
市町村名 施設名称

大阪市 小料理 藤
大阪市 喫茶 クウエション
大阪市 アイビー
大阪市 アメリカンカフェ＆バー PACHA
大阪市 むさし乃
大阪市 旬彩 ばん東
大阪市 ラウンジあかり
大阪市 美波Ⅱ
大阪市 吉田バー
大阪市 スナック 親爺パートⅡ
大阪市 蒜山
大阪市 カラオケとなり
大阪市 努祥
大阪市 HAN JYAN
大阪市 スナック ５１
大阪市 Bond
大阪市 スナックStar
大阪市 メモリー
大阪市 フルーツ
大阪市 サントリーバーコトブキ
大阪市 やきとり大吉 出戸店
大阪市 流星
大阪市 スターカラオケ
大阪市 Queen
大阪市 スイートメモリー
大阪市 Mr CB
大阪市 RiMi
大阪市 えり
大阪市 ラウンジはっぴー
大阪市 スナック路
大阪市 カラオケスナックＫ＆Ｋ
大阪市 カラオケ喫茶タムラ
大阪市 ちゃんぐん
大阪市 スナックみつこ
大阪市 居酒屋 一休
大阪市 おいしいや
大阪市 喫茶 カトレヤ
大阪市 堂山
大阪市 カラオケ きっさ ぷりんす
大阪市 桃山学院中学校高等学校内 中村食堂
大阪市 えいか
大阪市 美やわ喜
大阪市 げんばぁー
大阪市 さんかく
大阪市 MAKi
大阪市 Ochame
大阪市 スマイル
大阪市 カラオケ ピッコロ
大阪市 喫茶 さくら

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１４日公表分）
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大阪市 カラオケ喫茶 えんとも
大阪市 ブルーマ．ヘム
大阪市 カラオケパブ花帆
大阪市 ぎんねこ
大阪市 Calla
大阪市 串かつどて焼 松栄
大阪市 杉
大阪市 カラオケ喫茶 けいこ
大阪市 じゅん
大阪市 スナック酔道
大阪市 kulkul
大阪市 麦
大阪市 酒房 しん
大阪市 ユニバーサルデザイン
大阪市 Stage Karaoke BAR ONION
大阪市 ラウンジ フレジア
大阪市 唄うカナリヤ
大阪市 美月
大阪市 おやじのキッチン 元気
大阪市 Cafe Profit
大阪市 ブルーシャトー
大阪市 ベルエール
大阪市 琉美豚
大阪市 スナック サンユ
大阪市 Berry
大阪市 UTOPIAセミナールーム
大阪市 ムービングブルー
大阪市 麻雀 東天紅
大阪市 日本料理寺田
大阪市 Roamer
大阪市 梲家 うだつや
大阪市 アイメック
大阪市 MAYSEVEN
大阪市 大阪ブランドオークション
大阪市 カマNベール
大阪市 ＠BAR
大阪市 丶心指圧治療院
大阪市 アルカブース
大阪市 たこ焼き割烹たこ昌道頓堀店
大阪市 幸せのパンケーキ 心斎橋店
大阪市 ゲームセンター ラッキー
大阪市 道頓堀 治兵衛
大阪市 CUBA4th
大阪市 カルダモン．
大阪市 ミスターケリーズ
大阪市 サロンSHUHARI
大阪市 天満研修センター
大阪市 Osaka Osake Dining 鶫
大阪市 元祖 ナップンナムジャ デソン
大阪市 開智総合学院 今福教室
大阪市 24区
大阪市 COMMON BAR SINGLES
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大阪市 イチバノチカラ
大阪市 moderato
大阪市 株式会社上方ビール
大阪市 Backstage Osaka Hostel & Bar
大阪市 女教師の秘密
大阪市 GCCKidsインターナショナルスクール
大阪市 鉄板居酒屋 たかし
大阪市 クラブドミナ
大阪市 バリンガン イオンモール鶴見緑地店
大阪市 プリュイデテ
大阪市 ダイニングバーカルネ
大阪市 BAR GROTTO
大阪市 ショットバー ジー
大阪市 Re:Alive
大阪市 AiryBody
大阪市 Ammona
大阪市 有限会社平成観光
大阪市 朱歌酒尊sunny
大阪市 pit master VAMOS 福島
大阪市 Victoria Body Workout
大阪市 ALPHA
大阪市 肉と魚と日本酒 照 天王寺店
大阪市 株式会社ラボ ブランドラボ
大阪市 焼肉みやした
大阪市 中華料理店いっと
大阪市 麻屋手抓海鮮
大阪市 韓国料理こばこ
大阪市 AGENT
大阪市 株式会社マイウエイ
大阪市 有限会社東洋ショ－劇場
大阪市 Gondora Bar
大阪市 まめだ 淀屋橋店
大阪市 大三元
大阪市 5（ファイブ）
大阪市 株式会社中村屋市場
大阪市 STジュエリー
大阪市 大阪ホール天五店
大阪市 Ｊｅｎａ
大阪市 井岡ボクシングジム
大阪市 魚味処 たけや
大阪市 ソルベレーゼ
大阪市 貸卓麻雀 さんばん
大阪市 DERDE
大阪市 津東通商 株式会社
大阪市 かんさい呉服
大阪市 アットワンなんば店
大阪市 夜半の月
大阪市 中村
大阪市 昇龍水晶館
大阪市 株式会社モンカミーノ
大阪市 合同会社きゃんぱす
大阪市 SUNHALL
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大阪市 ちょっとバー カノン
大阪市 フォーナイン
大阪市 カラオケ喫茶 モカグレース
大阪市 サロン・ドゥ・アヴェンヌ
大阪市 お料理教室 芋鳥なんきん  
大阪市 株式会社ラテア
大阪市 セットサロン Gorilla
大阪市 bibimbar
大阪市 旬響
大阪市 BAR24K kitashinchi
大阪市 博多串焼きバッテンよかとぉアメリカ村店
大阪市 牛語（うしがたり）
大阪市 株式会社ワールド誠通
大阪市 β・berry cafe
大阪市 eyelash Molek 
大阪市 LUXE
大阪市 Bar Ryokan
大阪市 シルバーボールプラネット
大阪市 愛 サラン
大阪市 株式会社サンテック
大阪市 ハイアットリージェンシー大阪内宴会場
大阪市 らり
大阪市 フラワーカレッジノワールハンナ
大阪市 OTONOS
大阪市 小春ヴィジョン
大阪市 NEWNEW十三店
大阪市 FUJIリサイクルショップ
大阪市 うまいこといかせ屋のお教室
大阪市 ソルトバレイ
大阪市 BAR DUSK
大阪市 BARすきま
大阪市 オタロード巫女神社中micoざくら
大阪市 大阪まいしまシーサイドパーク
大阪市 ASH WINDER ARENA心斎橋店
大阪市 COCO BAR
大阪市 PEROPEROBAR
大阪市 ASOBIBAR梅田お初天神店
大阪市 123zoーVietnam Restaurant
大阪市 ＢＬＡＣＫＲＡＢＢＩＴ
大阪市 末広
大阪市 bar will
大阪市 居酒屋 虎松
大阪市 G-mona
大阪市 グミチョコレートパイン
大阪市 唯心 くくる
大阪市 酒TOIC
大阪市 SOCIO
大阪市 JOY
大阪市 鳥居ダンススクール
大阪市 netcafe88
大阪市 CLUB TONE
大阪市 K225 
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大阪市 グレイスコア
大阪市 レガリス
大阪市 Bar Spring
大阪市 ドリーム
大阪市 J-STORY
大阪市 八番
大阪市 サントリースポットしんらい
大阪市 株式会社シニアメディカルサービス 初任者研修養成研修所
大阪市 クラブシャイニー
大阪市 Music Bar CODA
大阪市 LUCY STAND DINING大阪駅前第一ビル店
大阪市 彩(あや)
大阪市 織姫
大阪市 ＫＡＮＳＡＩ ＤＯＵＹＡＭＡ ＫＵＫＯＵ
大阪市 ar（アール）
大阪市 ライブスペースGoldee
大阪市 SHISHA CAFE RAS
大阪市 ダイニング 和楽
大阪市 La SALUTE
大阪市 ＢＡＲ ＭＡＮＡ
大阪市 Uvillage
大阪市 H-action
大阪市 Bar CLOUD BLANK
大阪市 那由多
大阪市 barGato
大阪市 Reve
大阪市 アド7ファースト
大阪市 居酒屋九庵
大阪市 Spica eyelash salon
大阪市 バーイプソファクト千日前
大阪市 島むすめ
大阪市 JOE'S BAR
大阪市 スナックのぶえ
大阪市 Galerie DU NORD
大阪市 洋酒はせ
大阪市 福すし
大阪市 ショットバー g
大阪市 うたのや
大阪市 串カツ ごん吉
大阪市 花音
大阪市 サロン ド 舞
大阪市 クラブ セブンフロアー
大阪市 Bar303
大阪市 スナックvivi
大阪市 CAFE&BAR みるきーぱんだ
大阪市 DIA5
大阪市 小紫
大阪市 J&ELVIS 
大阪市 葉庭来
大阪市 リラクゼーションサロン ドルミール
大阪市 淡路島
大阪市 カフェ BAL  bee
大阪市 炭火焼鳥 69鶏
大阪市 ACE
大阪市 メンバーズセシール
大阪市 Helo-Helo
大阪市 お好み焼き 大
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大阪市 オリーブ
大阪市 麻雀クラブニコニコ
大阪市 Shamp
大阪市 BAR Free's
大阪市 旬菜 楽
大阪市 スナックひつじ
大阪市 麻雀クラブダイヤ
大阪市 reforma 梅田店
大阪市 Nera
大阪市 水月
大阪市 串芳
大阪市 めだか
大阪市 カラオケ スナック 心音
大阪市 はんじゅく
大阪市 酒と肴おかだ
大阪市 Simple58
大阪市 スナックジェラシー
大阪市 ほっこりだいにんぐたけしの部屋
大阪市 串かつファミリー
大阪市 VERY-VERY
大阪市 SNACK&BAR 7-NANA-
大阪市 alun
大阪市 GRAND ESPOIR
大阪市 いっこん
大阪市 うちなー
大阪市 ソレイユルナ
大阪市 BAR castanea
大阪市 衣肖
大阪市 Bar ulu
大阪市 みづき
大阪市 WAX69
大阪市 風の跡
大阪市 モンロー
大阪市 メンバーズ Kitano
大阪市 スナックAsuka
大阪市 セラ・アマン
大阪市 元祖うまいもんや！串や！
大阪市 レトロゲーセン ザリガニ じゃんじゃん
大阪市 魚てつ屋魚右衛門
大阪市 re-born
大阪市 まんぷく亭
大阪市 まんま
大阪市 一蓮家アメ村店
大阪市 きみ屋食堂
大阪市 いちてん
大阪市 ジェントル
大阪市 DANCE STUDIO PRAIA 玉川店
大阪市 ティンズホール
大阪市 スナック 三千院
大阪市 COCO
大阪市 Bar HangOut
大阪市 郭光
大阪市 たまや
大阪市 BAR Bonds
大阪市 ノスタルジックフェアリーアニメBAR
大阪市 カウンターバー 茂茂
大阪市 Lien
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大阪市 ちょんまげ食堂ラーメン部
大阪市 Newton
大阪市 みかづき
大阪市 FIRST
大阪市 お食事処酒処 うえ河
大阪市 まる徳ラーメン
大阪市 MELON
大阪市 トールバー
大阪市 椿の花ことば
大阪市 猫娘
大阪市 カサブランカ
大阪市 Nondiy’sbar  Mahira
大阪市 Bar paulele
大阪市 旬彩Barりあん
大阪市 ほたる
大阪市 SportsBar609
大阪市 料亭 恵妃
大阪市 ぎんざ会館
大阪市 ちぇご
大阪市 あけの
大阪市 Nao
大阪市 憩い食堂
大阪市 ティーカラオケちえ
大阪市 新なぎさ
大阪市 カラオケライブBarKOTO
大阪市 春蘭
大阪市 三国志
大阪市 ガンガン
大阪市 錦
大阪市 snack 華
大阪市 Pearl
大阪市 ヨガスタジオ インナーブライト
大阪市 タイ料理 セップ イーサン
大阪市 やどり木
大阪市 Mother Womb (マザーウーム）
大阪市 とまり木
大阪市 PURPLE HAZE
大阪市 chai chai
大阪市 餃子王
大阪市 eyeBeauty La.lani
大阪市 カラオケ喫茶ピエロ
大阪市 大養軒
大阪市 SENSHIA
大阪市 カラオケびっきり
大阪市 仁坊
大阪市 亀
大阪市 田代
大阪市 料亭宝田
大阪市 #ゲームバーCUBE
大阪市 Luciano
大阪市 Infinity
大阪市 Pool Bar YOLO 
大阪市 ゴーゴーバーフジタ
大阪市 The Australian Publichouse
大阪市 炭火焼鳥Birds'Bar
大阪市 大和
大阪市 姫
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大阪市 ＷＡＬＺＥＲ
大阪市 ゴールド
大阪市 ＭＥＭＯＲＹ
大阪市 ナチュモ
大阪市 Starry Sky
大阪市 SKIP.
大阪市 千華
大阪市 出会
大阪市 RIVOLI
大阪市 リーベ
大阪市 麻雀クラブ東
大阪市 Pie&Beer Pub HABA
大阪市 Jbar
大阪市 Dining Bar CAMP
大阪市 俺のbar
大阪市 バーマジックスーパーラッキー
大阪市 喫茶 シティ
大阪市 CINQ
大阪市 Ｂｌａｎｃ ｅｔ Ｎｏｉｒ（ブランノワール）
大阪市 エミズキッチン
大阪市 麻雀クラブ 遊
大阪市 J'sBar
大阪市 カラオケスタジオカレンス
大阪市 New Himeyuri
大阪市 BAR RED CORNER!
大阪市 居酒屋はなたれ
大阪市 バレエ・スタジオN
大阪市 REI
大阪市 酒房えん
大阪市 アイン
大阪市 よし坊
大阪市 酒処 新阜
大阪市 カラオケ居酒屋 トロル
大阪市 Bar Y's
大阪市 スナックしらゆり
大阪市 艮太郎
大阪市 GIRAFFE
大阪市 喫茶スナック チロリン村
大阪市 ありがっさま
大阪市 wolverine
大阪市 simba
大阪市 DO
大阪市 R
大阪市 Lienリアン
大阪市 Share
大阪市 ルモンド
大阪市 たこ焼き&ダイニングバー虹色風船
大阪市 Rock Bar STARLESS
大阪市 美茄子倶楽部
大阪市 luxurybar W
大阪市 Bar Bacchus
大阪市 馬場珠算塾
大阪市 笑合幸
大阪市 優香
大阪市 ラウンジ 千賀
大阪市 Lapis Lazuli
大阪市 BAR ROSE LOUNGE

8 / 18 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１４日公表分）

大阪市 M’s
大阪市 スナック 華蓮
大阪市 華小町
大阪市 Monky
大阪市 バンビ―
大阪市 麗
大阪市 鉄板焼とよ田
大阪市 いづみVAN
大阪市 L.W.M(ロストウィークエンドマンハッタン)
大阪市 艶美
大阪市 おかずやつきみ
大阪市 スナックりさ。
大阪市 Bar Karhu
大阪市 LEGO
大阪市 猫カフェ猫音
大阪市 八重
大阪市 海
大阪市 Club BLOOM
大阪市 居酒屋 蜂
大阪市 へぶんりーろまんす
大阪市 GOGURIS
大阪市 料亭由
大阪市 料亭樹
大阪市 XRラボ
大阪市 OWL
大阪市 カラオケ喫茶 延
大阪市 カラオケハウス 唄ってきくや
大阪市 Music & Bar 5G
大阪市 世奈
大阪市 ヴィオラ
大阪市 どんちゃん
大阪市 みなみそう
大阪市 studio美coordinate
大阪市 Steady
大阪市 Zero Base
大阪市 ESCAPE OSAKA
大阪市 CLOUD9
大阪市 baris
大阪市 恋人
大阪市 スナック 彩和
大阪市 メンバーズラーク
大阪市 G-sense
大阪市 當
大阪市 マッサージ エパタ
大阪市 BlackCherry
大阪市 扇
大阪市 ようかいや
大阪市 SIETE
大阪市 スナック奄美
大阪市 小料理BAR 雪月花
大阪市 たちばな
大阪市 六寶
大阪市 BAMBOO
大阪市 一光韓国食堂
大阪市 ～healing bar ～ in the pink
大阪市 YOSAPARK laugh.easy.
大阪市 Club  Vanilla
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大阪市 ＤＡＮＲＡＮ酒屋そら
大阪市 スナック アンコール
大阪市 エイプリル
大阪市 BANGKOKU BAR-＆ RESTAURANT
大阪市 VEND
大阪市 ラッキーチャーム
大阪市 AM
大阪市 BAR F*CK
大阪市 肥の国屋
大阪市 立呑み こじま 淀屋橋店
大阪市 セレーネ
大阪市 OLIVE
大阪市 Bar stella
大阪市 en Reve
大阪市 サワディカー
大阪市 THE LAID-BACK
大阪市 わけあり
大阪市 寿司処もり
大阪市 大人の遊びbar seventhree
大阪市 スナックV
大阪市 Miss U
大阪市 Bar Grow
大阪市 てん★てん
大阪市 スタンド たかちゃん
大阪市 ラウンジ りょう
大阪市 カラオケ ぷち
大阪市 ＢＬＡＣＫＦＲＯＧ
大阪市 Rising true wave
大阪市 ひと坪
大阪市 Bar  Lounge コウ
大阪市 蒼天
大阪市 KONISHI
大阪市 カラオケスタジオルビー
大阪市 tsuru
大阪市 ラウンジ愛華
大阪市 BAR316
大阪市 Lotus
大阪市 料理処河春
大阪市 BAR bless...
大阪市 WA
大阪市 R
大阪市 bar GAFA
大阪市 華
大阪市 スナック わ
大阪市 おもてなし
大阪市 愛
大阪市 れん（蓮）
大阪市 Key
大阪市 SuperS
大阪市 綾
大阪市 咲 Bloom
大阪市 sakura
大阪市 Caprice
大阪市 Y's
大阪市 デー
大阪市 カラオケ居酒屋 ゆい
大阪市 カビテ
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大阪市 Bar Spike
大阪市 ピンクトリニティーネイルサロン
大阪市 カラオケ喫茶ぶぎー
大阪市 members 倖
大阪市 アモーレ
大阪市 近藤慎之介笑店
大阪市 応唱
大阪市 六代目大関屋
大阪市 がばちょ！
大阪市 チーム２２５
大阪市 白鷺
大阪市 こいさん
大阪市 ラウンジ ＪＩＮＫＹ Ｒ．
大阪市 真澄
大阪市 ar
大阪市 ビッグウェーブ
大阪市 BAR PRECIOUS SALON
大阪市 clear
大阪市 アクアリウムバー アクアドリーム
大阪市 カラオケ圭
大阪市 明洞
大阪市 BAR FOGGY
大阪市 なつみ
大阪市 Bar  ハップ
大阪市 カラオケ喫茶夢
大阪市 カードギルド
大阪市 フィリピンクラブ パラダイス
大阪市 ベルフルール
大阪市 PHILIPPINE RESTO BAR MALATE
大阪市 金輝
大阪市 儂來
大阪市 スタジオ順
大阪市 立ち呑み小春
大阪市 カラオケ パラダイス
大阪市 バーロッチィ
大阪市 楽
大阪市 ＧＲＡＣＥ
大阪市 肉彩ビストロひなた
大阪市 カラオケ・ダンス アン
大阪市 みんなの秘密の案内所SecretNavi
大阪市 バンビ
大阪市 pubエルドラド
大阪市 momonoki
大阪市 慧
大阪市 ヴィラージュ
大阪市 Cafe&Bar MARS
大阪市 ＳｈｏｔＢａｒ ｅｓ
大阪市 こだま
大阪市 寿司処あさひ奈
堺市 BAR AVALEZ
堺市 カラオケバー 加代
堺市 歌声さかば まるた
堺市 花みち
堺市 上海スナック美玉
堺市 ゆるり本舗・花
堺市 炭火焼鳥dining門
堺市 ＴＢ cafe

11 / 18 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１４日公表分）

堺市 進学塾アンサー
堺市 創作イタリアン ダニエル.Ｋ
堺市 チクタク
堺市 CRYSTAL SCENE
堺市 株式会社 輝
堺市 ニッカボッカトレーディングハウス
堺市 いぬの学校あさか
堺市 パチンコ ZOOK
堺市 アルファ
堺市 新亜国際語言学院
堺市 堺カートランド
堺市 ＬＯＴＵＳ
堺市 ファンダンゴ
堺市 Vigor キックボクシングスタジオ
堺市 Lounge唯
堺市 スランジバール
堺市 じゅりあ～の
堺市 和個室紙屋
堺市 ラウンジRay
堺市 snack V&V
堺市 パブ＆スナック 星あかり
堺市 カラオケ スタジオ 和
堺市 ラウンジYuu
堺市 BBthailand
堺市 カラオケいろは
堺市 ナイトカフェ レイズ
堺市 カラオケBar ローゼ
堺市 グランルーク
堺市 スナック涼
堺市 やきとり大吉 長尾店
堺市 メナードフェイシャルサロン ラ・リュンヌ
堺市 カラオケ順子
堺市 アコースティックバー弦
堺市 麻雀専科
堺市 パピヨン
堺市 メナードフェイシャルサロン フレイズ
堺市 メンバーズONE
堺市 鉄板バル HILO★宗友
堺市 スイカラ
堺市 和
堺市 ・人間・交差店・
堺市 くいもん家 だいな
堺市 NINA
堺市 ニュータイランドイサーン
堺市 KING
堺市 一品料理 小指
堺市 きづき
堺市 カラオケ銀河
堺市 ひまわり
堺市 えん
堺市 スナック１ねん３くみ
堺市 SNACK Lily
堺市 オステリアサカイ
岸和田市 スナック 佳余
岸和田市 ニュードンク
岸和田市 きままに
岸和田市 かまのや
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岸和田市 CrossRoads
岸和田市 クラブ・ジャムロック
岸和田市 結
岸和田市 BAR TENTEKO
岸和田市 七豆菜
岸和田市 Vin Vin Vin
岸和田市 JirbaRock
岸和田市 ＢＡＲ Ｂ＆Ｂ （バー ビーアンドビー）
豊中市 よりみち
豊中市 スナックみわ
豊中市 ラウンジ リッチ
豊中市 サマルカンド柴藤
豊中市 ソンリサ
豊中市 スナック すもと
豊中市 Bar HERO
豊中市 鉄板ダイニング 桜塚
豊中市 J・J
豊中市 ラ・カシュカシュ
豊中市 串もんや りょうちゃん
豊中市 スナックデイオール
豊中市 酒房あき
豊中市 スナックさくら
豊中市 REALIZE
豊中市 メナードフェイシャルサロン 緑地公園駅西店
豊中市 あしずり
豊中市 Garden
豊中市 music&bar TURN
豊中市 grow
豊中市 プライベートサロン AKI
池田市 やすらぎ
池田市 メモリー
池田市 まつり池田本店
池田市 串ダイニングてっぺん
池田市 snack 悠
池田市 ラウンジまどか
吹田市 味園
吹田市 カモメのジョナさん
吹田市 カラオケ喫茶ミルキー
吹田市 元町カレー
吹田市 アトリエるー
吹田市 和食英
吹田市 マルタスポーツ
吹田市 牛らく
吹田市 エステ宇川
吹田市 す～BAR
泉大津市 ウインザー
泉大津市 Bar38
泉大津市 キラリ
泉大津市 カラオケ喫茶ニュー萌菜
泉大津市 Mickey's Bar
高槻市 SHOT PUB 紫煙荘
高槻市 カラオケスタジオ ビクター
高槻市 パブラウンジ ローリエ
高槻市 Best
高槻市 株式会社リグロース本社営業所
高槻市 石田てっぺいラーメン 高槻駅前店
高槻市 クアトロチンクエ
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高槻市 立志館
高槻市 KID'S BALLET SCHOOL 
高槻市 Bar Arrange
高槻市 スナック美十路
高槻市 といだ寿司
高槻市 0909 8121(わくわくパイニイ)
高槻市 4B's
高槻市 大樹
高槻市 エステティックジュビランすみれ
高槻市 CAFE&BAR CODINE
高槻市 メナードフェイシャルサロン ボヌールアプレ
貝塚市 YUKAN club
貝塚市 おんぷ
守口市 Fun House Language School
守口市 クラウン
守口市 守口海のや
守口市 呂仁
守口市 Dining.Bar礼
守口市 じゅらく
守口市 萌え
守口市 Glanz
守口市 ちえの林檎
守口市 カラオケ喫茶 遊遊
枚方市 ｗｏｒｌｄｓ ｅｎｄ
枚方市 喫茶おり～ぶ
枚方市 Aoyama
枚方市 カラオケ喫茶＆スナック なかよし
枚方市 居酒屋アンドカラオケ夢ちゃん
枚方市 夢つなぎカラオケライブハウス
枚方市 Ｂar KIKI
枚方市 エターナル
枚方市 スタジオミュー
枚方市 Heart
枚方市 カラオケ＆スナック 美邑
枚方市 居酒屋Bar ViVA
枚方市 ハルビン
枚方市 愛LOVE
枚方市 カラオケ喫茶れんげ畑
枚方市 スイートダーリン
枚方市 カラオケ喫茶 ライム・ライト
枚方市 カラオケあかり
枚方市 カラオケ喫茶ラン
枚方市 リザキッチン
枚方市 Snack KOIMISE
枚方市 みつ衛門 吉蝶
枚方市 福田商店
茨木市 るみえーる
茨木市 とり亭
茨木市 ミスズ＆ドリーム
茨木市 本郷書道教室
茨木市 Snack すみ
茨木市 ライブハウス ジャックライオン
茨木市 石丸写真館
茨木市 阪急会館
茨木市 茨木ソシオ
茨木市 ソシオEAST
茨木市 遊
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茨木市 ふんわり家
茨木市 STOMP
茨木市 カラオケRAKU
茨木市 アズ
茨木市 笑年倶楽部
茨木市 ABCクラブ
茨木市 スナック 窓
茨木市 公文式 並木町教室
茨木市 Garage
茨木市 ブリティッシュ・バー ファイン・ハープ
茨木市 酒房 次郎長
八尾市 ONLY
八尾市 メロディー
八尾市 Cafe&Bar 80s
八尾市 楽庵・グレース・美ラックス
八尾市 あまやどり
八尾市 night cruise Rio
八尾市 スナック菜花
八尾市 ゴダイゴ
八尾市 カラオケ喫茶フレンド
八尾市 Jiby
八尾市 花吉
八尾市 スナックニューマリア
八尾市 麻雀クラブ マサ
八尾市 Link
八尾市 ほっこり酒場さよ
八尾市 メーテル
八尾市 FuKu
八尾市 スナック 艶
八尾市 喫茶アポロ
泉佐野市 若竹茶道具店
泉佐野市 楽家
泉佐野市 焼肉かめやま
泉佐野市 典
泉佐野市 Bar 絆
泉佐野市 フルフル
泉佐野市 ビトン
泉佐野市 カラオケ喫茶きまま。
泉佐野市 ラウンジDan
泉佐野市 麻雀くーる
富田林市 SICKS
寝屋川市 ちゃんこ部屋 寝屋川店
寝屋川市 カラオケ喫茶 味栄ちゃん
寝屋川市 ザ・ボディ・プロフェッショナル
寝屋川市 BIRTH
寝屋川市 カラオケ&パブ いむら
寝屋川市 おもひで工房
寝屋川市 オスカー
寝屋川市 N-1
寝屋川市 アナンカフェ
寝屋川市 えの木
寝屋川市 優
寝屋川市 麻雀クラブ大輝
寝屋川市 蘭
寝屋川市 ライブハウス ヴィンテージ
寝屋川市 唄えるコンパ メイン
寝屋川市 鉄焼食彩 ゆめや
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寝屋川市 ハチ
寝屋川市 パブさくら
寝屋川市 すずらん
河内長野市 カラオケ シュシュ
河内長野市 カラオケ スナック サン
河内長野市 喫茶 アユミ
河内長野市 カナヤ千代田店
河内長野市 Lounge Rihaku
河内長野市 ラウンジ ジュエル
松原市 キッサ・カラオケ ヴィーナス
松原市 スナックエンジェル
松原市 すし穂
松原市 株式会社 松室
松原市 麺酒屋 GUNS ガンズ
松原市 居酒屋 勝Withたんたん
松原市 ちょいのみ中華食堂あまのじゃく
松原市 串揚げ彩
松原市 Anita
松原市 HANAmizuki
大東市 にし田
大東市 スナック 門司
大東市 居酒屋あいちゃん
大東市 Petit bijou
大東市 学校法人四條畷学園内購買店
大東市 居酒屋かっちん
大東市 TOPIA
大東市 カラオケ サブリナ
和泉市 翼
和泉市 丸一
和泉市 総合格闘技 武心會舘
和泉市 カラオケ誉   
和泉市 メナードフェイシャルサロン ジュヌアムール
和泉市 合田珠算塾
和泉市 旅館 縁
和泉市 ラブィアンローズ
和泉市 一品料理 きよみ
和泉市 桃屋
箕面市 FUNGO! みのおキューズモール内
箕面市 和匠肉料理松屋 箕面店
箕面市 みのおゲーム
箕面市 チャイルドアイズ箕面校
箕面市 カラオケ ひろき
箕面市 炭火屋 百一
箕面市 ニューディンプル
箕面市 本格四川料理中村屋 桜井店
箕面市 NERU
箕面市 N゜5
柏原市 ひろや
羽曳野市 fabriko
羽曳野市 和牛焼肉OTA福
羽曳野市 焼肉甲子園
門真市 杏里
門真市 スナックにしき
門真市 サンライズ
門真市 太わらい
門真市 ガジュマル
門真市 カラオケステージＹASAＫAスタジオ
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門真市 ネイル＆エステAiru
門真市 黒毛和牛金澤
門真市 台北
門真市 GOLDぺんぎん
門真市 カラオケシスター
摂津市 有限会社PAOプラス
摂津市 ラクーン
摂津市 やきとり道場
摂津市 スナックメルシー
高石市 カラオケ みやび
高石市 いち輪羽衣店
高石市 炭火やきとり風見鶏
藤井寺市 女帝KARA
藤井寺市 DAMCE SPIRITS STUDIO
藤井寺市 鳥SAKA
藤井寺市 Ｙ’ｓ
藤井寺市 カラオケStarLight
藤井寺市 しゃむすん
東大阪市 お食事処とんとん
東大阪市 遊心
東大阪市 ミュージックスタジオチェリー
東大阪市 居酒屋 ぼんご
東大阪市 くま子
東大阪市 スナックカレン
東大阪市 ラ・カール
東大阪市 スナック ギャランドゥ
東大阪市 こすず
東大阪市 Shooting garage
東大阪市 ＪｕＲＥＲ
東大阪市 石切奈良漬屋きくち・つけもの道場
東大阪市 SYSTEMA GALLERY
東大阪市 ZIPPO SHOP ACT
東大阪市 けぃわーくす
東大阪市 高井武道具株式会社
東大阪市 フラミンゴカフェ
東大阪市 古民家すたじお わが家
東大阪市 学研 弥刀教室
東大阪市 Dance Studio 8888
東大阪市 中央
東大阪市 ペガサス
東大阪市 ニューパンジー
東大阪市 THE LIZARD
東大阪市 ダイニングキッチン きずな
東大阪市 Mai&Ai
東大阪市 阿僧祇
東大阪市 すなっく艷
東大阪市 喫茶・スナック 坂
東大阪市 勇 人情酒場
東大阪市 カラオケ喫茶オークス
東大阪市 布施倶楽部
東大阪市 Around
東大阪市 cadeaudeS
東大阪市 カーネーション
東大阪市 ＰＩＰＥＬＩＮＥ
東大阪市 ブラジル
東大阪市 曼珠沙華
東大阪市 Fest
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東大阪市 Lounge二星
東大阪市 ShotBar Advance
東大阪市 カラオケ佐賀
東大阪市 ついん２
東大阪市 喫茶カラオケスナック ウイーン
東大阪市 スナック伽羅沙
東大阪市 串BARコニシ
東大阪市 CASUAL BAR K
東大阪市 カラオケバー GUYS
東大阪市 不真面目な宇宙人
東大阪市 ガーベラ
東大阪市 AQUA
東大阪市 ビバ
東大阪市 スナック都
泉南市 有限会社泉州観光
泉南市 メナードフェイシャルサロン 信達
泉南市 キイコショップ
泉南市 麻雀チャンス
四條畷市 スナック ふうりん
四條畷市 GRANDY PILATES STUDIO
四條畷市 カラオケ居酒屋名護味
四條畷市 鉄板BAR プロテアのたまご
交野市 カラオケ喫茶花夢
大阪狭山市 谷口、林原珠算教室
大阪狭山市 ステーキハウスメルロー
大阪狭山市 カラオケかえる
大阪狭山市 ルージュ
阪南市 カラオケ喫茶アップル
阪南市 BAR アジト
阪南市 ふれんず
阪南市 ＨＹ
阪南市 Boy,s 女神
島本町 カラオケスナック＆喫茶カトレア
忠岡町 スナックみぃ
熊取町 フレグラントオリーブ
田尻町 cafe rest bar Gulp
岬町 HELLO BELLE
河南町 炉端 万長
千早赤阪村 お食事処 為ちゃん
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