
市町村名 施設名称

大阪市 レストラン カハラ
大阪市 mori café
大阪市 葡萄家まはり
大阪市 おふくろの味 まつ本
大阪市 丸福
大阪市 お好み焼はな
大阪市 瑞草文化教室
大阪市 Amethyst
大阪市 スナック ゆめ
大阪市 ラウンジ太陽
大阪市 ニューオール・イン
大阪市 あいあい
大阪市 ラウンジ シェルブール
大阪市 居酒屋 さかえ
大阪市 居酒屋やまねこ
大阪市 パブ ふぁ～に
大阪市 喰焼所
大阪市 和食かっぱ
大阪市 はや志
大阪市 乃々美
大阪市 居酒屋 太一
大阪市 普通のスナック
大阪市 MEGABYTE
大阪市 ｏｐｅｎ ｈｅａｒｔ
大阪市 しゅせん
大阪市 美杉
大阪市 金扇
大阪市 源
大阪市 串カツ 名代
大阪市 カラオケ喫茶蓮華
大阪市 フローラ
大阪市 ちなみ
大阪市 夢や
大阪市 麻雀プラザ
大阪市 公文式 大運橋教室
大阪市 Den
大阪市 スナック 桜島
大阪市 Hana Hana
大阪市 夜
大阪市 味希
大阪市 MEMBER'S くじら
大阪市 久光
大阪市 美幸寿司
大阪市 スナック りんどう
大阪市 BOSCO
大阪市 ミルクハウス
大阪市 Acqua・Alta（アクア・アルタ）
大阪市 〔２４／７〕
大阪市 Peace!

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７月２日公表分）
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大阪市 きよし
大阪市 アミュザン・マイ
大阪市 居酒屋 ますだ家
大阪市 お好み焼としえちゃん
大阪市 とっとっと
大阪市 カラオケひまわり
大阪市 メンバーズ うえまち
大阪市 あん
大阪市 トアロード
大阪市 どんでん
大阪市 ナチュラル イングリッシュ
大阪市 ハンマダン
大阪市 Lounge D&M
大阪市 アトリエＭＯＤＩ
大阪市 大喜
大阪市 村本ボクシングジム
大阪市 Aもんや
大阪市 いか焼 パボ
大阪市 笑楽
大阪市 一杯呑み屋 小牧家
大阪市 公文式 喜連教室
大阪市 寿
大阪市 ひさご
大阪市 ニューのんきや
大阪市 お食事処 いせや
大阪市 山口規子バレエ教室
大阪市 鮮魚と郷土料理の店 たつと
大阪市 さかふね
大阪市 お好み鉄板居酒屋DON
大阪市 ダイニングバー  ルジュ 
大阪市 ラジュアンパール
大阪市 帆洲
大阪市 ラウンジ琴引
大阪市 ＣＡＦＥ ＆ ｄｉｎｉｎｇ Ｍｉｌｏ
大阪市 ボディデザインフィットネス リズミックボクシング
大阪市 北新地みなも
大阪市 焼肉レストラン威威
大阪市 温活ボディ
大阪市 侍かふぇ
大阪市 有限会社ギャラリー瑞鳳
大阪市 メンバーズあや乃
大阪市 黒門市場インフォメーションセンター タベパーク
大阪市 Dice 
大阪市 ３０９STUDIO
大阪市 北新地サンボア
大阪市 Davinci
大阪市 オコメノカミサマ
大阪市 めん次郎
大阪市 吉田酒店
大阪市 大阪駅前第３禅
大阪市 パンケーキカフェmog
大阪市 ボートハウスフリーダム
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大阪市 パブラウンジジャコー
大阪市 白雲台
大阪市 中華そば 花京
大阪市 RBパソコンスクール
大阪市 裏天満BREMEN
大阪市 バーホープ
大阪市 鍋王
大阪市 ジパング
大阪市 炭火焼権兵衛ルクア大阪店
大阪市 青冥堂島店
大阪市 クラブドゥダイビングセンター
大阪市 SARA EXCELLENT
大阪市 海鮮居酒屋 遊漁
大阪市 Treat Spa
大阪市 ワールドプラスジム喜連瓜破店
大阪市 フォトスタジオナカニシ
大阪市 辻ウェルネスクッキング近鉄あべのハルカス校
大阪市 やん！なんば本店
大阪市 シャルウィダンスカフェ
大阪市 穂希
大阪市 しのぶ庵あべのキューズモール店
大阪市 炭火焼と笑処まこ家なんば2号店
大阪市 パーラーアクア
大阪市 グラシア
大阪市 Teppan × Wine 堀 NISHIDERIA
大阪市 立ち呑み ナカジマ
大阪市 タレント養成所SAT
大阪市 藝術工場◎カナリヤ条約
大阪市 ciarabelle cafe
大阪市 なかの家あべのハルカスダイニング店
大阪市 Ｂａｒ Ｒｏｏｍ
大阪市 ギャラリー
大阪市 クラブハーツ
大阪市 夢屋
大阪市 中華居酒屋満福
大阪市 有限会社ギャラリーヌン
大阪市 炭火焼鳥とりだん天六店
大阪市 Darlin'
大阪市 music bar S.O.Ra.
大阪市 ルクソール ＲＵＳＨ
大阪市 但馬屋
大阪市 法善寺横丁誠太郎
大阪市 株式会社ココリアルティ
大阪市 CADA
大阪市 味付かしわの店とんちゃん
大阪市 ビューティーソワンメディカルクリニック ヴェルチェ心斎橋本店
大阪市 スタンドミルクホール
大阪市 ジパングカリーカフェ 
大阪市 Akash cafe
大阪市 ROUGH GOLF RANGE(ラフゴルフレンジ)
大阪市 牛串なかの
大阪市 四川料理御馥中之島ダイビル店
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大阪市 ステーキハウス キューブ
大阪市 TURTLE BAY
大阪市 Esprit
大阪市 B4 soundworks studio
大阪市 炉暖 新大阪東口店
大阪市 スエヒロ
大阪市 彭家 タッカンマリ  
大阪市 恂さい
大阪市 餃子ダイニング ミチュカ
大阪市 和食恵比寿
大阪市 横綱通天閣店
大阪市 Largo
大阪市 串かつじゃんじゃん難波店
大阪市 炭焼巧房 源
大阪市 串揚げ かな山
大阪市 なんば百番
大阪市 新羅会館家族亭
大阪市 焼鳥 松明
大阪市 難波屋
大阪市 龍
大阪市 クラブ 妖精
大阪市 八幸
大阪市 コンキー
大阪市 天神ライオン飯店
大阪市 黒門カルチャーファクトリー
大阪市 トロイメントカフェ
大阪市 活魚料理いしかわ
大阪市 株式会社リンダファクトリー
大阪市 青 重慶小麺
大阪市 野々村
大阪市 PREMIERE
大阪市 ヨッテリアグルー
大阪市 正起屋阪急三番街店
大阪市 INC&SONS
大阪市 WEBAR
大阪市 luxury  caro
大阪市 スナック トゥルー
大阪市 リフレッシュハンズ ホワイティうめだ店
大阪市 BAR SIVA
大阪市 炭焼TOKI
大阪市 鬼鳥庵
大阪市 クロスフィット大阪城
大阪市 Club Seasons
大阪市 みんなのバル アジアン天国
大阪市 fleur de pink
大阪市 炭火焼肉ホルモンかぅ
大阪市 Maison de 多久子
大阪市 鶏匠井ぐち
大阪市 しゃぶ吉
大阪市 Ｓｍａｌｌ Ｒｏｏｍ Ｍｕｓｉｃ
大阪市 あいよ
大阪市 酔虎伝 長吉店
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大阪市 ラジオ大阪 声優＆アナウンススクール
大阪市 MOCHA
大阪市 株式会社エンハンス・ランゲージ・センター
大阪市 北新地うえはら
大阪市 AbyNail&EyeLash
大阪市 メモリジントゥールビヨンブティックOSAKA
大阪市 國型製作所
大阪市 ザ・ヨガラウンジ
大阪市 鶏右衛門
大阪市 5BOZE
大阪市 NORTH HORE
大阪市 シャンパン食堂
大阪市 妊婦・母乳ヘルス・リアルママ
大阪市 道楽庵
大阪市 通天閣もつ鍋屋針中野店
大阪市 shot bar andre D.D.house店
大阪市 1989ASOBIBAR
大阪市 サルビア
大阪市 もつ鍋居酒屋ゆう
大阪市 GAZIN ガザン
大阪市 夜来香
大阪市 串カツさくら本店
大阪市 俺の炭火焼STYLE
大阪市 うを佐
大阪市 有限会社アメニティ三陽
大阪市 大阪一
大阪市 ベルストーン・メルビー
大阪市 ivory photo&design
大阪市 シナリオ・センター大阪校
大阪市 こうらく
大阪市 エ・オ 〈ベルナール・ロワゾー・スィニャテュール〉
大阪市 G2PLUS
大阪市 リュミエール
大阪市 ゴールデンゴルフ
大阪市 Fukushima7
大阪市 Cafe&Bar FEAST
大阪市 居酒屋キャンディ
大阪市 株式会社初日
大阪市 大衆酒場あげもんや  船場センタービル4号館店
大阪市 有限会社ニュー丹波
大阪市 心斎橋ミツヤ ホワイティ梅田店
大阪市 三洋旅行
大阪市 まぐろや梅田芝田店
大阪市 スイーツパラダイス天王寺ミオ店
大阪市 ぱいらんど
大阪市 ENCHANTE
大阪市 福島もう利
大阪市 居酒屋大北
大阪市 立呑み処 橋本酒店
大阪市 ハーティネス上町カフェ
大阪市 ソレラ中之島店
大阪市 プリンス肌脱毛エステ ACHIEVA
大阪市 ESTASI
大阪市 焼鳥屋 勝商店
大阪市 天恵堂
大阪市 shot up chicken pub
大阪市 鮨 げん家
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大阪市 秋の牛
大阪市 さつま
大阪市 恵美寿屋
大阪市 炭火焼肉ゆきちゃん
大阪市 北新地マッスルバー
大阪市 北海
大阪市 松屋
大阪市 日本酒処 石川さゆり
大阪市 新梅田食道街 プルニエ
大阪市 北浜ルンバ
大阪市 Walzer bar
大阪市 Z-BRA
大阪市 株式会社ヴィクトワール
大阪市 櫻花亭
大阪市 カルネ
大阪市 株式会社コミュニケーションツアーズ
大阪市 ミノル旅行手配
大阪市 もこまほ
大阪市 Smart Campうめきたホリスティックラボ
大阪市 心の館清水 梅心
大阪市 アキューサロンJOYMAX
大阪市 Qoo Hostel 恵美須町
大阪市 大阪城西の丸庭園大阪迎賓館
大阪市 ホージャー
大阪市 サロン・アロマージュ
大阪市 BoKu+PANCAKE&CAFEBAR
大阪市 クラブ ストンプ
大阪市 萬拾屋 西中島駅前店
大阪市 BAR SARAVAH
大阪市 THE MARK COFFEE
大阪市 日大会館
大阪市 レインボー
大阪市 ジョニーのからあげ 天満店
大阪市 らーめん伊藝
大阪市 ＢＡＲ ＲＵＮ
大阪市 黒門さかえすし
大阪市 隠れ家リゾートダイニング エクソダス
大阪市 珍珠中心&可愛Gallery （タピオカセンター＆かわいいギャラリー）
大阪市 ブライダルYASUNAGA大阪心斎橋店
大阪市 ザ・キュイジーヌハセガワ
大阪市 居酒屋粋
大阪市 ル・プランタン難波店
大阪市 X6 カラオケボックス
大阪市 ビビッド・クルー
大阪市 愛宕屋
大阪市 コスモエステ
大阪市 スタイリッシュ サロン 凜
大阪市 犬のようちえん堀江教室
大阪市 アロー浪速店
大阪市 薔薇
大阪市 STAND UP 
大阪市 LA BODY阪急うめだ本店
大阪市 秋吉天王寺店
大阪市 TOMS GARDEN
大阪市 コリアンダイニング李朝園 福島店
大阪市 B-salon
大阪市 中之島ゲートパーク
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大阪市 株式会社アップオン 本社営業所
大阪市 TRAVEL PLAN INTERNATIONAL
大阪市 SecondStation
大阪市 FIVEFOCUS
大阪市 le;more(リモア)
大阪市 スタジオ・アージュ
大阪市 浪速割烹㐂川
大阪市 M.s CLUB
大阪市 株式会社エスティアイ
大阪市 麺'S しんちゃん
大阪市 麻雀ハウス 暁パートⅡ
大阪市 バンブーカフェ アジアンダイニングバー
大阪市 BBスリムハウス
大阪市 韓国料理bibim ルクア大阪店
大阪市 トムクリオーザ
大阪市 麻雀大樹
大阪市 まぐろの鉄人
大阪市 有限会社オンリー・ワン
大阪市 カジュアル鉄板 四季
大阪市 EMIKOのリメイクスクール
大阪市 ぐるり
大阪市 株式会社ホリス
大阪市 ラウンジ蘭
大阪市 国際未来学院
大阪市 わすれな草
大阪市 芦生
大阪市 サロンドエステインプランニング
大阪市 酒楽処 一歩
大阪市 GARDENZ Drone School 大阪校
大阪市 むねきゅーと
大阪市 本格焼肉炎武
大阪市 たこやき壱番 新世界店
大阪市 さかえすし 三ッ寺店
大阪市 権之介 梅田
大阪市 アトラクティブネイルズ 東急ハンズ心斎橋店
大阪市 Salon de Radical 
大阪市 日本ボディーケア学院
大阪市 煮干しラーメン玉五郎 阪急三番街店
大阪市 Ｖｉｖａｃｅ
大阪市 家庭料理まこ
大阪市 KSP理数学院
大阪市 kitchenTera
大阪市 RI Consulting株式会社
大阪市 焼肉BAR李朝園
大阪市 ラムズテイルスパ
大阪市 パンケーキルームなんばシティ店
大阪市 Ponte M
大阪市 ベーカリーフェルディナンド
大阪市 北浜Ado-エイド-
大阪市 有限会社オオサカスタジオ
大阪市 新日本機材株式会社
大阪市 焼肉のあじまる
大阪市 Ｎａｔｕｒａｌ Ｉｔａｌｉａｎ Ｈｉｂｉｋｉ
大阪市 マルイチ
大阪市 英会話スクール イマージ
大阪市 カーブス鴫野駅前
大阪市 居酒屋むつみ
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大阪市 くれおーる道頓堀店
大阪市 クレオ
大阪市 九州らーめん亀王 梅田店
大阪市 関西サウナ
大阪市 らぱす北浜店
大阪市 凛ミュージック 本町サロン教室
大阪市 カラオケ夢想歌
大阪市 しゃぶしゃぶ温野菜 道頓堀店
大阪市 創作料理 華蔵
大阪市 パラダイス 千林店
大阪市 隆福
大阪市 チョップスティックステーキ肉や
大阪市 CLUB FIELD心斎橋
大阪市 ハイパーアサヒ+メタルキング5 Max館
大阪市 Asahiメッチャ！ライト店
大阪市 スペースミヤコ
大阪市 ｃｈａｕｓｓｕｒｅ
大阪市 スタンド 難波４丁目店
大阪市 ナップンナムジャ
大阪市 北新地CLUB Lotus
大阪市 夢空間
大阪市 スーパージャンボ
大阪市 新大阪バル点天
大阪市 インド料理 ナマステ
大阪市 手打ちうどん香川 曽根崎新地店
大阪市 バル八屋
大阪市 はや田
大阪市 厳選タン焼肉縁Enishi
大阪市 Le Ciel
大阪市 ジュエリーサロンLUNAROSSA
大阪市 ぎをんスキャンダル
大阪市 まんが喫茶 インターネットン
大阪市 海
大阪市 福喜鮨
大阪市 まぐろのエン時 心斎橋店
大阪市 キャラアロマテラピースクール
大阪市 すずや
大阪市 HINA HINA
大阪市 ネイルサロンbyヒサコヤマサキ
大阪市 三多屋
大阪市 甘蜜タイム
大阪市 鳥貴族 大国町店
大阪市 club chaussure HALE
大阪市 ネイルサロンジュノ 
大阪市 jaBBer 梅田店
大阪市 株式会社賢祥堂美術
大阪市 酒肆 バグパイプ
大阪市 韓バル イチサン
大阪市 BARAYA
大阪市 ROSE'RIE
大阪市 旬野菜とおばんざい 掌
大阪市 立ち呑み処 RIRU
大阪市 Charme
大阪市 ※710
大阪市 大阪市立中央高等学校内食堂
大阪市 クラッティーニ
大阪市 ヨルボンチムタク
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大阪市 喰いしん房
大阪市 大阪ＳＪＣＤ研修会
大阪市 Ark secret base OSAKA
大阪市 Bar Hotaru
大阪市 フィットネスクラブzenfit
大阪市 都ビル山口文化教室
大阪市 あみ源
大阪市 酵素浴ann
大阪市 ATOKAWA
大阪市 ピップショップ
大阪市 アンシャルム 
大阪市 Sunny spot
大阪市 黒門屋ラーメン
大阪市 ホテルエルセラーン大阪
大阪市 Hanjo
大阪市 株式会社den photos
大阪市 谷六Village
大阪市 AURAJAPON
大阪市 酔虎伝 てんのじ村
大阪市 infinity conditioning lab
大阪市 Eight Meat
大阪市 魚屋スタンド ふじ子
大阪市 寿し処黒杉
大阪市 季節料理のお店 さくら
大阪市 ビストロ スタンド フジ
大阪市 Coco Hills阿倍野109店
大阪市 餃子酒飯大阪王 京橋総本店
大阪市 アンビ
大阪市 松井音楽教室
大阪市 珍牛
大阪市 SWAMP501
大阪市 海鮮貴族
大阪市 緑橋卓球場
大阪市 ロッテリア 三井アウトレットパーク大阪鶴見店
大阪市 千錦園中華料理
大阪市 有限会社フロイネッツ
大阪市 Photo Studio juicy
大阪市 桜馬
大阪市 INSIDE CHICKEN
大阪市 大阪城御座船
大阪市 個別指導ハロ・ウィン
大阪市 アーガス進学会
大阪市 ネイルサロンMINA
大阪市 立喰酒場 金獅子
大阪市 ひろかずや
大阪市 きしめん あまの
大阪市 鳥こまち 南船場店
大阪市 天空レストラン
大阪市 P・greco
大阪市 釜山マ-ト
大阪市 神戸高級焼肉亭
大阪市 よって２
大阪市 たこ家道頓堀くくる 本店
大阪市 Nordic Garden
大阪市 肉とレモンサワー BISTRO アキラ
大阪市 株式会社ＤｏｕＢｌｅ
大阪市 メゾグラン荷物預かりサービス
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大阪市 中華料理聚香园
大阪市 LOWECO アメリカ村店
大阪市 アロマ＆リラクゼーション  ベル・クウォーレ
大阪市 京茶
大阪市 ヴィーナスジュエル 南船場店
大阪市 株式会社ＧＲＯＵＮＤＷＯＲＫ
大阪市 カス野郎 ～残りの人生カスに捧げます
大阪市 焼肉ももんじ
大阪市 天使堂
大阪市 ラーメン極
大阪市 KaLaMa Wedding
大阪市 ヒーリン・フィーリン大阪日本橋三丁目店
大阪市 chill spot -EBISU-
大阪市 和光
大阪市 家庭料理 桂
大阪市 純米酒と葡萄酒   ViN-ViNO
大阪市 nail LUNIQUE
大阪市 JUST A LITTLE bit
大阪市 スナックめい
大阪市 エムズアロマビューティープレイス
大阪市 バー アン
大阪市 Basketball Bar Penetrate
大阪市 starry
大阪市 G.R CAFE TERRACE
大阪市 ラナイキッチン
大阪市 谷６ページワン ライブ‘バー
大阪市 BIJOUX KIQUE
大阪市 中村屋
大阪市 日本酒バルいぶき
大阪市 たこ焼き酒場こておちゃん
大阪市 えいご放題大阪梅田校
大阪市 お幹
大阪市 クラブ日本橋
大阪市 串揚げ串焼き  一  PIN
大阪市 ラッキースターボクシングクラブ
大阪市 百合
大阪市 居酒屋 成
大阪市 ラブ＆ナースプラス
大阪市 公文式 長原駅前教室
大阪市 蛸焼 依屋文左衛門
大阪市 HIMITSUきち。
大阪市 絆
大阪市 炭火焼肉きただ
大阪市 Freespace C Flat
大阪市 Sports Bar kotobuki 
大阪市 王将倶楽部
大阪市 餃子とイタリアンBambino
大阪市 Bar Charlie キタ舘
大阪市 居酒屋   酒夢来
大阪市 呑み処 こばやし
大阪市 ラウンジニュー高倉
大阪市 ショットバー ガリバー GARI･BAR
大阪市 エステティックサロントゥシェワン
大阪市 つけ麺酒場こらぼるた
大阪市 homesalonstar
大阪市 あさりとしじみちゃん
大阪市 リラクゼーションサロンFortuna.
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大阪市 前坂晴天堂
大阪市 三方良
大阪市 桃福
大阪市 レトロ古着ランデヴー
大阪市 サンジェルマン
大阪市 蔵場
大阪市 Todo O Mundo
大阪市 マジックバーミストフェリーズ
大阪市 アスコット
大阪市 地鶏ダイニングごゆるり庵
大阪市 炭火屋やちゃぼう
大阪市 El Tango
大阪市 クラフィーア クラッセ
大阪市 樹
大阪市 一力
大阪市 たまぴあ 玉造ピアノ教室
大阪市 一輪
大阪市 スタジオDAN
大阪市 美ＫＩＳＳ
大阪市 居酒屋まんま。
大阪市 DIYcafe
大阪市 BOMB INK GALLERY
大阪市 Ballet Class Deco
大阪市 焼肉 味よし
大阪市 yozakura
大阪市 お酒とお歌おさと 
大阪市 Cafe aqua
大阪市 おばんざい いけだ
大阪市 タバサ
大阪市 ワンショットバーキース
大阪市 雀トップ
大阪市 サロン ナカイ
大阪市 大阪市立泉尾工業高等学校内食堂
大阪市 だいにんぐ 彩
大阪市 カフェモモ
大阪市 Ｒyu' Bar
大阪市 カラオケ喫茶 スタジオK M
大阪市 ひらた体操クラブ
大阪市 炭火焼鳥 hanna 花
大阪市 個別指導塾セブンアワーズ
大阪市 ぢどり亭京町堀店
大阪市 Health Care & Trainning Studio Liberty
大阪市 懐石本多
大阪市 DANCE STUDIO HELWA
大阪市 とつぼ
大阪市 Lowe
大阪市 大人のRUNトレ塾 ファントレ南森町
大阪市 はなぞの
大阪市 洋食ふきのとう
大阪市 漁り舟
大阪市 スタンドアサヒ
大阪市 れみ
大阪市 Lee
大阪市 食彩酒房 ごいちや
大阪市 カラオケ喫茶 ひまわり
大阪市 ハロン
大阪市 双天
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大阪市 でっち亭
大阪市 月海
大阪市 神弥クラブ
大阪市 BAR-PLUTO
大阪市 Piko
大阪市 snack bar No.９
大阪市 中華バルJAM
大阪市 metoo
大阪市 スタンド呑竜
大阪市 とみぃ
大阪市 プルソワン心斎橋
大阪市 プルート
大阪市 DUKES
大阪市 サルーテ
大阪市 プランタン
大阪市 かずみ食堂
大阪市 茶々
大阪市 大松
大阪市 鷄ICHIZU深江橋店
大阪市 PELLY
大阪市 鉄板ダイニングぐっち
大阪市 エステサロン クオーツ
大阪市 立ち飲み屋 おかめ
大阪市 居酒屋真紅
大阪市 Members Bar 石本
大阪市 旬彩 旨魯
大阪市 Cafe&Bar TOBIRA
大阪市 呑ませ亭
大阪市 スナック仁美
大阪市 にじいろくじら
大阪市 前芝料理店
大阪市 酒家はなはな
大阪市 Nail&Eyelash...Lupla
大阪市 ビューティーカッツェ
大阪市 karaoke酒nack NO.3
大阪市 MUSIC FAMILY
大阪市 ひま我り
大阪市 ヴｪルディフィーユ
大阪市 BAR SECRET BOX
大阪市 INTERNATIONAL PASSION BAR
大阪市 お好み焼 美樹
大阪市 IZAKAYAMIYAKO
大阪市 EU Cottage
大阪市 彩鶏亭
大阪市 花かご
大阪市 千々石
大阪市 火鍋成都
大阪市 CHLO
大阪市 おやじの台所
大阪市 串カツ酒場福島店
大阪市 日本酒と和み料理あoい
大阪市 串かつ専門店串の
大阪市 LASHIQ
大阪市 BAR Cokoro
大阪市 酒館RIN
大阪市 心の花 くしよし
大阪市 Live House Pangea
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大阪市 カラオケ居酒屋雪月花
大阪市 スナック マインド
大阪市 U2 unusual underground
大阪市 34代目圓蔵
大阪市 呑んべえ寿司
大阪市 大阪あげ鳥一
大阪市 カラオケ あき
大阪市 J&K
大阪市 ラウンジ森
大阪市 ゆるりと会心の一撃
大阪市 旬彩 翔
大阪市 CoCo情報屋
大阪市 お好み焼き絵美
大阪市 お好み焼 鉄板焼 桃ちゃん
大阪市 地鶏焼き&たこ焼き居酒屋 ここか
大阪市 Pokerestaurant&bar粋豚
大阪市 よしまん
大阪市 ナイトイン ラブリーズ
大阪市 木下珠算塾
大阪市 さらぼーん
大阪市 居酒屋てるちゃん
大阪市 ヒマラヤ
大阪市 居酒屋とし
大阪市 幸-sachi-
大阪市 ひなたぼっこ
大阪市 村林
大阪市 梅田ビバリー整体院
大阪市 森本
大阪市 young
大阪市 MUSTANGスナック
大阪市 しま
大阪市 缶詰BAR kan_pay
大阪市 カラオケ喫茶DO-DO
大阪市 徳間
大阪市 ROCCO
大阪市 ダイニングプルチーノ
大阪市 Gatto nero
大阪市 麺 五山
大阪市 活魚と旨い肉  わが家
大阪市 焼肉 ちょうしゅう
大阪市 thymes nail
大阪市 でんでん
大阪市 食堂RUTA
大阪市 精竜
大阪市 フットサロン 心斎橋店
大阪市 CLUB LUXY
大阪市 HINATA
大阪市 hama
大阪市 お食事処さっちゃん
大阪市 Barpiko
大阪市 河村珠算教室
大阪市 GRAND  JETE
大阪市 イタリアンサカナバルオーツー
大阪市 とんとん飯店
大阪市 バー＆カフェ サーキット
大阪市 華
大阪市 くじゃくくらぶ
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大阪市 DINING歌舞季
大阪市 Karin
大阪市 桃ライト
大阪市 橘
大阪市 麻雀プラスワン
大阪市 CoCo
大阪市 蒼い月人
大阪市 ユーアンドユーズクラブ
大阪市 きたで温泉
大阪市 welcome
大阪市 prego
大阪市 壺天
大阪市 P2
大阪市 Circus Tricks
大阪市 フグ庵
大阪市 笑～わっは～
大阪市 綾沙乃
大阪市 zero
大阪市 GRACE
大阪市 カオリネイル
大阪市 Otaku Bar Littletale
大阪市 フラットフラミンゴ
大阪市 ねこきりレイキヒーリングルーム
大阪市 旬彩和食万や
大阪市 エターナルフォーチュンサロン
大阪市 居酒屋 虎松
大阪市 炭火焼鳥コクレ
大阪市 北堀江いちふく
大阪市 BAR 犬
大阪市 あずまや
大阪市 小沢Bar
大阪市 94やきFactory
大阪市 振本学習指導教室
大阪市 すし馳走魚谷
大阪市 きよし
大阪市 アコ
大阪市 スナックK
大阪市 光城
大阪市 tokiwa-nail
大阪市 居酒屋なつを
大阪市 ふくむすび
大阪市 あんず
大阪市 ラズフォトス
大阪市 とり焼肉 とり軍
大阪市 おれのルーツ
大阪市 ＢＡＲ ＹＯＳＨＩＤＡ 
大阪市 WAXPEND RECORDS
大阪市 のん兵衛
大阪市 スナック六甲
大阪市 公文式 我孫子西教室
大阪市 duabar
大阪市 リカーショップかすがや ちょっと一杯
大阪市 カラオケスナック 美香
大阪市 BAR ZARI
大阪市 ラッキー
大阪市 にしかわくん家
大阪市 串料理たまき
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大阪市 壱岐の家
大阪市 キッチンスナックみっちゃん
大阪市 居酒屋みゅん
大阪市 オリーブFX教室
大阪市 四季彩Palette
大阪市 やきとり一番 三津屋店
大阪市 すしぎん
大阪市 ちび丸
大阪市 天満ゴーゴーヤング
大阪市 鮨うろこ
大阪市 公文式 上本町教室
大阪市 PUBU
大阪市 TT ZONE
大阪市 ライムライト
大阪市 堂島ジゴロ
大阪市 江戸堀ゆきこ
大阪市 GS bar emi
大阪市 保名倶楽部
大阪市 炉ばた本陣
大阪市 COCO
大阪市 えん
大阪市 AREA
大阪市 あべのたこやき やまちゃん なんばこめじるし店
大阪市 さろん群芳
大阪市 FULBARI
大阪市 一品香
大阪市 カラオケ喫茶twoショット
大阪市 k2.
大阪市 601Cafe...and Bar
大阪市 ガールズカフェ
大阪市 Bacaro  Acca 
大阪市 ミスティー
大阪市 日本UFO 協会集会所
大阪市 角田音楽教室
大阪市 ハナ書房
大阪市 居酒屋 できるや
大阪市 Bar U.N.逢縁
大阪市 活ふぐ 青柳
大阪市 パッシオン
大阪市 スナックフレンド
大阪市 室蘭焼鳥たつ家
大阪市 Kitchen and bar clover
大阪市 中国料理 姜
大阪市 炭火焼肉ホルモンこてつ塚本店
大阪市 やきとり大吉 JR我孫子町駅前店
大阪市 Shanty
大阪市 居酒屋一番
大阪市 大丸亭
大阪市 ほんまもん亭
大阪市 だんらんずばー
大阪市 ABCボクシングジム
大阪市 ウツツノホトリ
大阪市 しゅん菜
大阪市 焼鳥万吉
大阪市 鮨 おぎ堂
大阪市 あんばらんす
大阪市 花らっきょう
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大阪市 バッテラロック
大阪市 えびす カフェ
大阪市 深川
大阪市 ゆり
大阪市 COB coffee + bar
大阪市 マルナカ商店
大阪市 楓
大阪市 スナック野江パブ
大阪市 黄金テジ
大阪市 カラオケ居酒屋 夢
大阪市 トラットリア銀香
大阪市 居酒屋あかね
大阪市 味処口八丁
大阪市 上月
大阪市 メンバーズ苺
大阪市 プランセカンス
大阪市 リサイクルC.C
大阪市 AZuma
大阪市 立ち呑み喜心
大阪市 酒場ふらっと
大阪市 焼肉 一利
大阪市 炭火焼くまがや
大阪市 ユーアンドアイ
大阪市 如秀学び庵
大阪市 KIZUNA
大阪市 Ａ ＤＡＹ
大阪市 純華楼
大阪市 寿司処ゑにし
大阪市 きのこの里
大阪市 ビストロ怜音
大阪市 中央更科
大阪市 ジョニーのからあげ東三国店
大阪市 味処やまもと
大阪市 たこ焼ゆかり
大阪市 お好み焼き きんたろう
大阪市 リラクゼーション トップ オブ ヘブン
大阪市 バーエル
大阪市 沖縄紅豚あぐー専門店もも
大阪市 公文式 高見教室
大阪市 こんかなIsland
大阪市 アヒージョとパスタ
大阪市 野菜と鶏料理のお店たまり場y's
大阪市 スタジオヨガラカ
大阪市 SHIFT
大阪市 居酒屋ちえ
大阪市 fine place
大阪市 メンバーズ yagi
大阪市 居酒屋 太鼓判
大阪市 国際トラベルオーサカ
大阪市 Nail Lism
大阪市 LooP
大阪市 鮮矢
大阪市 喫茶 SAWA
大阪市 ごきげん亭
大阪市 ペルメ【 まつげエクステサロン】
大阪市 One Music Salon
大阪市 703TEI
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大阪市 シグナル
大阪市 タイ古式マッサージ コープンカップ 
大阪市 萬龍
大阪市 かりん
大阪市 串カツ まぁ～む
大阪市 Fitting Bar Daphne
大阪市 新見ピアノ音楽教室
大阪市 玉木珠算塾
大阪市 ベトナム料理 ハノイ
大阪市 博多華味鳥四ツ橋
大阪市 ECCジュニア たんぴ教室
大阪市 紅茶屋 ４１７TEA
大阪市 CREA
大阪市 ラブワインなんば店
大阪市 ダイニングキッチンペペロンチーノ
大阪市 炭火焼鳥 鳥繁
大阪市 占い 黒薔薇・白薔薇
大阪市 空kuuこたにさんち
大阪市 BAR DUDE
大阪市 お好み焼き涼風
大阪市 太陽の村
大阪市 居酒屋いっぽう
大阪市 パリワール新大阪店
大阪市 宝石工房 マイン
大阪市 ③Three
大阪市 喫茶スリーセブン
大阪市 らいよはうす
大阪市 Bistro MOUSQUETON
大阪市 レコーディングスタジオミモロ
大阪市 居酒屋亀ちゃん
大阪市 よりどころ ここから
大阪市 立ち呑みくにし
大阪市 麗人宮 ビュ－ティ－サロン
大阪市 エステサロン アリードゥ
大阪市 立ち飲み八番
大阪市 Home bar chocolat
大阪市 太公望
大阪市 ご馳走処池田屋
大阪市 京ら～めん長崎ちゃんぽんシェフ
大阪市 Matsuda
大阪市 ECCジュニア千船教室
大阪市 ネコバス
大阪市 雛
大阪市 おばんざい 塩崎
大阪市 AJIYA
大阪市 Natural Herbs 梅田店
大阪市 五島
大阪市 ハート＆ハード
大阪市 心斎橋ﾏﾄﾞﾗｽ5
大阪市 Dining Minette 
大阪市 はちやそろばん塾
大阪市 ナチュラルフット
大阪市 tempo
大阪市 ラーメン英
大阪市 nailsalon NAILS NAILS
大阪市 My name is りんりん
大阪市 小料理 よねむら
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大阪市 ROUTE69
大阪市 シナジー進学教室
大阪市 スタジオグリーン
大阪市 nail salon Atelier
大阪市 パーソナルトレーニングジムSTYLE新町店
大阪市 居酒家まめたん
大阪市 れん
大阪市 手羽先の羽
大阪市 EIGHT
大阪市 公文式 小林教室
大阪市 ネイルマデュ
大阪市 コンセール大阪
大阪市 酒とさかな なつき
大阪市 さなだ
大阪市 GOONIES
大阪市 ジェイ・スクリーンゴルフ
大阪市 花音
大阪市 Legion d'honneur レジオンドヌール
大阪市 鯛出汁らーめん琴ね
大阪市 オルイン
大阪市 純喫茶ぼん
大阪市 恋する小顔
大阪市 ほんまち屋
大阪市 古民家猫カフェ猫桜屋
大阪市 なみは家
大阪市 大森チェロ教室
大阪市 マニアックネイル
大阪市 カラオケスポットビクトリー
大阪市 DELTAKO
大阪市 弘昌堂
大阪市 vivi
大阪市 自家製麺 麺や ひなた
大阪市 ラース
大阪市 栄鮓千日前店
大阪市 Beautysalon～Bell～
大阪市 ENERGY
大阪市 傅麗藍
大阪市 ニュー姉妹
大阪市 スナック よし坊
大阪市 M petit ange ballet studio
大阪市 立呑み れいこ
大阪市 Nailsalon MARIFIQUE plus
大阪市 セットサロン SINCERE
大阪市 CLOVER
大阪市 Little Gem Yoga
大阪市 CIAO
大阪市 大阪みなとたこ焼き 昌也
大阪市 墨歩書道研究会きょうほ書院
大阪市 今里フォークジャンボリー
大阪市 双子家
大阪市 和食 雄
大阪市 Adesso
大阪市 space rental 茶論
大阪市 ペットサロン otter tails
大阪市 Kaja Bijoux Watch
大阪市 未生流大阪いけばな教室
大阪市 喜久屋寿司
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大阪市 宝山閣
大阪市 芝浜
大阪市 Beauty Bio
大阪市 Meguri
大阪市 立ち呑み さっかん
大阪市 LIVE HOUSE Rumio
大阪市 彩いろどり
大阪市 整体の西田塾
大阪市 ネイルリラクゼーションNakase
大阪市 パーソナルリザルト
大阪市 Brain Beauty Spa L'onda
大阪市 Beauty Salon Cinderella
大阪市 rencontre
大阪市 駒川ホルモン
大阪市 焼鳥 及かわ
大阪市 カフェ ラルーン・ド・エスト
大阪市 スパイス王国 ナビオ店
大阪市 小味処吉野
大阪市 大和
大阪市 Kitchen Lemon Bar
大阪市 あかり
大阪市 難波アットホーム会議スペース
大阪市 ジョローナ
大阪市 エステティックサロン Po-brijant
大阪市 ジャングルジム
大阪市 Pecca+pu
大阪市 居酒屋 きっちん
大阪市 スタンド 緑橋
大阪市 勝記点心楼
大阪市 ランニングプランナー
大阪市 飲食店  ふる里
大阪市 フィルダウスラトゥバリ
大阪市 大阪芸術工科学院 美術研究所アトリエT
大阪市 ル・プールジュール
大阪市 日本酒処やま吟
大阪市 クリエイトスタジオ：バク
大阪市 タコライスCOMEDOR
大阪市 あとおし屋
大阪市 VITE MOR
大阪市 鉄板料理 堂島
大阪市 Belle
大阪市 居酒屋和かな
大阪市 豚たん 上新庄店
大阪市 串焼き居酒屋ごん蔵
大阪市 堀川
大阪市 Nail salon Genie
大阪市 NEO OSAKA
大阪市 GATACA
大阪市 公文式 都島大東町教室
大阪市 インテグラーレ
大阪市 はらいそsparkle
大阪市 ゲミュートリッヒミュージックアカデミー
大阪市 WBS
大阪市 肉喰
大阪市 楊貴宝飾
大阪市 こどもキッチンひまわり
大阪市 足立酒店第六店
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大阪市 LE PETIT MOUTON
大阪市 酒処えん
大阪市 和のご馳走 銀しゃり鮨
大阪市 藤原究学理研塾
大阪市 Total care ANDANTE
大阪市 まる田。
大阪市 アロＨＡ食堂。
大阪市 サロンドナナ
大阪市 愛光商店
大阪市 和食彩むらしま
大阪市 沖縄料理 いっちゃん
大阪市 みゆきや
大阪市 沖縄奄美居酒屋風唄
大阪市 ZETA JAPAN
大阪市 ふぐ松
大阪市 お食事処 花＊花
大阪市 信玄
大阪市 居酒屋 ゆず
大阪市 オフィスリン
大阪市 とんさま
大阪市 NADESHIKO HONMACHI 
大阪市 公文式 南堀江4丁目教室
大阪市 Azreeeen 
大阪市 缶＋
大阪市 大安酒店
大阪市 山麺
大阪市 アトリエ-グー
大阪市 元祖辛麺屋桝元大阪本店
大阪市 PANTALOON
堺市 えびすや
堺市 フラワーデザインスクール＆フラワーショップ バーンフジイ
堺市 深川酒店
堺市 カラオケ喫茶 酒房 つなぎ
堺市 カラオケブービィ
堺市 地鶏料理たちばな
堺市 さかい
堺市 中百舌鳥囲碁クラブ
堺市 スポーツショップキャプテン
堺市 匠 秀げつ
堺市 やよい軒堺大野芝店
堺市 日本酒肆やよや
堺市 炭火とワイン堺東店
堺市 勝輝ボクシングジム
堺市 カラオケクラブダム スマイル深井店
堺市 ロコロッカー
堺市 sherra
堺市 鉄なべ堺東店
堺市 おかんの糀®
堺市 Bライン鳳店
堺市 美原人酒場
堺市 Faceial Salon Regolith
堺市 中学受験教室カミオカセミナー
堺市 職人手焼き鰻 儀門
堺市 ＰＨＯＥＮＩＸ ＡＣＡＤＥＭＹ
堺市 阪和鳳自動車学校
堺市 和旬洋彩B.B.
堺市 夢厨房（ゆめきっちん）アリオ鳳店
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堺市 トキワ温泉
堺市 麺座 ぎん
堺市 ゲームセンター21
堺市 味亭
堺市 スナックさくら
堺市 Fleuge
堺市 Filament 
堺市 Eyelashsalon Bullseye
堺市 彩 chen
堺市 Wine Salon Coulant
堺市 明治色亭
堺市 moon stone
堺市 個別指導のハッピースマイル 堺市駅教室
堺市 Chopin
堺市 炭火鶏焼 山吹
堺市 犬吉
堺市 MANO.NaiL
堺市 炭火焼鳥・居酒屋 勝羅
堺市 かすうどん一〇八
堺市 居酒屋味園
堺市 北本バレエスタジオ
堺市 虹夢弦
堺市 家庭料理 一から
堺市 お食事処 山鹿
堺市 鬼太鼓
堺市 珀翠書道教室
堺市 音酒場ワイルドハニー
堺市 スナックアイコ
堺市 URA(ウラ)
堺市 COLORS
堺市 スナック小梅
堺市 居酒屋いらっしゃい
堺市 うまいもんやこうちゃん
堺市 ビューティーサロン ナリス
堺市 鯛宝寿し
堺市 八剣伝石津川駅前店
堺市 blu-mare
堺市 居酒屋おとめん
堺市 エンジェル
堺市 スナックBacchus
堺市 たなごころ
堺市 アンソレイユ ル シエル
堺市 island cafe 'olu'olu
堺市 福笑
堺市 寿し丸
堺市 ビストロ ボアボアボア
堺市 貴装苑 上田屋
堺市 スナック峯
堺市 鉄板バール太陽
堺市 和ノ花～nanoka～
堺市 鳥福
堺市 カラオケ遊歌
堺市 ぶんぶく
堺市 大阪英才教育センター
堺市 冷菓子屋 根津
堺市 カラオケ美津子
堺市 ヒュル
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堺市 ステーキの徳庵
堺市 ひとよし
堺市 grand-nail （GRAN）
堺市 辰巳窯
堺市 炭火焼肉 膳のすたいる 宿院店
堺市 鷄んまっ
堺市 即上達法たかさき演歌歌謡教室
堺市 manail
岸和田市 カラオケホール 集
岸和田市 バー ロク
岸和田市 フライの店 こんちゃん
岸和田市 bar Mellow
岸和田市 すしん坊
岸和田市 利休
岸和田市 ダッシュ賑
岸和田市 海坊主 岸和田駅前店
岸和田市 岸和田CTLBANK
岸和田市 パソコン塾 春木駅前教室
岸和田市 glam
岸和田市 カラオケ かおる
岸和田市 BAR  SPINNA
岸和田市 四川料理 名菜楼
岸和田市 にっこにこ太陽古美術店
岸和田市 彩鳥屋てっちゃん
岸和田市 焼肉ダイニングわさび
岸和田市 つるかめ塾
岸和田市 焼き肉てんぐ
岸和田市 居酒家 みやぢ
岸和田市 カラオケ居恋
岸和田市 コロナカメラ岸和田店
岸和田市 桜ら咲
岸和田市 アンジュ
岸和田市 Love
岸和田市 洋食焼き からすの
岸和田市 沖縄郷土料理 金城
岸和田市 焼肉&ビール園yakozeますや
岸和田市 カラオケ フレンド
岸和田市 すまいる&すまいる
岸和田市 はる
岸和田市 公文式 八田教室
岸和田市 Dolce
岸和田市 憩～ひとここち～
岸和田市 居酒屋 わらじや
岸和田市 花水木
豊中市 きねや亭
豊中市 南国
豊中市 カラオケ cafe&Snack 和
豊中市 屋島
豊中市 528 salon クリスタル 
豊中市 ほぼデリカート
豊中市 so style
豊中市 居酒屋 百番
豊中市 Beaute de M
豊中市 英会話のWinBe曽根校
豊中市 麺や あうん
豊中市 KANDY.
豊中市 チケットショップ日信千里店
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豊中市 レンタルスペースiro-dama
豊中市 創作割烹たかの
豊中市 千里ニュータウンＦＭ放送株式会社
豊中市 エムズスクエア
豊中市 Decoration Desire
豊中市 JMGHD
豊中市 中華料理 珉龍
豊中市 居酒屋よしひろ
豊中市 東町珈琲店
豊中市 Saloon Bar琥珀
豊中市 海鮮網焼き 海ほたる
豊中市 YOSA PARK sun
豊中市 エパ
豊中市 KOREAN DAINING 石鍋KOH
豊中市 TOCOTOCO音楽事務所
豊中市 スナックドラゴン
豊中市 馬肉と和食のお店神戸播馬
豊中市 久屋商店
豊中市 遊食遊膳 笹庵
豊中市 串かつ市場
豊中市 カリトロ庄内店
豊中市 B-CLUB
豊中市 六文錢亭
豊中市 Nostalgia dell'Italia
豊中市 カラオケスナック れいんぼ
豊中市 アプローズ
豊中市 カラオケ喫茶 知
豊中市 ひょっとこ
豊中市 ほったらかしパブ一世
豊中市 立ち呑みやっちゃん
豊中市 学そろばん教室
豊中市 百々
豊中市 村上智子セッションルーム
豊中市 CREAL
豊中市 おりまゆサロン千里中央
豊中市 寿してっちり はせ川
豊中市 吟
豊中市 えびす家
豊中市 誠励学館上野西川塾
池田市 フットケアサロン 西山靴研究所
池田市 鉄板将
池田市 とり一
池田市 スナック道
池田市 中華料理 天鳳
池田市 友美
池田市 アロマヒーリングサロン 花の女神
池田市 スナックBar ROSE
池田市 クレアモント外語センター
吹田市 ラウンジ吉野
吹田市 カラオケ響
吹田市 喫茶 ペリエ
吹田市 Carina nail⁺ 
吹田市 焼味尽本舗 江坂店
吹田市 中山和裁
吹田市 蔵前田
吹田市 BAR日果
吹田市 Campanio

23 / 32 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７月２日公表分）

吹田市 あさひ体操教室
吹田市 合同会社CLARUS
吹田市 IMPACT
吹田市 旬家
吹田市 居酒屋 まさ
吹田市 手打ちうどん 讃岐
吹田市 立ち呑み酒場ナナヲ
吹田市 居酒屋 精治
吹田市 寿司・居酒屋 万両
吹田市 千里の駅
吹田市 釜めし茶屋 吹田北店
吹田市 中国料理明陽軒
吹田市 アートスタジオオオサキ
吹田市 中華料理 哲ちゃん
吹田市 いっぷく処 わか
吹田市 中島音楽教室
泉大津市 カラオケ喫茶 花
泉大津市 カラオケほたる
泉大津市 カラオケ喫茶 ブーメラン
泉大津市 カラオケ ぴよぴよ
泉大津市 たからや
泉大津市 たから泉大津店
泉大津市 オリエンタル
泉大津市 DEKOBOKO
泉大津市 内田珠算塾
泉大津市 ちょっとBar彩葉
泉大津市 タイ古式マッサージ 癒し 泉大津店
泉大津市 公文式 泉大津西教室
高槻市 真上珠算教場
高槻市 蛸源
高槻市 カラオケきぬちゃん
高槻市 BAR sputnik
高槻市 リラクゼーションサロン chouhou
高槻市 魚居酒屋だんだん
高槻市 酒蔵島津
高槻市 夢一喜高槻店
高槻市 旬菜旬魚きくの
高槻市 ダイアナ
高槻市 THE勉強スタジオ
高槻市 無双興業
高槻市 千鳥劇場
高槻市 隠我 kakurega
高槻市 Regolith（レゴリス）
高槻市 ハートコーヒー高槻店
高槻市 TEA THING 朝夕茶事
高槻市 レンタルスペースWooo（ウー）
高槻市 Cafe&BarSAMAR
高槻市 イタリア料理 ピオッジャ
高槻市 ダイニング1955
高槻市 炭火焼かにかくに
高槻市 笑い処 希実子
高槻市 オン チューン
高槻市 リラクゼーションサロンポリアンナ
高槻市 すし処つかさ
高槻市 朱李
高槻市 一粋
高槻市 SHERINA英会話
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高槻市 Shanti
高槻市 竹の子
高槻市 Western Saloon ROUTE171
高槻市 chérie
高槻市 ゆうこ
高槻市 ヒロセント
高槻市 ワンメニーオエステ
高槻市 大西音楽教室
高槻市 あんきや
高槻市 たきび家
貝塚市 CAFE&BAR CHILL SPOT
貝塚市 ぼくん家
貝塚市 カラオケ達磨
貝塚市 たから寿司本店
貝塚市 笹利楽 美笹のゆ内
貝塚市 カラオケ喫茶 愛花夢
貝塚市 学成館
貝塚市 居酒屋 林三郎
貝塚市 かってもん
貝塚市 ドリームファンタジー
貝塚市 Sumiyaki さんぽ
貝塚市 お好み焼き家凛
貝塚市 恵寿し
貝塚市 好乃
貝塚市 YOSAPARK Mox 小瀬店
貝塚市 SPI
守口市 カラオケスナック みほ
守口市 しょう平
守口市 居酒屋 きときと
守口市 たぬき
守口市 ザ．田
守口市 月うさぎ
守口市 中華料理 岬
守口市 大野ペットショップ
守口市 Dining bar sis
守口市 櫻家
守口市 えびす屋
守口市 GRUS
守口市 彩
守口市 立ち呑みたかちゃん
守口市 IL SOLE
守口市 Rigutta nail
守口市 ダンスバーRJ
守口市 SABOTEN CLIMAX
守口市 茶房石乃
枚方市 中国料理麒麟閣枚方店
枚方市 鳥ゆら
枚方市 ふぁみりー
枚方市 ドトールコーヒーショップ くずはモール店
枚方市 ゆでぞう
枚方市 ちゃんこ部屋枚方市駅前店
枚方市 スポーツプラザWAVE34
枚方市 ポムの樹Ｊｒ.ニトリモール枚方店
枚方市 シリンダー玉出
枚方市 RICO
枚方市 Girl’sBar Azur
枚方市 いちの屋
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枚方市 枚方海鮮個室居酒屋 瀬戸内大庵
枚方市 和旬 祥己
枚方市 レストランサカミティー
枚方市 屋根裏
枚方市 カラオケJOb
枚方市 カラオケ喫茶つるっと
枚方市 居酒屋まめやん
枚方市 食べ飲み屋 楽
枚方市 Tooosu
枚方市 いさみ寿司
枚方市 カラオケステージベル
枚方市 金峰地どり
枚方市 鰻彩 のとや
枚方市 ニューシーマ
枚方市 puppy's bar
枚方市 スナックアレーズ
枚方市 Feel
枚方市 amico amica
枚方市 海賊
枚方市 夜来香
枚方市 串かつ夢ちゃん
枚方市 のみ処 月
枚方市 Total beauty salon SENA
枚方市 桜すし
枚方市 さぶろう
枚方市 ラウンジRegina
枚方市 Nico.Laugh
枚方市 リラクゼーションサロン リ・ラクシス
枚方市 Cafe meet
枚方市 事務プロパソコンスクール
枚方市 ケイズコンサルティング
枚方市 なまづや
枚方市 y.y nail
枚方市 アトリエ剛外
枚方市 ハワイアンバーベキューフリチキ
茨木市 京進スクール・ワン 阪急茨木教室
茨木市 お好み焼き 友
茨木市 寿司万
茨木市 明光ゼミナール
茨木市 ホルモンなかみ屋
茨木市 らーめん大将 どんどん
茨木市 フィオリトゥーラガーデン茨木店
茨木市 ちゃんこ鍋春日
茨木市 BAR LOCKSTEADY
茨木市 まご兵衛
茨木市 西口フォトスタジオ
茨木市 コスモス
茨木市 鉄板焼きカリットーネ
茨木市 Da Kitchen 
茨木市 SunClimb
茨木市 やきとり・居酒屋 吉鳥
茨木市 カラオケバー マハラジャ
茨木市 グッド・フェローズ
茨木市 昭和倶楽部 蕾
茨木市 みんなのほっっとルーム
茨木市 ビエスト茨木店
八尾市 中川敬舟書院・敬舟塾
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八尾市 歌ごえスタジオ かわぐち
八尾市 八尾トリス
八尾市 梓
八尾市 ガンバ久宝寺駅前店
八尾市 ワールドプラスジム 山本店
八尾市 回転寿司 北海素材 八尾店
八尾市 焼肉まるふく
八尾市 割烹おおとみ
八尾市 進学塾Ｈ２
八尾市 買取専門店ベストリッチ
八尾市 串揚げ専門店串のアイワ
八尾市 株式会社阪奈進学ゼミナール
八尾市 合同会社トライオール
八尾市 串匠ほうずき
八尾市 BAR PAIN
八尾市 シード千
八尾市 健康美容サロンNatule
八尾市 和らい
八尾市 chouchou
八尾市 カラオケ喫茶ナイトフライト
八尾市 soboa★
八尾市 なほみバレエ
八尾市 大阪王将 近鉄八尾駅前店
八尾市 キムチ屋キッチン とんがらし
八尾市 ECCジュニア太田8丁目教室
八尾市 のみくい処 浜ちゃん
八尾市 お好み焼はせ
八尾市 Studio KUWA
八尾市 Re・Fine
八尾市 串一
八尾市 すなっく ふるふる
八尾市 トラットリア マーノ
八尾市 中国料理 大日軒
八尾市 金田酒店
八尾市 魚の肴
八尾市 ほてい寿司八尾支店
八尾市 もんだろう
泉佐野市 たなぼた
泉佐野市 D cafe
泉佐野市 天風軒
泉佐野市 燻し焼鶏LOL
泉佐野市 スナック羅蘭
泉佐野市 金かつ
泉佐野市 PoldingKnotClimbingGym
泉佐野市 SHR
泉佐野市 shot&cocktail's X-Y-Z
泉佐野市 占い 穂泉
泉佐野市 まかない料理 はやて
泉佐野市 バー ノクターン
泉佐野市 カラオケれん
泉佐野市 トライフォース関空
泉佐野市 炭火焼とまり木
泉佐野市 貫手喜
富田林市 松尾珠算塾
富田林市 茶乃木
富田林市 公文式 富田林喜志教室
富田林市 和遊膳おおにし
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富田林市 Avrasya
富田林市 和食 陸
富田林市 レストラン&カフェ大楠公
富田林市 かよんぷ音楽教室
富田林市 yosapark calme
寝屋川市 大丸屋
寝屋川市 スナック 芹
寝屋川市 ピンクチャイルドさくらスタジオ
寝屋川市 ふじいち
寝屋川市 アロー寝屋川池田店
寝屋川市 喜多八 本店
寝屋川市 SK技能教習センター
寝屋川市 GOLF LAB
寝屋川市 BAR CHOCOLAT
寝屋川市 Ｔｒaｔｔｏｒｉａ ＬＵＣＣＡ
寝屋川市 麺道服部
寝屋川市 炭火焼肉筵en
寝屋川市 カラオケ喫茶 芭蕉布
寝屋川市 ホビープラネット
寝屋川市 遊食屋 かくれんぼ
寝屋川市 ここ家
寝屋川市 和風スナックなかむら
寝屋川市 熊井書写教室
寝屋川市 京おでん二口
寝屋川市 居酒屋 おおたん
寝屋川市 ひまわり
寝屋川市 Private salon R&R
寝屋川市 CHAIYO
寝屋川市 QUEEN
河内長野市 らくだ
河内長野市 スナック ルテシイア
河内長野市 やきとり大吉 千代田店
河内長野市 カラオケ まりん
河内長野市 にがおえデトロイト
河内長野市 学研教室 千代田駅前教室
松原市 スナック淀
松原市 信濃そば
松原市 ノーサイド
松原市 ゲームフェイス
松原市 小料理 ゆず
松原市 月のうさぎ
松原市 家庭料理四樹
松原市 渡辺そろばん教室
松原市 居酒屋えんむすび
松原市 スナックあずさ
松原市 eyelash Sion
松原市 ラブリーハット
松原市 ハローエイト
松原市 カラオケ＆BAR ZOO
大東市 キッサスナック サガワ
大東市 じゅうじゅう
大東市 しせんらーめん住道店
大東市 ガボット
大東市 アロー大東店
大東市 スタジオシエル
大東市 クチュール ド パール
大東市 シロタ焼肉
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大東市 中華食堂せっちゃん
大東市 中国創作料理熊猫パンダ
大東市 屋台のへそ
大東市 たこ焼き Я（アール）
大東市 風の街 大東店
大東市 ラウンジ静
大東市 隠れ家サロンROUTE
大東市 韓国食堂ぼんちゃん
大東市 大吉住道店
和泉市 魔女
和泉市 ステーキハウス ゲラン
和泉市 麻雀クラブ GOLD
和泉市 鍋、一品料理 七
和泉市 カルム
和泉市 スナックＡｓｕｋａ
和泉市 ラーレ
和泉市 TREE
和泉市 Vi Sora
和泉市 竹とんぼ
和泉市 カラオケ喫茶メリールウー
和泉市 Basil Basil
和泉市 S.T.ダンスホール
和泉市 カラオケ、スナックバンビー
和泉市 いないいないBAR
和泉市 酒処こしき
和泉市 焼肉ハウス番平
和泉市 ウエリナサロン
和泉市 滑稽堂
和泉市 たこぼうず
和泉市 まいど
箕面市 杉の茶屋
箕面市 あかばなァ
箕面市 ＢＡＺＺ ＬＩＧＨＴ
箕面市 美楽園 箕面スパーガーデン内
箕面市 昌平
箕面市 高価買取り専門ドットコム
箕面市 ガンバ体操クラブ 箕面教室
箕面市 あたまの休息くう
箕面市 Nail  Beautysalon  clair
箕面市 居酒屋はちきゅう
箕面市 INDIAN KITCHEN
箕面市 プティボヌール
箕面市 明石倶楽部
箕面市 s.s.s
箕面市 STUDIOFUNTAS
柏原市 エステサロン Ｃｏｃｃｏ
柏原市 創庫生活館 大阪柏原店
柏原市 極真館大阪南支部 柏原道場
柏原市 焼肉の港
柏原市 栄楽寿司
柏原市 グランドワズークライミングジム
柏原市 炉ばた大峯
柏原市 つるちゃんカラオケ
柏原市 カラオケ サンマルコ
羽曳野市 健康麻雀サークル さくら
羽曳野市 カラオケ ばんちゃん
羽曳野市 カラオケ・スタジオ るん
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羽曳野市 OLUOLUCAFE
羽曳野市 個別指導PASS
羽曳野市 秀明館
羽曳野市 梅田珠算教場
羽曳野市 ZERO FACTORY
門真市 炭火ダイニング 香川
門真市 宝
門真市 BOSS門真店
門真市 株式会社浜野酒店
門真市 パチンコ ニコニコ
門真市 チキン野郎
門真市 トラベルバンクジャパン
門真市 馬力
門真市 SalonJewelry
門真市 HANACHU BAL
門真市 モンシェリー
門真市 ぷてぃ あゔぃにょん
門真市 loungeカサブランカ
門真市 居酒屋はなちゃん
門真市 パブスナック 黒美人
門真市 公文式 沖小学校北教室
門真市 英会話クローバースクール
門真市 お食事や麦
門真市 さごじょう
門真市 喫茶 サボテン
門真市 ラーメン 弥五郎
門真市 チャンス工芸
摂津市 麻雀久
摂津市 スナック Hisarin
摂津市 げん家
摂津市 居酒屋ほたる
摂津市 cafe PUB Nonna
摂津市 RC-ARTトラックゲート
摂津市 沖縄料理しーさ
摂津市 ショップキューズコム
摂津市 KANSAI REPTILE pro
摂津市 公文式 別府教室
摂津市 アズ千里センター
摂津市 居酒屋たんぽぽ
摂津市 カラオケ喫茶かくれんぼ
高石市 新味新鮮ととや
高石市 エテルノ バーゼ
高石市 BAR GARDEN
高石市 ラウンジソワレ
高石市 NO－NAME
高石市 讃岐うどんなか川
藤井寺市 ＢＡＮＢＡＮ
藤井寺市 華栞
藤井寺市 一期一会
藤井寺市 麺家 ムツスケ
藤井寺市 スナック花
藤井寺市 カラオケスナック  こもも
藤井寺市 M&M
藤井寺市 大井学習塾
藤井寺市 地鶏&和牛 咲
東大阪市 エステ・サロン・モア
東大阪市 やすらぎ
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東大阪市 カラオケ喫茶 宝
東大阪市 KANADE
東大阪市 宝 宝
東大阪市 カラオケスナック ちび太
東大阪市 バルマル・エスパーニャ布施店
東大阪市 料亭 若葉
東大阪市 BANH MI FUSE
東大阪市 ぽんぽこ温泉
東大阪市 蟹虎
東大阪市 アメリカンダイナーバンブー
東大阪市 麵屋 ゆいまる
東大阪市 ASAS長田店
東大阪市 寿司 清水
東大阪市 テレジュール
東大阪市 立呑処 おおにし
東大阪市 ラウンジ三日月
東大阪市 兆治 布施店
東大阪市 BATAVIA
東大阪市 ラブコン
東大阪市 カーブス近鉄布施
東大阪市 365日FOOD
東大阪市 カラオケ喫茶 ゆう
東大阪市 居酒屋小町
東大阪市 居酒屋ばす亭
東大阪市 グーdining
東大阪市 カナリヤカメラ店
東大阪市 てっぱん 峯ノ頂
東大阪市 ほがらか本店
東大阪市 粋酔
東大阪市 さんじのおやつ
東大阪市 焼肉富久園
東大阪市 花蝶
東大阪市 エステルーム マリーヌ
東大阪市 スナックどんぐりころころ
東大阪市 お好み焼き 鉄板焼 あすなろ
東大阪市 食彩料理さかゑ
東大阪市 BAR G-place
東大阪市 焼肉ことぶき屋
東大阪市 くいもんやめ組
東大阪市 THREEFIVE
東大阪市 円満
東大阪市 wine&food buca
東大阪市 Nail salon cocoro
東大阪市 居酒屋 旅籠
東大阪市 三坪酒場せら
東大阪市 GARAGE CAFE  Squish Aria
東大阪市 クッチーナモモカ
東大阪市 あっとらんだむ亭
東大阪市 大阪府立布施北高等学校内チヨ食堂
東大阪市 lananail
東大阪市 食味園
東大阪市 ガ・ジュール プレミア
東大阪市 宮崎の地鶏
東大阪市 PATISSERIE マドレーヌ
東大阪市 お好み焼き小北
東大阪市 ＪＩＭＡＴＲＡＶＥＬ
東大阪市 サロン・ド・ゴ
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東大阪市 みや古食堂
東大阪市 中華料理 龍（ロンロン）
東大阪市 寿Ju
東大阪市 中出珠算塾
東大阪市 芭亜愚亭
東大阪市 しょうや
東大阪市 芋づる
東大阪市 ピアラ
東大阪市 プライベートサロンreflet
東大阪市 あずまや
東大阪市 きんぎょ
東大阪市 香楽
東大阪市 玉西SCゼミナール
泉南市 鶴橋風月 イオンモールりんくう泉南店
泉南市 カラオケスタジオ 唄サロン カフェＡｓｕｋａ
泉南市 カラオケスナック まゆみ
泉南市 カラオケさゆり
泉南市 わんこの美容室 DOG TAIL
四條畷市 大阪特殊自動車学校
四條畷市 花宵
四條畷市 プルチネッラ
四條畷市 ＆ＭＩＫＯスタジオ
交野市 焼き鳥 居酒屋 鳥藤
交野市 ペットショップ ワンちゃん
大阪狭山市 酒彩 とっさま
大阪狭山市 七田式テンダー狭山・金剛教室
大阪狭山市 アールクリエイション
大阪狭山市 カラオケスタジオ波
大阪狭山市 GROUNDSPORTS
大阪狭山市 plaisir  フラワー教室
大阪狭山市 カラオケ BAR ハピネス
大阪狭山市 しょうちゃん
大阪狭山市 残波岬
阪南市 キッズ学習塾
阪南市 居酒屋きらく
阪南市 和食居酒屋 雅
阪南市 野菜巻き串バル ぽっぽ
阪南市 カラオケ喫茶 彩歌
阪南市 酒菜工房 想
島本町 privatesalon Bling's Nail
島本町 憩いのBAR華
忠岡町 居酒屋 笑屋
忠岡町 モイスティーヌサロンプクプク
田尻町 カラオケ 絆
田尻町 ECCジュニア吉見ノ里駅上教室
太子町 ヘアメイクアップ松井
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