
市町村名 施設名称

大阪市 居酒屋 愛ちゃん
大阪市 Miyura SPA
大阪市 居酒屋 春香
大阪市 日本メディアツアーズ
大阪市 クローバー観光
大阪市 けとばし屋チャンピオン 天満店
大阪市 悠樹
大阪市 和ヌードル鈴七
大阪市 エム
大阪市 山王園
大阪市 なかよし
大阪市 インドレストラン ZAYKA NORTH INDIANBAR ＆ GRILL
大阪市 RESTO BAR KEI
大阪市 パブ １０１
大阪市 櫻や
大阪市 スナック美貴
大阪市 ロワール
大阪市 味の店いとせ
大阪市 居酒屋たか
大阪市 居酒屋 純ちゃん
大阪市 ネットカフェ漫次郎
大阪市 お好み 安ちゃん
大阪市 カラオケ たまご
大阪市 美香
大阪市 ブラックムース
大阪市 カムセウル
大阪市 ぶどうの木
大阪市 丸徳
大阪市 Snack Eight
大阪市 こちゅ
大阪市 Heartful Salon
大阪市 北クラブ
大阪市 スナック チェリー
大阪市 レンピッカ
大阪市 かめ家
大阪市 Otenba Kitchen
大阪市 ムーンリバー
大阪市 おかめ雪
大阪市 カラオケ処 ちゃっぷりん
大阪市 TIGER ROSE CLUB
大阪市 まりも
大阪市 公文式 鶴町教室
大阪市 スナックLINK
大阪市 ピッツェリア&バール  RICCO
大阪市 club Ros‘e
大阪市 伊江人酒場
大阪市 合同会社SevenSeasPlanet
大阪市 RedDragon
大阪市 株式会社PlusBright

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２７日公表分）
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大阪市 ごっつ
大阪市 シェリシェリ鶴見緑地店
大阪市 HOOK LUCK
大阪市 炙り家陶山
大阪市 ラウンジアニー
大阪市 宿本陣イースト
大阪市 フェリシテ
大阪市 cafe&bar Reload
大阪市 創作鉄板あん
大阪市 株式会社酒井体育
大阪市 蟻月心斎橋店
大阪市 シトラスグレイス株式会社
大阪市 株式会社トラベル・パートナー
大阪市 株式会社大和本店
大阪市 株式会社五大陸
大阪市 松永牧場北新地店
大阪市 ６年４組梅田分校
大阪市 ブルーシーズン
大阪市 よもぎの恵み
大阪市 麺屋 きょうすけ
大阪市 スウィング
大阪市 ミラクル
大阪市 串かつだるま 道頓堀店
大阪市 ビストロヴァリエ
大阪市 華談華 KEDANKA
大阪市 ストレージ
大阪市 レストラン地底旅行
大阪市 Dance Studio a
大阪市 堺 醤油らーめん 石原ラ軍団 OBP店
大阪市 湯火功夫
大阪市 すし丈
大阪市 CAFE SIK
大阪市 肉バルで肉寿司ジョッキー
大阪市 鶏魂鳥福
大阪市 合同会社正冃
大阪市 沖縄料理八
大阪市 『パーソナルジム』リクセル
大阪市 ニューサントリーファイブ
大阪市 new styleヴィヴィッド・クルー梅田店
大阪市 プラネットプラスワン
大阪市 株式会社BitRech
大阪市 カールズリンク
大阪市 EVERY BODY
大阪市 そば處 とき
大阪市 エンターテイメントクラブキジムナ
大阪市 居酒屋 吉豊
大阪市 株式会社体育文化指導協会
大阪市 Bellジュエリー
大阪市 株式会社 Innocation 本社
大阪市 つながるTVスタジオ
大阪市 八雲
大阪市 新世界もつ鍋屋 本店
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大阪市 アロマミセス
大阪市 天政
大阪市 まるひげ
大阪市 レコード喫茶Graffiti
大阪市 焼肉３９ごりら
大阪市 タピオカヒーロー梅田店
大阪市 SALTVALLEY
大阪市 TMC
大阪市 かに道楽 道頓堀本店
大阪市 BAR Jack
大阪市 株式会社ホビーライフ本社
大阪市 中華料理万福
大阪市 ビリヤード＆ダーツSUN
大阪市 すたんどBAR TAI THAI
大阪市 てんぷら 鉄板 義
大阪市 炭火焼鳥 久勝
大阪市 天上人間
大阪市 占いの館ルーナ
大阪市 株式会社Arcobaleno
大阪市 心斎橋シェアサロンスタジオ7s
大阪市 バー エスアンドケー
大阪市 コミックバスター上新庄店
大阪市 Bar OliOli
大阪市 にく笑 木津市場店
大阪市 パーラーメトロＪＲ今宮駅店
大阪市 アリス心斎橋
大阪市 エムイーロッソ ＪＲ今宮駅前店
大阪市 diningcafe＆bar chel,c
大阪市 BAR assemble
大阪市 十年
大阪市 華耀中国旅行社
大阪市 カラオケスタジオコスモス
大阪市 ＰｅｔｉｔＢａｒａｖｉｎＩＳＨＩＫＡＷＡ
大阪市 ベアテ
大阪市 イデアール株式会社
大阪市 K's 倶楽部
大阪市 一味禅日本橋店
大阪市 魚本流空手拳法 髙橋道場
大阪市 BODY IN HEART
大阪市 Grün
大阪市 町家風おうちdeねいる *sayacafe*
大阪市 エレバティ
大阪市 Omotenashibeautysalon
大阪市 ミートボール食堂oluolu 
大阪市 パリウリアロハ 森ノ宮教室
大阪市 細工谷酒類研究所
大阪市 フルーツマッコリ専門店anz
大阪市 二葉書道教室
大阪市 公文書写 東中本公園教室
大阪市 eyelash salon LuLu lash
大阪市 まーじゃんOh～牌
大阪市 寿々
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大阪市 AMBUSH  （アンブッシュ）
大阪市 鴨錦 恵美須店
大阪市 福島ダンス教室
大阪市 アンジュ
大阪市 酒場 KIMURA RIDER
大阪市 Bacchus
大阪市 ひょうたん
大阪市 カラオケ富士
大阪市 ミュージックスタジオNECO
大阪市 Fun Place Tunagu
大阪市 ちょい飲みBAR二代目とぅりゃんせ
大阪市 クラランス大阪
大阪市 創作鉄板 mo-ri
大阪市 昭和のよりあい
大阪市 kisaiya
大阪市 ザ沖縄
大阪市 カラオケ喫茶ハーモニー
大阪市 Cuatro Devas
大阪市 本場博多ラーメン・油そば 麺匠 一号艇
大阪市 カラオケ 舞
大阪市 ラパス
大阪市 バー黒船屋
大阪市 Clover Kikki
大阪市 たこＢＡＲ
大阪市 顔コリほぐしサロン ジルエット
大阪市 カラオケ喫茶さき
大阪市 Bar RANK
大阪市 焼肉韓国料理 瑞英
大阪市 かんさんキムチ
大阪市 ルミエールバレエスクール
大阪市 タルタルーガ
大阪市 おふくろの味酒場つくし
大阪市 Stand  Kitchen Emi Syokudo
大阪市 カフェ&ダイニング ことぶき
大阪市 原田高博バレエシアター
大阪市 アイバレエ教室
大阪市 スナック ＪＥＷＥＬ
大阪市 プライベートサロン ネイルユー
大阪市 POLAエスティイブ
大阪市 華なりキモノらいふ
大阪市 アメリカ物語
大阪市 風月
大阪市 Z
大阪市 めがね製作所カフェ藍丸
大阪市 馬肉専門店 春馬
大阪市 バルカバナ
大阪市 フェイシャルサロン豊里ラピスハート
大阪市 たんたら 西野
大阪市 ポーラザビューティ鶴見店
大阪市 Okaaaaanali
大阪市 酒坊 一
大阪市 ルビーリング
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大阪市 公文式  コスモスクエア教室
大阪市 ヒーロー＆ヒロインズ
大阪市 金城商店
大阪市 snack Kite
大阪市 お好み焼き狸狸亭 上六店
大阪市 キャル
大阪市 Bar wish
大阪市 カフェバーメルヘン
大阪市 パッドスタジオ
大阪市 コミュティーゾーン酔巣
大阪市 Ｎight Space 絆
大阪市 グリル屋 キャトル
大阪市 黒田書道教室
大阪市 POLAスノーホワイト阪急梅田茶屋町口店
大阪市 よしの
大阪市 J.Vias
大阪市 白蓮会館杉原道場
大阪市 千鶴
大阪市 熊人
大阪市 大衆鉄板焼テコ屋
大阪市 Smile
大阪市 姉ちゃん
大阪市 TOPAZ
大阪市 まんぷくや
大阪市 クロスワイクラブ
大阪市 公文式北粉浜教室
大阪市 ブラジリアンワックス&スクールRIMAなんば
大阪市 クラブ ブコ
大阪市 大市寿司
大阪市 BARカサブランカ
大阪市 日本棋院 梅田囲碁サロン 
大阪市 居酒屋 炙
大阪市 POLA 景佳店
大阪市 カラオケ大邱
大阪市 お好み焼き・鉄板焼き 輪～wa～
大阪市 ラ・スール
大阪市 BAR A ZNABLE 
大阪市 心斎橋食堂
大阪市 蕎麦蔵
大阪市 メイドのお仕事
大阪市 播州
大阪市 Ganchi
大阪市 まんてん
大阪市 焼き鳥 志
大阪市 snack 悠
大阪市 SHOOTING BAR FIVE
大阪市 居酒屋 両國
大阪市 DiningbarJ
大阪市 焼肉まる五
大阪市 季節料理 彩
大阪市 大阪に乾杯
大阪市 ジャザサイズ 大阪市天満クラス
大阪市 まるはち
大阪市 kitchenまめ
大阪市 バー オ・クレール
大阪市 フルアヘッド
大阪市 ポーラザビューティー放出駅前店
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大阪市 カフェバー檸檬
大阪市 INDIBAsalon Kanon
大阪市 公文式北野教室
大阪市 POLA ECHEDA 福島
大阪市 TKG
大阪市 YUNI
大阪市 公文式みさき教室
大阪市 妃亜羅
大阪市 POLA THE BEAUTY大阪堀江店
大阪市 BACCHUS
大阪市 花織バレエスタジオ新大阪支部
大阪市 料亭虎虎
大阪市 たんす屋北心斎橋店
大阪市 鶏や一十
大阪市 オーディオ南海西田辺店 
大阪市 ワイン処le page
大阪市 公文式上新庄北教室
大阪市 Chopper
大阪市 おばんざいときしめん鯱～しゃちほこ～
大阪市 大阪エレナ
大阪市 ポーラエンドレスハート店
大阪市 アトリエ・ブランシュ
大阪市 奴寿司
大阪市 浦さん
大阪市 澤 チェロ・ベース教室
大阪市 スタジオアングル
大阪市 ラウンジ Ｍａｋｉ
大阪市 ジャンセン
大阪市 スナック 愛
大阪市 8298
大阪市 Takoyaki 凜
大阪市 arcobaleno
大阪市 上田温酒場
大阪市 shishacafe souq
大阪市 公文書写  成育公園教室
大阪市 スナック さゆり
大阪市 MIKAKO
大阪市 ラウンジ響
大阪市 夢
大阪市 居酒屋ちぐさ
大阪市 POLAエステティックMoana店
大阪市 bar 晴yes
大阪市 メンバーズ ネージュ
大阪市 NEW ISEYA アビコ
大阪市 抜群
大阪市 旬菜酒肴十五
大阪市 ポーラザビューティなんばスカイオ店
大阪市 ＰＯＬＡプチーＲｕｎａ
大阪市 BAR Vegas
大阪市 エステティック凛
大阪市 ウリ韓国語教室
大阪市 cocoron
大阪市 はなれ
大阪市 新極真会大阪西支部
大阪市 わすれな草
大阪市 TAB
大阪市 アリス
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大阪市 bong
大阪市 奈良屋
大阪市 ホットロードズ
大阪市 ハーモニーダイニングミュージックバー
大阪市 Fantasticsalon妖宴
大阪市 麻雀ますみや
大阪市 ポーラエステイン麗美
大阪市 あかつき
大阪市 カラオケスタジオ賀津
大阪市 Show Dou
大阪市 居酒屋相楽
大阪市 地鶏専門店マルエ 堂山店
大阪市 SPSO OSAKA
大阪市 ショットバーチャチャレイン
大阪市 浪花奴寿し 天五店
大阪市 まぁじゃん屋ゼブラ
大阪市 Hafez
大阪市 麦✖鶏
大阪市 リトルマイソールアシュタンガヨガ北浜
大阪市 kitchen Bar 川人
大阪市 スナック フロンティア
大阪市 DANKE
大阪市 ギャラリーさくらい
大阪市 ＯＮＣＥ ＭＯＲＥ
大阪市 Ｒｏｓｅ Ｓｏｕｎｄ Ｏｆｆｉｃｅ                           
大阪市 ＰＯＬＡ ＲＵＳＡＮ 森ノ宮店
大阪市 我等の家
大阪市 居酒屋 幸富久
大阪市 migraine
大阪市 BAR Mr.TANAKA
大阪市 Cafetin de BuenosAires
大阪市 BAR No. 1
大阪市 酒場カロンあずさ
大阪市 バーモリモト
大阪市 Bar Hug
大阪市 えすてさろん うぃーず
大阪市 スナック ピエロ
大阪市 三京
大阪市 Madam j
大阪市 居酒屋いち
大阪市 カラオケ ジニー
大阪市 すなっくえむ
大阪市 岬
大阪市 スナック アモーレ
大阪市 蛸虎
大阪市 ラウンジゆき
大阪市 Abani新大阪
大阪市 Bar Amakara
大阪市 Scarface
大阪市 ワンピース
大阪市 穴
大阪市 TSURUGI
大阪市 公文都島本通教室
大阪市 Dinning bar No.2&co.
大阪市 Bar garcon
大阪市 猫宿
大阪市 料亭 城
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大阪市 趣味工房土
大阪市 members1972
大阪市 公文書写 梅田教室
大阪市 UMEDA CAFE&BAR ルポゼ
大阪市 SaReha
大阪市 BUDDY
大阪市 桜月
大阪市 聖良
大阪市 Club Empress
大阪市 アクト
大阪市 Lounge ame
大阪市 フレーズバレエスタジオ
大阪市 Ehako
大阪市 都島英会話教室
大阪市 Body tune
大阪市 一福
大阪市 いそこ
大阪市 ELLIE
大阪市 Ｌｏｖｅ22
大阪市 たまりBar 黒服ボーイ マナー教室
大阪市 漁場ずし 相合橋店
大阪市 立飲み処 ま
大阪市 帚木会
大阪市 公文大道夕陽ヶ丘書写教室
大阪市 木村フォトスタジオ
大阪市 ぶらり
大阪市 ラウンジピノス
大阪市 ポーラ 優店
大阪市 エス 今里新道商店街店
大阪市 スタンド酒場ＢＥＡＶＥＲ
大阪市 つき
大阪市 プライベートラック
大阪市 いこい
大阪市 ヘアメイク中井
大阪市 スタジオR
大阪市 Bar Y'n
大阪市 ウォーキングレッスン ティヤム
大阪市 井上ピアノ教室
大阪市 スナックジャンボ
大阪市 らんらんるう
大阪市 NEXUS
大阪市 luce
大阪市 studio MAGGOT
大阪市 アガベアンドドラゴ
大阪市 カラクリLab.
大阪市 ジュエリーD.R.ウエノソノ
大阪市 M．ｉ．Ｊ．
大阪市 ＢＡＲ とらぴかる
大阪市 BIENVENUE
大阪市 non-no
大阪市 クラブこのみ
堺市 呑み処 愛のみせ
堺市 カラオケ喫茶フレンド
堺市 友遊
堺市 OpaL
堺市 季節料理 楽多
堺市 祢ぼけ
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堺市 まる徳ラーメン石津店
堺市 堺宿天和 日本茶道体験教室福屋
堺市 ビジネスホテルニュー大浜
堺市 メンバーズサロンド真弓
堺市 ネイルサロンYOLO
堺市 カラオケ＆スナックマリー
堺市 鈴霞書道教室
堺市 公文式 赤坂台教室
堺市 スナック ちこ
堺市 学習塾RUNUP
堺市 ＰＯＬＡ北花田店
堺市 天市
堺市 黎
堺市 メロディ館
堺市 心魂道場 堺北支部
堺市 かいとら
堺市 かきかた教室 東
堺市 スナック雅
堺市 jazzercise大阪堺
堺市 カラオケ花音
堺市 柿のたね
堺市 公文鈴の宮幼稚園書写教室
堺市 公文式 御池台センター教室
堺市 公文式美原文化会館教室
堺市 公文新金岡駅前書写教室
堺市 POLA  irie.Fam店
堺市 大商大堺高等学校内食堂 石川
堺市 公文式 美原教室
堺市 立ち呑みひろ
堺市 公文式庭代台中央教室
堺市 正道会館 翔起会
堺市 サロン ド リサージュ
堺市 FSアカデミー
堺市 ポーラザビューティ南海堺
堺市 花鳥庵北野田店
堺市 レンタルスタジオ・貸し教室ヴァリエタムタム
堺市 PIYOCAMERA
堺市 m-puzzle vocal school
堺市 K`ZONE
堺市 スナック雅
堺市 シルクロード
堺市 公文式槇塚台教室
堺市 清香書道教室
堺市 ジャピーナ
堺市 ＰＯＬＡ 凛花 新金岡店
堺市 公文式  さつき野教室
堺市 ハルハルBAR
岸和田市 スナックGOLD
岸和田市 おとま屋
岸和田市 美食亭とんかつ美豚
岸和田市 懐食ふじたやはなれ
岸和田市 BAR CLOSET
岸和田市 ダイニングアンドバー ふぃをーれ
岸和田市 公文式積川町教室
岸和田市 POLA BoomDonna
岸和田市 スターキッス
岸和田市 創作割烹弦月
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岸和田市 出帳料理すしMasterお料理教室
岸和田市 ENUY nail salon
豊中市 カラオケライブハウス トミー
豊中市 カラオケ喫茶 クイーン
豊中市 麻雀クラブ遊
豊中市 アモーレ
豊中市 友田ピアノ教室
豊中市 Chouchou winestand
豊中市 コミックバスターカフェストーリー豊中駅前店
豊中市 公文式新千里南町Ⅱ教室
豊中市 スマイリーズ
豊中市 サロンドアマンシィ
豊中市 居酒屋 彩さい
豊中市 公文書写 刀根山小前教室
豊中市 公文式新千里北町教室
豊中市 公文式東寺内教室
豊中市 公文式服部城山教室
豊中市 ニコニコsports.c.love
豊中市 公文式  宮山教室
豊中市 東豊中幼稚園書道教室
豊中市 公文式 豊中緑丘教室
豊中市 カラオケ妙
豊中市 コンテンタ
豊中市 すし寅
豊中市 公文書写  千里中央駅前教室
豊中市 公文書写 西服部教室
豊中市 笑心ECO
豊中市 MACHOU
豊中市 ECCジュニア曽根東町教室
豊中市 楓
豊中市 Night Bar vivi
豊中市 美希バレエスクール
豊中市 京料理 木村
豊中市 公文式 熊野町教室
池田市 カラオケ喫茶マドンナ
池田市 平和温泉
池田市 ROSE2
池田市 喫茶＆BARたひみよん
池田市 旬家
池田市 よしや食堂
池田市 いづつや
池田市 中田陽子トールペイント教室
池田市 絵画教室アトリエデコ
吹田市 サウンド・エイト
吹田市 株式会社ＲＫＡ
吹田市 ダンススタイル
吹田市 アディーバ
吹田市 バーマクレーン
吹田市 mirra moon 
吹田市 榮華亭 江坂内環店
吹田市 公文式北千里教室
吹田市 公文式 津雲台教室
吹田市 海鮮居酒屋 波千里
吹田市 Le  Blanc
吹田市 十刻者
吹田市 ポーラ ザ ビューティー ディオス北千里店
吹田市 Love song
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吹田市 生活デザイン研究室
吹田市 コハダン大阪
泉大津市 カラオケ花詩
泉大津市 カラオケ チェリー
泉大津市 フィリピンパブ PARUPARO
泉大津市 Greace la vie
泉大津市 洋食焼くぼた
泉大津市 全日本真正空手道連盟 真正会 聖眷會 鎌苅道場
泉大津市 喫茶 スナック ポロン
泉大津市 ポーラザビューティ泉大津店
高槻市 けいこのおうち
高槻市 ダイアナエナジー
高槻市 高槻１ＢＡＮ
高槻市 り’あさSTUDIO
高槻市 餃子天国RS
高槻市 M・Iキックボクシングスクール 
高槻市 旬彩魚庵 美蔵
高槻市 カラオケ さくらんぼ
高槻市 TOICダイビングスクール
高槻市 阿武山そろばん教室
高槻市 めちゃリフレッシュ
高槻市 街かど
高槻市 公文式高槻緑ヶ丘教室
高槻市 カラオケ イチカワ
高槻市 メグバレエスタジオ 
高槻市 公文式  北大樋教室
高槻市 こしき
高槻市 The Nails
高槻市 喫茶カラオケぬー
貝塚市 駄菓子＆缶詰 BARびー玉
貝塚市 haru食堂＋
貝塚市 公文書写 貝塚市民福祉センター教室
貝塚市 ソウル
貝塚市 大心
貝塚市 茶庵 蔦
守口市 こてつ
守口市 指宿
守口市 ポーラ京ショップ
守口市 焼き鳥居酒屋 安金
守口市 手打ちうどん 紅屋
守口市 E-DETA FACTORY
守口市 花のれん
守口市 カラオケ喫茶キャブ
守口市 Na Lei Hulu Nani Hula Studio
守口市 スナックカラオケ 今日子
守口市 Libero223
枚方市 ニュー花
枚方市 あわわっちゅ
枚方市 あじ吉食堂
枚方市 Cherry
枚方市 株式会社TMジャパン藤阪店
枚方市 Ｊ’Ｓ
枚方市 ＢＮＩ
枚方市 株式会社光善寺湧喜屋
枚方市 八剣伝 長尾駅前店
枚方市 居酒屋志希
枚方市 公文式楠葉中町教室
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枚方市 POLA BlowRiche店
枚方市 ポーラ BlowLinova店
枚方市 ラウンジ フェニックス
枚方市 ポーラエステインnicoco
枚方市 アヤバレエアカデミー
枚方市 ポーラ化粧品 枚方北店
枚方市 スナック SERA
枚方市 ＰＯＬＡ ＴＨＥ ＢＥＡＵＴＹ 枚方津田店
枚方市 公文式香里五常教室
枚方市 POLA lis blanc
枚方市 アニマルハウス にゃんだらけ
枚方市 カラオケビッグRRR
枚方市 まつ毛 エクステ SENA 
茨木市 カラオケスタジオひろみ
茨木市 Amelia
茨木市 魚本流南茨木空手拳法教室
茨木市 BAR  COOL
茨木市 関西棋院囲碁学園茨木校
茨木市 カラオケカフェ Natalie
茨木市 レンタルスタジオArtFactory茨木
茨木市 公文式沢池教室
茨木市 串揚家三文字
茨木市 m＋ 
茨木市 スナック 艶
茨木市 Ｓフローラル
茨木市 Kitchen barひだまり
茨木市 公文式郡小学校前教室
茨木市 公文式東奈良教室
八尾市 花園ダンス教室 山本教室
八尾市 酒肆 西海
八尾市 カラオケ れい子
八尾市 TEA THING 朝夕茶事
八尾市 串揚げ処 法善寺
八尾市 iromugi
八尾市 麻雀サロン シロー
八尾市 漆原ダンス教室
八尾市 公文書写 八尾堤一丁目教室
八尾市 沙昏
八尾市 ラウンジ一
八尾市 りんご屋
八尾市 公文式 太子堂教室
八尾市 公文式跡部教室
八尾市 公文式恩智南教室
八尾市 韓国料理店 サランバン
八尾市 夕子
八尾市 Club Diva
八尾市 瓜生
八尾市 学研曙川教室
八尾市 リアラ
八尾市 公文式みその教室
八尾市 かなた整骨院 美姿勢マンツーマンエクササイズジム
泉佐野市 カラオケ みわ
泉佐野市 カラオケ倶楽部 かりん
泉佐野市 公文式佐野台教室
泉佐野市 STARDUST
泉佐野市 Marble photography
泉佐野市 インド料理シカール
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泉佐野市 りんくうネイル教室
泉佐野市 桜
富田林市 アルパインローズ
富田林市 昭和堂Ｑ
富田林市 メディカルアロマセラピーアマノ
富田林市 いってつ
富田林市 リッサロコモ体操教室
寝屋川市 カラオケ喫茶 ドリーム
寝屋川市 瓢箪
寝屋川市 スナック リヨン
寝屋川市 ポーラ京阪コーリー店
寝屋川市 GARDEN
寝屋川市 辻本芳子バレエスクール香里園教室
寝屋川市 ニューシャレード カラオケ喫茶
寝屋川市 ラウンジ アルジャン
寝屋川市 カラオケ喫茶 アルジャン
寝屋川市 ひかるちゃんのお店ランチカラオケ
寝屋川市 デザインスタジオムサシ
寝屋川市 カラオケ喫茶 泉
寝屋川市 カラオケめーぷる
寝屋川市 公文式萱島東教室
寝屋川市 Ｈibiki
寝屋川市 公文式春日町教室 
寝屋川市 スナック花うた
寝屋川市 CafebarGRACE
河内長野市 積木クラブ
河内長野市 カフェ・レスト・バー・トヤマ
河内長野市 やきもの塾アトリエ風土器
河内長野市 どんぐり
河内長野市 ネイルサロン青木
河内長野市 公文式中片添教室
河内長野市 TIMOTHY II 英会話教室
松原市 カラオケ紫陽花
松原市 パチンコインター松原店
松原市 FLAG
松原市 公文式 松原大手前教室
松原市 公文式松原幸福教室
松原市 ドライブキッズ
松原市 公文式松原三宅教室
松原市 しえぃぷupLesson
松原市 Ｈｅａｖｅｎ
松原市 JUNKO
松原市 カラオケ 希船
松原市 綿麺
大東市 大橋珠算教室
大東市 居酒屋 小梅
大東市 やきとり 吉鳥 阪奈店
大東市 スナック アダン
大東市 NEW GAL
大東市 カラオケ居酒屋 けいちゃん
大東市 お好み焼 福本
大東市 宝雪酒坊
大東市 公文式太子田教室
大東市 STEED
大東市 ポーラ化粧品ひらり営業所
和泉市 音羽家
和泉市 三幸
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和泉市 健康福祉カラオケ
和泉市 ボタニカボタニコ
和泉市 SUCCESS ENGLISH SCHOOL
和泉市 POLA THE BEAUTY 和泉府中駅前店
和泉市 やきとり大吉鶴山台店
和泉市 向日葵
和泉市 Pre-juku
和泉市 公文式  サザンパーク教室
和泉市 塩崎宗一郎ゴルフレッスン
和泉市 Ｆｏｒｔｕｎｅ
和泉市 そば繁
和泉市 公文式和泉中央教室
和泉市 公文式光明台北教室
和泉市 ＢＡＲ ＫＩＮＧ
和泉市 CHANCE
和泉市 ラウンジ サイヤ
箕面市 PLACE-K
箕面市 Lamish
箕面市 ジャザサイズ 箕面クラス
箕面市 くしかつゆめや
箕面市 義道会館
箕面市 meeno
箕面市 やきとり大吉 箕面店
柏原市 なんぽこ
柏原市 あさひ塾
柏原市 カラオケスタジオ ライブ
羽曳野市 カラオケ喫茶花束
羽曳野市 公文式  丘9丁目教室
羽曳野市 レオミュージック高屋保育学園教室
羽曳野市 古市ウクレレ教室
羽曳野市 Jellyfish
羽曳野市 まじかる
羽曳野市 公文式羽曳が丘教室
門真市 呑み処・食べ処 ちどり
門真市 ぢどり亭 古川橋店
門真市 酒夢
門真市 ダイナミックヨガ
門真市 Citron Flower
門真市 かるにせろ ばる 五門
門真市 希繋
門真市 シュアリーブライト
門真市 公文式 もとまち教室
門真市 POLA  THE BEATY  大日ベアーズ店
門真市 居酒屋 天海
門真市 ミニラウンジKING
摂津市 カラオケ喫茶 とらちゃん
摂津市 守禮
摂津市 炭 いしばし
摂津市 BooGoo
摂津市 公文式  つるの教室
高石市 家庭料理かかし
藤井寺市 Embellir
藤井寺市 夜間飛行
藤井寺市 BAN BAN
東大阪市 城みゆきカラオケスタジオ
東大阪市 居酒屋 山ちゃん
東大阪市 お好み焼き 彩葉
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東大阪市 居酒屋太一
東大阪市 ソウル
東大阪市 ストーン
東大阪市 焼鳥世界一
東大阪市 パーラーメトロ永和駅前店
東大阪市 リラクゼーションサロン リフリフ
東大阪市 讃岐うどん七一八
東大阪市 居酒屋 ゆり
東大阪市 Mix
東大阪市 ポーラリラキュート営業所
東大阪市 占いBAR JUPITER
東大阪市 炭酒食俺 清屋
東大阪市 GB’ｓCAFEarea4
東大阪市 うまいもんや陣
東大阪市 公文式長瀬駅前教室
東大阪市 カラオケスナック 桜の木
東大阪市 インド料理ビンドゥ
東大阪市 スナックマリリン
東大阪市 すみれ
東大阪市 たべ処のみ処 こずえ
東大阪市 ポーラ美玲店
東大阪市 楓
東大阪市 Prim Rose
東大阪市 BASIC
東大阪市 Neige
東大阪市 ネイルサロン room.501
東大阪市 ハナミズキ
東大阪市 COLOR
東大阪市 居酒屋 ミカ
東大阪市 やぶれかぶれ
東大阪市 SMOOP
東大阪市 公文式岩田西教室
東大阪市 炭焼 三平のぶお
東大阪市 Ｍｏｏｎ Ｌｉｇｈｔ
四條畷市 国技館寿司
四條畷市 薪炭屋
四條畷市 BARフリーダム
四條畷市 ＰＯＬＡ ＴＨＥ ＢＥＡＵＴＹ 四條畷駅前店
交野市 ポーラ ビューティ交野
交野市 手打そば乃田
交野市 公文式交野松塚教室
交野市 公文式 妙見東教室
交野市 mama's kitchen 8
大阪狭山市 公文式 西小前教室
大阪狭山市 スナックlirio
島本町 アトリエ・ジュディ絵画教室
島本町 丸智
島本町 公文式 東大寺３丁目教室
豊能町 ブックアイランド
豊能町 公文式新光風台教室
熊取町 facial & body  エステスペースheavenly
岬町 お好み焼 梟
岬町 ハレルヤ
河南町 らーめん帝軒
河南町 m.aday yoga教室
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