
市町村名 施設名称

大阪市 英会話プリンスフォード
大阪市 鶴亀
大阪市 ポジャンマッチャ
大阪市 ＬＩＬＡ（リラ）
大阪市 居酒屋 藍
大阪市 せき戸
大阪市 対馬
大阪市 博多串焼き 心
大阪市 レストラン やまもと
大阪市 ちんとんしゃん
大阪市 居酒屋 恵
大阪市 大西亭
大阪市 串串
大阪市 旬感居酒屋。 ひで屋
大阪市 晴好
大阪市 楽酒や
大阪市 十限無
大阪市 お食事処 ほうれい
大阪市 グリル的場
大阪市 和楽菜彩 月
大阪市 居酒屋 酔って候
大阪市 やきとり繁吉
大阪市 立ち飲み銀仁
大阪市 居酒屋山
大阪市 丸國
大阪市 ソニック
大阪市 居酒屋だるま
大阪市 居酒屋きみつ家
大阪市 串かつ宝楽
大阪市 奴
大阪市 ワンズ・ハウス
大阪市 串揚げ居酒屋ZEN
大阪市 焼肉 味福苑
大阪市 くいもんや 温
大阪市 シャン・ド・フルール
大阪市 焼肉つるや
大阪市 寿司繁
大阪市 SOUND STUDIO RUMOR
大阪市 居酒屋 かわぞえ
大阪市 蜂の家
大阪市 Beauty Akira
大阪市 竹園
大阪市 バールイルソーレ
大阪市 ツジスポーツテン
大阪市 いちくみ
大阪市 ばんざい氣儘
大阪市 ぐれお
大阪市 みしま
大阪市 かつお節屋さんの食堂

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた
ご協力のお申し出ありがとうございました。

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和2年5月26日公表分）
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大阪市 フォルティシモ
大阪市 味処 桃井
大阪市 コーヒーショップ DELTA
大阪市 ローレル ステンドグラス
大阪市 LAMP coffee Shop
大阪市 カジュアル割烹 春夏冬
大阪市 酒人肴 びりけん
大阪市 居酒屋 おごじょ
大阪市 あつあつ亭
大阪市 Ｂｏｎｄ
大阪市 とりまる
大阪市 一喜
大阪市 ホルモン やびく
大阪市 北すし
大阪市 南京园
大阪市 ほづみ
大阪市 飲食処 月光
大阪市 もん家
大阪市 居酒屋 まいちゃん
大阪市 鳥登美
大阪市 彩
大阪市 肉匠 おか元
大阪市 呑み処 焼肉 波来
大阪市 沙羅
大阪市 いってつや
大阪市 お好み焼き まるた
大阪市 炭火串焼やきとり またきて屋
大阪市 寿司善
大阪市 越前
大阪市 チキングリル専門店 GROVE
大阪市 智屋
大阪市 四季彩 にし川
大阪市 シーズナル・ポジー
大阪市 お家ごはん ひとみ
大阪市 北川酒店
大阪市 やきにく亭 飛龍
大阪市 和心料理 いとう
大阪市 ＯＪ＋
大阪市 響や
大阪市 どら鴨
大阪市 カラオケマドンナ
大阪市 1416
大阪市 BAR WISTERIA
大阪市 カフェ スーク
大阪市 株式会社つばさトラベル
大阪市 とり一番本舗
大阪市 ジッキン
大阪市 SWAMI
大阪市 パスタフルカフェ マリアン
大阪市 平和樓
大阪市 軍鶏十番
大阪市 OSAKACABINET
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大阪市 豚骨らーめん王座
大阪市 黒門市場 肉星
大阪市 JAM 大阪本店
大阪市 みんなのひみつきち
大阪市 株式会社ほてい
大阪市 料亭天王殿
大阪市 炭火焼肉けむたい家
大阪市 フリーフット
大阪市 Bon Soleil
大阪市 Halal Restaurant 成田屋 大阪ミナミ店
大阪市 ひかり
大阪市 福の舞
大阪市 焼肉喜連園
大阪市 蕎麦とラー油で幸なった。
大阪市 CRITTERSPIZZA 
大阪市 美的空間
大阪市 珉珉 上新庄駅前店
大阪市 フィットネスジムリボディ
大阪市 南平
大阪市 株式会社 梅田木曽路
大阪市 ピンクフラミンゴ
大阪市 ピエドラ 
大阪市 海鮮坊豆捞
大阪市 半田屋
大阪市 大一そば天満店
大阪市 弁天町番屋
大阪市 らぁめんこらぼるた
大阪市 海鮮旬菜うお佐
大阪市 エクウス
大阪市 味乃家
大阪市 クラブグレイル
大阪市 ホワイトニングカフェ 大阪なんば店
大阪市 ラウンジメデリン
大阪市 Daigaku
大阪市 炭のあかり松本
大阪市 ai-Q
大阪市 南蛮食堂
大阪市 海賊の食卓 くろひげ
大阪市 DANCE studio ESSE
大阪市 海皇大阪堂島店
大阪市 玄風館
大阪市 たんぽぽ 十三店
大阪市 西洋菓子処シェール
大阪市 シンクロ矯正 カドモリ アカデミー
大阪市 Kamekichi
大阪市 レンタルショーケースTimeko
大阪市 炭火焼鳥 鳥久
大阪市 ごろはち
大阪市 季節料理 天羽 丸八
大阪市 割烹むつごろう
大阪市 大阪浪花家
大阪市 プロジェティスタ
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大阪市 サーレ ペペドゥエ
大阪市 フォトスタジオ ピエノ
大阪市 和おん銀沙 
大阪市 ナガオカダンスアカデミー
大阪市 ラウンジ 上
大阪市 南海飯店
大阪市 買取店DOCKS
大阪市 たこ焼 十八番 Sons-Dohtonbori
大阪市 くいしんぼ本店
大阪市 和食や あんばい なんばパークス店
大阪市 テラピーワークスオーベルジュ
大阪市 湖中 梅田スカイビル店
大阪市 ARNECK
大阪市 レストランアラスカフェスティバルタワー店
大阪市 スタジオマース
大阪市 アベノ王民王民 本店
大阪市 酵素浴えん心斎橋店
大阪市 BODY DESIGN AREA BEASTY
大阪市 MAKI BEEF WINE 正道塾
大阪市 株式会社 池野スタジオ
大阪市 鳥貴族 天王寺北口店
大阪市 高校野球Bar高三の夏
大阪市 古潭
大阪市 CIRCUS
大阪市 PILATES Studio ビーキューブ®
大阪市 駅前屋
大阪市 ブルーマーリン
大阪市 シャポードあべのサロン
大阪市 和ばる 湊
大阪市 暖心
大阪市 本町イタリアン倶楽部
大阪市 株式会社KOSHI (タートルジム)
大阪市 Ｍの焼肉 福島本店
大阪市 日本旅行企画株式会社
大阪市 株式会社エルミタージュ
大阪市 和カフェ ちさと
大阪市 べラジオ本店
大阪市 優塾
大阪市 北京整体院
大阪市 北新地やきにく福園
大阪市 北新地Ｃｈｉｅｆ produced by Maitre Renard
大阪市 えんや
大阪市 上等カレーなんばウォーク店
大阪市 BARキリ
大阪市 ヒルマンなんば店
大阪市 JEX宝石ギャラリー
大阪市 中華アジアンバル玉造夜市
大阪市 創作中華regina
大阪市 韓国ダイニング李
大阪市 AGITO SPACE
大阪市 オーバル レゾナンス／ニノーバルコーヒー
大阪市 KAFFE BAR NELLIE
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大阪市 ぬくぬく屋
大阪市 京都北山ダイニングあべのハルカスダイニング店
大阪市 Osteria COMODO HIRO
大阪市 ミュージックインま都お
大阪市 岡給食有限会社
大阪市 麻雀クラブ サン
大阪市 ＳＵＭＩＫＡ
大阪市 GRILL&BAR SUNTRAP
大阪市 中国食府 双龍居 天満駅前店
大阪市 Jn-nail
大阪市 cafe太陽ノ塔 greenwest店
大阪市 浪花屋鳥造 杉本町店
大阪市 株式会社スカイツ－リング
大阪市 割烹うえの
大阪市 炭焼地鶏鳥健
大阪市 SPORTY COFFEE/AKTR Sports Supply
大阪市 トラットリアｅバールＭＡＲＩＡ
大阪市 中国料理 太閤
大阪市 天串と海鮮の店はれ天
大阪市 天満ワイン酒場Nido
大阪市 船場カリーPLUS難波駅店
大阪市 肉処 倉 なんばパークス店
大阪市 和ｄｉｎｉｎｇほたる
大阪市 KICKBOXINGSTUDIO ZEST
大阪市 炭火串焼 鳥料理 ともじろう
大阪市 焼鳥スミス
大阪市 HEAD TO TOE
大阪市 ロイヤルホース
大阪市 ジョニーのからあげ 松屋町
大阪市 一生懸麺 京橋南店
大阪市 Ｒａｐｓｙ
大阪市 BAR C-ONE
大阪市 鳥蔵
大阪市 京橋個室居酒屋 彩花～iroha～ 京橋駅前店
大阪市 サンワドラッグ
大阪市 海鮮酒場はたはた
大阪市 日本トラベルセンター株式会社
大阪市 サクラBAR
大阪市 串カツ中崎きりがね食堂茶屋町店
大阪市 しゃぶ長
大阪市 カレーハウスインディー
大阪市 アカルスタジオ
大阪市 楽飲楽飲ゆきや
大阪市 佐賀牛吉しや
大阪市 オトト水産
大阪市 イタリアンバルvela
大阪市 BAR SAIL
大阪市 エース
大阪市 桃谷エビス
大阪市 お好み焼き 千草
大阪市 MAIDOU西安料理
大阪市 おたる栄六すし
大阪市 ハングリータイガー大阪
大阪市 楽家
大阪市 ポテトキッド
大阪市 Room
大阪市 総合ツアーシステム株式会社
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大阪市 貝賊
大阪市 和膳和酒油屋
大阪市 チケットセブンプレイガイド 梅田店
大阪市 犇之屋（ひしのや）
大阪市 北新地なおらい
大阪市 居酒屋 ちゃが楽
大阪市 株式会社 李青堂
大阪市 リンガリンガ
大阪市 占い さいら
大阪市 たこ梅 本店
大阪市 THE WALL
大阪市 Live Bar D.Ⅲ
大阪市 あっちち本舗 道頓堀店
大阪市 割鮮 吉在門
大阪市 凸
大阪市 個別指導IC
大阪市 うどん棒
大阪市 難波ハンズフリーセンター
大阪市 選れ寄れ酒場
大阪市 豚まに
大阪市 BAR QUPIDO
大阪市 天六マッシュアップ
大阪市 すし政
大阪市 由多嘉
大阪市 黒毛和牛ダイニング 様
大阪市 沖縄創作料理 琉宮
大阪市 ワイン酒場ヒトエナトゥーラ
大阪市 little bear tea shop
大阪市 カブール大阪店
大阪市 Bell Journe
大阪市 again
大阪市 bar moon walk 道頓堀西２号店
大阪市 cocoro
大阪市 BANQUET
大阪市 網焼ビフテキ 小松屋
大阪市 スタジオソラ
大阪市 マンモスカフェ
大阪市 チェディルアン ハービスENT
大阪市 永麗
大阪市 アンティークマイクＭ
大阪市 麺屋きょうすけ都島店
大阪市 焼肉玄風
大阪市 但馬屋
大阪市 煎餅侠中国小吃
大阪市 BOOK＆BAR書斎
大阪市 回転寿司海幸
大阪市 焼肉あべの一番
大阪市 Bar08 本通り店
大阪市 Blink salon Cerisier
大阪市 エステサロン・スクール【美SALON】
大阪市 あっぱっぱ
大阪市 Bellmoon
大阪市 PALM Dolce&Crepe 1987
大阪市 レストラン  ラシーム
大阪市 割烹 神留
大阪市 カフェアンドバーレイズ
大阪市 酒彩 大黒屋
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大阪市 アジアC&C外語学院
大阪市 株式会社龍門
大阪市 串かつ うおてる 都島店
大阪市 ヨツバカリー
大阪市 炉端処 一心
大阪市 雅楽
大阪市 曽根崎 鳥長
大阪市 麺や 蓮と凜
大阪市 SAKEDINING ＦＵＪＩ
大阪市 BLOWS
大阪市 ＷＯＮＷＯＮ
大阪市 R・J
大阪市 味千拉麺 新大阪店
大阪市 陶芸教室 陶音
大阪市 はり重道頓堀本店
大阪市 オープンドア
大阪市 YOGA SHALA SAMADHI
大阪市 アバンダンティア西梅田
大阪市 ビーハイブホステル大阪
大阪市 株式会社 イコナジャパン
大阪市 しもたや 福島店
大阪市 有限会社 太郎坊寿し
大阪市 ホテルクライトン新大阪
大阪市 株式会社 JQUALIA
大阪市 松栄丸
大阪市 トータルバランス
大阪市 スタジオアッシュ 梅田店
大阪市 石挽き十割蕎麦 玄盛
大阪市 串くわ焼き けー坊
大阪市 西心斎橋ゆうの
大阪市 松屋町倶楽部
大阪市 かすてら本舗 中村商事
大阪市 関西ツーリストサービス株式会社
大阪市 ネイルサロンレボルデ
大阪市 ビアベリー
大阪市 レストランOKINAWA
大阪市 セルモ長居教室
大阪市 よかろ
大阪市 磯八 げそ
大阪市 煮干しらーめん玉五郎 堀江店
大阪市 はじめ
大阪市 大阪中央整体院（顔プロ）
大阪市 すしたま田
大阪市 焼肉とらじ
大阪市 ザブリッジホテル心斎橋
大阪市 豚しゃぶせいろ蒸し豚匠
大阪市 泰昌閣
大阪市 スマホ・パソコン教室ウェルバランス
大阪市 KITAHAMA N Gallery
大阪市 BROWN eyed SOULミュージックスクール
大阪市 クラブレジェンダ
大阪市 ホープ外国語学院
大阪市 ノガラッツァ
大阪市 居酒屋本陣
大阪市 ニューワール堂
大阪市 ゲームセンター オリンピア
大阪市 インドレストラン ディワリ
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大阪市 新南陽
大阪市 しゃぶしゃぶ 一
大阪市 Ｖｉｎ樹亭
大阪市 四季料理入兆
大阪市 Club Lounge GLITTER
大阪市 for k
大阪市 FlyJuice北堀江
大阪市 手打ち蕎麦割烹 喜心
大阪市 ＲＩＺＥ
大阪市 蕎麦と鴨料理 心斎橋宗平
大阪市 EQWELチャイルドアカデミー 平野教室
大阪市 よし寿し
大阪市 Spade Cat Burger
大阪市 お好み焼きsakura
大阪市 モンテソル
大阪市 インド・ネパール料理シマ
大阪市 王様が愛したカルビ
大阪市 バルマルイタリアーノ
大阪市 酒処もりおか
大阪市 奄美島料理 てぃだ
大阪市 三協マネジメント株式会社
大阪市 Ｍｏｒｅ－ｒａｔｅ
大阪市 ジュエリーエミリー
大阪市 ａｎｄＩ
大阪市 Ｒｏｓｓｉ
大阪市 千扇
大阪市 ちゃんこ たつみ
大阪市 昭和丸
大阪市 アンシー’sストレッチヨガスタジオ
大阪市 La Tepparnya
大阪市 リッチドールパートⅡ梅田店
大阪市 IDOLSTAGE
大阪市 粋餐 石和川
大阪市 インターネットカフェアルカンシェール
大阪市 旬彩工房 喜あじ
大阪市 楽韓堂心斎橋店
大阪市 堂山食堂
大阪市 四川食房福龍
大阪市 佐兵衛
大阪市 スペックフィットネスクラブ
大阪市 焼肉レストラン松井
大阪市 ネイル&アイラッシュサロンJOJO
大阪市 リッチドールフェミニン
大阪市 ピアノピアーノ
大阪市 アイダック
大阪市 株式会社ル・ビジュー
大阪市 ねた市 福島店
大阪市 チヤンピオン 
大阪市 延南ソ食堂
大阪市 マッコリ家
大阪市 イスク英語学院
大阪市 吉村商店
大阪市 トラットリア あるふぁ
大阪市 ナチュラルガーデン天神橋本店
大阪市 フィナンシェ
大阪市 三起
大阪市 焼肉の南大門 上住吉店
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大阪市 有限会社ラポットカンパニー
大阪市 丼彩酒楽 由庵
大阪市 エッサンシエル
大阪市 いけない奥さん 梅田店
大阪市 田楽庵
大阪市 プリンセスアッシュ
大阪市 がってん 駅ビル店
大阪市 五鉄
大阪市 PHOTO STUDIO RICCO
大阪市 中華バル サワダ
大阪市 鳴門寿司
大阪市 御足堂
大阪市 和牛焼肉うのう西田辺店
大阪市 北京料理 株式会社萬集楼
大阪市 昇龍軒
大阪市 串柾別館
大阪市 リラクゼーション癒憩
大阪市 サロン・ド・ケイ
大阪市 おにたこきい太
大阪市 旬魚菜 磯一
大阪市 チーズ＆フルーツバル エスパス
大阪市 CDCBOX
大阪市 黒門ー轍ー
大阪市 法善寺浅草
大阪市 SalonAmechan
大阪市 レストランカランドリエ
大阪市 岩盤浴もりの王国
大阪市 BALIMA BALIRE阿倍野店
大阪市 ギャラリー39
大阪市 聖リッチ女学園
大阪市 リッチドールなんば店
大阪市 かどや
大阪市 らーめん 愛きょう屋
大阪市 クラブ リッチ
大阪市 居酒屋雪月花
大阪市 OLの品格クラブアッシュ
大阪市 広東料理 美祥
大阪市 美ら島真心
大阪市 株式会社プログレ
大阪市 T&Kコーヒー 壱心茶屋
大阪市 シルフィア
大阪市 博文舎
大阪市 スタジオ ソネ
大阪市 チャンチ ヨドバシ梅田店
大阪市 株式会社エアロ
大阪市 入船温泉
大阪市 ストーリーテラー株式会社
大阪市 スタジオグレース
大阪市 高価買取ネット
大阪市 株式会社しのぶれど 
大阪市 酒味泉ごえんや
大阪市 船場ひさ家
大阪市 ユーラシア料理福縁
大阪市 北むら
大阪市 heavenly  crystal ヘヴンリイ クリスタル 
大阪市 スタジオアリウープ
大阪市 ベクトル帝塚山店
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大阪市 丸三道具市場
大阪市 カリトロ 梅田店
大阪市 鉄板焼ステーキダイニングHAPPYBUFFALO
大阪市 大唐足マッサージ
大阪市 加藤ヒロユキ音楽事務所 音楽教室
大阪市 浪花ひとくち餃子 チャオチャオお初天神店
大阪市 ＡＮＪＥＲＩ
大阪市 海南亭
大阪市 吟味屋
大阪市 FITNESS GYM K-B-
大阪市 大阪コミュニケーションスペース（プレゼン道場）
大阪市 お好み焼き さざれ
大阪市 口福家ＨＡＮＡＲＥ
大阪市 百億
大阪市 韓国料理教室manna
大阪市 鮨処音羽 北新地永楽店
大阪市 彼氏の手料理ダイニング ソラリ
大阪市 肉匠なか田
大阪市 テニスショップ テネ
大阪市 Y art gallery
大阪市 英会話教室Speaking Factory
大阪市 ホルモン居酒屋 晴れる家
大阪市 しゃかりきばーるほしぼし
大阪市 nail salon sou     
大阪市 offrir
大阪市 まるとく
大阪市 合同会社Casa
大阪市 バル ノモカ（Bar Nomoca）
大阪市 ステーキ鉄板焼素敵館
大阪市 Perfect・Body
大阪市 東海トラベル株式会社
大阪市 文の助茶屋
大阪市 スタジオサンムーン
大阪市 VIVIDEEP maison（ビビディープメゾン）
大阪市 ＫＡＴＡＣＨＩ
大阪市 鶴橋三玄
大阪市 メンズ脱毛LCD
大阪市 焼肉冷麺 一龍
大阪市 Sun-Q LABO
大阪市 第七藝術劇場
大阪市 焼肉 珍三カルビ
大阪市 大東園
大阪市 八起亭
大阪市 TERA外語ビジネス学院
大阪市 ピュアサウンド2号店
大阪市 心斎橋サンボウル
大阪市 廣田家
大阪市 割烹秋やま
大阪市 藍丹
大阪市 有限会社カタギリ武道具
大阪市 SET SALON MUG
大阪市 道頓堀赤鬼
大阪市 株式会社ジーテイーアンドカンパニー
大阪市 OVER THE CENTURY
大阪市 珈琲専門店 クレセント
大阪市 PALETTE
大阪市 スタジオシロバコ
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大阪市 光寿治療院
大阪市 窯焼きステーキ福田
大阪市 クィーンズジュエリー
大阪市 Restaurant mitte
大阪市 エステティック マダムテルコ
大阪市 乗馬用品専門店ジョッパーズ
大阪市 アップグレード関目高殿教室
大阪市 ジュエリーイチダ
大阪市 シュミネ茶道教室
大阪市 炭火ホルモン そがん
大阪市 おいしんぼ
大阪市 株式会社Synapse
大阪市 万穂屋 北京鍋
大阪市 株式会社トラベルアルファ
大阪市 ふぐとら
大阪市 ブリルトワーゼ
大阪市 伊たこ焼
大阪市 韓国料理 アラマァー！
大阪市 北浜くくり
大阪市 Ａバール
大阪市 ナカムラチャイルドスポーツ
大阪市 川福
大阪市 お好み焼き とんべえ
大阪市 大衆酒場 あげもんや 兎我野町店
大阪市 042610(オシニムチュウ)
大阪市 ジュエリーグラースふとり
大阪市 すぎ寿司
大阪市 沢
大阪市 プリマポルタ
大阪市 上一
大阪市 モスバーガーあべのキューズモール店
大阪市 ノムラインターナショナル株式会社
大阪市 ホリディパールホテル
大阪市 阿蘇溶岩石焼 といとい穴座
大阪市 瀬楽スタジオ
大阪市 有限会社柴橋商店
大阪市 有限会社サントラベル
大阪市 田門
大阪市 日本料理和光菴
大阪市 有限会社ＩＭＢＡ
大阪市 サンタルチア
大阪市 マドラスカレー千日前店
大阪市 ル ヴァン ビアン
大阪市 明月館 上本町本店
大阪市 明月館 京橋店
大阪市 焼肉まるしま
大阪市 つる牛
大阪市 九絵家
大阪市 あずみのおそば 樽屋玄助
大阪市 メイト陶芸教室
大阪市 二升五合
大阪市 ＬＵＣＫ ＢＲＩＤＡＬ
大阪市 ニニョトラヴィエソ京橋
大阪市 Eyelash Lime
大阪市 テラスカフェ
大阪市 株式会社ジョージハウスジャパン
大阪市 花くじら
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大阪市 煌楽
大阪市 ホーム・パーティー風 チルコロ
大阪市 英会話 Hi Twinkle Kids
大阪市 株式会社 Wedding絆
大阪市 得月
大阪市 香香閣
大阪市 森田屋
大阪市 cafe jam
大阪市 リラクゼーションサロン・ティヨール阪神百貨店ディアモールフィオレ店
大阪市 マック体操クラブ 阿倍野教室
大阪市 bello
大阪市 鮨処八三郎
大阪市 沖縄料理いちゃりば
大阪市 ヴェリナ
大阪市 鮨うちやま
大阪市 鯛めし銀家
大阪市 鮨処敏
大阪市 株式会社グリーンスタッフ
大阪市 ぜにや
大阪市 ドリヤード
大阪市 株式会社アイランドカンパニー
大阪市 サンギョプサル豚マイ
大阪市 焼肉空テント館
大阪市 ジュエラ－ズ・ミリオン株式会社
大阪市 居酒屋みみずく２５
大阪市 シンメトリー天満橋店
大阪市 マル長鮮魚店
大阪市 株式会社BHF
大阪市 珍竹林 阪急東通り店
大阪市 焼肉 牛魔
大阪市 鶏家たちばな
大阪市 スターベルダンススタジオ上新庄校
大阪市 でんがく季節料理おかじま
大阪市 有限会社平岡美術
大阪市 浜町
大阪市 Kバレエスタジオ
大阪市 コネクトワールド株式会社
大阪市 天ぷら 大吉 なんば店
大阪市 味の居酒屋 ほろ酔
大阪市 ナジミキンパ
大阪市 やきにく虎坊
大阪市 肉処たまい
大阪市 イグカフェ
大阪市 ニューズ倶楽部
大阪市 B-tech Japan
大阪市 焼肉吉田
大阪市 たこ茶屋
大阪市 格闘スポーツスクールレックスジャパン 龍生塾
大阪市 アクアダイビングスクール
大阪市 セットサロンａｉｌｅ
大阪市 株式会社ウエダ商店
大阪市 かんてきや 瓦町店
大阪市 スタジオ ラクア
大阪市 大阪帝拳ジム
大阪市 鶴橋らーめん食堂鶴心
大阪市 善-zen-
大阪市 多氣
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大阪市 寿し門司
大阪市 寿司やまわき
大阪市 豚や葵
大阪市 しゅん魚先
大阪市 EVERY BODY
大阪市 りとりいと
大阪市 Gastronomia Fabbrica Bar
大阪市 ノーブルギフト
大阪市 京の町
大阪市 寿司処まえ田
大阪市 酒蔵鍋
大阪市 ネスパ
大阪市 すーぱー百番
大阪市 フォルクス
大阪市 らーめんstyle JUNK STORY
大阪市 カフェ＆ワイン Ｔ’ｓダイニング
大阪市 frufru
大阪市 心斎橋ジュエリーセンター
大阪市 フリースペース TOPLAB
大阪市 リラクゼーションサロンCOCORONE
大阪市 清昌館 京橋店
大阪市 太鼓道場政楽館
大阪市 酒菜家とく
大阪市 風の香り里の味 ゆるり
大阪市 豚美福島店
大阪市 しゃぶしゃぶ ぐるまん
大阪市 金久右衛門
大阪市 酒・飯場さかもと
大阪市 T・Y・Tムエタイジム
大阪市 書斎 SALON
大阪市 そば処 松風
大阪市 エリーゼ
大阪市 set salon keity
大阪市 酒中花 空心
大阪市 やきとりの名門秋吉阿波座店
大阪市 JTRRD
大阪市 KINJI 心斎橋 BIG STEP 店
大阪市 有限会社ケイ旅サービス
大阪市 スペイン語教室ADELANTE
大阪市 サウナあかし
大阪市 大衆餃子酒場今ちゃん
大阪市 EL PONIENTE
大阪市 カフェ スパッツ
大阪市 ネクストドア株式会社
大阪市 ５５マッチャン家
大阪市 エプバンタイユ
大阪市 志な乃亭鶴見本店
大阪市 さこちゃん
大阪市 eyelash&nail joliemom
大阪市 ITTO個別指導学院 都島友渕校
大阪市 活喜寿司
大阪市 山ぶた
大阪市 串の坊鶴橋店
大阪市 Thai Kitchen KAOMANGAI
大阪市 チケットスーパー日本橋店
大阪市 グレースボクシング＆スポーツジム
大阪市 焼肉食べ放題韓国居酒屋てじや玉造店
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大阪市 イングリッシュスポット英会話学校
大阪市 mucu 新屋食堂
大阪市 Rakii
大阪市 ベラボッカ
大阪市 しる芳
大阪市 株式会社近藤トラベルサービス 本社営業所
大阪市 株式会社大阪華聯旅行社
大阪市 株式会社ジョイント・プレジャー玉造事務所
大阪市 酒蔵 富五郎
大阪市 株式会社カンピオーネ
大阪市 Serendipity
大阪市 インド料理 マユール、ボンベイキッチン
大阪市 INFAスクール
大阪市 Gogaku中国語教室
大阪市 ヤマダモンゴル
大阪市 キャリア・ステーション
大阪市 北海道海鮮にほんいち本町店
大阪市 いしれい
大阪市 吉鳥 あびこ店
大阪市 きみや大阪本店
大阪市 鴻韻堂
大阪市 スタジオクライム
大阪市 株式会社安創商事 
大阪市 お好み焼き 白兎
大阪市 とみ多
大阪市 俺たちのカレー家
大阪市 イシイ楽器 ヤマハ音楽教室
大阪市 炭火焼河内鴨と地鶏専門店 鷹佑
大阪市 バッグアーティストスクールレプレ
大阪市 すずかけLabo.
大阪市 有限会社ユリカトータルサービス
大阪市 竹之内
大阪市 揚子江ラーメン 緑橋店
大阪市 プラスカルチャー 
大阪市 旬鮮 一準
大阪市 Couture Eyelash 梅田店
大阪市 台湾同客餃子館
大阪市 HINAGI はなれ
大阪市 株式会社ＫＲＭ
大阪市 スープカレーと定食の店 こうき屋
大阪市 ホットクロス南堀江店
大阪市 結婚相談所ビリーブインユアセルフ
大阪市 四川麻辣牛肉麺
大阪市 OFFICE MINAMIKAZE
大阪市 株式会社ダイトウ
大阪市 りきどうじゃん
大阪市 農人橋カミノザ
大阪市 Chaleur
大阪市 モンゴル料理こぺん
大阪市 エルパジャッソ
大阪市 Bar Shusui
大阪市 cafe&customspace Over the Over
大阪市 焼鳥秀人
大阪市 タロー
大阪市 和ばーる えにし
大阪市 Bar トレイシー
大阪市 イム・チャーン
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大阪市 多花美
大阪市 船場カリー 瓦町店
大阪市 BarBlueBird
大阪市 bar D
大阪市 igocoti
大阪市 MUSICA
大阪市 酒肴屋つき乃
大阪市 ROSE SOUL（ローズソウル）
大阪市 公文式西船場教室
大阪市 BAR NiCOLE
大阪市 マジックバー フレンチドロップ
大阪市 Harouge
大阪市 REMION
大阪市 東心斎橋イルピアット
大阪市 うまいもん家 大久
大阪市 TREOTTO
大阪市 とみおか
大阪市 Bar Anry
大阪市 きっちん桃源郷
大阪市 TROTRO
大阪市 ストリーム
大阪市 屋台酒場リーダー
大阪市 古物商清美堂
大阪市 炭屋風天
大阪市 お好み焼 明
大阪市 とみ菜 うえ野
大阪市 JAM BOXING GYM
大阪市 BAR LAUGHING
大阪市 公文式 新東三国教室
大阪市 西浦光洋水墨画教室
大阪市 喜与鮓
大阪市 BAR識
大阪市 あゆの家
大阪市 Bar Speranza
大阪市 Bar 34
大阪市 BAR SAY
大阪市 eyelash salon GENIC
大阪市 不登校・病児自立支援事業ろ～たす
大阪市 酒膳ちろり
大阪市 喫茶ベアーズ
大阪市 BARナマズ
大阪市 王珉
大阪市 串揚げかず屋
大阪市 ヒビキミュージックサロンリーヴズ
大阪市 Aka Saka
大阪市 サントリースナックＯＰ
大阪市 River & Castle side space Cheers
大阪市 いち蘭
大阪市 BAR Perch
大阪市 土佐料理 みやも亭
大阪市 ネイルサロンアンドスクール クルールドゥモア 
大阪市 小中整体院 癒庵
大阪市 焼とん 京橋 バビアン
大阪市 チャイニーズ食堂菜々
大阪市 寅馬
大阪市 bateau ivre
大阪市 VIN de VIN
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大阪市 KING GYM
大阪市 笑和
大阪市 ARGUS北新地
大阪市 食楽こつま
大阪市 創作居酒屋 かやまんち
大阪市 Small+
大阪市 ribbon DINING BAR
大阪市 天満橋ボクシングジム
大阪市 Bar Igosso
大阪市 創作串揚げ 一正
大阪市 nailsalon etoile
大阪市 Akio's Kitchen
大阪市 整体サロン力指
大阪市 つどい処鮨旬三郎
大阪市 ダイヤモンドキッズ都島教室
大阪市 中国料理ピネ亭
大阪市 BAR ALBA
大阪市 バー ターゲット
大阪市 ふくろうの集うカフェＱｕｉｌｌ
大阪市 La Calletta
大阪市 夢街堂
大阪市 四季旬菜 花音
大阪市 Cocktail Lab [カクラボ]
大阪市 田楽舞
大阪市 炭火焼鳥わがや
大阪市 チーズと野菜のお食事バルべるまじお
大阪市 脳鍛チャレンジ☆そろばん
大阪市 まねき屋
大阪市 Anamune 
大阪市 バックドロップ
大阪市 楽遊
大阪市 トリニティ
大阪市 海鮮居酒屋くぅ
大阪市 季節の肴とお酒 たいのたい
大阪市 玩具探偵
大阪市 大正バル誠sei
大阪市 屋台風うどんあかね
大阪市 キウイゲームズ
大阪市 Wine Bar base
大阪市 ふくみ屋 天満店
大阪市 伊々
大阪市 旬鮮居酒屋 異彩
大阪市 近江牛と有機野菜の呑処ひだまり
大阪市 スペイン風居酒屋 フェルナンドキッチン
大阪市 居酒屋 ぎょっちゃん
大阪市 立ちのみ処 呑ものも
大阪市 Espirito Ema
大阪市 KOTETSU 華
大阪市 あんじゅう
大阪市 金星
大阪市 居酒屋大人のホルモン十三店
大阪市 中々
大阪市 moo
大阪市 ねむはうす
大阪市 PRIVATE salon M.
大阪市 響珈琲
大阪市 メンバーズ ナツキ
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大阪市 cafe RIMBA
大阪市 杓子屋
大阪市 cafe&food LDK
大阪市 マジックバーＥＬＥＶＥＮ
大阪市 DOUX
大阪市 カラオケバー  Kei-ya
大阪市 フェアリー
大阪市 Sunny-B
大阪市 nail atelier AMBER
大阪市 オーマイチキン
大阪市 進学塾アトラス都島教室
大阪市 桜館
大阪市 和み
大阪市 居酒屋もつっ子きっそう
大阪市 公文式松虫通教室
大阪市  BARパリ祭
大阪市 季菜夢 せと
大阪市 輪だち
大阪市 ヨガスタジオヴィアナ
大阪市 Trattoria Vino
大阪市 鉄板料理とクラフトビールBnD
大阪市 Ｓｐｒｅａｄ
大阪市 MICKS TASTE
大阪市 キレイ専科ジュエル
大阪市 梅田美整スタジオ希
大阪市 Shot bar Big
大阪市 赤目
大阪市 CRYSTAL PEER LOUNGE
大阪市 宇月
大阪市 サクラヒロバ
大阪市 鮮 茶谷
大阪市 一隆
大阪市 小藤食堂
大阪市 サロンみわにわ
大阪市 origin
大阪市 おの冨久
大阪市 呑み処ロケット
大阪市 シェービングエステサロン padma
大阪市 炭火焼みくりん坊
大阪市 焼肉亀や
大阪市 WineBarSato
大阪市 Lounge Pure
大阪市 Nail salon Noble
大阪市 公文式出戸駅前教室
大阪市 PG
大阪市 新地やま本
大阪市 DIDDLEY BOW
大阪市 洋食屋トンボ
大阪市 素敵家
大阪市 公文式東野田教室
大阪市 家呑み みずや
大阪市 felice
大阪市 BAR S
大阪市 BLUE MAN
大阪市 憩酒屋 まぁる
大阪市 海鮮居酒屋 うお家
大阪市 Private Nail Salon Parfait
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大阪市 瀧
大阪市 真心旬香 色
大阪市 KHAMPELA
大阪市 肉料理Vin de Kitchen 
大阪市 キャトルラパン北梅田
大阪市 cafebar kaak
大阪市 Nailsalon Belle rencontre
大阪市 四季の味 幸
大阪市 ショットバー・ハニーボックス
大阪市 ねぎ大郎
大阪市 アフィニティ
大阪市 Fuu
大阪市 時に和食 ゆきや
大阪市 お酒基地 PECOLI
大阪市 農家厨房
大阪市 Ishtar
大阪市 trattoria della nonna
大阪市 おでん吉峰
大阪市 AnimeShotBar C-Part
大阪市 ホリスティックビューティーラムサ
大阪市 西村道具店
大阪市 ROCKBAR GUITAR-RA
大阪市 リラクゼーションサロン縁
大阪市 カレーちゃん家
大阪市 かわせみ心斎橋まほろば教室
大阪市 japanese tea & bar senn.
大阪市 BAR CHOICE
大阪市 BAR NICE
大阪市 Gandhara
大阪市 のぼりや
大阪市 炭火焼鳥はれるや
大阪市 五
大阪市 ar sheep
大阪市 立呑み処 まるや
大阪市 海の幸 りき
大阪市 公文式 徳庵今津教室
大阪市 ペコペコ
大阪市 まーじゃんハウスチップ
大阪市 照屋
大阪市 trattoria da Kaici
大阪市 Terang Bulan
大阪市 蔵十
大阪市 カワニシ運動用品店
大阪市 焼き鳥 壱
大阪市 あかいや
大阪市 心斎橋よかろ
大阪市 家庭料理なか
大阪市 古都家
大阪市 いまい家
大阪市 あおい鶏
大阪市 アルカディア数学教室
大阪市 大栄飯店
大阪市 居酒屋ふくろう 
大阪市 ボードゲーム・カフェー賽翁
大阪市 BUTLER
大阪市 みゞ酉と旬料理 時廣
大阪市 備長炭焼鳥ちっち
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大阪市 中田商会店舗
大阪市 お好み焼 てんぐ 中津店
大阪市 公文式大今里南教室
大阪市 丸安
大阪市 Happy'S
大阪市 三匹のカエル
大阪市 FIFTIES BAR JOHNNY'S
大阪市 隠れ家WA鶏BAR
大阪市 Bar Moment
大阪市 樂菜 わさびや
大阪市 グリルタケヤ
大阪市 Bullet．
大阪市 逢
大阪市 てっぱん ダイナー ぽんと
大阪市 フエラ
大阪市 低糖質cafe&bar華美
大阪市 橘屋
大阪市 Shot Bar Mou
大阪市 Resta
大阪市 創作居酒屋428
大阪市 スマイルワーク
大阪市 アイラッシュサロン レヌア
大阪市 コントデュヴァン
大阪市 やきとり大吉 九条店
大阪市 Neo Thai
大阪市 appearance
大阪市 メシヤ King
大阪市 すえもと
大阪市 クオーレ
大阪市 九州ラーメン片岡製作所
大阪市 Lien
大阪市 BARウラマコヤ
大阪市 キッチンスタジアム
大阪市 居酒屋 新
大阪市 野菜屋 nero CharcoalGrill
大阪市 串カツ七福神
大阪市 麻雀ソアレクラブ
大阪市 ドックサロン える
大阪市 fishbamboosushi 魚竹
大阪市 G clef
大阪市 Chain Of Flower
大阪市 バー瀧
大阪市 club yukino
大阪市 bar連
大阪市 やきとり大吉 湯里店
大阪市 kaatsu& pilates studio beaute
大阪市 Barことり
大阪市 おでんと和み料理こすもす
大阪市 レストランラナ
大阪市 cafe 黒岩伽哩
大阪市 串皇
大阪市 BAR ROUTE
大阪市 居酒屋はまゆう
大阪市 cabarna
大阪市 おとな食堂
大阪市 イタリアわいんBAR 54
大阪市 エッグの台所
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大阪市 焼鶏だんな
大阪市 bar.際
大阪市 RALINA 梅田店
大阪市 Bar.manyo manyo
大阪市 菜食ごはんRocca
大阪市 遊”
大阪市 かにや ゆる里
大阪市 いっぷくや
大阪市 呑食処とし
大阪市 コンヴィヴィアリテ
大阪市 焼肉かつら
大阪市 和
大阪市 北浜更科
大阪市 Lumias
大阪市 じゃんとぴあパール
大阪市 くっくん
大阪市 Studio TOM WORKS
大阪市 あえたん．
大阪市  Studio Giraff
大阪市 北村酒店 立ち飲み
大阪市 初代
大阪市 OSAKAプチスパ
大阪市 LARA VINTAGE
大阪市 魚と和牛炭火焼き 歩
大阪市 レノン
大阪市 人生夢路徳麺
大阪市 次玄
大阪市 Pilates studio EMILY 
大阪市 only-one
大阪市 バーバイオリン
大阪市 LaChicca
大阪市 中国茶とお酒のお店 喜助
大阪市 yaki yaki なるとや
大阪市 Mona
大阪市 寺田町ファイアーループ
大阪市 居酒屋さが野
大阪市 味豊
大阪市 メンバーズりん
大阪市 かがやきダイナー
大阪市 香辛薬麺
大阪市 ギャレット
大阪市 BirdCafeOasis
大阪市 ニライカナイ
大阪市 愛子
大阪市 カラオケスタジオ和
大阪市 町酒場ハイタニ
大阪市 がちゃんこ
大阪市 空手道誠空会大阪道場
大阪市 古書 鎌田
大阪市 酒肴家 いち助
大阪市 Sakurai
大阪市 焼肉キョロちゃん
大阪市 Balocco
大阪市 ちゃんや
大阪市 この屋
大阪市 韓菜宮膳HANA
大阪市 焼肉牛王
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大阪市 ほぐしスペース 1/f ゆらぎ
大阪市 ほっこり家
大阪市 愛花夢
大阪市 千船書道会
大阪市 居酒屋あさ吉
大阪市 べっぴん野菜と日本酒 TAMAYA
大阪市 スタンド高千穂
大阪市 アトリエ廣美塾
大阪市 堀越陶房
大阪市 常磐
大阪市 Bar MaLLow
大阪市 やきとり居酒屋DAIGOMI
大阪市 タナセン教室
大阪市 谷九ピアノ教室
大阪市 Member's cuore
大阪市 鍬焼き 茶太郎
大阪市 カラオケステージROBO
大阪市 ジャパニーズバルキツネ
大阪市 御座gonza
大阪市 虹
大阪市 BAR WEST
大阪市 MALAGUU
大阪市 ちゃんこ ごっつ庵
大阪市 フォトショップ泉尾店
大阪市 森口写真工房
大阪市 ルミエール
大阪市 ラッキートラベル
大阪市 炭美酒菜 一馬力
大阪市 居酒屋 おおくぼ
大阪市 菜米炭
大阪市 マルホ酒店
大阪市 鶏屋 白羽鳥
大阪市 難波 なかや
大阪市 GraceSalonCharis
大阪市 スパイスカリーて
大阪市 中華酒家 福籠
大阪市 川田流 新大阪
大阪市 西天満いがらし
大阪市 Cafe Fate
大阪市 WAVE
大阪市 淀屋橋うおじ
大阪市 大安
大阪市 膳途洋々
大阪市 大心道場
大阪市 洞魔麗
大阪市 BAR DE ONE
大阪市 まひろ
大阪市 L'eclat
大阪市 中も津屋
大阪市 わんわんほわん館
大阪市 ハイビスカス
大阪市 割烹 美乃家
大阪市 日本酒と和薬膳 ソラマメ食堂
大阪市 cugnette 
大阪市 串カツ居酒屋小太郎
大阪市 鮨ふみ
大阪市 GADGET
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大阪市 中華たけ亭
大阪市 Restaurant つじ川
大阪市 韓non
大阪市 hanahana
大阪市 homebar&kitchen HANA
大阪市 居酒屋えべっさん
大阪市 公文式野田６北教室
大阪市 クリちゃん
大阪市 Beauty Max
大阪市 ラフール
大阪市 para-dice
大阪市 居酒屋ことぶき笑店
大阪市 ラウンジＭ
大阪市 月の兎
大阪市 居酒屋かっちゃん
大阪市 アジアンダイニング＆バー マチャプチャレ
大阪市 ききょう ほうねん 万作
大阪市 吾福食堂
大阪市 JAMESON bar
大阪市 BAR LOBO
大阪市 サロンド森山
大阪市 スマホ・パソコン教室 ナチュラルピーシー
大阪市 味道楽
大阪市 wine bar 酒春
大阪市 Condo
大阪市 ラウンジ えん寿
大阪市 ハリネズミバー ハリんち
大阪市 麺屋花壱
大阪市 谷川酒店
大阪市 Anvers
大阪市 結音茶舗
大阪市 蕎麦 松尾
大阪市 和風お食事処明日花
大阪市 鍋専門店 にぼし
大阪市 肴家いしはら
大阪市 炭火屋 やちゃぼう
大阪市 BAR CADBOLL
大阪市 Sole de Mare
大阪市 Bright's 
大阪市 串カツあきら
大阪市 とりだん南巽店
大阪市 桃太郎
大阪市 Teppan Grill Grillia
大阪市 スナック コネコ
大阪市 salon
大阪市 炭や肴や はん蔵
大阪市 マイルーム チップ・イン
大阪市 Pilates Studio FREED BODY
大阪市 らーめん土竜
大阪市 BAR SK OCEANS
大阪市 アンニョン韓国語教室 京橋校
大阪市 天摩翔
大阪市 らーめん久遠
大阪市 Camellia カメリア
大阪市 Nail mine
大阪市 酒家えの吉
大阪市 ホールイン
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大阪市 CASE
大阪市 ミナミ山三
大阪市 薬膳BAR Potion Station
大阪市 ART STUDIO 三丁目
大阪市 la・belle coco
大阪市 元町中華
大阪市 クレープロリアン
大阪市 とし
大阪市 アキ
大阪市 満々気
大阪市 BAR 楽園
大阪市 焼肉みずほ
大阪市 wapiti
大阪市 Four-M 
大阪市 炭火焼鶏まくら
大阪市 進学塾シーパス
大阪市 居酒屋 「なかよし」 大国町店
大阪市 公文式帝塚山西教室
大阪市 和食 ふくみ
大阪市 ラベルヴィ
大阪市 桜
大阪市 KAYAエステクリニック
大阪市 串太郎
大阪市 mikenail
大阪市 Launge le casa
大阪市 ませんか
大阪市 ギャラリー蓮
大阪市 スナック ワ－ク
大阪市 cafe&bar Legato
大阪市 串揚げ ののいち
大阪市 張記 老湯骨頭館
大阪市 A-STORE
大阪市 二軒目
大阪市 酒場ソラヤマ
大阪市 カゲンノツキ
大阪市 salon Rabi
大阪市 関西音楽院
大阪市 お好み焼き くにちゃん
大阪市 笑庵
大阪市 川添
大阪市 サケとスミビとロシュタン
大阪市 KYUTT
大阪市 amalu
大阪市 北新地キャンプ
大阪市 KIDS FIRST
大阪市 ＳＨＩＶＡＹ
大阪市 たまねぎ
大阪市 公文式中川教室
大阪市 BAR HEAVENS KITCHEN
大阪市 B-station
大阪市 ジュエル
大阪市 レストランリール
大阪市 スマイル カフェ
大阪市 Glam
大阪市 カリカラ
大阪市 ダイワ食堂
大阪市 ニンニクラーメン天洋
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大阪市 旬味 よし田
大阪市 心
大阪市 イツハ&123バレエスタジオ
大阪市 吉田ダンススクール
大阪市 野武士
大阪市 とり一
大阪市 鄙の味 三年
大阪市 小料理 和
大阪市 居酒屋割烹かなざわ
大阪市 さるやみ堂
大阪市 OKボクシングジム
大阪市 ＮＯＵＶＥヌーヴ
大阪市 つけかもうどん 鴨錦上六支店
大阪市 福島酒場おお㐂
大阪市 居酒屋ブギィ
大阪市 はも・ふぐ料理 創作割烹 新地のやすらぎ
大阪市 英仏会話教室EDDY'S
大阪市 ミュージックバー ぱ
大阪市 喫茶サミヂ
大阪市 個別指導塾リトルウイング（ジェイ－コ）
大阪市 TAISEI
大阪市 ダンススポットシャングリラ
大阪市 お好み焼・鉄板焼 ばると
大阪市 すし陵
大阪市 居酒屋細雪
大阪市 串焼きだだ
大阪市 HAKATAラーメンチカッパ
大阪市 プリエ
大阪市 かどのアンティークギャラリー
大阪市 奏音
大阪市 炭火屋ほり江
大阪市 tutta la tavola みぃあ食堂
大阪市 彩花菜
大阪市 しょくさい 花器楽
大阪市 カラオケステージ喫茶 フェスタ
大阪市 焼き鳥せいじ
大阪市 NANA
大阪市 ACE KITASHINCHI18
大阪市 月と太陽
大阪市 なんじゃもんじゃ
大阪市 バー・インサイドサティ
大阪市 Mad Beach Bar
大阪市 ディーフェニックス
大阪市 中国酒家 菜都
大阪市 SHOTBAR2ndNOBU
大阪市 産地直送 金まる屋 北新地
大阪市 Bar 石田
大阪市 DELI
大阪市 江戸幸
大阪市 きらら
大阪市 立ち呑みにこにこ
大阪市 千日前裏くろまる
大阪市 DINING IZAKAYA グーブ
大阪市 PERTICA
大阪市 掌料理 都喜
大阪市 INARI GLEAN
大阪市 Smile
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大阪市 まつげエクステサロンfuwari(フワリ)
大阪市 カルミアネイル指南塾
大阪市 メンバーズ アクアマリン
大阪市 らーめん2国 お初天神店
大阪市 ＢＡＲ ＡＬＩＶＥ
大阪市 めん処 つるつる庵
大阪市 プリズムライト
大阪市 とんぼ
大阪市 tsuide
大阪市 公文式宝栄小前教室
大阪市 福助
大阪市 和処たかはし
大阪市 バルバラ
大阪市 和とがわ
大阪市 イタリア料理 レプレ
大阪市 べんち
大阪市 どうとんぼり ぜん
大阪市 活ふぐ 清正
大阪市 Piattini Micio 
大阪市 公文式 巽南教室
大阪市 加圧トレーニングリハビリユニットMBI大阪
大阪市 おばんざいと炭火焼き亀太郎
大阪市 麺屋あわざ
大阪市 ル・ジャルダン
大阪市 ヨガスタジオ BeautyBone
大阪市 191 ざっか屋
大阪市 bar4gats
大阪市 中華菜館小楽亭
大阪市 ONE POINT
大阪市 カフェ＆ビア あるか→アるか
大阪市 まごころ屋上新庄駅前店
大阪市 Bar AROMA
大阪市 さ・しゅう
大阪市 中国家常菜楽活
大阪市 Lu･pu
大阪市 北新地鉄板けん
大阪市 喫茶ピノキオ
大阪市 ネイルサロンアウル
大阪市 ぎょうざ処だいきち
大阪市 寿司 活魚 こころ
大阪市 THE TRAM
大阪市 RISTORANTE FORESTA
大阪市 ハライソ
大阪市 treeBAR
大阪市 焼肉味よし
大阪市 都寿し
大阪市 土星
大阪市 ITALIAN KITCHEN Bigotto
大阪市 えみし
大阪市 千日前 えん
大阪市 肴や 呼福
大阪市 日本酒 福
大阪市 麺家 遊彩
大阪市 季節料理 佳楽
大阪市 Vin里
大阪市 馳走や純平
大阪市 磯ノ海
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大阪市 ICHIFUJI
大阪市 居酒屋とさや
大阪市 やしま
大阪市 ottonove
大阪市 赤のれん寿司
大阪市 居酒屋寛
大阪市 焼肉レストラン 貴美苑
大阪市 さぬきうどん白鷺
大阪市 Le clairiere
大阪市 六文銭
大阪市 Kamijo Ballet
大阪市 Koi-Fit
大阪市 ごはん屋 いろどり
大阪市 焼肉三茶
大阪市 公文式加美鞍作教室
大阪市 居酒屋 孔雀
大阪市 下駄屋
大阪市 田中酒飯店
大阪市 ダイニングバー楽都
大阪市 珈琲館 香豆
大阪市 月山
大阪市 オイル＆マッサージ＠RELA京橋駅前店
大阪市 旬彩うち田
大阪市 寿ぎ庵
大阪市 手作り餃子こてつ家
大阪市 らーめん天道
大阪市 炭火焼鳥 木鶏
大阪市 龍馬亭
大阪市 キッチンカリン
大阪市 イタリア料理店MIZUTAMA
大阪市 夢咲亭
大阪市 善道
大阪市 鉄板バル イスラブル
大阪市 西天満 中村
大阪市 ちろり
大阪市 美肌・健全美エステサロンRijuan
大阪市 惣作料理 喜きつ
大阪市 喫茶ファイン
大阪市 居酒屋昭ちゃん
大阪市 和ダイニングＨatakenaka
大阪市 彩月
大阪市 花
大阪市 SMILE SWEETS
大阪市 大衆酒場マルタカ
大阪市 フィリピンパブ マリン
大阪市 コクア
大阪市 桃酔
大阪市 ふく吉
大阪市 公文式放出駅前教室
大阪市 いこい
大阪市 天六nico
大阪市 四季彩粋柴田
大阪市 ヘヴィ レイン
大阪市 鮨さえき
大阪市 母や
大阪市 村上酒店
大阪市 ふぐ克
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大阪市 GARNET
大阪市 Bistro酒場らくだ
大阪市 旬菜酒家 源
大阪市 うどん花きり
大阪市 だいにんぐ花和萌
大阪市 軍鶏と旨い酒 らっき
大阪市 三浦屋
大阪市 食彩茶屋 渡邉
大阪市 バルタザール
大阪市 かみなり亭
大阪市 ラテン居酒屋ソルーナ
大阪市 咲と
大阪市 sushidokoro まんま
大阪市 いか柳東淀川店
大阪市 和屋
大阪市 炭火焼きと創作料理 やっさん
大阪市 トータルケアサロンBali 癒しの実
大阪市 有明食堂
大阪市 焼肉ももちゃん
大阪市 ～幸せサロン～Marryna.
大阪市 ごじから亭
大阪市 Anti Claire
大阪市 魚処 松善
大阪市 まいん
大阪市 雑魚坐
大阪市 二色
大阪市 くもん式関目北教室
大阪市 Pasteria Il sole ed Il mare
大阪市 松田珠算塾
大阪市 天神コタロー
大阪市 韓流ショップK
大阪市 la pignata
大阪市 大衆炭焼ステーキ キタハラ
大阪市 ポパイ
大阪市 高梁
大阪市 オーガニック料理とお酒の店 旬彩ダイニング manna
大阪市 雨宿り
大阪市 タナカンチ
大阪市 中国酒菜 真怡記
大阪市 トタン
大阪市 洋風居酒屋 天しんLAN満
大阪市 花海月～はなみづき～
大阪市 Run-spot
大阪市 燻製＆旨いもん とっさん
大阪市 なには珠算学校
大阪市 西洋料理 いまとむかし
大阪市 もつきりや
大阪市 お好み焼き はやし
大阪市 スナック美佳
大阪市 お多福
大阪市 salon Mstyle
大阪市 なにわ ぶちかまし
大阪市 THE HIGHLANDS
大阪市 酒楽空間 はなび
大阪市 春日 金ノ華
大阪市 吟味屋 長山亭
大阪市 居酒屋逢友夢＆夢
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大阪市 凡
大阪市 旬菜料理雲母
大阪市 ＢＡＲ ＰＥＰＰＥＲ
大阪市 相撲料理 壬滝
大阪市 山腰商店
大阪市 酒菜工房ロン
大阪市 ひめ
大阪市 讃岐路
大阪市 ボルダリングジムroca
大阪市 創作料理KINOYA
大阪市 サロン・ドゥ・ペルーカ
大阪市 マルキン酒店
大阪市 とりや、圓
大阪市 militam
大阪市 とり徹
大阪市 ef エフ  
大阪市 Wasabi
大阪市 buchi
大阪市 宝夢蘭
大阪市 OUTART
大阪市 備前屋
大阪市 天地あまっちChineseDining
大阪市 NEW PURE+
大阪市 ピアチューレ音楽教室
大阪市 雨のわ
大阪市 Bonsowa ShiyokuD
大阪市 Body Ctrl Salon Tough Laugh
大阪市 炉ばた焼 関
大阪市 UZU（ウズ）
大阪市 縁
大阪市 うずる
大阪市 旬楽ごはん 和和
大阪市 ALS英会話鶴見校
大阪市 居酒屋ケンケン
大阪市 創作バル Bottoms UP
大阪市 手打ちうどんかめや
大阪市 味工房 しばまん
大阪市 中国料理 大新
大阪市 Cafe gulah
大阪市 木亭屋徳庵駅前店
大阪市 大衆酒場菊屋
大阪市 肴美人
大阪市 ダ・ウーゴ
大阪市 一力
大阪市 寿し大
大阪市 かもまさ
大阪市 ブラッスリー ル アルジャン
大阪市 百寿
大阪市 炭火焼鳥と鶏肴keshiki.
大阪市 Bless
大阪市 船場 大吉
大阪市 スウィングシング
大阪市 じゅうじゅう亭
大阪市 活菜
大阪市 串かつ工房 煉
大阪市 一年ぼーず
大阪市 RelaxationSalon Pusa
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大阪市 レストランディファランス
大阪市 元祖アイスドッグ
大阪市 広島府中焼き&鉄板居酒屋 もみじ
大阪市 お好み焼き すえひろ
大阪市 お好み焼工房 かるまん
大阪市 寿し吉
大阪市 フラミンゴカフェ
大阪市 琉球泡盛酒場とぅるるん
大阪市 produce salon  min
大阪市 HairMakeSalon bijou
大阪市 焼鳥むぎ
大阪市 炭焼kitchen だいだい
大阪市 Aggi
大阪市 Goku楽鳥
大阪市 カラオケ スマイル
大阪市 おいしかよ。
大阪市 心斎橋東焼とりporc
大阪市 ALICE 
大阪市 天一
大阪市 Nail Share Salon Flore
大阪市 炭火イタリアンCARBO
大阪市 マッスル居酒屋ちょっと。
大阪市 書道教室 墨庵 加美北教室
大阪市 ギャラリー有楽(ウラク)
大阪市 ワイン食堂羊の家 a la ventose
大阪市 もちや
大阪市 スナック アンコール
大阪市 きぐら
大阪市 らぁ麺喜希
大阪市 焼肉千成
大阪市 GLow
大阪市 しまカフェ
大阪市 家庭料理の店 かめや
大阪市 flow
大阪市 千匹屋
大阪市 旬彩 やまぐち
大阪市 マシ亭
大阪市 カリーナ音楽教室
大阪市 まめふじ
大阪市 居酒屋 十兵衛
大阪市 Remon
大阪市 穂まれ
大阪市 公文式 森小路駅前教室
大阪市 炊い処ぽんたん
大阪市 串ダイニング水口
大阪市 わか芽
大阪市 SOBAR SLOWLIFE
大阪市 スタジオユニット
大阪市 鮨 原正
大阪市 ＴＡＫＡＲＡ
大阪市 沖縄そば専門店沖濱そば
大阪市 居酒屋かぼちゃ
大阪市 Divaluxe天王寺校
大阪市 お好み焼き 街路樹
大阪市 おばんざい割烹新宮
大阪市 スタンド   あら木
大阪市 焼肉どたんこ
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大阪市 おきなわ銀座 万が一
大阪市 鈴若
大阪市 パーソナルジムdecor
大阪市 創作居酒屋和蔵
大阪市 DANCE School Real-ize
大阪市 鳥味家
大阪市 あさ川
大阪市 鶏処 ひらぬまん
大阪市 さむらい万次郎
大阪市 十八番ラーメン290円
大阪市 十割そば 喜らく
大阪市 天ぷら まつりや
大阪市 まわり寿司 和礼
大阪市 一心一味 法善寺茂
大阪市 コリとりドラゴン
大阪市 啓銘美術塾
大阪市 慶喜
大阪市 ゴルフショップあのね
大阪市 すし小島
大阪市 アンティーク・ヴィンテージきもの 楓庵
大阪市 焼とりはま田
大阪市 居酒屋 笑福
大阪市 アロマテラピー＆エステサロン 沢
大阪市 天満市場奴寿し
大阪市 酒の穴かちくり屋
大阪市 Vivo
大阪市 北浜ビジネス会館
大阪市 自然海料理 小太郎
大阪市 サロンアルボ
大阪市 Ｅｎｒｉｃｈｉｒ
大阪市 eden eyelash
大阪市 ビューティルーム ソワン
大阪市 uranurara
大阪市 日本スペイン文化経済交流センター エクステンション
大阪市 ニュメロ ドゥ
大阪市 Bali Luxe
大阪市 はなきん
大阪市 串焼 くる味
大阪市 coeur a' coeur
大阪市 韓国料理 宇屋
大阪市 おばんざい「しば田」
大阪市 活魚料理 栄
大阪市 Ｆｒｏｓｔｙ
大阪市 八百保
大阪市 食楽酒楽 みずぐち
大阪市 Fish&Meat HANDS
大阪市 POLAカインド愛堺筋本町駅前
大阪市 忠寿し
大阪市 nina217salon
大阪市 鉄板焼 やまと
大阪市 らーめん 日出屋
大阪市 千疋屋
大阪市 老松鮨処 よしか
大阪市 ボイストレーニングスタジオupendo
大阪市 The VANCOUVER SKY STUDIO
大阪市 冷麺館 大国町店
大阪市 お好み焼 スワロー
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大阪市 サントロペ
大阪市 Brush
大阪市 京もつ鍋ホルモン朱々 東三国店
大阪市 あとりえ花音
大阪市 コリアンダイニング えふぃ
大阪市 居酒屋 あんのんや
大阪市 Pont-l'Abbe
大阪市 寿しよし
大阪市 洋食泉
大阪市 大衆すし清志郎
大阪市 なかの食鶏 淡路店
大阪市 ぼてぢゅう住吉店
大阪市 天香堂
大阪市 なごみ料理 黄味鶏
大阪市 美味楽酔 味ろく
大阪市 中国料理 龍華楼
大阪市 新力
大阪市 冷麺館 鶴橋店
大阪市 居酒屋 兆か繁
大阪市 立呑処夜神楽
大阪市 お好み焼き はなまる
大阪市 海鮮居酒屋 絆
大阪市 新世改94ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ誠
大阪市 二番どり
大阪市 すし長
大阪市 cave du poireau
大阪市 彫金教室 muro工房
大阪市 PEONY
大阪市 studio-tao
大阪市 信州そば中崎店
大阪市 五月
大阪市 サワディシンチャオ
大阪市 酒房 一富士
大阪市 喫茶スナック大空
大阪市 Kings Cross
大阪市 ジグソーハウス
大阪市 たちまち
大阪市 うちげの魚 安来や
大阪市 TWOSAMSUP
大阪市 76011
大阪市 Calm.eyelash salon
大阪市 洋食＆樽生ワイン しもじま亭
大阪市 マルシェのバール
大阪市 ビックフィッシュ
大阪市 graceful
大阪市 カンティーナ・リマ
大阪市 旬彩 かどかぜ
大阪市 居酒屋だんらん
大阪市 海鮮寿司どっこい処
大阪市 ちょい呑み酔所
大阪市 KitchenBarNoel
大阪市 自然派整体
大阪市 魚串 波食波食
大阪市 メンバーズ道
大阪市 Bar de Espana risa risa
大阪市 SOHOO
大阪市 個別指導スタディスペース
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大阪市 酒場しろくま
大阪市 夢二
大阪市 Viesta
大阪市 ghazal
大阪市 Ksk Space 恵美須町
大阪市 串の郷
大阪市 なかい山
大阪市 すし たな町
大阪市 MUSIC BAR すいか
大阪市 ヴィーノマンマルーヴァ
大阪市 gardendining fuca
大阪市 笑談酒場たわけ
大阪市 forel
大阪市 焼肉ハウスあすか
大阪市 大衆酒場タムヤ
大阪市 ピュアエスター
大阪市 Ｏｓｈｉｍａ
大阪市 龍園
大阪市 スタジオ アルコンパス   
大阪市 フレンド
大阪市 喫茶マリリン
大阪市 酒の大丸
大阪市 INDIAN NEPALI RESTAURANT THALI
大阪市 酒房 丹波屋
大阪市 雅楽
大阪市 ALI'S KITCHEN
大阪市 freshdining 木の芽
大阪市 いざかやかつべー
大阪市 ごはんとお酒と布と糸 fudan
大阪市 寿し秋野
大阪市 Harmonia
大阪市 炭焼茶屋 やけぼっくい
大阪市 花
大阪市 HARIPARIWAR
大阪市 元
大阪市 king-v-studio
大阪市 はんなり
大阪市 平安苑
大阪市 酒呑ありお
大阪市 Niku Teria カルネバッカ
大阪市 三嶋
大阪市 金之助
大阪市 多田見整体院
大阪市 居酒屋 有絵巣炭
大阪市 和風創作料理 雪月花
大阪市 空
大阪市 鶴心
大阪市 お好み焼 かえで
大阪市 BAR The Hit Factory
大阪市 芯かつ
大阪市 焼肉の口福屋
大阪市 der heiiung gasse
大阪市 八坂
大阪市 Dining Bar a2 東三国
大阪市 Bar danke
大阪市 逸品料理亀萬
大阪市 天晴寿司
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大阪市 リラクゼーションサロンmaua
大阪市 インドレストラン カァマデヌ
大阪市 グランデ彩
大阪市 AUPA
大阪市 とり焼き  さじ
大阪市 スナックひとみ
大阪市 鉄板×日本酒 てっぺん
大阪市 だるま
大阪市 久友
大阪市 ｇｕｉｌｔｙ
大阪市 麺や佑
大阪市 on the edge 
大阪市 まつげエクステサロン BLAU
大阪市 立飲み処まさいち屋
大阪市 ジュエリープリーマ
大阪市 古今堂
大阪市 Plumeria
大阪市 つくし
大阪市 ビストロ ド ヨシモト
大阪市 炭火焼鳥とりだんあびこ店
大阪市 にらめっ子
大阪市 楽や
大阪市 鉄板kitchen DAI
大阪市 T.O.P
大阪市 チェーロ
大阪市 おれの脱毛 DAN 心斎橋店
大阪市 かつらぎ
大阪市 酒鮮やっちん
大阪市 スナック アン
大阪市 まさかずの店
大阪市 創作寿司ひかり
大阪市 piano bar pocket
大阪市 ライブカフェアニィ
大阪市 かどや
大阪市 uno bar.
大阪市 海鮮・鉄板焼やまちゃん
大阪市 炭焼 銀ちゃん
大阪市 立ち飲みにと
大阪市 旬彩ダイニング一歩
大阪市 TONTEJI
大阪市 studio shooting
大阪市 割烹艮
大阪市 つる橋リラクゼーションカイロプラクティックセンター
大阪市 mano
大阪市 珍竹
大阪市 VENISON by TERRA
大阪市 居酒屋すいすい
大阪市 BAR apeace
大阪市 エステルーム ビューティレオ
大阪市 鮨と肴はやみ
大阪市 伊勢田
大阪市 弘進義塾
大阪市 スナック・マーセリン
大阪市 華鶯
大阪市 富かつ
大阪市 北新地七宝
大阪市 やぐら亭
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大阪市 Nail＆Carespace Mahalo
大阪市 さくらvita
大阪市 更科
大阪市 GROOVY フィットネススタジオ
大阪市 アルクKiddy CAT 英語教室 野江校
大阪市 エステサロンベル
大阪市 備長炭焼和食さとり
大阪市 レンタルスタジオアルテ
大阪市 Body desigh Next
大阪市 公文式瓜破西教室
大阪市 世界
大阪市 小路更科
大阪市 どら猫ロック
大阪市 okinimesmamani
大阪市 立ちのみかよ
大阪市 コッポレッタ
大阪市 パソコン教室101
大阪市 balloon shop R
大阪市 馬肉料理専門店ホース
大阪市 大阪もつ鍋屋平野店
大阪市 日本酒片手に－ポンカタ－
大阪市 洋食kappo sora
大阪市 umbrella RiB
大阪市 ランコントル・i
大阪市 チャイニーズダイニング フーロン
大阪市 赤目すし
大阪市 KUMINSOUL
大阪市 エクリュ
大阪市 TCGBar PERMISSIONs
大阪市 公文式瓜破北教室
大阪市 炭焼キッチン つかみ鶏
大阪市 焼肉道場 松ちゃん
大阪市 ペルラドンナ
大阪市 サクラノマ
大阪市 綏泉
大阪市 うめ八
大阪市 ぢどり亭 大国町店
大阪市 アトリエよろこびの種
大阪市 零
大阪市 丸丁
大阪市 大阪心理臨床研究所・京橋心理相談室
大阪市 お好み焼き ふくや
大阪市 みなとピッツァ工房
大阪市 季節料理みかさ
大阪市 おばんざいや万菜
大阪市 SHUN SAI KA NAKA
大阪市 STAND 2nd
大阪市 手羽屋いっちょめ
大阪市 秀
大阪市 和菜うどん 快
大阪市 ひざくりげ
大阪市 公文式 相川教室
大阪市 心斎橋いまり
大阪市 ぶんちゃっ
大阪市 ふる里
大阪市 船場亭
大阪市 串かつくし坊
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大阪市 中星亭
大阪市 studioくらぼね
大阪市 三輪車
大阪市 ボディケア優癒
大阪市 SUB
大阪市 がじゅまる食堂
大阪市 馬鹿坊
大阪市 路地裏食堂 cinq
大阪市 鉄板鍋 ショウ
大阪市 居酒屋べんてんさん
大阪市 重蔵
大阪市 パパラギ
大阪市 eyelash salon flip
大阪市 ゴチソウマルシェ
大阪市 八百屋＆cafe はっぴ～べじたぶる
大阪市 居酒屋・食堂 内蔵助
大阪市 居酒屋せんたろう
大阪市 和食いいくら
大阪市 三上遊船 第二喜生丸
大阪市 ファンシーホール
大阪市 居酒屋海賊
大阪市 信瑤会 稽古場
大阪市 華Sansyou学
大阪市 焼鳥夜空に輝く光
大阪市 CHIAKI STUDIO
大阪市 花まる
大阪市 パストラーレ
大阪市 中国料理 北京
大阪市 そば月山
大阪市 マンジャーレはす亭
大阪市 玄風館 桜
大阪市 Glady
大阪市 若柳幸志郎 日本舞踊教室
大阪市 スタジオモーメント
大阪市 お料理 お惣菜 お酒 にしむら
大阪市 紗々美
大阪市 オッタントット
大阪市 河島寿司
大阪市 味食工房あじあん
大阪市 音楽教室クレール
大阪市 家庭料理 ゆき
大阪市 なな奈
大阪市 新太呂
大阪市 酔所
大阪市 中華料理まるこう
大阪市 笑平
大阪市 国際空手道連盟 極真会館 中村道場 大阪なにわ支部
大阪市 cucina italiana  Tutti
大阪市 3F bar Match
大阪市 鶏ロック
大阪市 トラットリアゼータ
大阪市 かご家 駒川店
大阪市 eating cafe mame
大阪市 リトミック教室 たまごのおうち
大阪市 居酒屋 歓喜
大阪市 シーシャアンドカフェシフル
大阪市 大衆酒場 ふくや
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大阪市 竹扇会 小扇
大阪市 なかおか珈琲中之島店
大阪市 デザインオフィススパイス 
大阪市 犬のとこやさんトトロ
大阪市 千鶴
大阪市 天ぷら こまつ
大阪市 山口茶道教室
大阪市 幸梅
大阪市 割烹たけ仲
大阪市 食いしんぼう花
大阪市 つる家
大阪市 坂田教室
大阪市 一寸法師
大阪市 焼肉 安福亭
大阪市 エジプシャンカフェレストラン MeyaMeya メヤメヤ
大阪市 よくら
大阪市 芝書道会
大阪市 堂山鶏本舗
大阪市 尾留
大阪市 公文式歌島教室
大阪市 LUPO
大阪市 樹の家
大阪市 凡僧
大阪市 はやみ
大阪市 旬鮮 銀 本店
大阪市 BACK STREET COFFEE
大阪市 公文式南田辺教室
大阪市 Luce
大阪市 麺ヒーロー奏
大阪市 エステティックサロン Charmer
大阪市 Realize
大阪市 ラフタイ
大阪市 ペドロリーノ
大阪市 季節料理ふるもと
大阪市 アムール
大阪市 ふくまる
大阪市 どん本町店
大阪市 おてがる喫茶
大阪市 海昇園
大阪市 湊
大阪市 極楽辣膳
大阪市 藤井写真館
大阪市 伊賀屋
大阪市 りゅうフォトグラフィックス
大阪市 懐屋
大阪市 登美子
大阪市 酒処まるに
大阪市 ユーズハーモニカスクール
大阪市 笑福亭
大阪市 九太呂
大阪市 しがらき
大阪市 駒吉-Komakichi
大阪市 カラオケ希望
大阪市 Casual Bar Yes,no
大阪市 居酒屋やすきよ
大阪市 どむす
大阪市 燿ギャラリー
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大阪市 和食酒家 惇
大阪市 釜上げうどん二葉
大阪市 串かつにし川
大阪市 Da'fronte
大阪市 あべのウルフ
大阪市 下町鉄板姫島
大阪市 Parts Beauty LuNa
大阪市 るき珠算教室 城東校
大阪市 くもん式塚本教室
大阪市 焼肉松お
大阪市 カフェ・グラード
大阪市 59 KO-KUH
大阪市 とちの木
大阪市 味香（酒＆喰いもんや倶楽部）
大阪市 炭焼酒場 まさむね
大阪市 エステサロンLanai
大阪市 リラクゼーション蓮
大阪市 音凪
大阪市 hair lounge VlVl
大阪市 居酒屋縄手
大阪市 みつわや
大阪市 Tori to wine にし平
大阪市 福ちゃん
大阪市 揚子江ﾗｰﾒﾝ林記
大阪市 淀の水珠算教場
大阪市 やきうし はんじゅく
大阪市 呑助
大阪市 新大阪囲碁センター
大阪市 MK music
大阪市 Coffee Roughnecks
大阪市 焼肉もりと
大阪市 旬彩和食くつろぎ
大阪市 Animo（アロマサロン）
大阪市 げんき
大阪市 Bar Speakeasy
大阪市 岡ほし
大阪市 粉匠
大阪市 Cafe Bar Copito
大阪市 季節一品 むら本
大阪市 ほぐし屋 ここち
大阪市 わらじや
大阪市 Kaju
大阪市 ペットルームパンサー
大阪市 OSTERIA SUDO
大阪市 喫茶籔田屋
大阪市 お好み大野
大阪市 同心町和食瑞
大阪市 カジュアルふれんちれすとらん おおの
大阪市 中国料理きらく
大阪市 pilates studio iris
大阪市 JAMUNA
大阪市 ギャラリー白shop
大阪市 カーマストラ恋愛占門館
大阪市 南大門 東三国
大阪市 ふかがわ
大阪市 韓国料理 幸福食堂
大阪市 ＮＯＡＮＯＮ ＰＨＯＴＯ ＡＲＴ ＳＴＵＤＩＯ
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大阪市 一心
大阪市 割烹しもじ
大阪市 いちよし
大阪市 ネパール・インド料理 カラッシュ
大阪市 ビーグルズ
大阪市 居酒屋ちゃむ
大阪市 asi>te studio Duft
大阪市 炭火串焼 串琢
大阪市 きたや
大阪市 BeautyBee
大阪市 chai chai
大阪市 エステティックサロン 花連
大阪市 季節のおばんざい えにし
大阪市 オルタンシア ビストロ
大阪市 ひろや
大阪市 北堀江 寿し久
大阪市 Casa tua Satoh（カーサチュアサトウ）
大阪市 おでんおんせん
大阪市 洋食屋
大阪市 フォトイット
大阪市 焼き焼きまま屋
大阪市 しゃべろば
大阪市 NailSalon sona
大阪市 お食事処 まるつ
大阪市 リューズボーカルスクール
大阪市 K-nail
大阪市 やきとり処鳥鳥
大阪市 千恵きもの総合学院 心斎橋本校
大阪市 創作バル カルクオーレ
大阪市 吾妻
大阪市 synergy BRIDGE 
大阪市 西天満ミツバチ堂
大阪市 かにふぐ家
大阪市 江里花
大阪市 徳永ハーモニカ教室
大阪市 ドレミ音楽スクール
大阪市 リラクゼーションセラピー パキラ
大阪市 鉄板diningもら
大阪市 Coffee House "GIZA"
大阪市 だるまや酒蔵西九条店
大阪市 Adnan
大阪市 バグースインドネシアンキッチン
大阪市 uncherry bossa nova guitar & ukulele school
大阪市 リラクゼーションゆうゆう
大阪市 ヨガスタジオ-RISHI-
大阪市 独活庵
大阪市 rutile
大阪市 Freiheit
大阪市 割烹博多
大阪市 ヘアメイクアトリエ
大阪市 DREAM ON TAIGA
大阪市 六文銭
大阪市 Salon de blanche
大阪市 手打ち蕎麦夢屋
大阪市 酒菜家 友
大阪市 健美活サロン TokoTokoToko
大阪市 吉澤暁子きもの着付け教室
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大阪市 仏蘭西料理店 掌
大阪市 Tea House茶摩
大阪市 viadelemme
大阪市 三好屋商店
大阪市 博多女
大阪市 天山
大阪市 ひかりや
大阪市 クラムカフェ
大阪市 OZ家
大阪市 ブレリア
大阪市 吟作
大阪市 ダイニング まる子
大阪市 ののか
大阪市 旬彩処 典
大阪市 酒芸庵 安
大阪市 居酒屋いちりん
大阪市 焼鳥トト屋
大阪市 そば処 三起
大阪市 DEVI
大阪市 いほり
大阪市 家庭料理 福
大阪市 優駿
大阪市 成駒家西店
大阪市 アルム美容&アロマテラピー
大阪市 心斎橋美容整体サロン
大阪市 公文式朝潮橋駅前教室
大阪市 獅子家
大阪市 エススタ
大阪市 炉ばたひげの梅ちゃん
大阪市 赤とんぼ
大阪市 珉珉 天下茶屋店
大阪市 手打そば処もりもと
大阪市 まつげ家kurun心斎橋店
大阪市 中國菜 月泉
大阪市 KASUYA 長居店
大阪市 ビンチェレあべの
大阪市 串乃助
大阪市 葉四季
大阪市 江戸堀 いちごはん
大阪市 お好み焼き かりやま
大阪市 カサブランカ
大阪市 個別指導学院ヒーローズ我孫子校
大阪市 焼いたり揚げたり
大阪市 個別指導塾プレスト
大阪市 長居 松すし
大阪市 チャイニーズ 芹菜
大阪市 あつむら
大阪市 なんばレディース美容鍼灸院＋
大阪市 ベトナム屋DZO！
大阪市 地魚料理 ますだ
大阪市 焼とり どん呑
大阪市 鳥魚 おおしま
大阪市 pied a pied
大阪市 ウーピーキッチン
大阪市 居酒屋しらさわ
大阪市 カルカッタキッチンALISA
大阪市 居酒屋呑
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大阪市 秀英ゼミナール玉出校
大阪市 kohaku
大阪市 ELK KAFFE 
大阪市 なにわそば
大阪市 エーシーズ英会話スクール
大阪市 鳥小屋たけやん
大阪市 豚の貯金箱
大阪市 割烹丸八
大阪市 紀州
大阪市 中華料理 福山楼
大阪市 Ｐａｃｅ
大阪市 創作天ぷら ぷらりん
大阪市 韓国居酒屋すずめ
大阪市 公文式 玉出駅前教室
大阪市 テレマークスキーショップ SOU
大阪市 味楽
大阪市 nailsalon throb
大阪市 くらむぽん お酒とそのおともだち
大阪市 おたからや 堂島大橋店
大阪市 日本料理 梅堂
大阪市 井口久美子ピアノ教室
大阪市 釜山家庭料理 車
大阪市 ciel
大阪市 こ玄
大阪市 プルメリア
大阪市 村部珠算教場
大阪市 ゆず屋
大阪市 リトリートスタジオHARERAMA
大阪市 ベビマのせんせい
大阪市 Ｒ＆Ｒ
大阪市 フォトアート・フジ 
大阪市 天婦羅酒場ましわか
大阪市 こう鮨
大阪市 千代村
大阪市 星のアントニオ
大阪市 Bodywork space Equilibre
大阪市 ドライヘッドスパ eni
大阪市 studio NARU
大阪市 丸三寿し
大阪市 横田珠算教場
大阪市 ナイスプリントショップジョー
大阪市 ダンケ心斎橋
大阪市 trattoria da pupi
大阪市 彩食料理 遊膳
大阪市 ベースキャンプ
大阪市 昭和町おうちカフェきっちん
大阪市 たこ八
大阪市 大衆酒場あげもんや都島店
大阪市 お好み焼き 幸や
大阪市 庄野卓球道場
大阪市 関西スタデイ学院
大阪市 千房 西田辺店
大阪市 グリル太平
大阪市 洋食あんじゅ
大阪市 プリズム
大阪市 Koto Ballet Studio
大阪市 ヨダゼミ 井高野教室
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大阪市 喜楽
大阪市 かじわらピアノ教室
大阪市 立ち飲みまるふじ後藤酒店
大阪市 公文式淀川十八条教室
大阪市 Chinese Dining 杏花楼
大阪市 Rosso Rosso
大阪市 楽膳きわき
大阪市 寿司いろはや
大阪市 笠置書道教室
大阪市 串 すえひろ
大阪市 サロン ド カプリ 
大阪市 南風酒膳 庵
大阪市 栄鮓
大阪市 Espresso Cafe Dining Pico Ruasso
大阪市 鉄板焼き お好み焼 太郎
大阪市 にくやきもじもじ
大阪市 公文式高殿教室
大阪市 鶏屋将軍
大阪市 RireVie
大阪市 LiebenBirne
大阪市 箏あとりえ絲舞
大阪市 まはろ
大阪市 音楽スタジオ ライラックレインボーズ
大阪市 延吉写真事務所
大阪市 エステサロン Osshu
大阪市 りょう士
大阪市 すし みさわ
大阪市 大阪府立住吉高等学校内食堂
大阪市 鉄板焼 今里
大阪市 十皿
大阪市 すし寛
大阪市 立呑み 丘
大阪市 ツェット
大阪市 立ち飲み居酒屋ドラム缶梅田店
大阪市 結月
大阪市 鉄板焼プランチャ
大阪市 立呑 丑寅
大阪市 牛笑
大阪市 中華屋りゅう
大阪市 BONITA
大阪市 天竺
大阪市 雅もん
大阪市 ラ ギャロワーズ
大阪市 鳥喜
大阪市 ぶらり亭
大阪市 グラン・ジュテ 
大阪市 点心飯店
大阪市 活旬 久家
大阪市 真美
大阪市 Lei'snailsalon
大阪市 トラベルタイト
大阪市 公文式京町堀教室
大阪市 さくら粉
大阪市 炭火串焼き松ちゃん
大阪市 nail salon Mar.y
大阪市 明ごころ 洋食店
大阪市 串力
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大阪市 らーめんセンタートミオ
大阪市 bellenatural
大阪市 ハヌル
大阪市 うどん居酒屋
大阪市 ボディメイク吉田
大阪市 焼き鳥ごんたくれ
大阪市 クリアボイスミュージックスクール
大阪市 花柳勲麿 舞踊稽古場
大阪市 やま清
大阪市 内本町 麺道部
大阪市 片町バル フィンガーファイブ
大阪市 つるや支店
大阪市 焼肉 たつ味
大阪市 古宮堂
大阪市 ツルミ模型
大阪市 公文式 喜連東教室
大阪市 食堂メトロ
大阪市 ごんべ
大阪市 すし工房すし吉
大阪市 ぎんれいカラー
大阪市 ボディケアスタジオanji
大阪市 福華酒家
大阪市 漁楽亭
大阪市 大旺寿司
大阪市 立ち呑み酒場 あきまる
大阪市 トゥグントゥグン
大阪市 郷土料理 縁
大阪市 マイヤーク音楽教室
大阪市 居酒屋 ふる里
大阪市 牛タン料理Jyujyu
大阪市 立ち呑み すずめ
大阪市 鳥清
大阪市 小城里
大阪市 ヨガスタジオatama
大阪市 居酒屋馬恋
大阪市 やきとり  笑家 緑店
大阪市 Frosty
大阪市 酒楽
大阪市 焼肉 丸長
大阪市 福寿司
大阪市 弁慶
大阪市 Anrouge
大阪市 公文式 長居教室
大阪市 コーヒーショップ ＡＢＣ
大阪市 味澤
大阪市 白玉屋
大阪市 Salon des 有香衣
大阪市 リブルー
大阪市 WEBEAUTY大阪店
大阪市 馬肉料理りょう馬
大阪市 すまいる研究所
大阪市 ATARIZZA
大阪市 黒うどん専門店はるなな庵
大阪市 炭火焼鳥くわどり
大阪市 同心二丁目ワイン食堂
大阪市 がちゃがちゃ家
大阪市 メナードエステサロン梅田店
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大阪市 鉄板キュイジーヌ セルペペ
大阪市 お食事処 にしかわ
大阪市 ＲＡＳＡ ＢＯＪＵＮ
大阪市 FUNCS!!
大阪市 道頓堀 酒処 喜多蔵
大阪市 Nail Salon Little Jewels
大阪市 こつぼ
大阪市 nail salon Fraisse
大阪市 黒兵衛
大阪市 英
大阪市 中国家常菜桃園
大阪市 手づくり料理味菜
大阪市 restaurant KOBO
大阪市 笑家
大阪市 立呑み処 酒井
大阪市 英仁塾
大阪市  ARK Diving Shop
大阪市 ビューティサロンジュエル
大阪市 三吉
大阪市 上杉屋
大阪市 味の集い 寿
大阪市 焼肉一新家
大阪市 Nan Nan BAR Gotta
大阪市 四季 旬香
大阪市 北新地 はな柳
大阪市 麺食堂 ヨドガワベース
大阪市 Miel
大阪市 居酒屋えいちゃん
大阪市 三富士
大阪市 焼肉 元気くん
大阪市 サッポロラーメンほんば
大阪市 岡本珠算教場
大阪市 彩鶏
大阪市 Hong韓日語学院
大阪市 とんかつちとせ
大阪市 稲田塾
大阪市 クッチーナ・サイトウ
大阪市 酒 にしむら
大阪市 今ちゃん
大阪市 日本習字 本町教室
大阪市 スパイスキング
大阪市 整体院YO-TWO
大阪市 クセが強い麺屋れいわ
大阪市 サロンドシエル
大阪市 なむ
大阪市 とんかつ一番
大阪市 居酒屋 醍醐味
大阪市 古屋商店
大阪市 紀州和歌山ラーメン たかし
大阪市 鉄板ダイニングだいじゅ
大阪市 大衆酒場いごっそー
大阪市 ラルッチョラ
大阪市 なにわの夢
大阪市 エリート・バレエ・スタジオ
大阪市 フォトスタジオヤスダ
大阪市 菱や
大阪市 麺や拓
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大阪市 僕とイヌ
大阪市 Piatto J
大阪市 サンティエ
大阪市 大鵬寿司
大阪市 頼富書道教室
大阪市 居酒屋きのした
大阪市 ダイニングひら山
大阪市 LunaFiore
大阪市 MY RECORD
大阪市 AROMA
大阪市 nail salon LUME
大阪市 POZZUOLI
大阪市 shruti
大阪市 龍のえん
大阪市 神楽
大阪市 鶏之助
大阪市 Ti studio
大阪市 Salon de Kakehashi
大阪市 ロンドン亭
大阪市 かくれ庵まるいち
大阪市 喫茶まりん
大阪市 HAPPY BRIDAL
大阪市 わいわい酒場どんちゃん
大阪市 天神橋 青木
大阪市 居酒屋ゆうな
大阪市 焼肉工房つるまさ
大阪市 マルフク商会
大阪市 シンカワピアノセンター 音楽教室
大阪市 うどん屋麺之介 大阪店
大阪市 トールペイント教室 Studio Olive
大阪市 ひろや
大阪市 炭火もも焼 妻
大阪市 酒飯場のずえや
大阪市 しっぽ
大阪市 パサージュドパリ
大阪市 宝来飯店
大阪市 旬料理 はるな
大阪市 心水
大阪市 ちとせ
大阪市 浜焼太郎 東三国店
大阪市 焼肉 ひふみ
大阪市 大村写真スタジオ
大阪市 大橋由実フラメンコ教室 スタジオ オリパンド
大阪市 佐伯ピアノ教室
大阪市 福仙楼
大阪市 再光堂整体院
大阪市 コバヤシ
大阪市 天割烹そば はるな
大阪市 Silver Nail
大阪市 BeautySalon 心美
大阪市 W2
大阪市 マハロハ
大阪市 ひょうたんから駒
大阪市 colombo cornershop
大阪市 富久鮓
大阪市 マイリトルイングリッシュスクール
大阪市 お好み焼 市

44 / 76 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和2年5月26日公表分）

大阪市 韓一
大阪市 鳥義
大阪市 K Abacus速算教室
大阪市 着物サロン杉尾
大阪市 玉家
大阪市 古美術 馬屋原
大阪市 エニェ
大阪市 夏花火
大阪市 和酒と旬菜じじや
大阪市 フォトオフィスパウダー
大阪市 IL LEONE
大阪市 サイギャラリー
大阪市 フラワーケーキ＆パイピングキャンドル教室atelier mieux
大阪市 おくだ文化学院
大阪市 居酒屋 美美
大阪市 Tiara
大阪市 しっぽや
大阪市 がんばる学園高殿校
大阪市 やきとり 日吉
大阪市 日本酒バルコトノハ
大阪市 SALON De VOIX
大阪市 寿司越前
大阪市 北新地起福
大阪市 わや
大阪市 喜楽
大阪市 恩恵 SEIKA（花とお茶）
大阪市 おうちごはん 小ゆき
大阪市 焼肉一丁目
大阪市 居酒屋梁山泊
大阪市 凸
大阪市 鶴すし
大阪市 旬の学び舎 さしすせそ
堺市 風来軒
堺市 みなせん豊田店
堺市 喫茶桂木
堺市 立ち呑処 ゆう
堺市 居酒屋 酒彩 波の花
堺市 本家草鍋えんや
堺市 水木良音楽教室
堺市 泉北ボクシングジム
堺市 ごちそう酒房 とっと屋
堺市 リボーンマイセルフ堺東店
堺市 bar CLASSICAL
堺市 和彩弥 嶋川
堺市 Bar Kiln
堺市 有限会社ハーク 幼児教室
堺市 BAR LangLitz
堺市 昭和クラブ
堺市 天日塩らーめん べらしお中百舌鳥店 
堺市 酒菜の肴 遊食家
堺市 豚汁処錦えびすっち堺繁笑店
堺市 マルナカスポーツ
堺市 イセキミュージックスタジオ
堺市 ル・パラディ, テニス＆ゴルフ鳳
堺市 ピッコロカプリーチョ
堺市 株式会社Ｃ・Ｔ企画 チューオーツーリスト
堺市 トム英語教室
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堺市 和魂創彩たろやん
堺市 日本料理 いけ田
堺市 株式会社浦美術館
堺市 いわし舟
堺市 有限会社アキノ・インターナショナル
堺市 ricarica
堺市 鶴橋 風月 クロスモール店
堺市 きらく
堺市 大美野スポーツドーム
堺市 鶴もつ
堺市 ジャストインゴルフ
堺市 横濱家系ラーメン神山
堺市 ワンスター北花田店
堺市 SHELTON’Ｓ ENGLISH
堺市 大阪フロンティア日本語学校
堺市 わくわくキッズスポーツクラブ 北野田教室
堺市 花のれん
堺市 ホテルイルグランディ堺
堺市 武田塾なかもず校
堺市 platinum
堺市 小松屋
堺市 天日塩らーめんべらしお 三国ヶ丘店
堺市 whiteclubTHREE
堺市 英会話スクール Talk Talk
堺市 麺屋 もず
堺市 ＳＰハウジング住宅展示場
堺市 有限会社堺美術オークション会
堺市 ダイワアカデミー
堺市 土佐屋
堺市 わがまま住宅プロジェクト住宅展示場
堺市 イーシャンテン
堺市 焼肉酒場 万次郎
堺市 Rencontre
堺市 レッドハウス
堺市 S dining
堺市 HAPPY BIRTHDAY
堺市 サクライングリッシュ・ホーム・スクール
堺市 天翔
堺市 cafe&lunch wi-th
堺市 スナック K
堺市 Black&WhiteⅡ
堺市 Plaisir
堺市 Bar joint 美原店
堺市 Bar PROST
堺市 フジヤマドラゴン北野田店
堺市 のぼり調子
堺市 炭焼dining nen
堺市 ダラフケンネル
堺市 大同門 泉北泉ヶ丘店
堺市 やきとり  笑家  長尾店
堺市 パソコンスクール ランボー
堺市 焼肉かつらぎ
堺市 鉄板ダイニング丸コテPlus
堺市 公文式 浜寺昭和教室
堺市 カフェ＆ビストロ Vous
堺市 正道会館 堺南支部
堺市 ビーライン 石津店
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堺市 居酒屋 鷹
堺市 クチーナPEPE
堺市 人生劇場
堺市 炭火焼鳥 鳥道
堺市 公文式深井中教室
堺市 スナックプリーズ
堺市 sakainoma cafe＆dining 熊
堺市 BAR 中原
堺市 くつろぎ酒場しろうちゃん
堺市 Trattoria L.S.C
堺市 橙の鬼灯亭
堺市 ビギナー
堺市 井村珠算学校
堺市 中華居酒家 杏，s
堺市 焼肉 丸福 金岡店
堺市 酒処まさひろ
堺市 すし福
堺市 公文式原田教室
堺市 お好み焼き ふくや
堺市 サイエンスお菓子教室
堺市 藤原音楽教室
堺市 ほうせん
堺市 麹庵
堺市 Zen
堺市 ひものと地酒のお店彩酒
堺市 笑煙
堺市 公文式 初芝出雲大社前教室
堺市 浜焼太郎石津川駅前店
堺市 串花
堺市 焼とり楽宴
堺市 居酒屋いし川
堺市 池田珠算道場
堺市 DIAMANTE BOXING GYM
堺市 串常
堺市 新日本料理 心
堺市 居酒屋グウフォ
堺市 焼肉ホルモン田よし
堺市 コリアンキッチン 秀彬
堺市 kuni41
堺市 スナックRumi
堺市 アルテノバ
堺市 KUMON 鳳西町教室
堺市 暴れん棒
堺市 М・Ｍ
堺市 ダイヤモンドボディ
堺市 堺うどんちはや
堺市 ごっちゃん
堺市 肉処 幸月
堺市 秋� 深井店
堺市 とり王
堺市 北野
堺市 英会話三六零
堺市 trattria Rana Luna
堺市 LABALABAR
堺市 炭火焼鳥 杉の屋 中百舌鳥店
堺市 ドッグサロンｗｅｌｌ＆大阪ペット（ＯＰ）
堺市 甑
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堺市 SURF SHOP BULBOUS BOW
堺市 ききょう家
堺市 旭教育セミナー
堺市 お料理教室トレボン
堺市 堺なかもず速読教室
堺市 からおけとんこ
堺市 チロリン村
堺市 公文西陶器書写教室
堺市 泉ヶ丘室内ゴルフスクールインパクト
堺市 旬菜 簞ぽぽ、
堺市 八剣伝 三国ヶ丘店
堺市 公文式北花田駅前教室
堺市 みゆきバレエスタジオ
堺市 Cafe un Reve
堺市 ダンススタジオＦＵＣＨＩＡ（旧うえのかずよバレエスタジオ）
堺市 セルビス
堺市 富寿司
堺市 Aroma＆Herb日和
堺市 公文式 宮山台教室
堺市 公文式 北花田教室
堺市 玉嶋珠算塾
堺市 Arbre Soleil
堺市 はれや
堺市 居酒屋 ゆ
堺市 旬彩・酒楽 きはち
堺市 restaurant tumugi
堺市 とらじ 天神
堺市 堺珠算学校
堺市 いっそん
堺市 蔵屋敷
堺市 bione ビオーネ
堺市 公文式住吉橋教室
堺市 トラジ
堺市 aina lash
堺市 花花
堺市 昇龍會
堺市 公文式大浜中町教室
堺市 TOTAL BEAUTY SALON HARUKI
堺市 cafe dining beaubleu
堺市 美日音楽教室
堺市 金岡珠算塾
堺市 芦内朋子バレエスクール
堺市 いか焼き信次郎
堺市 リラクゼーションサロンBagoly
堺市 公文式グローイング大泉教室
堺市 翔華
堺市 公文式 堺向陵教室
堺市 やきとり大吉 上野芝店
堺市 串かつ ぼちぼち
堺市 八剣伝 浅香山駅前店
堺市 旬豊作 米家 kome-ya
堺市 Ｂar Ｖoce
堺市 大阪府立登美丘高等学校内食堂
堺市 サカグチ音楽センター
堺市 学習塾SOLA
堺市 天音
堺市 DANCE FACTORY
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堺市 旬亭
堺市 Pleasant Hive
堺市 公文式ながそね教室
堺市 ハウススタジオ シェルエンブレス
堺市 お食事処 いとう
堺市 岡野歌謡教室
堺市 鮨座 醤の
堺市 ケイワイエム体操クラブ
堺市 永田書道塾
堺市 多聞
堺市 庄八
堺市 外山珠算教室
堺市 心魂道場南大阪本部
堺市 鳥よし
堺市 東明飯店
堺市 ケセランパサラン
堺市 たみや
堺市 Radiance
堺市 総合整体院 健康の森
堺市 パーソナルトレーニングジムSimple Training
堺市 なご心
堺市 結婚相談所レジェンデ
堺市 中国料理丹甫
堺市 百福
堺市 とらじ 本店
堺市 すし富平
堺市 公文式 石津川駅前教室
堺市 わがまま料理  ききょう
堺市 炭火焼鳥 瑞
堺市 大衆酒場やまだ
堺市 一番亭
堺市 喫茶＆郷土料理 美園茶家
堺市 チキン娘に豚野郎
堺市 キッチン朱月
堺市 寿し太郎
堺市 メナードフェイシャルサロンキャトルフィーユ
堺市 リラクゼーションサロンFrehead
堺市 海鮮屋台のもや
堺市 新和風創作料理 あん
堺市 中国料理 好天
堺市 Dog Blanc
堺市 竜起
堺市 Gluck
堺市 くえろくえら
堺市 廣川ピアノ教室
堺市 中国料理 泰平樓
堺市 オリオリクラブ
堺市 ごはん亭酒処八万
堺市 呑み屋 くにふ
堺市 うどんそば処げんき家
堺市 食酒場しょう
堺市 Laulea
堺市 公文式 東浅香山教室
堺市 金太郎
岸和田市 台所家
岸和田市 東雲舎
岸和田市 ビューティーカラープラス／ビューティーアイラッシュ
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岸和田市 レストラン・シャンソニエ
岸和田市 株式会社ムラタフォトスタジオ
岸和田市 とりやとりで
岸和田市 アクアワールドツアー
岸和田市 大協トラベルサービス株式会社
岸和田市 鶏料理専門店 居食充 五十番
岸和田市 洋食レストランBURO
岸和田市 うまかもん貴桜
岸和田市 うどんば  しん
岸和田市 原価居酒屋傾奇
岸和田市 居酒家 Ｂａｒ Ｍ・Ｋ
岸和田市 BALIHAN BAR
岸和田市 公文式 東岸和田駅前教室
岸和田市 とりやす
岸和田市 辻林
岸和田市 ビューティーサロンパール
岸和田市 家庭料理こころ
岸和田市 岸和田ライオンズ
岸和田市 カラオケスナック 笑のわ
岸和田市 旅情報 ジェイ・ロード
岸和田市 居酒屋 仁
岸和田市 お好み てっぱん焼 ここち
岸和田市 居酒屋笑福
岸和田市 お好み焼まんまる
岸和田市 日本料理うおり
岸和田市 せせらぎサロン雫
岸和田市 Rinks
岸和田市 鉄板焼き どんちち
岸和田市 BOCCO CURRY
岸和田市 公文式大宮小前教室
岸和田市 公文式 朝陽教室
岸和田市 Hippo-s
岸和田市 虎鉄
岸和田市 万よし
岸和田市 北京 久米田店
岸和田市 ちゃんこ鍋かじの
岸和田市 エステティックサロン ナチュラーレ
岸和田市 居酒屋喜色
岸和田市 たこ焼得心森野店
岸和田市 奥田そろばん教室
岸和田市 うお寿
岸和田市 居酒屋 ちょうちん
岸和田市 公文式山直教室
岸和田市 ファミリー居酒屋 花小路
岸和田市 アジアンカフェ ファーフォ
岸和田市 いなほ料理教室
岸和田市 キッズフォトスタジオ
岸和田市 Hug
岸和田市 旬鮮ごはん屋かも葱岸和田
岸和田市 カラオケスタジオＫ・S・Ｔ
岸和田市 みらいや
岸和田市 スナック癒
岸和田市 進星塾
岸和田市 尾はこ
岸和田市 千亀利
岸和田市 カフェピュアタイム
岸和田市 GALETTE CAFE ONO-RE
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岸和田市 とみや
岸和田市 おかゆ君77
岸和田市 ル・ソレイユ 
岸和田市 炭火もも焼きとり彦
岸和田市 笹島学習塾
岸和田市 Miraie
岸和田市 麺屋北野
岸和田市 LaFoxy
岸和田市 末松家
岸和田市 舌好鳥
岸和田市 洋食浜の家
岸和田市 モイスティーヌ春木若松サロンラフィネ
岸和田市 さぬきや
岸和田市 Pualice
岸和田市 公文式上松作才町教室
岸和田市 きっちん
豊中市 酒房 謙チャン
豊中市 G・G キッチン
豊中市 ＳＩＬＫ
豊中市 居酒屋 たこいち
豊中市 PepperMill
豊中市 清家楽器 音楽教室
豊中市 日本料理 四幸
豊中市 樂八 庄内駅前店
豊中市 ju:ju
豊中市 ラーメン飛龍
豊中市 テンポエトレ豊中店
豊中市 Cronico indoor climbing facility - ボルダリングジム クロニコ
豊中市 スタジオコントレール
豊中市 サロンアンジュ千里中央パル店
豊中市 パチンコ＆スロット アムパチ～ノ豊中店
豊中市 ドッグサロン プチシャン
豊中市 株式会社ダイワフォート
豊中市 コスコクレープ イオンSENRITO店
豊中市 チャイナダイニン 浪曼路
豊中市 立呑み処 マキノ
豊中市 GOLF STUDIO POLISTYLE
豊中市 源樹や 服部店
豊中市 うどん屋山善
豊中市 ベイビーステップ
豊中市 BAR GEAR
豊中市 麺屋ほぃ
豊中市 lobe indiba
豊中市 美味旬彩 塩井
豊中市 Fucci ミュージックスクール
豊中市 炭火焼肉 牛閣
豊中市 酒と蕎麦 こなから
豊中市 ヤマビコ ホルモン
豊中市 プルコギ食堂 ふくみみ
豊中市 みんみん
豊中市 わかな
豊中市 和気逢々
豊中市 やきとり福福
豊中市 リラクゼーションルーム Sanctum
豊中市 ダイニングバーとまと
豊中市 凡夫
豊中市 ビストロ・リッペ
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豊中市 川﨑こども将棋教室
豊中市 越後屋 緑地公園店
豊中市 BAR KORU
豊中市 ネイルサロン m.greyNAILSALON
豊中市 エステサロン ヴレクール
豊中市 ラ ターブル ド クラージュ
豊中市 焼肉grandma
豊中市 吉岡マグロ節センター
豊中市 公文式 北条教室
豊中市 公文式豊中浜教室
豊中市 酒菜鮮房 にし家
豊中市 公文式千里中央駅前教室
豊中市 美味旬菜 釋
豊中市 中国華膳 彩菜
豊中市 フェイシャルエステ CLEOPATRA
豊中市 ホームバーハーツ
豊中市 お好み焼ハウス アジジ
豊中市 フォーリーフ大阪
豊中市 やきとり 初酉
豊中市 旬に居酒屋 心芽
豊中市 志みづ家
豊中市 豊中理数教室
豊中市 ミラクル
豊中市 笑ふく
豊中市 ほぐし処クローバー
豊中市 ボディケア ハピネス
豊中市 うを浅
豊中市 旬楽彩 うめ小町
豊中市 カトマンドゥ
豊中市 田畑ピアノ教室
豊中市 鶏日和
豊中市 公文式原田元町教室
豊中市 たまむし
豊中市 ハーラウフラ カナニオルアオレ
豊中市 AMAUTA
豊中市 PIZZERIA  GETTEN
豊中市 fraiseau万流
豊中市 とり吉
豊中市 牛旬三郎
豊中市 まいづる
豊中市 学習塾ブラート学館
豊中市 公文式東泉丘教室
豊中市 キクスイ
豊中市 和食屋喜助
豊中市 樹林
豊中市 公文式豊中玉井教室
豊中市 りらく手揉みほぐしアールPRO曽根店
豊中市 BOSS
豊中市 中華そば しゅんのすけ
豊中市 炉ばた焼 喜楽
豊中市 酒処 かおり
豊中市 ストリデザイン事務所
豊中市 Capella
豊中市 味処 かくれ家
豊中市 SMOKE&SUMIBI 102
豊中市 四季おがさわら
豊中市 照華書道教室
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豊中市 Fresh Eyes
豊中市 たこ焼き ひさご
豊中市 スタジオファイブ
豊中市 焼肉佳路
豊中市 カーリーカリー
豊中市 ふぐどん豊中店
豊中市 フットサロン リ・ソール
池田市 武田いと子絵画創作教室
池田市 一花
池田市 メナード フェイシャルサロン 池田駅前東
池田市 みはる
池田市 かさ家
池田市 アップル英会話センター
池田市 保呂酔
池田市 ラーメンおくや
池田市 クローバーボディ
池田市 アンフィニサロン
池田市 ふぐ好
池田市 ほそかわ ガジュマル
池田市 Ｐｉｚｚｅｒｉａ Ｐａｎｃｉａ Ｐｉｅｎａ
池田市 さとり
池田市 琉球居酒屋 赤瓦
池田市 炭火焼鳥銀のカメレオン
池田市 カラオケ ルナール 
池田市 ECCジュニア 池田駅前教室
池田市 BARCREAM
池田市 町家料理 結月
池田市 まがり書房
池田市 イシバシテラス
池田市 やきとり源
池田市 Ribbon Lei Anuhea
池田市 milfoil
池田市 レディブルース
池田市 Breeze
池田市 居酒屋 万
池田市 魚々市
池田市 きらくや魚天
池田市 井上 話し方・朗読教室
池田市 たこ焼き・鉄板焼き じゃね～の
池田市 日常酒飯事わこう
池田市 カフェ アタ
池田市 骨付鳥 焼鳥 またたび
池田市 てんきゅう
池田市 Petit
池田市 炭火家 がちまやぁ
池田市 お食事処 えだまめ
池田市 創作居酒屋MA hiro
池田市 キベクラフト
池田市 四川酒家 長光
池田市 風の盆
池田市 涎屋
池田市 private salon s
池田市 備前屋
池田市 ホルモンブルズ
吹田市 ドルフィン
吹田市 磯心
吹田市 居酒屋 一番

53 / 76 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和2年5月26日公表分）

吹田市 株式会社ＴＮＫツーリスト
吹田市 黒兵衛 江坂店
吹田市 壺天
吹田市 パソコン教室ウォンツ千里山校
吹田市 チーターズ・ハンターズ 
吹田市 アンディフロイデ
吹田市 加圧スタジオLakshimi+ 江坂店
吹田市 加圧スタジオLakshimi+ 江坂南店
吹田市 旬菜若竹
吹田市 旬菜山﨑
吹田市 大衆魚酒場 こばやし
吹田市 ウィッグ＆アクセサリー リンロンフワミー
吹田市 コンディショニングジムリバティ
吹田市 スタジオシュガール
吹田市 スタジオシエルイオン北千里店
吹田市 炭火焼鳥 鳥作
吹田市 旬菜cafe奏canade
吹田市 進学会アルファ
吹田市 マヌラニ フラ スタジオ
吹田市 株式会社ビガー・トラベル・サービス
吹田市 華や
吹田市 LMAハワイアンジュエリー LocoMocoAloha
吹田市 とよつ壱や
吹田市 ホテルクライトン江坂
吹田市 そば処万両
吹田市 Ｃｌｕｂ Ｚｅｒｏ トラベル株式会社
吹田市 焼肉  瑞園
吹田市 Anchor English School
吹田市 Shot Bar NADURRA
吹田市 RAKUSA
吹田市 焼肉あさだ
吹田市 ハルアンジェバレエ
吹田市 焼鳥YUTAKA
吹田市 GARDEN CRYSTAL
吹田市 鮨処 すえ広
吹田市 Ｂａｈａｇｉａ
吹田市 Este Salon Angelle
吹田市 だんだん
吹田市 m's kitchen
吹田市 地酒・家庭一品料理 ふく
吹田市 参と壱
吹田市 Wine Bar Kolsch
吹田市 寿司処かじか
吹田市 ふじた塾
吹田市 ことぶき
吹田市 スパゲッテリアマッキー di HAYASHIDA
吹田市 美酒佳肴 酒地肉鱗 
吹田市 がんちゃん
吹田市 鮮菜 やま川
吹田市 関西模型
吹田市 公文式片山教室
吹田市 ネイルサロン Lazuli Nail in Princess
吹田市 ファニービー吹田
吹田市 DILKHUS
吹田市 Chaton LUCE
吹田市 酒商 宮谷
吹田市 炭火焼き鳥一鶏
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吹田市 町の酒屋古木
吹田市 キッシュ
吹田市 喫酒まつむら
吹田市 優行扉
吹田市 一品料理 みか
吹田市 饂飩とお酒金爾
吹田市 ネイルサロン Flower Nails
吹田市 And more…
吹田市 吹田佳洲館道場
吹田市 将平
吹田市 Cohama
吹田市 寿司割烹なるを 福warai
吹田市 料理とお酒晴ル
吹田市 千房 江坂店
吹田市 レストラン シュバル
吹田市 八角
吹田市 Jewel nail
吹田市 鶏居酒屋るーつ
吹田市 エステサロン Booty of Beauty
吹田市 凡庫
吹田市 永田ギター教室
吹田市 K's STYLE
吹田市 栴檀塾
吹田市 イタリア酒場バールジーニョ
吹田市 CPサロン リノン
吹田市 健美家
吹田市 坂本音楽教室
吹田市 フランス料理レストラン Ｌａ Ｂａｌａｎｃｅ
吹田市 栄すし
吹田市 中華日の出
吹田市 華舟書道教室
吹田市 おはこ
吹田市 メナードフェイシャルサロン ベルスミール
吹田市 ピッツェリアカローレ
吹田市 らぁ麺とっとこ
吹田市 おだて屋
吹田市 櫂きものアトリエ
吹田市 アロマテラピーサロンkoti
吹田市 ジュエリーあおば
吹田市 ダイニングくった
吹田市 CIELO
吹田市 アルクKiddy CAT 英語教室 江坂校
吹田市 焼き鳥渡鳥 江坂本店
吹田市 焼肉かぼちゃ亭
泉大津市 やまもと
泉大津市 カラオケマイソング
泉大津市 鳥せん
泉大津市 レストラン フランボワーズ
泉大津市 海鮮居酒屋呑気屋
泉大津市 KIDORI
泉大津市 ばんさん
泉大津市 癒し空間 ＨＡＲＤ
泉大津市 串揚げ・一品あじさい
泉大津市 仔牛屋
泉大津市 もつ鍋永楽 泉大津店
泉大津市 カナダ英語教室
泉大津市 三幸苑
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泉大津市 ESPOIR
泉大津市 整体まこと
泉大津市 占いサロン・ねこのもり
泉大津市 Monstyle
泉大津市 人情酒場 えん
泉大津市 La Belle Equipe
泉大津市 串かつ粋勝
泉大津市 焼き鳥ラタン
泉大津市 スクールIE泉大津校
泉大津市 お好み焼き はなまる
泉大津市 季節料理よこ山
泉大津市 ネイルサロン ＧＲＡＮＴ
泉大津市 中国料理工房 三好
泉大津市 庄ちゃん寿司
泉大津市 dining×bar UliUli
泉大津市 カイロプラクティック泉大津
泉大津市 季節料理 池宮
泉大津市 ECCジュニア 東豊中町教室
泉大津市 KIWIKIDS英会話スクール
泉大津市 セイムダンスカンパニー
泉大津市 五月
泉大津市 フラワーデザインスタジオ花時計
高槻市 らぁめん 越後屋
高槻市 そば尾形
高槻市 エステサロン ラパンド
高槻市 そば処 まさ吉
高槻市 つきの井
高槻市 大阪王将 阪急高槻店
高槻市 けむり屋 牛力
高槻市 個室居酒屋 柚子の心 阪急高槻市駅前店
高槻市 高崎流クリエイティブキッチン道場摂津富田店
高槻市 赤樫鮨
高槻市 高崎流居酒屋道場 高槻店
高槻市 UCCカフェメルカード高槻店
高槻市 いとう
高槻市 実演手打うどん杵屋イオン高槻店
高槻市 フォルテ進学セミナー
高槻市 回転寿司喜楽
高槻市 プースカフェ
高槻市 のびてゆく幼稚園 リズム室
高槻市 タイ料理ディーディー
高槻市 ふぐ義
高槻市 ポン・マリー
高槻市 のらや高槻店
高槻市 成徳学苑桜ヶ丘珠算教場
高槻市 創作居酒屋ふくみみ
高槻市 けいぼう’Sキッチン
高槻市 パーソナルジムWILL
高槻市 惣菜とお酒 和屋
高槻市 シード音楽教室
高槻市 ゴンパチ高槻
高槻市 お好みの焼き っぽい
高槻市 ファーストスタイル
高槻市 陶仙房 なかじま
高槻市 珉珉 高槻店
高槻市 やきとり大吉 高槻病院前
高槻市 PURE-BODY 
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高槻市 さいとう珠算教室
高槻市 TETSU庵
高槻市 味のふところ へんみ
高槻市 どんたくパート2
高槻市 居酒屋 恵
高槻市 創作ダイニングTake'
高槻市 カルムホーム
高槻市 にわ・とりのすけ富田店
高槻市 Bar CASK
高槻市 料理屋わさび
高槻市 relaxation salon KURU＊KURU
高槻市 ＴＥＮＰＡＩ高槻店
高槻市 磯若寿司
高槻市 あまえんぼう
高槻市 みずき
高槻市 公文式川西教室
高槻市 メナードフェイシャルサロン高槻緑町
高槻市 加茂川
高槻市 味人
高槻市 ミルキーウェイ
高槻市 和ダイニング四季彩々
高槻市 立ち呑みBAR串磨磋
高槻市 シノダ写真館
高槻市 やよい軒 高槻店
高槻市 リラクゼーションルームｆｕａｆｕａ
高槻市 料亭きんなべ
高槻市 頭ほぐしとアロマセラピー よしか
高槻市 公文式日向町教室
高槻市 喜楽亭
高槻市 公文式日吉台三番町教室
高槻市 鉄板焼居酒屋栄ちゃん
高槻市 伊と長
高槻市 よりみちおみつ
高槻市 Tea House DOG CAFE ぷらっとわん
高槻市 公文式別所本町教室
高槻市 コーヒー&ハンバーグ はみんぐばーど
高槻市 ほろよい
高槻市 レンタルスペースＲｉｏ
高槻市 BiBi
高槻市 Brasserie24℃
高槻市 さくら
高槻市 和風酒処Ｋ
高槻市 葵
高槻市 Aroma Plant
高槻市 ロッキーハウス
高槻市 プライベートサロン チューリップ
高槻市 福喜多
高槻市 Na＋
高槻市 イカンピ
高槻市 まつい
高槻市 食堂 椿
高槻市 居酒屋にし家
高槻市 公文式アライブ明野教室
高槻市 田中塾
高槻市 つよくなる将棋教室
高槻市 焼鳥のヒナタ 摂津富田駅前店
高槻市 寿司栄
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高槻市 Les Copins
貝塚市 新国際観光株式会社
貝塚市 進学学習塾プログレス
貝塚市 GFC 香港スタイル飲茶レストラン 
貝塚市 イタリア料理ＤＵＯＭＯ
貝塚市 新之亟
貝塚市 やきとり 骨付鳥 どっと家
貝塚市 麻雀 堤
貝塚市 うつ輪
貝塚市 古民家そらcafe
貝塚市 個別学園月花
貝塚市 和幸寿司
貝塚市 公文式木島教室
貝塚市 エステティックサロン キレイ．館
貝塚市 四季食彩 ichi's
貝塚市 公文式貝塚名越教室
貝塚市 三味力楽器店
貝塚市 粉もんこまち
貝塚市 割烹屋 ゆず
貝塚市 たこ神
貝塚市 居酒屋きまま
貝塚市 酒房 うっちゃり
貝塚市 創作居酒屋いづみ
貝塚市 永寿亭マルカ支店
貝塚市 RMS音楽教室
守口市 居酒家 土間土間 守口市駅前店
守口市 Eternity
守口市 チャンプ守口本店
守口市 カレー倶楽部ルウ 守口店
守口市 九州ラーメン亀王
守口市 シャンブルAsami
守口市 デルタフォ－ス
守口市 Mariage
守口市 パブ ＆ レストハウス ブリュッケ
守口市 咲kura
守口市 bar Loretto
守口市 33DOGS
守口市 誠屋 守口店
守口市 喫茶 ABC
守口市 YOGA GANGA
守口市 味肴房田
守口市 吉酔
守口市 レストランBarゆう
守口市 Chang Tua Lek
守口市 かう苑
守口市 Eyelash Salon Calmo
守口市 酒やのまえだ 立呑み倶楽部
守口市 ラウンジR
守口市 公文式守口大宮通教室
守口市 桂
守口市 公文式守口大久保教室
守口市 立呑み処 大阪城
守口市 中野由佳子バレエスクール
守口市 尾道ラーメン山長
守口市 癒ラボ
守口市 和ダイニングはなりき
守口市 お好み焼き 千草
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守口市 才徳学院
守口市 ナマステタージマハル
守口市 居酒屋 みつ岡
守口市 アートカズ
守口市 居酒屋もきち
守口市 明後日
守口市 笑び食堂
守口市 両替屋
守口市 お食事処 大喜
守口市 居酒屋桐生
守口市 BISTRO NANMO
守口市 居酒屋 りょう
守口市 公文式 守口藤田町１丁目教室
守口市 公文式 守口土居教室
守口市 食事処 はま
枚方市 くし串
枚方市 味庭 かぼす
枚方市 居酒屋 くろせ
枚方市 真っ赤ならーめんとまこ
枚方市 枚方個室居酒屋 心粋～cocoroiki～枚方駅前店
枚方市 回転寿司まぐろ家まる東香里店
枚方市 くずはグーテ
枚方市 株式会社エスプリドマミ
枚方市 Gate
枚方市 トレンタ
枚方市 リラクゼーション そよ風
枚方市 まるじゅう
枚方市 シビカラ屋ロッキー
枚方市 ベクトル枚方店
枚方市 一力
枚方市 株式会社アート・アライ
枚方市 味万寿司
枚方市 ダンススクールソフィア
枚方市 気まぐれ
枚方市 和菜おか蔵
枚方市 スパイス工房燦
枚方市 イトウダンススクール
枚方市 クラブ天羽
枚方市 えみゆ
枚方市 鳥将軍
枚方市 りらくる枚方中宮大池店
枚方市 ばんなりさ
枚方市 隠れ家月光
枚方市 まきのパソコン教室
枚方市 居酒屋まつもと
枚方市 ヨウ・アートギャラリー
枚方市 公文式枚方長尾西教室
枚方市 いいとも
枚方市 aina-lapule 
枚方市 カラオケ喫茶りおん
枚方市 隠れ酒家 風雅
枚方市 頑ばりや
枚方市 PRO-KARATEDO連盟 ニュージャパンキックボクシング連盟 理心塾
枚方市 音楽教室リプルミュージック
枚方市 カフェ ソワン
枚方市 スナックみさ
枚方市 ふぐ料理西京家
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枚方市 みのり
枚方市 CPサロン みるく
枚方市 シティショップ モナ
枚方市 インド・ネパール料理 AKIRTI
枚方市 タケヤスポーツ
枚方市 八五郎
枚方市 修ちゃん
枚方市 RiBBorn
枚方市 立呑処兄やん
枚方市 travis - bouldering studio
枚方市 ハーブローズ
枚方市 お好み焼き 花林
枚方市 PALUP
枚方市 ナマステダワラギリ
枚方市 ほほえみ
枚方市 旬感食楽あすなろ
枚方市 摩楼
枚方市 和季あいあいえん
枚方市 どくおんき チェ
枚方市 Nail Salon PalFlulu
枚方市 Taiyo Studio
枚方市 スタジオ K
枚方市 さつま
枚方市 城南コベッツ くずは教室
枚方市 Halls School of English
枚方市 ヨガ・ピラティススタジオkiraris
枚方市 kafuu Nail
枚方市 ルーチェサロン
枚方市 Taverna Cucinetta
枚方市 みずの道アカデミー
枚方市 あとりえ夢工房
枚方市 スピリチュアル＆アロマ ヒーリングサロンCarnelianｰarch
枚方市 CIEL
枚方市 Yoga Madhya
枚方市 寿し活
枚方市 コビト英語塾
枚方市 ネイルサロン ma cherie
枚方市 うさぎや
茨木市 だいにんぐ とっ鶏
茨木市 おか家
茨木市 居酒屋栄吉
茨木市 遊食旬菜びいず
茨木市 鼓 JR西口本店
茨木市 英会話めりーらんど
茨木市 魚の旨いもん処 三府鮨 阪急茨木店
茨木市 株式会社ケイズブレイン
茨木市 南茨木スイミングスクール
茨木市 楽読茨木スクール
茨木市 PROCIONE
茨木市 成田家
茨木市 アーユルヴェーダサロン サムサラ
茨木市 BlueSunサロン
茨木市 日本酒とはまやき 喰海
茨木市 リストランテ ポルポ
茨木市 サロン・ド・セラム
茨木市 洋風居酒屋 晴れ屋
茨木市 片桐窯陶芸教室
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茨木市 Casual Dining かのん
茨木市 ほっかバル
茨木市 ゆうらい
茨木市 Ｊスタジオ
茨木市 Lounge nao
茨木市 喫茶カラオケサロン花苑
茨木市 味よし
茨木市 尾松音楽教室
茨木市 KINARI ANTIQUES
茨木市 夢ペンギン村
茨木市 tortue
茨木市 スナック姫芽
茨木市 明石書道教室
茨木市 Slow Living
茨木市 茨木美術研究所
茨木市 公文式ＥＬＡＮＤ’ＯＲ星見教室
茨木市 アラメゾン
茨木市 かけはし音楽教室
茨木市 和心家
茨木市 真珠に竹馬
茨木市 さんちゃん
茨木市 ネイルサロン ゴールド
茨木市 ラーメン 朋
茨木市 炭火焼肉ホルモン 徳臓
茨木市 Mariana CAFE
茨木市 八方寿司
茨木市 居酒屋如月
茨木市 公文式阪急茨木市駅前教室
茨木市 焼肉匠
茨木市 GOLD
茨木市 七転八起
茨木市 Crocchio
茨木市 ハニーこどもミュージカルくらぶ
茨木市 Allegro le mariage
茨木市 イバラキ洋食酒場 グラン
茨木市 お食事処 たえ
茨木市 紅紅火火
茨木市 旬鮮バル かつを
茨木市 らーめん ど真ん中
茨木市 ねぎぼうず
茨木市 上吉
茨木市 澤田ボクシングフィットネスジム
茨木市 おどりや 茨木店
茨木市 てぃんがーら
茨木市 Cafe & Bar a2 茨木
茨木市 たこ焼き あきない
茨木市 公文式 彩都西教室
茨木市 キャベツHouSe
茨木市 メナードフェイシャルサロン茨木舟木南
茨木市 月時
茨木市 川上恵子音楽教室
茨木市 松葉寿司
茨木市 トタリテ
茨木市 おばんざいや駐輪前
茨木市 マミバレエスタジオ
茨木市 公文式耳原教室
茨木市 MOX
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茨木市 庵
茨木市 公文式 美穂ヶ丘原教室
茨木市 PK-school
茨木市 nico merci
茨木市 馬人
茨木市 中浜さとみピアノ教室
茨木市 Gーやん
茨木市 卓球用品と教室 ONE.PIECE
茨木市 焼肉大将
八尾市 寿し処 美よ志
八尾市 串かつ こもり
八尾市 鳥 くら
八尾市 一品料理 夜車
八尾市 とんかつマンジェ
八尾市 BIGBANG八尾店
八尾市 博多もつ鍋まぁる。
八尾市 焼肉たらふく
八尾市 中華料理 海山
八尾市 横浜中華 王記厨房
八尾市 居酒屋 和楽
八尾市 株式会社エル・ラーニング
八尾市 有限会社ひかり写真室
八尾市 NKS-405バスケットボールコート
八尾市 大阪バレエアカデミー
八尾市 吉鳥 山本駅前店
八尾市 今日亭本店
八尾市 焼肉はらだ本店
八尾市 オコノミヤキベイベー
八尾市 DABUDABU
八尾市 スポーツ整体＆リラクゼーションサロン春風
八尾市 やきとり大吉 八尾空港店
八尾市 美津家
八尾市 ジェミー学習塾
八尾市 きりん
八尾市 エイトラインズ
八尾市 梅本
八尾市 中国菜館 福龍園
八尾市 四季
八尾市 スタジオソラファ
八尾市 串兆
八尾市 Ravir
八尾市 ＭＪＧＹＭ
八尾市 居酒屋たなちゃん
八尾市 心将塾キックボクシングジム
八尾市 一福
八尾市 ＹＡＯ加圧トレーニングスタジオ
八尾市 三郎丸
八尾市 公文式八尾高安西教室
八尾市 整体の森愈庵
八尾市 酒処 大ちゃん
八尾市 立呑処 創
八尾市 居酒屋 福ちゃん
八尾市 ランモックカフェロフトンウェアハウス
八尾市 Eyelash Salon LK
八尾市 えびす
八尾市 備長炭焼き とりひろ
八尾市 スタジオブルーメ
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八尾市 居酒屋ごん太
八尾市 カラオケもも
八尾市 たろうず
八尾市 堀江珠算専攻学院
八尾市 焼肉 きらく
八尾市 ぜん。
八尾市 八尾ブラジリアン柔術
八尾市 春日や
八尾市 手打ち蕎麦さとたけ
八尾市 半兵衛
八尾市 さかくら教室
八尾市 中華料理まいど
八尾市 Fuaugfaa（ファンファー）
八尾市 手打ちそば一
八尾市 酒実
八尾市 おたる
八尾市 山田ピアノ教室
八尾市 ホルモン料理 吉haru
八尾市 しま乃
八尾市 成鯛
八尾市 あげいん
八尾市 焼鳥 くだかけ
八尾市 お好み焼き とも
八尾市 ひととき整体院
八尾市 自家製麺 うどん和
八尾市 龍成道場
八尾市 浜料理 かつらぎ
八尾市 なみなみ
八尾市 おおはた
八尾市 Indigo Blue
八尾市 Tsutsui GUITAR SCHOOL
八尾市 天婦羅 小のや
八尾市 KALAMA BEACH
八尾市 photondo 
八尾市 ロワール
泉佐野市 居酒屋 次郎長
泉佐野市 ラーメン麺工房
泉佐野市 Bar&Restaurant Dragon Fly
泉佐野市 CLUB CATS
泉佐野市 マブハイチケット
泉佐野市 買取神社イオンモール日根野店
泉佐野市 いろは満月
泉佐野市 ジュエリーフルミヤ イオンモール日根野店
泉佐野市 スターゲイトホテル関西エアポート
泉佐野市 酒房たかだ
泉佐野市 リラクサロン ルピナス
泉佐野市 DUE TORRI by J.Yamashita
泉佐野市 そうさく料理てんきち
泉佐野市 スナックPIANO
泉佐野市 Relax はなうた
泉佐野市 みさき工房
泉佐野市 一杯飲み屋まめちゃん
泉佐野市 FIKA
泉佐野市 焼肉夢
泉佐野市 88 butterfly
泉佐野市 nail salon atelier Charm
泉佐野市 y'scafe
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泉佐野市 ｂｏｋｕ
泉佐野市 カレーの店イートイット
泉佐野市 ネイルサロンAI
泉佐野市 LALALA珈琲
泉佐野市 よーしょく焼りん
泉佐野市 串料理ふじお
泉佐野市 キッチンshabana
泉佐野市 公文式羽倉崎駅前教室
泉佐野市 美味彩菜 十色
泉佐野市 広学塾
泉佐野市 和風居酒屋 しろ
泉佐野市 亀仙人食堂
泉佐野市 N'sスポーツアカデミー
泉佐野市 鶏と魚
泉佐野市 み奈美亭
泉佐野市 Lloyd Enterprise
泉佐野市 さつまふじ
泉佐野市 八角 上瓦屋店
泉佐野市 公文式日根野南教室
泉佐野市 インドアゴルフスクール
泉佐野市 アーススポーツ
泉佐野市 川せみ
泉佐野市 ポーラザビューティー泉佐野外環店
泉佐野市 公文式 佐野湊教室
富田林市 中華居酒屋 蒼河
富田林市 喫茶ナロード
富田林市 BESIDE.Ltd.
富田林市 富田林イトマンスイミングスクール
富田林市 中国料理 蓮花
富田林市 Hiro's Factory
富田林市 ブティックサヤ
富田林市 阪南給食チェーン株式会社
富田林市 ハーモニー
富田林市 キッチンブルドッグ
富田林市 UENO
富田林市 らばーる
富田林市 公文式こがねだい教室
富田林市 公文式 藤沢台中央教室
富田林市 串カツ うっでぃ
富田林市 レストランオゼルブ
富田林市 レイドバック
富田林市 たこ焼きまるこ
富田林市 居酒屋ぼちぼち
富田林市 リラクゼーションスペース風佳FU-KA
富田林市 喜志そろばん教室
富田林市 鈴木アカデミー
富田林市 焼肉まるかわ
富田林市 ルミエールバレエ教室 
富田林市 居酒屋  こてつ
富田林市 暮らし屋
寝屋川市 雅樂亭
寝屋川市 中華料理 誠華
寝屋川市 Lounge М
寝屋川市 ダイニングバークラブバッカス
寝屋川市 株式会社 米永商店
寝屋川市 カラオケスペ－ス音-1
寝屋川市 牛角萱島店
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寝屋川市 焼肉 牛炎
寝屋川市 ちくま庵
寝屋川市 東京もんじゃ屋
寝屋川市 光丸屋
寝屋川市 MTTOURS
寝屋川市 公文式 上神田教室
寝屋川市 居酒屋 なつめ
寝屋川市 ケイ
寝屋川市 鳥一番
寝屋川市 河野右脳能力開発センター
寝屋川市 English Bridge
寝屋川市 サロン・ド・イヴ
寝屋川市 鈴木まやバレエスクール
寝屋川市 エステティックジュビラン ボンヌ･シャンス
寝屋川市 Bar Lazo
寝屋川市 Salon de Mico
寝屋川市 永大塾 寝屋川校
寝屋川市 九州男
寝屋川市 一休
寝屋川市 田仲商店
寝屋川市 なにわ
寝屋川市 居酒屋 安兵衛
寝屋川市 お食事処 川原
寝屋川市 Micci倶楽部
寝屋川市 エクセル藤川
寝屋川市 flower color's
寝屋川市 心々
寝屋川市 てんくう
寝屋川市 伊仏食堂DAI
寝屋川市 寿司幸っちゃん
寝屋川市 セラピールーム 美楽
寝屋川市 東峰軒
寝屋川市 公文式豊野町教室
寝屋川市 焼肉甲子園
寝屋川市 ヨガスタジオ アドービ
寝屋川市 ナマステジ
寝屋川市 大蛸家
寝屋川市 地鳥亭
寝屋川市 石川家
寝屋川市 カフェカターラ
寝屋川市 炉端焼き ふるさと
寝屋川市 おきどき
寝屋川市 水源流拳法
寝屋川市 EQWELチャイルドアカデミー 香里園駅前教室
寝屋川市 大八
寝屋川市 ファセサロン
寝屋川市 鉄板焼 くん
寝屋川市 濱のや鮨
寝屋川市 ほまれ
寝屋川市 とん八
寝屋川市 Italian Bar Basso
寝屋川市 末広寿司
河内長野市 ネイル グログラン
河内長野市 南喜久
河内長野市 山寿司
河内長野市 中国料理 鴛鴦
河内長野市 南天苑
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河内長野市 スパゲティハウス
河内長野市 居酒屋おおきた
河内長野市 居酒屋松ちゃん
河内長野市 カイロプラクティック真愛
河内長野市 創作居酒屋笑
河内長野市 公文式美加の台教室
河内長野市 北山そろばん教室
河内長野市 Sonrisa cafe
河内長野市 英数ゼミナール
河内長野市 旬味 まつだ
河内長野市 尺八修理工房幻海
河内長野市 美術labo.遊彩
河内長野市 らぁめんhiro
河内長野市 やきとり やまや
松原市 ままや
松原市 ラーメン藤
松原市 ツエルク
松原市 JOY風月・風の街松原駅前店
松原市 Chatoka -茶と菓-
松原市 フレンチ食堂Bochi Bochi
松原市 花串 ひら井
松原市 salon de Kanon
松原市 居酒屋天
松原市 スペアリブ居酒屋今日だけ...
松原市 公文式北新町教室
松原市 じゃんぐる
松原市 鉄板竜
松原市 焼肉割烹藤吉
松原市 公文式松原立部教室
松原市 そば カレー だいみょう
松原市 居酒屋ダイニング ふぁいみぃる
松原市 エレファントTTC卓球場
大東市 福寿山魚捨
大東市 福すし別館
大東市 ジュエルみずかみ
大東市 まんま家 大東店
大東市 家
大東市 豊昇
大東市 saffy
大東市 仙炎
大東市 SOLEIL
大東市 kitchen Baum
大東市 らぁめん万福
大東市 活魚創作料理 無法松
大東市 Plaisir
大東市 bar Azu
大東市 沖縄料理つくし
大東市 PRIVATE EYELASH SALON PLEEF
大東市 和創diningわんぐり
大東市 炭火焼 鳥誇
大東市 nail arcenciel
大東市 S.BALLET.ART
大東市 LUCIA
大東市 ビストロimakura
大東市 Relaxation Salon LOTUS
大東市 元龍菜
大東市 みにかっぽう膳
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大東市 中國旬彩 喜千
大東市 酒房 群青
大東市 公文式 大東平野屋教室
和泉市 焼肉かわしま
和泉市 飯酒家 柚多香
和泉市 津軽
和泉市 さぶちゃん
和泉市 インド料理 PUJA光明池店
和泉市 遊食家 闌
和泉市 はやフードスタジアム
和泉市 お弁当市場 結
和泉市 サプリナローザ 
和泉市 フジワ音楽センター
和泉市 オコノミヤキマコ
和泉市 伍番
和泉市 ヴァイオリンのおうち 松井
和泉市 リラクゼーションエステアールエスティ
和泉市 8 (eight)
和泉市 公文式 室堂町教室
和泉市 焼肉 つるいち
和泉市 亜羅人
和泉市 painless lab
和泉市 RESTAURANT Y
和泉市 リラクゼーション＆キッチンびせり
和泉市 紫瑠美亜
和泉市 沖縄家庭料理 琉球
和泉市 公文式いぶき野3丁目教室
和泉市 黒龍苑
和泉市 おでん とりから 酎介君
和泉市 書き方教室あゆみ
和泉市 よし川
和泉市 カフェ％
和泉市 ニュー喜久家
和泉市 キッチン カフェ ミユキ
和泉市 公文式 みずき台教室
和泉市 炭火焼ぐれぐれ
和泉市 公文式国府小前教室
和泉市 やきとり大吉 青葉台店
和泉市 かけはし
和泉市 はま－かつ
和泉市 大阪府立信太高等学校内食堂
和泉市 シルクロード
和泉市 岡巳之
和泉市 えびす堂
和泉市 どるちぇ庵
和泉市 お好み焼たなか
和泉市 いずみ塾
箕面市 焼肉たくちゃん
箕面市 箕面高校食堂
箕面市 CAZI CAFE
箕面市 ノイカフェ箕面船場店
箕面市 Coffee&bakes YATT
箕面市 ARTISTプリック
箕面市 民芸そば しのぶ庵 箕面店
箕面市 箕面湯元水春
箕面市 有限会社トラベル北大阪
箕面市 イトーレーター健康ルーム
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箕面市 Yupit Nail
箕面市 美尚
箕面市 あしや
箕面市 箕面カレー アッサン
箕面市 hokuro kotenra gallery
箕面市 Atelier Yukiko
箕面市 お好み焼き店「せんしゅう」
箕面市 スイングパズル 
箕面市 まさはん亭
箕面市 西洋厨房 ぼなぺてぃ
箕面市 公文式 桜井教室
箕面市 A La 
箕面市 Ruelle
箕面市 ハワイアンジュエリーショップカイ
箕面市 emu cafe
箕面市 スナック ウェル
箕面市 ハッピースマイル
箕面市 テクテク紅茶や
箕面市 公文式西小路教室
箕面市 リラクゼーションルーム Sweet＊Hand
箕面市 うの花
箕面市 らーめん菜菜
箕面市 花こまち
箕面市 フォトスタジオｇｉｆｔ
箕面市 居酒屋甚平
箕面市 鉄板ダイニング天
箕面市 楓瀧堂上店
箕面市 公文式 桜ケ丘教室
箕面市 ボディケアやぶもと
柏原市 カラオケ ルビー
柏原市 笑楽飲一心
柏原市 BEAT ART DANCE STUDIO
柏原市 株式会社マイスタディ
柏原市 オールウェイズキッズ河内国分校
柏原市 受験研究塾 耀慧
柏原市 学研堅下教室
柏原市 公文式 柏原大正教室
柏原市 全進塾
柏原市 柏原シティバレエ
柏原市 癒し処 日和
柏原市 レストラン ソル
柏原市 居酒屋もみじ
羽曳野市 居酒屋 山吉
羽曳野市 河田
羽曳野市 三河すし
羽曳野市 だるま寿し
羽曳野市 むらかみ
羽曳野市 焼肉 みつる
羽曳野市 ベビーフェイスプラネッツ羽曳野店
羽曳野市 マック体操クラブ 羽曳野教室
羽曳野市 株式会社HDC HIRO DANCE COMPANY
羽曳野市 エムトップクラブ
羽曳野市 スナックBARはぁ
羽曳野市 宮崎地頭鶏料理と肴の店 ゆたか
羽曳野市 ことぶき
羽曳野市 焼肉 幸
羽曳野市 マグナムフォース
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羽曳野市 陶工房なごみ
羽曳野市 焼肉 蔵
羽曳野市 和牛炭火焼肉 快
羽曳野市 鉄板串焼き小鉄
羽曳野市 三重野書院
羽曳野市 ホ－ルインワン
羽曳野市 公文式羽曳が丘北池教室
羽曳野市 書の教室栗 クリズハウス
羽曳野市 アトリエコモ
羽曳野市 立ち呑み処 満月
羽曳野市 鳥之助
羽曳野市 岩丸
羽曳野市 昭和酒場 満海
羽曳野市 エステサロン カトレア
羽曳野市 エステサロンaile
門真市 きっちん えんや
門真市 四国本場
門真市 ふる里
門真市 讃州うどんの庄 せと
門真市 居酒屋 ひゃくばん 
門真市 有限会社アイディーオー
門真市 かやしまフォトスタジオＯｈａｎａ
門真市 居酒屋やんちゃ西三荘店
門真市 スポルトクオーレ  テニスストーリー
門真市 居酒家土間土間古川橋店
門真市 創作居酒屋とりしげ
門真市 Maki
門真市 和楽 Bar GROUSE
門真市 スナックピュア
門真市 ペンギン館
門真市 BAR亀甲
門真市 季まぐれ料理舞卯
門真市 吉鳥
門真市 炭火焼 守屋
門真市 食楽酒楽 しん
門真市 BEEYAN
門真市 桂花亭
門真市 Asian Dish ICHI
門真市 izakaya dining ふぅ
門真市 こくぶぅ
門真市 串かつ ふぇろ
門真市 焼肉だいせん
門真市 ちゃんこ来伝
門真市 立ち飲み水野酒店
門真市 カラオケスナック未来
門真市 鶏と鯨専門店 あぶり家
門真市 地鶏家 琴嵐
門真市 旬菜美酒 池上
門真市 マルタそろばん教室
門真市 ナイトパブカトレヤ
門真市 炭焼串工房かんすけ
門真市 平戸
門真市 るなぱるく
門真市 ロータスナチュレ
門真市 KAWA-ENGLISH
門真市 ふぐ料理専門店 鉄砲
門真市 そじ坊 古川橋幸福ビル店
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門真市 得助
門真市 串揚げ 繁 おばんざい
門真市 癒しの空間 coron
門真市 酒処 霧島
門真市 戦国屋
門真市 TOMOMI企画 スタジオBLACK DUCKS
門真市 酒肴やす
門真市 居酒屋ぼてじゃこ
門真市 りらくる門真試験場前店
摂津市 お食事処 鳴門
摂津市 株式会社Flag
摂津市 Cotton
摂津市 居酒屋小時 旬彩白おじ
摂津市 とら丸
摂津市 MAYA KITCHEN
摂津市 サンライズ英会話
摂津市 竹島習字教室
摂津市 ネイルサロン ニッティーネイル
摂津市 居酒屋 つくしん坊
摂津市 せんりおかローリング健康センター
摂津市 レディ・レイ
摂津市 天満バレエ教室
摂津市 アトリエSORA
摂津市 Santa caFe HASH
摂津市 鳥庵
摂津市 鉄板バル我友
摂津市 大仙
高石市 スナック お花
高石市 千早食堂
高石市 人情家浜ちゃん酒場
高石市 高石自動車スクール
高石市 七田式フィースト羽衣教室
高石市 カラオケ ハーモニー
高石市 バレエスタジオ  First Step
高石市 高石駅前パソコン教室 アイン・クレヨン
高石市 かっぽう 美坂
高石市 ダンス教室それいゆ
高石市 お好み焼き めりけん亭
高石市 海鮮居酒家すし竜
高石市 呑喰処 ぎん
高石市 夏陽
高石市 山口ゼミ
高石市 チャイナテーブル喜心
高石市 花朋
高石市 居酒屋 殿来
高石市 居酒屋 中繁
高石市 公文式東羽衣教室
高石市 公文式 伽羅橋駅前教室
高石市 ふくじゅう
高石市 エステサロン  mikke
藤井寺市 麻雀マルシン
藤井寺市 お好み焼みすみ
藤井寺市 串かつ専門店月ヶ瀬
藤井寺市 梅廼家
藤井寺市 株式会社大喜ツーリストサービス
藤井寺市 やきとり百助
藤井寺市 肉料理さかもと藤井寺店
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藤井寺市 And.R
藤井寺市 YOGA STUDIO Aria 
藤井寺市 ryu-ru
藤井寺市 のじ菊
藤井寺市 公文式北岡たなか教室
藤井寺市 異食彩々まことや
藤井寺市 Cammee Cafe & 串かつ・一品料理Kisaku
藤井寺市 そば切り 蕎香
藤井寺市 ふぉれすと学習塾
藤井寺市 焼肉 じゅうじゅう万
藤井寺市 居酒屋まんてん丸
藤井寺市 旬希
藤井寺市 STUDIO MOVES
藤井寺市 壮健塾快癒館
藤井寺市 お好み焼き 来楽蔵
東大阪市 串かつ川原田
東大阪市 chotto
東大阪市 お好み焼 一扇
東大阪市 居酒屋 磯
東大阪市 ヒザキ酒店
東大阪市 イクウェルチャイルドアカデミー 八戸ノ里教室
東大阪市 いと美
東大阪市 うまいもんわうまい
東大阪市 鳳凰
東大阪市 焼肉いつき
東大阪市 レストラン シェノワ
東大阪市 太公望ほっぺち
東大阪市 どげん家
東大阪市 寿司居酒屋 㐂六
東大阪市 コリアン海鮮バル
東大阪市 ITTO個別指導学院 六万寺校
東大阪市 グランプランニング株式会社
東大阪市 株式会社木村ミュージックオフィス
東大阪市 Ｕ・コミュニティホテル
東大阪市 あぱっち
東大阪市 パスタSFIDA
東大阪市 soiree‐ソワレ
東大阪市 どさん子大将
東大阪市 中華そば九兵衛
東大阪市 学習塾エフォール
東大阪市 みどり塾
東大阪市 風雲亭
東大阪市 レストラン ピアジョリー
東大阪市 串焼三玄
東大阪市 ダッシュトレード・スポーツクラブ
東大阪市 H&Hプログラミング教室
東大阪市 じとっこ組合大阪布施店
東大阪市 東大阪卓球場
東大阪市 焼き鳥専門店鳥づくし
東大阪市 京進スクール・ワン若江教室
東大阪市 ベトナム料理 フォーロック
東大阪市 Ｋ＆Ｔインダストリー株式会社
東大阪市 ダンススタジオデイジー布施店
東大阪市 ロータスクラブ
東大阪市 八戸ノ里ドライビングスクール
東大阪市 良茶
東大阪市 純愛うどん なでしこ
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東大阪市 遊倶楽部
東大阪市 ゴルフセレクト39
東大阪市 うかい さよ 音楽教室
東大阪市 上田珠算教場
東大阪市 西口学習塾
東大阪市 居酒屋わらい
東大阪市 Space Brillo
東大阪市 エイプ英会話教室
東大阪市 徹ちゃん
東大阪市 萌学習塾
東大阪市 Yukutomoピアノ・幼児リトミック教室
東大阪市 お肉やさんのバル nusa
東大阪市 琥珀近大前店
東大阪市 白川治療院
東大阪市 太助
東大阪市 お好み焼 きよ
東大阪市 Lounge AnBaR
東大阪市 なにわチキン 東鴻池店
東大阪市 アンジュ
東大阪市 すいーと
東大阪市 和遊膳 馬関
東大阪市 ハニー
東大阪市 たこ焼酒場茂
東大阪市 ラウンジ セピア
東大阪市 おお喰らいふくすけ
東大阪市 鉄板焼 お好み焼きの店 TEN  
東大阪市 居酒屋てっぴん
東大阪市 Ａsian Ｄining Bar FUSION
東大阪市 English Community House
東大阪市 創作串かつ専門店 串仙
東大阪市 大谷珠算塾
東大阪市 ピッコロ ラモ
東大阪市 白蓮会館東大阪北支部福井道場
東大阪市 串揚げいのうえ
東大阪市 公文式 大蓮教室
東大阪市 公文式加納教室
東大阪市 和牛家たくちゃん
東大阪市 よしの
東大阪市 串かつ串吟
東大阪市 公文式 玉美小前教室
東大阪市 焼き鳥専門店 むらかみ
東大阪市 公文式長堂教室
東大阪市 炉ばた 村祭り
東大阪市 七味
東大阪市 mano A mano
東大阪市 カラオケしのぶ
東大阪市 居酒屋 松竹
東大阪市 天理スタミナラーメン小阪店
東大阪市 焼鳥Dining-NINE-9
東大阪市 樹々
東大阪市 鶴や
東大阪市 翠龐書道教室
東大阪市 寿しまつもと
東大阪市 御厨珠算塾
東大阪市 中華料理999
東大阪市 立ち飲み居酒屋岩崎
東大阪市 炭火焼鳥 心
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東大阪市 笑蛸
東大阪市 ハロー！パソコン教室布施校
東大阪市 日進食堂
東大阪市 カラオケ Bar ありす
東大阪市 公文式 南鴻池教室
東大阪市 花 ミスマッチ
東大阪市 Agit
東大阪市 屋台風呑み処武ちゃん
東大阪市 手打ちうどん 八るき
東大阪市 Analog Game Cafe 1306
東大阪市 ART&BOOKS adabana
東大阪市 かっぱ
東大阪市 スナック佳代
東大阪市 お好み焼き もも一
東大阪市 中華酒家 あとむ
東大阪市 公文式 新池島教室
東大阪市 こなもん処 花鳥
東大阪市 BODYOASISさくら
東大阪市 餃子専門店 味力亭
東大阪市 アジアンレストラン PAO PAO
東大阪市 布施卓球場
東大阪市 シカゴボーイズ
東大阪市 炭火焼 よしや
東大阪市 セントラル
東大阪市 錦寿し
東大阪市 LAILA
東大阪市 ダイビングハウス AirDome
東大阪市 NAIL SALON lucu-KA-
東大阪市 居酒屋輝吉
東大阪市 清福
東大阪市 やきとり 千代
東大阪市 喜多朗
東大阪市 azalea
東大阪市 Dance studio LuLu
東大阪市 とりまる
東大阪市 本場のさぬきうどん徹麺
東大阪市 中華料理珉楽
東大阪市 PECO NAIL ～sister eyelash～
東大阪市 きむら寿し
東大阪市 サニーアニー子供英会話教室
東大阪市 我が家 ～絆～
東大阪市 くりすたるはうす
東大阪市 日本料理 山ぶき
東大阪市 あや田
東大阪市 studio Welry  スタジオ ウェリー
東大阪市 中瀬珠算教室
東大阪市 エール書店
東大阪市 公文式吉田本町教室
東大阪市 Private Salon NRoom
東大阪市 細見商店
東大阪市 東大阪卓球ジム
東大阪市 お好み焼き  はせどん
東大阪市 すし居酒屋わかば
東大阪市 足屋ABC
東大阪市 炭火焼肉あきら
東大阪市 楓林軒
東大阪市 コトリ

73 / 76 ページ



市町村名 施設名称

※この一覧は、お申し出いただいた皆様であり、支給が決定された一覧ではありませんのでご留意ください。
                  （この一覧の情報は、申請書の記載内容に基づいています。）                   【順不同】

ご協力のお申し出をいただきました施設の一覧（令和2年5月26日公表分）

東大阪市 個別進学指導 創塾
東大阪市 韓国料理 豚兄
東大阪市 楽膳
東大阪市 個別進学塾アドヴァンス
東大阪市 居酒屋みまつ
東大阪市 izakaya HANBUBKO
東大阪市 上田珠算学校
東大阪市 進学塾プラス
東大阪市 カードショップくじから
東大阪市 うどん 千代
東大阪市 整体サロン ソレイユ
東大阪市 手羽先からあげまるちゅう 小阪店 
東大阪市 桃次郎
東大阪市 くいもんやいっきゅう
東大阪市 福寿
東大阪市 リラクゼーションサロンルパス
東大阪市 アイラッシュサロンN
東大阪市 カフェレストマリーン
東大阪市 さかえ教室
東大阪市 とんかつひろ喜
東大阪市 鉄板鍋哲っちゃん
東大阪市 一喜
東大阪市 旬鮮食彩玄武
東大阪市 祐
東大阪市 アクセサリー工房tokimeki
東大阪市 お野菜料理ふれんちん
東大阪市 腸もみサロン SaraNa
泉南市 ごはんや yottaro よったろ
泉南市 居酒屋 まる忠
泉南市 魚割烹 うお政
泉南市 いきなりステーキ イオンモールりんくう泉南店
泉南市 株式会社 渉しょう
泉南市 Uto-Uto
泉南市 グレースフジミ泉南店
泉南市 Bake icoi ベイクイコイ
泉南市 英数館
泉南市 トータルビューティー Miyabi
泉南市 アロマセラピールーム breeze
泉南市 Detox&Beauty BodyPlus （デトックスアンドビューテイー ボディープラス）
泉南市 陶くらぶひより
泉南市 焼肉どん
泉南市 ECCジュニア 樽井4丁目教室
泉南市 和来
泉南市 公文式泉南砂川教室
泉南市 メナードフェイシャルサロンスノードロップ
四條畷市 焼肉カルビ亭
四條畷市 北海素材
四條畷市 古書ゆうらく
四條畷市 喰甲斐
四條畷市 喫茶 地中海
四條畷市 たわら
四條畷市 居酒屋 潤祭
四條畷市 パシュパティ
四條畷市 くまから
四條畷市 ヤマビス
四條畷市 公文式 雁屋教室
四條畷市 植花夢
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四條畷市 公文式 岡部小北教室
交野市 株式会社セッテ・マーゴ
交野市 株式会社ツルヤサービス 国内旅行販売本社営業所
交野市 ヒーリングサロンブリューミーグリューミー
交野市 やきとり串いち
交野市 ドライヘッドスパHappiness
交野市 焼肉 大安門
交野市 un Bijou
交野市 マミーキッズ
交野市 牛銀さすけ交野駅前店
交野市 公文式郡津教室
交野市 はる整体
交野市 宙の里
交野市 こうづ珠算道場
交野市 スターフィールド
交野市 炭火焼鳥大鳥
交野市 公文式交野倉治小前教室
交野市 久保写真
交野市 orange-teatree
交野市 丸助寿し
大阪狭山市 遊魚材菜 昭
大阪狭山市 渚
大阪狭山市 ジャルダン
大阪狭山市 トータルエクササイズスタジオFeeLink
大阪狭山市 懐石料理加賀
大阪狭山市 英会話スクール リッジインターナショナル
大阪狭山市 グレースイングリッシュスクール
大阪狭山市 おたからや 大阪狭山店
大阪狭山市 山野愛子どろんこ美容狭山今熊店 carefree
大阪狭山市 公文式大野台教室
大阪狭山市 クチーナシラカワ
大阪狭山市 テッパンキッチン るぱん
大阪狭山市 鮨処 一心
大阪狭山市 ヤマハ金剛音楽教室
大阪狭山市 鮨 和菜の心 横山
大阪狭山市 御座礼
大阪狭山市 ノコンノツキ 
大阪狭山市 Dining わさび
大阪狭山市 大いちょう 狭山店
阪南市 焼肉 炭屋 阪南店
阪南市 焼肉あみ 阪南店
阪南市 Dance Studio Move On
阪南市 河原塾
阪南市 須藤ピアノ教室
阪南市 薮内珠算塾
島本町 たこ勇
島本町 たこ元まるまる
島本町 居酒屋 ヨコちゃん
島本町 海鮮居酒屋 ひかり
豊能町 公文式光風台一丁目教室
豊能町 パソコン教室ひなたぼっこ
豊能町 ボディケアサロン Refresh
豊能町 ジビエとワインと生パスタ オーベルジュ ヤマガミ
能勢町 能勢路
忠岡町 鶏人
忠岡町 久江塾
忠岡町 呑喰むらおか
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忠岡町 越中五位山村
忠岡町 松下塾
熊取町 きずなそろばん教室
熊取町 こだわり肉 やきや
熊取町 こんぴら
熊取町 整体院 Kuu labo
熊取町 cafebar A&J
田尻町 韓国料理・居酒屋 マダン
田尻町 シャンボール
田尻町 公文式嘉祥寺教室
田尻町 公文式 吉見の里教室
田尻町 メナード化粧品嘉祥寺代行店
岬町 中野学習教室
岬町 CAFE azito
河南町 梅本珠算教室
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