
市町村名 施設名称

大阪市 心輝会空手道場
大阪市 居酒屋 ポポロ
大阪市 ルイシャネラ
大阪市 大門
大阪市 雅翔堂塩谷
大阪市 長谷川梅士堂
大阪市 HANAKO おんすてーじ
大阪市 牛の福 近鉄百貨店上本町店
大阪市 ホビーショップ・マルーン
大阪市 奈良 十三屋
大阪市 有限会社トキ貿易
大阪市 キャバレット大統領
大阪市 BOSTON CLUB
大阪市 たまご丸 阪神梅田本店スナックパーク店
大阪市 髙田宝飾店
大阪市 古忨堂
大阪市 トキコクリニック心斎橋本院
大阪市 THE・ROMEO
大阪市 天満橋百番
大阪市 ライブハウス ワン・ワールド
大阪市 コラソンキッズスポーツクラブ
大阪市 ciel
大阪市 ファビュラス
大阪市 English Studioシャベリンガル
大阪市 味座屋
大阪市 キッチンジーナ
大阪市 ナチュラルレメディーエイトレターズ
大阪市 居酒屋ぴー典
大阪市 市川ダンススクール
大阪市 bar439
大阪市 代謝エステ温浴サロン酵素浴絹羽
大阪市 一侭会 今福西1丁目教室
大阪市 スナック正
大阪市 カナル
大阪市 アートスクールSAKURA
大阪市 White Star
大阪市 栄武館あべの道場
大阪市 筆ピュアギフト
大阪市 ファミリースタンプ
大阪市 ギャラリートイダ銀座
大阪市 ダンススタジオGRACE
大阪市 つくるつながるマルシェ
大阪市 アートサロン竹峰堂
大阪市 ひまわり幼児教室
大阪市 公文式 美鳩幼稚園教室
大阪市 Internacional Centro Cultural do Brasil
大阪市 山入端奈歩琉舞道場
大阪市 オーダーメイドde美・バランス7と8
大阪市 プラチナ

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８月６日公表分）
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大阪市 ミナトバレエ教室
大阪市 Dance Fitness GEMKEY
大阪市 凛舟書院
大阪市 アキベリーダンススタジオ
大阪市 あおい塾
大阪市 BuddyBuddy
大阪市 公文式 京橋グリーンハイツ教室
大阪市 早苗
大阪市 学研天王寺町北教室
大阪市 NANA
大阪市 mayu yoga～sincerely～
大阪市 いせや
大阪市 奏や
大阪市 松崎町ダンススタジオ
大阪市 こだわり鶏料理 卯鳥天
大阪市 カラオケスペース ＩＴＯ－ＹＡＮ
大阪市 北欧刺繍
大阪市 スタッド学習教室 加美教室
大阪市 Seven seas
大阪市 北川昭雲堂
大阪市 Rookie-t
大阪市 今藤政之祐長唄稽古場
大阪市 ミー・トンイン水墨画教室
堺市 魚本流 尚龍道場
堺市 麻雀 光
堺市 四季彩酒家 靜
堺市 直バレエスクール
堺市 公文式 三原台教室
堺市 泉北数学教室
堺市 ヒューマンアカデミーロボット教室 金岡教室
堺市 包み寿司よしだ
岸和田市 Fortune
岸和田市 癒しの木ヨガ教室
岸和田市 Bless YOGA
豊中市 大保珠算教室
豊中市 遊んで学ぶ科学実験
豊中市 ＪＥＴストリートダンススクール
豊中市 こももクラブ
豊中市 豊中市立第十六中学校内購買部
豊中市 トゥインクルイングリッシュ
池田市 ECCジュニア五月丘会館
吹田市 SHINOBUxxVOCALS
吹田市 エジソンロボットプログラミングスクール南千里
吹田市 ジービーズカフェエリアワン
泉大津市 喫茶カラオケ りょう
高槻市 カラオケ教室 ハッピーミート
高槻市 リトミック ピコロ
高槻市 アルクKiddyCAT英語教室 南芥川町校
守口市 公文書写 土居教室
守口市 HAPPY HOUSE
守口市 ブルームーン
枚方市 Anne Ballerina
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枚方市 カラオケ喫茶 愛々
八尾市 八尾バレトン教室
八尾市 37BODYFITNESS
泉佐野市 空手長南同好会
富田林市 アトリエタッチ
寝屋川市 エール教育学院 香里三井校
寝屋川市 カラオケ喫茶 シルビア
寝屋川市 ECCジュニア成田西町教室
河内長野市 奥河内クリエイティブアカデミー
河内長野市 yo-yo-ヨーガ
河内長野市 ビートストレックス
松原市 福原キッズアカデミー
箕面市 川福箕面小野原店
箕面市 momstyle
箕面市 ナコピアノスクール
羽曳野市 國分絵画教室
羽曳野市 鈴木進学教室
門真市 カラオケ梨花
門真市 メナードフェイシャルサロン 島頭
摂津市 よってけれ笠
摂津市 津軽三味線教室
高石市 公文式 加茂南教室
藤井寺市 柏羽藤sw健康運動クラブ
藤井寺市 リード進学ゼミ
藤井寺市 さくらいそろばん 藤ヶ丘教室
東大阪市 カラオケバンビー
東大阪市 色彩とアクセサリーのアトリエXURIOUS
東大阪市 フラワーサークルフローラ
東大阪市 公文書写 東大阪市役所前教室
四條畷市 学研しのぶがおか教室
四條畷市 GrandeBeauty
熊取町 ＭＩＫＩバトンスクール
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