸和田市 かじの 〒 596-0051 岸和田市岸野町9-10 072-423-4262
岸和田市 喫茶・軽食　チャオ 〒 596-0051 岸和田市岸野町14-10 072-423-3639
岸和田市 いしづち　岸和田店 〒 596-0052 岸和田市並松町11-1 072-422-0186
岸和田市 カレーハウスCoCo壱番屋　岸和田並松店 〒 596-0052 岸和田市並松町29-16 072-436-8233
岸和田市 喫茶　プリンセス 〒 596-0053 岸和田市沼町17-1 072-438-7810
岸和田市 創味鮨肴　う我寿 〒 596-0053 岸和田市沼町10-11 072-439-7169
岸和田市 和蘭豆 〒 596-0054 岸和田市宮本町3-4 072-437-4570
岸和田市 味よし 〒 596-0054 岸和田市宮本町5-5 072-437-4552
岸和田市 神田 〒 596-0054 岸和田市宮本町11-2 072-422-7848
岸和田市 うまかもん　貴桜 〒 596-0054 岸和田市宮本町13-9 072-437-6251
岸和田市 ラーメンハウス　ヒロ 〒 596-0054 岸和田市宮本町16-1 072-438-4411
岸和田市 木戸枡　くぐります 〒 596-0054 岸和田市宮本町40-16 072-436-1921
岸和田市 家庭料理　こころ 〒 596-0054 岸和田市宮本町13-10 072-433-1112
岸和田市 ろばた  味一 〒 596-0054 岸和田市宮本町40-2 072-436-2763
岸和田市 お好み焼  もやし 〒 596-0054 岸和田市宮本町38-24 072-437-1364
岸和田市 居酒屋  だんない亭 〒 596-0054 岸和田市宮本町13-12 072-437-2534
岸和田市 手打ちうどん　鶴八 〒 596-0054 岸和田市宮本町17-1 072-432-6987
岸和田市 さんばし 〒 596-0054 岸和田市宮本町29-30 072-423-0817
岸和田市 家庭料理の店　和楽 〒 596-0054 岸和田市宮本町6-12 扇屋テナントビル1F 072-436-7882
岸和田市 鈴なり 〒 596-0054 岸和田市宮本町40-15 072-439-0029
岸和田市 なか卯　岸和田駅前店 〒 596-0054 岸和田市宮本町2-1 072-430-6255
岸和田市 ちゃっちゃ 〒 596-0054 岸和田市宮本町5-5 072-430-1155
岸和田市 双月 〒 596-0055 岸和田市五軒屋町4-5 072-422-2485
岸和田市 一休 〒 596-0055 岸和田市五軒屋町11-11 072-477-7617
岸和田市 餃子の王将　南海岸和田店 〒 596-0055 岸和田市五軒屋町15-19 072-423-5355
岸和田市 そば処　ごんまつ 〒 596-0055 岸和田市五軒屋町1-11 072-437-5741
岸和田市 お食事処　味菜 〒 596-0055 岸和田市五軒屋町12-8 072-423-8839
岸和田市 いろは 〒 596-0056 岸和田市北町14-6 072-422-5486
岸和田市 みみみ☆ＣＡＦＥ 〒 596-0056 岸和田市北町4-11 072-439-1240
岸和田市 スローフード　ユイマール 〒 596-0056 岸和田市北町13-22 072-477-5893
岸和田市 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ岸和田 〒 596-0056 岸和田市北町18-1 072-447-6880
岸和田市 鮨割烹　匠 〒 596-0057 岸和田市筋海町4-6 072-439-1622
岸和田市 大和 〒 596-0064 岸和田市紙屋町15-4 072-432-3872
岸和田市 ライスマンクック蛸地蔵店 〒 596-0067 岸和田市南町15-20 072-432-1401
岸和田市 みよ 〒 596-0067 岸和田市南町33-1 072-431-0248



岸和田市 活魚　ヒロ　 〒 596-0067 岸和田市南町31-8 072-431-3149
岸和田市 魚吉商店 〒 596-0072 岸和田市堺町5-15 072-422-0519
岸和田市 こふじ食堂 〒 596-0072 岸和田市堺町6-3 072-422-0663
岸和田市 とりみ 〒 596-0072 岸和田市堺町7-29 072-422-5816
岸和田市 岸和田市役所食堂 〒 596-0073 岸和田市岸城町7-1 072-439-5247
岸和田市 丸善 〒 596-0073 岸和田市岸城町21-6 072-422-2570
岸和田市 四季ごよみ 〒 596-0073 岸和田市岸城町12-32 072-439-4141
岸和田市 ｍａｍｍａ　ｒｉｄｅｒｅ（マンマリデレ） 〒 596-0073 岸和田市岸城町12-32 072-431-1815
岸和田市 華風料理　一芳亭 〒 596-0074 岸和田市本町2-18 072-423-4990
岸和田市 酒肆ダイニング鞍馬 〒 596-0074 岸和田市本町1-9 072-438-0046
岸和田市 かんと 〒 596-0076 岸和田市野田町3-3-26 072-438-8592
岸和田市 地どり 炭火焼　翔鳥 〒 596-0076 岸和田市野田町3-4-9 DOビル103 072-439-5911
岸和田市 じもや 〒 596-0076 岸和田市野田町1-4ノ4 072-437-4488
岸和田市 たこ焼  しげちゃん 〒 596-0076 岸和田市野田町1-4-15 なし
岸和田市 ｃａｆｅ　ＮＯ－ＤＡ 〒 596-0076 岸和田市野田町1-8-28 2F なし
岸和田市 ＧＲＥＥＮ　ＣＡＭＰ　ｃａｆｅ 〒 596-0076 岸和田市野田町1-8-28 2F 072-422-8888
岸和田市 Oｇｇｉ　岸和田店 〒 596-0076 岸和田市野田町3-3-28 072-425-4234
岸和田市 ほのぼの亭　岸和田店 〒 596-0077 岸和田市上町37-5 072-437-1990
岸和田市 勝味家 〒 596-0078 岸和田市南上町2-24-25 072-432-6177
岸和田市 鮨処　にしの 〒 596-0101 岸和田市包近町157-3 072-441-8036
岸和田市 居酒屋　庄八 〒 596-0101 岸和田市包近町748-1 0120-43-2312
岸和田市 旬彩食堂　三粒に種 〒 596-0102 岸和田市山直中町511-1 072-425-2984
岸和田市 ｄｅｌｉ＆ｃａｆｅ　Ｒｕｓｔｉｃａ 〒 596-0104 岸和田市積川町9-1 072-479-1788
岸和田市 たるの店　山麓苑 〒 596-0113 岸和田市河合町1221-2 072-446-8018
岸和田市 魚萬 〒 596-0113 岸和田市河合町53 072-446-0464
岸和田市 岸和田オレンジ山 〒 596-0113 岸和田市河合町953 072-446-4333
岸和田市 ちそう浅葱 〒 596-0113 岸和田市河合町1945-1 072-425-8789
岸和田市 名菜楼　 〒 596-0802 岸和田市西大路町152-6 072-441-8044
岸和田市 きゃべつ畑 〒 596-0808 岸和田市三田町696-3 072-443-5632
岸和田市 カレーハウスCoCo壱番屋　岸和田インター店 〒 596-0808 岸和田市三田町236-1 072-448-7171
岸和田市 なか卯　岸和田三田店 〒 596-0808 岸和田市三田町327-1 072-440-0127
岸和田市 瓢箪寿司 〒 596-0812 岸和田市大町389-2 072-445-0225
岸和田市 いずみや 〒 596-0812 岸和田市大町475-7 072-445-1858
岸和田市 丸貴 〒 596-0812 岸和田市大町368 072-445-0309
岸和田市 ＦＡＮＴＡＳＹ　ＨＯＵＳＥ 〒 596-0812 岸和田市大町388-10 072-441-2958
岸和田市 ファミリーメモリアル　久米田 〒 596-0812 岸和田市大町370-1 072-441-0234
岸和田市 「愛彩ランド」泉州やさいのビュッフェ＆カフェ 〒 596-0817 岸和田市岸の丘町3-6-18 072-444-8003
岸和田市 マクドナルド 岸和田久米田店 〒 596-0821 岸和田市小松里町879-1 072-440-2143
岸和田市 お好み焼　森善 〒 596-0821 岸和田市小松里町1057-1 パルハイツ久米田1F103号 072-445-6676
岸和田市 源ぺい　岸和田小松里店 〒 596-0821 岸和田市小松里町28-8 072-444-4451
岸和田市 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ久米田 〒 596-0821 岸和田市小松里町912-1 072-443-5008
岸和田市 炭火海鮮炉端　八角　岸和田店 〒 596-0821 岸和田市小松里町2103 平田ビル1F 072-440-3822
岸和田市 焼肉とっちゃん 〒 596-0823 岸和田市下松町1-8-45 072-436-2030
岸和田市 ベントハウス 〒 596-0823 岸和田市下松町895-3 072-426-7551
岸和田市 オークワ　ウィンディ岸和田店 〒 596-0823 岸和田市下松町1-3-7 072-438-7700
岸和田市 ほっかほっか亭下松店 〒 596-0823 岸和田市下松町817-1 072-420-6101
岸和田市 自泉 〒 596-0825 岸和田市土生町2-32-6 東岸和田トークタウン 072-436-0669
岸和田市 ライスマンクック東岸和田店 〒 596-0825 岸和田市土生町9-1-13 072-426-3989
岸和田市 フランス亭 〒 596-0825 岸和田市土生町2-30-12 072-437-2612
岸和田市 中国酒菜　暢暢 〒 596-0825 岸和田市土生町2-25-8 072-436-2620
岸和田市 末広 〒 596-0825 岸和田市土生町2-32-6 072-439-5182
岸和田市 めし処　いも膳　土生店 〒 596-0825 岸和田市土生町1594-1 072-428-9881
岸和田市 やきとり大吉　東岸和田店 〒 596-0825 岸和田市土生町4061 072-439-8877
岸和田市 喜よし 〒 596-0825 岸和田市土生町2131-1 奥野ビル1F 072-428-2756
岸和田市 唐々亭 〒 596-0825 岸和田市土生町4067 072-432-6161
岸和田市 カフェ　スイートバジル 〒 596-0825 岸和田市土生町4-2-2 072-427-7501
岸和田市 スーパーサンエー　東岸和田店 〒 596-0825 岸和田市土生町4-2-2 072-427-7501
岸和田市 向日葵 〒 596-0825 岸和田市土生町4-3-1-105 072-428-4668
岸和田市 やきとり　忠 〒 596-0825 岸和田市土生町5-2-20 072-428-4194
岸和田市 お好み焼　チャパ 〒 596-0825 岸和田市土生町4055 072-438-8681
岸和田市 ミオ　バロッコ 〒 596-0825 岸和田市土生町2-32-7 イオン岸和田店内 072-438-5339
岸和田市 せんしゅう茶屋 〒 596-0825 岸和田市土生町2-32-7 072-433-5255
岸和田市 四六時中　東岸和田店 〒 596-0825 岸和田市土生町2-32-7 イオン東岸和田店 072-438-2975
岸和田市 マクドナルド 岸和田店 〒 596-0826 岸和田市作才町1-2-3 072-439-1246
岸和田市 喫茶　カフェ・ド・アップル 〒 596-0826 岸和田市作才町1-2-12 072-438-0337
岸和田市 クレージーママ 〒 596-0826 岸和田市作才町1-10-21 072-432-2112
岸和田市 えみちゃん 〒 596-0827 岸和田市上松町3-5-37 072-426-0182
岸和田市 ㈱オークワ　岸和田八田店 〒 596-0841 岸和田市八田町368-2 072-428-1300
岸和田市 もってかえっ亭　岸和田八田店 〒 596-0841 岸和田市八田町368-2 オークワ岸和田八田店内 072-426-2234
貝塚市 深川 〒 597-0001 貝塚市近木町2-7 072-422-1621
貝塚市 ナポリ 〒 597-0001 貝塚市近木町7-60 072-422-1832
貝塚市 駅前パーラー水車 〒 597-0001 貝塚市近木町8-27 072-431-0207
貝塚市 お好みやき  はうす　アスカ 〒 597-0001 貝塚市近木1488-17 072-439-5847
貝塚市 飲食店　「つくも」 〒 597-0001 貝塚市近木1065-64 072-423-1519
貝塚市 大阪庄や　貝塚店 〒 597-0001 貝塚市近木町1-5 072-437-1471
貝塚市 有限会社　料亭　この木 〒 597-0001 貝塚市近木5-20 072-422-0418
貝塚市 寿し福 〒 597-0011 貝塚市北町4-6 072-431-6939
貝塚市 だんらん大地 〒 597-0011 貝塚市北町33-23 072-437-7419
貝塚市 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ貝塚 〒 597-0013 貝塚市津田北町28-1 072-431-1970
貝塚市 よさこい 〒 597-0013 貝塚市津田北町9-22 072-437-4351
貝塚市 市立貝塚病院食堂 〒 597-0015 貝塚市堀3-10 072-438-5506
貝塚市 お好み焼　ささき 〒 597-0015 貝塚市堀2-22-2 072-422-3804
貝塚市 Kｉｔｃｈｅｎ　FOREST 〒 597-0015 貝塚市堀1-15-2 072-439-2311
貝塚市 オークワ　オークタウン貝塚店 〒 597-0021 貝塚市小瀬75-2 072-438-5581
貝塚市 ぼんじり貝塚本店 〒 597-0021 貝塚市小瀬1-25-45 072-439-8900
貝塚市 みね家 〒 597-0031 貝塚市久保221-1 072-427-2371
貝塚市 嶺（一品料理店） 〒 597-0031 貝塚市久保221-1 072-427-2371
貝塚市 喰快　貝塚店 〒 597-0033 貝塚市半田1-9-30 072-486-9015
貝塚市 ほっかほっか亭貝塚半田店 〒 597-0033 貝塚市半田601-1 072-426-2152
貝塚市 BHATT　INDIAN　KITCHEN　すーさんのインドカレー 〒 597-0033 貝塚市半田113-2 072-427-1109
貝塚市 マクドナルド 貝塚清児店 〒 597-0041 貝塚市清児586-1 072-421-2965
貝塚市 イタリアンレストランＤＵＯＭＯ 〒 597-0042 貝塚市名越251-1 072-446-5100
貝塚市 喫茶ダボス 〒 597-0044 貝塚市森510 072-447-1170
貝塚市 恵寿し 〒 597-0045 貝塚市三ツ松915-4 072-446-1691
貝塚市 カフェ　サエラ 〒 597-0051 貝塚市王子16-1 072-432-2258
貝塚市 マクドナルド 貝塚店 〒 597-0051 貝塚市王子923-1 072-431-1835
貝塚市 うずしお 〒 597-0051 貝塚市王子927-1 072-438-2775
貝塚市 たから寿し本店 〒 597-0053 貝塚市地蔵堂296-1 072-431-7707
貝塚市 たから丸山 〒 597-0053 貝塚市地蔵堂294-7 072-431-2001



貝塚市 いずみの剣（つるぎ） 〒 597-0053 貝塚市地蔵堂693-1 072-446-1511
貝塚市 丸亀製麺　イオン貝塚 〒 597-0053 貝塚市地蔵堂74-2 イオン貝塚2F 072-436-5530
貝塚市 トントン 〒 597-0054 貝塚市堤19-5 072-432-3948
貝塚市 地鶏専門店　ぼちぼち 〒 597-0062 貝塚市沢569-4 072-439-6338
貝塚市 デイリーヤマザキ貝塚二色の浜 〒 597-0062 貝塚市澤835-1 なし
貝塚市 株式会社本家さぬきや　二色の浜店 〒 597-0062 貝塚市澤890-15 天然温泉虹の湯二色の浜店内 072-437-3111
貝塚市 夢一喜 〒 597-0071 貝塚市加神1-7-8 072-439-5838
貝塚市 ほっかほっか亭貝塚市役所前店 〒 597-0071 貝塚市加神1-7-2 072-437-6003
貝塚市 レストラン雅苑 〒 597-0072 貝塚市畠中1-18-2 072-423-1427
貝塚市 貝塚市役所内「地下食堂」 〒 597-0072 貝塚市畠中1-17-1 072-433-7294
貝塚市 丹波屋 〒 597-0072 貝塚市畠中1-2-22 072-432-7080
貝塚市 珈琲館積木 〒 597-0072 貝塚市畠中1-2-24 072-422-3530
貝塚市 中華料理店光楽 〒 597-0072 貝塚市畠中1-2-24 072-432-4602
貝塚市 カフェテラス壱番地 〒 597-0072 貝塚市畠中1-18-1 072-432-0221
貝塚市 ステーキダイニング　サンシャイン 〒 597-0072 貝塚市畠中2-22-3 072-432-2911
貝塚市 ル・コションドール・キタノ 〒 597-0072 貝塚市畠中1-2-23 072-431-6561
貝塚市 ウェスタンⅡ 〒 597-0073 貝塚市脇浜1-1-12 072-432-3793
貝塚市 うな壱　脇浜本店 〒 597-0073 貝塚市脇浜3-312-18 072-438-9944
貝塚市 ｉｃｈｉ’ｓ 〒 597-0073 貝塚市脇浜1-1-11 ポートビュー貝塚1F 072-422-8305
貝塚市 割烹屋ゆず 〒 597-0073 貝塚市脇浜4-4-6 072-439-7335
貝塚市 和幸ずし 〒 597-0081 貝塚市麻生中818-24 072-427-9182
貝塚市 お好み焼き　てっちゃん 〒 597-0081 貝塚市麻生中106-2 072-428-5550
貝塚市 なか卯　貝塚麻生中店 〒 597-0081 貝塚市麻生中1014-1 072-420-1065
貝塚市 フレンドリー貝塚店 〒 597-0082 貝塚市石才230-1-1 072-432-1303
貝塚市 焼肉一里 〒 597-0082 貝塚市石才527-15 072-432-5533
貝塚市 石才飯店 〒 597-0082 貝塚市石才656-9 072-432-7132
貝塚市 vegedinig&cheesecake　seed 〒 597-0082 貝塚市石才553-2 072-424-2081
貝塚市 ふるさと 〒 597-0083 貝塚市海塚275-9 072-433-2461
貝塚市 湖水 〒 597-0083 貝塚市海塚339-12 072-437-6127
貝塚市 喫茶　カルム 〒 597-0083 貝塚市海塚297 072-439-2767
貝塚市 肉のやまひろ 〒 597-0083 貝塚市海塚124 072-422-4019
貝塚市 美川 〒 597-0083 貝塚市海塚225-6 072-422-7630
貝塚市 居酒屋（枡） 〒 597-0083 貝塚市海塚240 072-432-3982
貝塚市 古民家　そらｃａｆｅ 〒 597-0083 貝塚市海塚3-7-5 072-493-8003
貝塚市 ｈａｒｕ食堂＋ 〒 597-0083 貝塚市海塚3-7-2 072-468-9039
貝塚市 とら吉 〒 597-0083 貝塚市海塚339-12 072-437-4129
貝塚市 手打ち蕎麦　仙太郎 〒 597-0083 貝塚市海塚3-7-9 072-477-6559
貝塚市 ほっかほっか亭貝塚駅前店 〒 597-0083 貝塚市海塚253-9 072-430-4005
貝塚市 関西料理 萬月 〒 597-0084 貝塚市鳥羽158-8 072-439-6882
貝塚市 よさこい産業会館店 〒 597-0094 貝塚市二色南町4-7 072-438-4351
貝塚市 旬菜工房　遊味 〒 597-0102 貝塚市木積154-4 072-446-6961
貝塚市 新之丞 〒 597-0104 貝塚市水間239-1-3 072-446-0167
貝塚市 茶房一会 〒 597-0104 貝塚市水間615 072-446-0881
貝塚市 喫茶　すみれ 〒 597-0104 貝塚市水間464 072-446-0591
貝塚市 喫茶　パンジョ 〒 597-0105 貝塚市三ツ松628-1 072-446-0984
貝塚市 みかげ 〒 597-0105 貝塚市三ツ松2366 072-446-5520
貝塚市 オークワ　貝塚三ツ松店 〒 597-0105 貝塚市三ツ松1476 072-446-7999
貝塚市 喫茶　太太 〒 597-0105 貝塚市三ツ松1765 072-447-1135
貝塚市 レストラン　彩 〒 597-0111 貝塚市蕎原2114 072-478-8777
泉佐野市 和食さと泉佐野店 〒 598-0001 泉佐野市上瓦屋542-1 072-469-1350
泉佐野市 喫茶　軽食　Goryo　関西国際空港店 〒 598-0001 泉佐野市泉州空港中1 関西空港ターミナルビル2F 072-456-6651
泉佐野市 松寿司 〒 598-0001 泉佐野市上瓦屋865-2 072-464-0265
泉佐野市 源ぺい　泉佐野店 〒 598-0001 泉佐野市上瓦屋226-1 072-464-1980
泉佐野市 鮮味館　上瓦屋店 〒 598-0001 泉佐野市上瓦屋687-1 072-468-8005
泉佐野市 居酒屋  八角　上瓦屋店 〒 598-0001 泉佐野市上瓦屋448-1 072-464-3811
泉佐野市 新和食料理　あんばい泉佐野店 〒 598-0001 泉佐野市上瓦屋865-1 072-469-1311
泉佐野市 タルイ・フードショップ 〒 598-0002 泉佐野市中庄361 072-462-7388
泉佐野市 いろは満月　泉佐野店 〒 598-0004 泉佐野市市場南1-8-20 072-461-0468
泉佐野市 お好み家（ＨＯＵＳＥ）木金土 〒 598-0004 泉佐野市市場南1-8-1 072-496-7515
泉佐野市 割烹松屋 〒 598-0005 泉佐野市市場東2-312-3 072-462-3740
泉佐野市 レストラン・泉の森 〒 598-0005 泉佐野市市場東1-295-1 泉の森ホール内 072-469-7109
泉佐野市 七輪焼レストラン　花みずき 〒 598-0005 泉佐野市市場東3-300 072-461-3815
泉佐野市 得得　泉佐野店 〒 598-0006 泉佐野市市場西3-6-8 072-462-9786
泉佐野市 喫茶　ブラジル 〒 598-0006 泉佐野市市場西3-2-24 072-464-5733
泉佐野市 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ泉佐野 〒 598-0006 泉佐野市市場西3-2-45 072-488-7126
泉佐野市 産直焼肉ビーファーズ　泉佐野店 〒 598-0006 泉佐野市市場西2-1-23 072-469-1129
泉佐野市 創作料理　泉の幸 〒 598-0006 泉佐野市市場西3-3-34 ベルビューガーデンキラル関西空港 072-460-2604
泉佐野市 寿司藤 〒 598-0007 泉佐野市上町3-1-32 072-464-7875
泉佐野市 ミスタードーナツ泉佐野ショップ 〒 598-0007 泉佐野市上町3-10-11 072-464-0541
泉佐野市 炉ばた焼　いろり 〒 598-0007 泉佐野市上町3-10-15 072-464-6216
泉佐野市 日本料理　寿 〒 598-0007 泉佐野市上町3-10-9 072-462-7887
泉佐野市 薩摩富士 〒 598-0007 泉佐野市上町1-13-40 072-464-7822
泉佐野市 鳥屋鶏人　泉佐野店 〒 598-0007 泉佐野市上町3-9-7 072-464-7844
泉佐野市 八剣伝　泉佐野店 〒 598-0007 泉佐野市上町3-6-8 D号 072-469-2670
泉佐野市 ほっかほっか亭泉佐野上町店 〒 598-0007 泉佐野市上町2-2-12 072-464-5116
泉佐野市 わのや　泉佐野本店 〒 598-0007 泉佐野市上町3-6-4 072-415-2108
泉佐野市 いちゃりば　ちょーでー 〒 598-0007 泉佐野市上町1-1-30 072-493-7443
泉佐野市 大阪産料理　空withくらし菜園 〒 598-0007 泉佐野市上町3-11-41（南海本線泉佐野駅改札口横） 080-9945-9741
泉佐野市 オークワ　泉佐野松風台店 〒 598-0008 泉佐野市松風台1-1138-1 072-469-3311
泉佐野市 ＪＡ大阪泉州農産物直売所　こーたりーな 〒 598-0008 泉佐野市松風台3-1-1 072-458-0070
泉佐野市 ポリオ 〒 598-0011 泉佐野市高松北1-1249-74 072-464-3351
泉佐野市 中華料理　ときよし 〒 598-0011 泉佐野市高松北1-9-1 072-463-8575
泉佐野市 南欧料理　ふうりん 〒 598-0011 泉佐野市高松北1-3-17 072-463-8733
泉佐野市 マクドナルド 泉佐野店 〒 598-0013 泉佐野市中町3-6583 072-462-5362
泉佐野市 割烹　春日 〒 598-0014 泉佐野市葵町1-1-19 072-464-7167
泉佐野市 大吉　りんくう店 〒 598-0015 泉佐野市高松南1-3-55 072-461-0321
泉佐野市 一歩　泉佐野店 〒 598-0015 泉佐野市高松南1-1-45 072-469-6915
泉佐野市 泉佐野カントリー倶楽部 〒 598-0021 泉佐野市日根野5320 072-459-7221
泉佐野市 サイゼリアジャスコ日根野店 〒 598-0021 泉佐野市日根野2496-1 イオンモール日根野 072-468-1215
泉佐野市 マクドナルド 日根野ジャスコ店 〒 598-0021 泉佐野市日根野2496-1 イオンモール日根野 072-468-1267
泉佐野市 スシマス　日根野店 〒 598-0021 泉佐野市日根野2496-1 イオンモール日根野 072-468-1368
泉佐野市 茶色　テイカラー 〒 598-0021 泉佐野市日根野7125 072-474-0007
泉佐野市 一休　泉佐野店 〒 598-0021 泉佐野市日根野4204-1 072-469-0068
泉佐野市 かつ喜 〒 598-0021 泉佐野市日根野2496-1 イオンモール日根野2F 072-488-7588
泉佐野市 焼鶏　居酒屋　八角 〒 598-0021 泉佐野市日根野4274-1 072-461-3800
泉佐野市 ほっかほっか亭日根野店 〒 598-0021 泉佐野市日根野4213-3 072-464-7714
泉佐野市 パンケーキカフェ　ｃａｆｅｂｌｏｗ 〒 598-0021 泉佐野市日根野3963-3 090-5127-9137
泉佐野市 こだわりカレーBanBan 〒 598-0021 泉佐野市日根野3925-E号 072-468-2678
泉佐野市 み奈美亭　 〒 598-0023 泉佐野市大木犬鳴山温泉 072-459-7336



泉佐野市 犬鳴グランドホテル紀泉閣 〒 598-0023 泉佐野市大木2240 072-459-7200
泉佐野市 北京飯店 〒 598-0032 泉佐野市新安松3-2-31 072-465-6080
泉佐野市 カレーハウスCoCo壱番屋　泉佐野国道２６号店 〒 598-0033 泉佐野市南中安松632-1 072-490-2333
泉佐野市 お好み焼　ぺたんこ 〒 598-0034 泉佐野市長滝3269-16 072-466-3971
泉佐野市 スシロー泉佐野店 〒 598-0035 泉佐野市南中樫井583-3 072-490-0360
泉佐野市 バイキング左近　本店　 〒 598-0036 泉佐野市南中岡本327-1 072-466-0400
泉佐野市 善八寿司 〒 598-0037 泉佐野市羽倉崎上町1-4-1 072-465-1880
泉佐野市 三平寿司 〒 598-0037 泉佐野市羽倉崎上町2-3450-2 072-465-1682
泉佐野市 カフェ　花 〒 598-0041 泉佐野市野出町18-14 072-462-7359
泉佐野市 株式会社トータルマネージメントサービス 〒 598-0043 泉佐野市大西1-6-6 谷口病院内 072-463-7341
泉佐野市 お好み焼　Sパラ 〒 598-0043 泉佐野市大西1-6-3 072-469-6679
泉佐野市 鮮味館　松原店 〒 598-0045 泉佐野市松原2-5-60 072-461-4554
泉佐野市 なか卯　りんくう松原店 〒 598-0045 泉佐野市松原1-5-21 0724-69-0964
泉佐野市 ほっかほっか亭羽倉崎店 〒 598-0046 泉佐野市羽倉崎2-1-49 072-466-5677
泉佐野市 INDIAN　RESTAURANT　すーさんのインド料理　NAMASTE・SURYA 〒 598-0046 泉佐野市羽倉崎2-1-18 072-465-1920
泉佐野市 ハイカラ食堂　りんくうシークル店 〒 598-0047 泉佐野市りんくう往来南3 りんくうプレジャータウンシークル2F フードコート内 072-469-0316
泉佐野市 マクドナルド りんくうシークル店 〒 598-0047 泉佐野市りんくう往来南3 りんくうプレジャータウンシークル2F フードコート内 072-458-0680
泉佐野市 河内らーめん喜神　りんくうシークル店 〒 598-0047 泉佐野市りんくう往来南3 りんくうプレジャータウンシークル2F フードコート内 072-458-2829
泉佐野市 しゃぶかつ　かつ喜　シークル店 〒 598-0047 泉佐野市りんくう往来南3 りんくうプレジャータウンシークル2F フードコート内 072-458-2828
泉佐野市 まかない包丁　鮮と石 〒 598-0047 泉佐野市りんくう往来南3 りんくうプレジャータウンシークル2F フードコート内 072-458-0148
泉佐野市 幸楽苑　りんくうタウン店 〒 598-0047 泉佐野市りんくう往来南3 りんくうプレジャータウンシークル2F フードコート内 072-458-1277
泉佐野市 大戸屋ごはん処　りんくうシークル店 〒 598-0047 泉佐野市りんくう往来南3 りんくうプレジャータウンシークル2F 072-468-7723
泉佐野市 (株)本家さぬきや　Kitchen-Barまる　りんくう店 〒 598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 ゲートタワービル25F 072-460-1234
泉佐野市 (株)本家さぬきや　旬彩食　団欒 〒 598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 ゲートタワービル25F 072-460-1231
泉佐野市 信州そば処　そじ坊　りんくうタウン 〒 598-0048 泉佐野市りんくう往来北1 リンクウパビリオン2F 072-464-0208
泉佐野市 ピッツェリア・エッセ・ディ・ピュ 〒 598-0048 泉佐野市りんくう往来北6 関空マリーナ内 072-464-1320
泉佐野市 魚寿 〒 598-0051 泉佐野市新町1-6-11 072-462-0072
泉佐野市 ミロク 〒 598-0054 泉佐野市栄町5-3 072-462-0088
泉佐野市 喫茶＆軽食　マインド 〒 598-0054 泉佐野市栄町5-3 072-461-2777
泉佐野市 鮮魚・旬菜・割烹　初月 〒 598-0054 泉佐野市栄町6-5 魚初ビル1F 072-457-1379
泉佐野市 喜八 〒 598-0055 泉佐野市若宮町5-2 072-462-1156
泉佐野市 植田 〒 598-0055 泉佐野市若宮町1-22 072-462-0344
泉佐野市 若葉 〒 598-0055 泉佐野市若宮町5-4 072-463-1892
泉佐野市 やぐら寿し 〒 598-0055 泉佐野市若宮町5-8 072-462-0272
泉佐野市 ニュープリンス 〒 598-0055 泉佐野市若宮町6-3 CITYホテルエアーポートプリンス 072-463-2211
泉佐野市 割烹めだか 〒 598-0061 泉佐野市住吉町2-5 072-462-2888
泉佐野市 ケンタッキーフライドチキン　いこらも～る泉佐野店 〒 598-0062 泉佐野市下瓦屋2-2-77 いこらも～る泉佐野2F 072-458-1800
泉佐野市 ディッパーダン　泉佐野店 〒 598-0062 泉佐野市下瓦屋2-2-77 いこらも～る泉佐野2F 072-469-6284
泉佐野市 とんかつかつ喜　泉佐野店 〒 598-0062 泉佐野市下瓦屋2-2-77 いこらも～る泉佐野1F 072-458-1801
泉佐野市 中国名菜　秀平 〒 598-0062 泉佐野市下瓦屋347-1 072-464-8292
泉佐野市 コープいこらも～る泉佐野 〒 598-0062 泉佐野市下瓦屋2-2-77 072-493-2001
泉佐野市 花満月　泉佐野店 〒 598-0062 泉佐野市下瓦屋2-2-77 いこらも～る泉佐野 072-479-6500
泉佐野市 すーさんのインド料理　NAMASTE　SURYA　いこらもーる泉佐野店 〒 598-0062 泉佐野市下瓦屋2-2-77 ２Fフードコート内 072-447-7559
泉佐野市 寿し太 〒 598-0071 泉佐野市鶴原1813-8 072-462-0996
泉佐野市 餃子の王将 〒 598-0071 泉佐野市鶴原1857-5 072-469-6980
泉佐野市 ライスマンクック鶴原店 〒 598-0071 泉佐野市鶴原2-1-1 072-464-5765
泉佐野市 スシロー泉佐野鶴原店 〒 598-0071 泉佐野市鶴原1731-3 072-458-0370
泉南郡田尻町 一休　田尻店 〒 598-0092 泉南郡田尻町吉見287-1 072-465-1148
阪南市 丸駒家 〒 599-0201 阪南市尾崎町3-12-1 072-472-0255
阪南市 コーヒーハウス　クロンボ 〒 599-0201 阪南市尾崎町2-3-23 072-472-2648
阪南市 広島焼き　むげん 〒 599-0201 阪南市尾崎町52-1 072-472-5950
阪南市 上海 〒 599-0201 阪南市尾崎町66 072-471-4303
阪南市 阪南ダイニング 〒 599-0201 阪南市尾崎町35-1 072-471-5678
阪南市 洋食の店　南海 〒 599-0202 阪南市下出701-6 072-472-0278
阪南市 たけわ　お好み 〒 599-0202 阪南市下出787-2 072-472-3514
阪南市 オークワ　わくわくＣＩＴＹ尾崎店 〒 599-0202 阪南市下出167-1 072-471-7000
阪南市 たちより処　きみか 〒 599-0202 阪南市下出36-1 072-472-4888
阪南市 阪南市民病院　レストラン　セブンビュー 〒 599-0202 阪南市下出17（阪南市民病院７F) 072-471-3683
阪南市 マクドナルド ハンバーガー阪南店 〒 599-0203 阪南市黒田346-1 072-472-7205
阪南市 焼鳥　かじ平 〒 599-0204 阪南市鳥取430-1 072-472-5928
阪南市 ビッグボーイレストラン泉南店 〒 599-0211 阪南市鳥取中582-1 072-472-7016
阪南市 泉善 〒 599-0212 阪南市自然田834-7 072-473-1023
阪南市 かぶら 〒 599-0212 阪南市自然田778-1 072-473-3666
阪南市 イル・ピアット 〒 599-0212 阪南市自然田820-2 072-472-5826
阪南市 やきとり、ちゃんこ　弁慶 〒 599-0212 阪南市自然田389-1 072-473-0927
阪南市 ほっかほっか亭阪南インター店 〒 599-0212 阪南市自然田833-9 072-473-7770
阪南市 魚ダイニング光 〒 599-0212 阪南市自然田820-2 072-472-5038
阪南市 清華園 〒 599-0221 阪南市石田185-1 072-472-7789
阪南市 はな 〒 599-0232 阪南市箱作1494-3 072-476-5986
阪南市 お好み焼き　つくしんぼ 〒 599-0232 阪南市箱作1661-6 072-476-2698
阪南市 音工房 〒 599-0233 阪南市南山中472-2 072-476-5505
阪南市 アルカ淡輪ゴルフ 〒 599-0233 阪南市南山中694 072-476-2410
泉南郡岬町 くにべ 〒 599-0301 泉南郡岬町淡輪5746-25 072-492-3040
泉南郡岬町 おかの 〒 599-0301 泉南郡岬町淡輪4131 072-494-3164
泉南郡岬町 中国飯店　紀淡 〒 599-0301 泉南郡岬町淡輪3214-2 072-494-3224
泉南郡岬町 欧風レストラン　シェルエメール 〒 599-0301 泉南郡岬町淡輪6190 マリンロッジ海風館内 072-494-3588
泉南郡岬町 サザンテイスト 〒 599-0301 泉南郡岬町淡輪2713 072-494-2008
泉南郡岬町 寿司よし 〒 599-0303 泉南郡岬町深日1883-3 072-492-2178
泉南郡岬町 喫茶ロータリー 〒 599-0303 泉南郡岬町深日1431-2 072-492-1521
泉南郡岬町 勘太郎 〒 599-0303 泉南郡岬町深日1828-5 ピノオークワ内 072-492-3365
泉南郡岬町 かどや食堂 〒 599-0303 泉南郡岬町深日3494-26 072-492-2005
泉南郡岬町 朝日亭 〒 599-0303 泉南郡岬町深日3494-5 072-492-2218
泉南郡岬町 たにの食堂 〒 599-0314 泉南郡岬町多奈川小島667-1 072-495-5169
堺市 カレーハウスCoCo壱番屋　堺八下店 〒 599-8101 堺市東区八下町3-7 072-240-3334
堺市 サンキューウチダ 〒 599-8103 堺市東区菩提町5-87-1 072-285-8397
堺市 ほっかほっか亭堺引野店 〒 599-8104 堺市東区引野町1-6 072-288-3900
堺市 5.ｋｉｔｃｈｅｎ 〒 599-8104 堺市東区引野町１-75-2 072-289-7095
堺市 八剣伝　白鷺店 〒 599-8107 堺市東区白鷺町1-10-4 072-235-7399
堺市 スシロー初芝店 〒 599-8113 堺市東区日置荘田中町127-1 072-288-2660
堺市 八剣伝　初芝駅前店 〒 599-8114 堺市東区日置荘西町2-4-26 豊田ビル1F 072-288-3020
堺市 ほっかほっか亭北野田駅前店 〒 599-8122 堺市東区丈六171-20 072-239-0784
堺市 サンプラザ　北野田店 〒 599-8123 堺市東区北野田1084-132 072-239-4741
堺市 八剣伝　北野田駅前店 〒 599-8123 堺市東区北野田48-4 北野田ビル1F 072-230-5156
堺市 ほっかほっか亭登美丘店 〒 599-8127 堺市東区草尾341-1 072-234-5353
堺市 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ大野芝 〒 599-8233 堺市中区大野芝町23-1 072-290-7678
堺市 どとう　ぜにや 〒 599-8234 堺市中区土塔町2076-1 072-236-0021
堺市 ほっかほっか亭深井店 〒 599-8235 堺市中区深井東町3015 サンシャイン深井1F 072-279-8727
堺市 カレーハウスCoCo壱番屋　泉北高速深井駅前店 〒 599-8236 堺市中区深井沢町3281 072-276-5630
堺市 ナチュラルガーデン 〒 599-8237 堺市中区深井水池町3270 072-270-8510



堺市 パンドエッセ 〒 599-8237 堺市中区深井水池町3282 072-270-6612
堺市 サンパレス　パパ・ヘミングウェイ 〒 599-8237 堺市中区深井水池町3238 072-340-1877
堺市 ほっかほっか亭堺水池店 〒 599-8237 堺市中区深井水池町3094 072-270-6535
堺市 カレーハウスCoCo壱番屋　堺福田店 〒 599-8241 堺市中区福田579-2 072-230-0078
堺市 よしの寿司 〒 599-8241 堺市中区福田432-10 072-237-2296
堺市 八剣伝　福田店 〒 599-8241 堺市中区福田1080-1 072-230-5788
堺市 なか卯　堺福田店 〒 599-8241 堺市中区福田1054-1 072-230-5066
堺市 八剣伝　深井店 〒 599-8246 堺市中区深井沢町3126 グランドール深井1F 072-278-5788
堺市 会合 〒 599-8246 堺市中区田園506 072-239-3929
堺市 モニークカフェ 〒 599-8253 堺市中区深阪2367-103 072-206-2723
堺市 ほっかほっか亭泉北深阪店 〒 599-8253 堺市中区深阪6-1-40 072-239-3434
堺市 大阪いずみ市民生活協同組合　コープ深阪 〒 599-8254 堺市中区伏尾356-2 072-277-5141
堺市 ほっかほっか亭八田西店 〒 599-8265 堺市中区八田西町2-4-11 072-276-3720
堺市 炭火焼市場のて深井店 〒 599-8271 堺市中区深井北町637-2 072-201-1129
堺市 源ぺい　深井店 〒 599-8271 堺市中区深井北町3499 072-278-8834
堺市 ｃａｆｅ　Ｆｒｉｅｎｄｓ 〒 599-8273 堺市中区深井清水町3985 072-278-8688
堺市 ファミリーメモリアル　深井 〒 599-8275 堺市中区東八田158-1 072-276-7221
三島郡島本町 かぎ卯 〒 618-0001 三島郡島本町山崎3-4-1 075-962-0700
三島郡島本町 カフェドルミ 〒 618-0011 三島郡島本町広瀬4-24 万葉ハイツ112 075-285-0611
三島郡島本町 和食さと水無瀬店 〒 618-0012 三島郡島本町高浜3-1-2 075-962-1194
三島郡島本町 カレーハウスCoCo壱番屋 島本町国道１７１号店 〒 618-0013 三島郡島本町江川1-23-30 075-963-3551
三島郡島本町 ムク 〒 618-0014 三島郡島本町水無瀬2-4-10 075-962-7800
三島郡島本町 珈琲店　槇 〒 618-0014 三島郡島本町水無瀬2-3-9 075-961-7832
三島郡島本町 ほっかほっか亭水無瀬駅前店 〒 618-0014 三島郡島本町水無瀬1-18-13 075-963-4820
三島郡島本町 Café　Puku。Puku。 〒 618-0014 三島郡島本町水無瀬1-11-13-103 075-961-7069
三島郡島本町 レストランやまぶき 〒 618-0022 三島郡島本町桜井3-4-1 075-961-1021
三島郡島本町 手づくりパン屋　木馬 〒 618-0022 三島郡島本町桜井1-13-4 075-961-1881
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