
市町村名 施設名称

大阪市 ザ・フレッシュ
大阪市 珈琲の館イゲタ
大阪市 イタリアンダイニング マッシュルームプライム大阪上新庄店
大阪市 丸中株式会社本店
大阪市 宝石のマサヤ
大阪市 なか裳
大阪市 メンバーズ ヴィトン
大阪市 喫茶 ミキヤ
大阪市 小だるま屋
大阪市 居酒屋 和音
大阪市 Eyelash Salon Blanc 天王寺ミオ店
大阪市 ハリハリ鍋と魚の味美しいお店冨久
大阪市 公文書写 南田辺会館教室
大阪市 お好み焼 幸
大阪市 西和工業
大阪市 ポパイ
大阪市 Maman animaux
大阪市 御菓子司 髙岡福信
大阪市 集来
大阪市 焼肉・一品愛ちゃん
大阪市 夕顔
大阪市 舞夢
大阪市 オフィス招き猫
大阪市 喫茶スナックいづみ
大阪市 スナック てまり
大阪市 BAR END UP
大阪市 ニコニコ本舗
大阪市 ヅェイズ
大阪市 レインボー上本町
大阪市 カレー専門店 JJ
大阪市 珈琲館 茶考
大阪市 シャドウ
大阪市 喫茶 さぼてん
大阪市 松本工務店
大阪市 おでん屋 権兵衛
大阪市 オフィス パルズ
大阪市 喫茶サモア
大阪市 森田商店
大阪市 更科
大阪市 cafe 12
大阪市 ナナ＆ハイジ
大阪市 吉備
大阪市 喫茶ルック
大阪市 おおすみ電化センター
大阪市 プペ
大阪市 ANNEX３３
大阪市 カフェ・ド・ソワン
大阪市 カネサン
大阪市 一好
大阪市 アート・クラブ
大阪市 井上酒店

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１８日公表分）
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大阪市 居間蔵屋
大阪市 麗～Setsu 阿倍野STUDIO
大阪市 お好み焼 狐狐
大阪市 いづもや
大阪市 シャローム
大阪市 Ｂ－Ｒｏｘｙ
大阪市 喫茶 ペコハウス
大阪市 れすとらん晃市
大阪市 西田食品
大阪市 ビ・フィニッシュ
大阪市 友局儿
大阪市 美容室 ベルファースト
大阪市 心斎橋マドラスファイブ
大阪市 谷運送
大阪市 平田モータープール
大阪市 オリエント
大阪市 織匠 絲屋
大阪市 JPEC
大阪市 牧草牛専門焼肉 Let it Beef
大阪市 株式会社 美健
大阪市 ヒューマンアカデミー ロボット教室
大阪市 さぬきや
大阪市 株式会社マックストラスト
大阪市 株式会社エナジーデザイン
大阪市 ESTATE U
大阪市 喫茶レストラン シェル
大阪市 丸昌会館
大阪市 カフェ・テラス
大阪市 HAPJE
大阪市 アインズ.イン梅田東
大阪市 東急スポーツオアシス内ガーデンケア
大阪市 大阪編集教室
大阪市 株式会社パワーフロンティア
大阪市 俵屋心斎橋店
大阪市 シミズスポーツ
大阪市 leon
大阪市 ヒルズパン工場ライブハウス
大阪市 フレッシュイン新大阪
大阪市 TOWER KNIVES OSAKA
大阪市 リラクゼーションサロンQ&K
大阪市 ショップみなみ
大阪市 株式会社OKU
大阪市 株式会社れんが亭本店
大阪市 ショーガール
大阪市 株式会社ゆとり
大阪市 株式会社 エスタディオ
大阪市 プチ・ソレイユ南堀江園
大阪市 コカルド ラ テラス
大阪市 株式会社左右TRAVEL
大阪市 株式会社TaKaコーポレーション 事務所
大阪市 株式会社ジャパンライフ 大阪本社
大阪市 株式会社ベルポート
大阪市 日本誠食株式会社
大阪市 株式会社Lapoche
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大阪市 加島肉ビル酒場店
大阪市 株式会社ラポルテ
大阪市 ファイヴスター
大阪市 MICASADECO&CAFE
大阪市 も～みん梅田店
大阪市 FreeStyle株式会社
大阪市 光る堂
大阪市 博多もつ鍋やまや堂島北新地店
大阪市 ダイニングちゃこ
大阪市 もみほぐし悠楽
大阪市 ホーム・ファイン株式会社
大阪市 コリアエステジャパン有限会社
大阪市 カフェトキオナ
大阪市 LAOX 大丸心斎橋店
大阪市 河野ビル（株式会社 八番館画廊）
大阪市 DINING1325
大阪市 GRACE.inc.nails
大阪市 アームズフィジカルラボ
大阪市 メインバー川面
大阪市 ポップコーンパパUCW店
大阪市 国際メディア
大阪市 PeeCan clothing
大阪市 ふぁにーと
大阪市 Dance studio Point
大阪市 タチノミエイト
大阪市 ディレタント カフェ＆セレクト
大阪市 華青商社株式会社
大阪市 天啓インベストメント株式会社
大阪市 キャッスル本社
大阪市 アカルスタジオ
大阪市 菜根譚律
大阪市 矢野物産株式会社
大阪市 クロノス
大阪市 ボン・ビジュー
大阪市 ローマ軒 阪急サン広場店
大阪市 Sunny
大阪市 大北産業株式会社
大阪市 饂飩 和暢
大阪市 Bar Lien
大阪市 株式会社エムエスツーリスト関西
大阪市 風流田舎そば
大阪市 ZUCU ZUCA
大阪市 一本松汽船株式会社
大阪市 株式会社アーヴィック
大阪市 Yeam Room Namba
大阪市 カフェドクリエ伊丹阪急駅ビル店
大阪市 太鼓正
大阪市 とまと食堂
大阪市 アヴェイル
大阪市 RIDOS カフェ
大阪市 有限会社 美翔宝石
大阪市 さくらエステート本店
大阪市 ハーバーＢＩＧＴＩＭＥ
大阪市 炉とマタギ西梅田
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大阪市 鴻運国際有限会社
大阪市 インド料理ナワシャンティ
大阪市 株式会社ＯＭＧ経営相談所
大阪市 コーヒーショップグラス
大阪市 マスカレード北堀江
大阪市 コスコクレープ 梅田店
大阪市 カフェレストラン凛
大阪市 おくまん香里園店
大阪市 華人家
大阪市 プリントイエロー
大阪市 ファンタイム ボニーラ
大阪市  リアン 阪神百貨店梅田本店2階内
大阪市 アップスサウンドプロジェクト
大阪市 Peca
大阪市 若梅民泊
大阪市 有限会社ウサギヤ・アンド・サンズ
大阪市 グリル佐野惣
大阪市 IZONE NEW YORK あべのハルカスsolaha店
大阪市 辰杏珠
大阪市 クローバー総合調査
大阪市 フェアリーズ
大阪市 株式会社 翠 光
大阪市 Re-bodica
大阪市 和そば食堂入福
大阪市 サンキューマート ホワイティうめだ店
大阪市 ロードキャメロット
大阪市 ヨンちゃんの韓流ショップ
大阪市 花まる亭 船場店
大阪市 喰”うたら
大阪市 有限会社 ヨシデン
大阪市 ネイルハウスリップル
大阪市 タジマコーヒー
大阪市 茶房 有里
大阪市 有限会社 徳島屋
大阪市 株式会社山栄建設
大阪市 ルアー１ＢＡＮ
大阪市 カフェ Repit
大阪市 熔岩屋 上本町店
大阪市 ぴーすはうす寿々波
大阪市 愛尚民泊
大阪市 びっくり焼亭
大阪市 Sahiko株式会社
大阪市 明洞
大阪市 本家本元米ぬか酵素風呂瑞穂
大阪市 スパイスキューブ株式会社
大阪市 炭火焼肉高麗屋
大阪市 株式会社ワールドエム
大阪市 zeroboffice
大阪市 ええ庵
大阪市 アロー難波HIPS
大阪市 VIVI STYLE
大阪市 AZAS’
大阪市 清風寺
大阪市 キッズスペースMOA
大阪市 ビルブロッサム
大阪市 La Tartine
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大阪市 オーシャンファーイースト
大阪市 喫茶レストラン南港
大阪市 LINDA HOSTEL 106
大阪市 SMOOTHIE
大阪市 Mercury
大阪市 ゼファー
大阪市 三豐麵 南船場店
大阪市 Ritmo Latino
大阪市 株式会社森田写眞館
大阪市 喫茶カサブランカ
大阪市 スマイルカンパニー
大阪市 株式会社新御堂
大阪市 OASIS505 
大阪市 みんらく
大阪市 古香堂なんばマルイ店
大阪市 アンドリューのエッグタルト大阪難波駅店
大阪市 松渓堂
大阪市 田の家
大阪市 有限会社 関西看護ケア
大阪市 博多もつ鍋やまや大阪あべの店
大阪市 ドトールコーヒーショップホワイティ梅田センターモール店
大阪市 株式会社栄食品
大阪市 ホテルフェリーチェ心斎橋
大阪市 株式会社ケイズコーポレーション
大阪市 手羽トロや 北新地店
大阪市 デイサービスあすなろ
大阪市 蜀香·派
大阪市 メディカルリアライズ
大阪市 マツハラ
大阪市 ゲームポイントシャトーEX
大阪市 ギンガムショップ 阪神百貨店梅田本店
大阪市 中宮画廊
大阪市 ふくふくてい
大阪市 クラブ豊楽
大阪市 株式会社水谷
大阪市 株式会社古庄企画
大阪市 ヂャストリー株式会社
大阪市 御食事処 あさひ
大阪市 魚重
大阪市 ナカムラオート
大阪市 あけくれ神田川
大阪市 株式会社MAP
大阪市 コーテリ
大阪市 ウインド・スタイ大阪本店
大阪市 平成コミュニティバス株式会社大阪営業所
大阪市 鰻萬
大阪市 株式会社心斎橋リフォーム
大阪市 リンクス梅田4F店
大阪市 有限会社イーストウェスト
大阪市 ECSTASY
大阪市 VACANCES心斎橋店
大阪市 たんぽぽ
大阪市 嵜本BakeryCafe 難波店
大阪市 モンベルALBi大阪駅店
大阪市 有限会社アドミッション
大阪市 カルチャースペース元氣！
大阪市 株式会社稲毛工務店
大阪市 ワークショップスタジオＤＵ
大阪市 株式会社アクティブトレード
大阪市 天冨良天繁
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大阪市 株式会社エス.アイ.エム
大阪市 Kivn
大阪市 Travel SIM
大阪市 コブカフェ
大阪市 ワークショップモンスター
大阪市 株式会社 HIC
大阪市 Ｒｅｖｏ Ｒｅｖｏ（レボレボ）
大阪市 クロエの隠れ家inNY
大阪市 和佳葉
大阪市 昭和印刷機材株式会社
大阪市 カワチ阪急三番街店
大阪市 クレージーガーデン
大阪市 株式会社中野商店
大阪市 三栄商事株式会社
大阪市 株式会社charm
大阪市 大阪タイキ工業株式会社
大阪市 特定非営利法人MAMIE
大阪市 プチリヨン株式会社
大阪市 D-joy
大阪市 ミス・パリ エステティック専門学校
大阪市 株式会社双和センイ
大阪市 株式会社ふじまつ
大阪市 有限会社 大島興業
大阪市 有限会社 彩巧
大阪市 株式会社山大商会 サンテカフェ
大阪市 株式会社 LA PALETTE
大阪市 株式会社ベクトル・ケイ
大阪市 SKYドラッグ
大阪市 ＬＥＳＳＯＮ ＲＯＯＭ
大阪市 Girls Lounge AWJ48
大阪市 Busico.梅田
大阪市 ｍｉｓｓ ｍｏｏｎ
大阪市 大阪土木建設株式会社
大阪市 喫茶店サン
大阪市 株式会社ツルヤ
大阪市 ヨガスタジオマイ
大阪市 第一株式会社
大阪市 ゴクッゴクッタピオカ
大阪市 日章運輸倉庫株式会社
大阪市 Crocus
大阪市 Ravi Gems Srilanka株式会社
大阪市 大和ビジネスフォーム株式会社
大阪市 光玉株式会社
大阪市 ホテルモーニングボックス大阪心斎橋
大阪市 5starhotdog
大阪市 sambanatural
大阪市 株式会社Dream Maker
大阪市 株式会社セインムー
大阪市 ネイルサロンList.
大阪市 T-Tea ママ＆キッズ喫茶
大阪市 株式会社カノコ
大阪市 FOOTPRIDE
大阪市 株式会社中本商店
大阪市 キッズダンス教室ステップアップ
大阪市 株式会社スーペリア
大阪市 株式会社 日盛
大阪市 エルロデオ/ヴィータリータ なんばCITY店
大阪市 株式会社ヘリオス
大阪市 有限会社千賀屋
大阪市 プリントショップTプレス
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大阪市 ネラレル
大阪市 心斎橋ニースニシムラ
大阪市 株式会社ダイナミックFOOD
大阪市 株式会社 レーザー応用技研
大阪市 ヌチグスイ
大阪市 DOR FORTUNE株 式会社
大阪市 株式会社Dlifeplanning
大阪市 ぢどり亭堺筋本町店
大阪市 株式会社美工商会
大阪市 Cafe Beaute
大阪市 簡易宿泊 REIWA HOUSE
大阪市 ダイアモンド
大阪市 一般社団法人パートナードッグタウン協会
大阪市 Ｋｏｋｏｒｏｔａｋｅ老松通
大阪市 ニューハマヤ
大阪市 北海寿司あべのベルタ店
大阪市 株式会社川友工業
大阪市 加圧body studio BEZEL オアシスあべの店
大阪市 ワールド企画有限会社
大阪市 ミカヅキモモコ
大阪市 SEASAW
大阪市 株式会社ジョインフューチャー
大阪市 ビギンホール
大阪市 大阪工業大学中央食堂
大阪市 フナシェフ
大阪市 グッドライフ玉造
大阪市 株式会社青い鳥 おかたづけのリユーズ
大阪市 タケウチ
大阪市 ESI本社
大阪市 えびす屋
大阪市 トラヤ 
大阪市 SSC総合システムコミュニケーションズ
大阪市 いちおし
大阪市 株式会社NKシステム 飲食店営業部
大阪市 株式会社オールワン
大阪市 株式会社イバタ
大阪市 株式会社貫栄
大阪市 ダイワンテレコムなんば店
大阪市 HOYOU
大阪市 協栄電設株式会社
大阪市 アールグレイス塚本
大阪市 有限会社菊屋
大阪市 SCARLET DIVA PLUS
大阪市 初心之屋
大阪市 ペガサス国際商事株式会社
大阪市 国際イータブルアート協会
大阪市 六文銭
大阪市 あなご家
大阪市 サロン ド ツキ
大阪市 株式会社ソビエル
大阪市 有限会社 トライぴあ
大阪市 食空間空
大阪市 株式会社コジマ
大阪市 Nikkoゴルフカレッジ
大阪市 つながりひろば
大阪市 ドライボーンズ大阪店
大阪市 トータルビューティーサロン FLEVE
大阪市 HOTEL Cargo Shinsaibashi
大阪市 ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー天王寺教室
大阪市 wb
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大阪市 ＮＹ ＤＥＬＩ ＳＴＹＬＥ
大阪市 村田エンジニアリング（株）大阪事務所
大阪市 えどぼり和じ庵
大阪市 グラン・メール
大阪市 NPO法人音楽の恵みネットワーク
大阪市 パイの実 西中島店
大阪市 有限会社コモンズ
大阪市 株式会社ＲＥＣＥＬＬ ＢＩＯ
大阪市 株式会社三佐和
大阪市 Kazaru-Kazaru
大阪市 株式会社ギコウ商店
大阪市 オフィスパーク堺筋本町サザン会議室
大阪市 韓美粧
大阪市 Ｅｓｐｅｒａｎｚａ
大阪市 魚と肴と酒処 八仙
大阪市 専修学校夕陽丘予備校
大阪市 株式会社Japan Home Research
大阪市 ベビタピ
大阪市 ＦＯＲＭＡ帝塚山
大阪市 喫茶ホーマー
大阪市 ステップ株式会社
大阪市 Cafe ? Bar EXIA
大阪市 株式会社BarrierDown
大阪市 fruits&
大阪市 マリンアドベンチャー
大阪市 味9楽部
大阪市 株式会社Heat Innovation
大阪市 Lala
大阪市 稲三商店
大阪市 亜細亜企画合同会社
大阪市 プロカンジャンケジャン
大阪市 NPO法人アバントゥーラスポーツクラブ
大阪市 JAKOTEL 民泊
大阪市 コモ
大阪市 株式会社たからや
大阪市 合同会社ルートプラス
大阪市 アスカハウス
大阪市 株式会社アルカナイト
大阪市 カフェ シェルブルー
大阪市 大東書道会
大阪市 ウルトラセールウール
大阪市 心斎橋麓鳴舘
大阪市 ニットハウスピュア
大阪市 カフェ・レスト リバーコーヒー
大阪市 進学塾＆個別指導 サクセスＬａBｏ（ラボ）
大阪市 ＬＩＢＥＬＬＥ
大阪市 新聞大阪社
大阪市 大衆スタンドきもと
大阪市 Esperance Nail
大阪市 なにわ
大阪市 EXIA
大阪市 ヘバラギ
大阪市 増田総會
大阪市 うだま
大阪市 STAY HUNGRY
大阪市 ネイルサロンメルシー
大阪市 エステサロン ラヴィアンローズオム京橋店
大阪市 鳥いちもんめ
大阪市 和ごころなか道
大阪市 蘭
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大阪市 中華料理 幸太楼
大阪市 kokorozashiチャレンジ
大阪市 BODY ACTIVATION SALON 
大阪市 Mamys Crystal Color salon
大阪市 猫カフェ ラグドール
大阪市 リベラルアーツ
大阪市 X bar
大阪市 バーポルコロッソ
大阪市 リラックスプラス
大阪市 喫茶ブライト
大阪市 清水庵
大阪市 鉄板焼ねぎ吉
大阪市 LUZZ STUDIO（ラズスタジオ）
大阪市 キッチンスクープ
大阪市 studioboy
大阪市 バブルネット
大阪市 Reggae Bar Juggling
大阪市 THE coffee time HOME
大阪市 進学塾明倫館
大阪市 整体院エイト
大阪市 123KPOPCAFE
大阪市 オニオン
大阪市 千代正工房
大阪市 mano nella mano
大阪市 MAPPA  used clothing
大阪市 マカリイ
大阪市 しんそう 住之江粉浜
大阪市 ワンプレート ＲＩＣＯ
大阪市 Eight Clover
大阪市 Bar Okita
大阪市 インドネパールレストランMAMA
大阪市 ワイエスコーポレーション
大阪市 BiancoNero
大阪市 韓国留学ドットコムセンター
大阪市 喫茶リオン
大阪市 女性専用リラクゼーションサロン チャーミング堂
大阪市 DAIKI
大阪市 レジーナ
大阪市 ペーパームーン
大阪市 なにわ翁
大阪市 Root Down Records
大阪市 豊田呉服店
大阪市 竹馬
大阪市 らぁめんじんIHARA店
大阪市 メディカルサロン クレオ
大阪市 伊藤塾
大阪市 atelier Ruban
大阪市 Office MRH
大阪市 CAREFREE BAR Sao
大阪市 なないろ
大阪市 CLUB PICCADILLY UMEDA OSAKA
大阪市 ほまれ
大阪市 住吉配送
大阪市 WORLD
大阪市 吉徳旅館
大阪市 Beautysalon ~Eye's~
大阪市 喫茶ラタン
大阪市 Lounge Wakana
大阪市 リラクシングスタジオ
大阪市 U2 unusual underground
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大阪市 Alffo Records
大阪市 鮨ざこば亭
大阪市 リサイクルサイコー
大阪市 福助堂
大阪市 カラオケ喫茶 ひばり
大阪市 カフェマリン
大阪市 MT TRADING
大阪市 ゆい
大阪市 チャオ
大阪市 まーじゃんOH〜牌 
大阪市 さかづき
大阪市 kirara
大阪市 器楽ダイニングπ
大阪市 森奈緒美事務所
大阪市 すいたや
大阪市 LOCAL
大阪市 クードコパン
大阪市 Tif.t.d
大阪市 お好み焼き 京
大阪市 ビビSHOP
大阪市 glad
大阪市 御料理ｚａｉあぶら田
大阪市 癒しの空間 ほぐしや
大阪市 菊ちゃん
大阪市 7GRACE
大阪市 tsumikicompany
大阪市 プラザアイ
大阪市 味処しょうざん
大阪市 Squirrel English Art Class
大阪市 ホーセイデンキ
大阪市 グリーンペット
大阪市 絆ライフサービス
大阪市 リサイクルITO
大阪市 ステージプラス
大阪市 ル フクロウ
大阪市 ギフトショップ コヤマ
大阪市 バンビー
大阪市 ダイアパレス順慶町
大阪市 カフェふぁいん
大阪市 まんぷくデザイン
大阪市 ブンダブン
大阪市 パティスリーシモン
大阪市 K-lashまつげエクステ専門店
大阪市 ままのみせ
大阪市 小路東景品交換所
大阪市 鱗組
大阪市 healthy&beauty salon NOLEEYN
大阪市 長崎飯店
大阪市 信州そば
大阪市 居酒屋 だい助
大阪市 La  Pizzeria TORREZE
大阪市 居酒屋ふくちゃん
大阪市 小若
大阪市 鮨ダイニング龍
大阪市 ベティー＆キティー
大阪市 養生整体院
大阪市 クロワッサン
大阪市 BlueHole
大阪市 酵素浴えん 梅田店
大阪市 Nail Beauty Salon LAPIN
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大阪市 善喜家
大阪市 たこ将軍畳屋町
大阪市 象屋
大阪市 大阪王将都島店
大阪市 日本脳心アカデミー
大阪市 書の教室 道標
大阪市 和
大阪市 Berbenah
大阪市 ネイルスマイル
大阪市 カフェ エル
大阪市 oops here I go again
大阪市 アサンブレ華
大阪市 YsFITNESS
大阪市 中華料理 新幸
大阪市 麻雀クラブ ジュピター
大阪市 カラオケスタジオ あい
大阪市 aco-create
大阪市 韓国料理  ソウル
大阪市 きよまさ
大阪市 POLA クリスタルオリオン
大阪市 レジーナ深江南
大阪市 エラフリー
大阪市 M NAIL's
大阪市 ｖｉｖｉ
大阪市 GUESTHOUSE MOU
大阪市 洋食&バル Gros Navet
大阪市 和風ビア・バー彩sai
大阪市 有空来玩
大阪市 空禅
大阪市 フェニックス
大阪市 まさるテクニカ
大阪市 コーヒーショップラブ
大阪市 猫カフェ 猫鈴～ＮＹＡＮＢＥＬＬ～
大阪市 sunちょうで～
大阪市 ルコントワールデュグー
大阪市 ワインと炭焼きｆｕｓｉｏｎｅ
大阪市 旨味熟成肉専門 焼肉ふじ山
大阪市 ヨガスタジオ YcoStudio 
大阪市 ザ・ブルーサーフ
大阪市 廉
大阪市 安江ギターウクレレ教室
大阪市 よし家
大阪市 vaca
大阪市 MOMOShotBar
大阪市 ステーキ鉄板ssense
大阪市 ドリームファクトリー
大阪市 Le Lien
大阪市 ＣＡＦＥ ＴＩＰＯ８ 
大阪市 菓子工房 マルイチ菓舗
大阪市 PrimeTimeNAIL
大阪市 世起そば
大阪市 パティスリー アンピフルリ
大阪市 さすらいのカンテキ 十三酒場
大阪市 雅流
大阪市 TMC Japan Auto Inc.
大阪市 船場カリー北浜店
大阪市 片山宝飾
大阪市 うどん処めんくい
大阪市 SottoVillaggio
大阪市 伊和音
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大阪市 花菱
大阪市 やきとりHanzo
大阪市 小判屋
大阪市 魚庄
大阪市 Donorum
大阪市 大阪モンテッソーリ  こどものいえ
大阪市 SIコーポレーション
大阪市 Marble
大阪市 フォルテ新体操クラブ
大阪市 高埜書房
大阪市 ノエル
大阪市 心春サロン
大阪市 A民泊
大阪市 おでんやりん
大阪市 カクショウ
大阪市 一庵
大阪市 Petits Pois 
大阪市 洋食屋なにわ亭
大阪市 玄品ふぐ
大阪市 Sareureu
大阪市 荒凡夫
大阪市 BLACK TIGER
大阪市 HAMON CAFE
大阪市 マリアネイル
大阪市 古道具 塊
大阪市 カイロプラクティック&エステ サプリ
大阪市 Unville you+me hairworks 
大阪市 ハヤシ
大阪市 VERANDA
大阪市 一般社団法人大阪倶楽部内理髪室
大阪市 ヘルスプラン
大阪市 cafeAugusta
大阪市 HAKU
大阪市 スサンナ
大阪市 天掌
大阪市 THE・塾est
大阪市 Stone・R
大阪市 ほぐし屋掌
大阪市 ふう's shop
大阪市 MORTALE
大阪市 ストレッチアップポリバレント
大阪市 リラクゼーションPlus＋
大阪市 喫茶ホワイト
大阪市 BEAUTYUS
大阪市 SNBラポールサロン
大阪市 喫茶&スナック スマイル
大阪市 CHUBE members
大阪市 福助
大阪市 ペンタグラム
大阪市 弁天屋
大阪市 ベジバル Beauty Ron Ron
大阪市 salon Gerbera
大阪市 emieu
大阪市 ニューコスモス
大阪市 大開福祉センター
大阪市 ドッグサロンわんわんわん
大阪市 浅い月会い
大阪市 熟女BAR てんとう虫
大阪市 スクールIE今川校
大阪市 隠楽家 梅田堂山店
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大阪市 御堂
大阪市 東 商店
大阪市 Gcurry
大阪市 大坊写真室
大阪市 き多や
大阪市 杉原鍼灸院銀天堂
大阪市 第一旭ラーメン
大阪市 Reset Room 伊音
大阪市 ガロート珈琲
大阪市 アトリエ.デコルテ
大阪市 船場あずき庵
大阪市 Horizon
大阪市 みなみ酒店
大阪市 ぶんぶん
大阪市 KMC音楽院
大阪市 鳥成
大阪市 ビューティサロントマト
大阪市 TOMORROWLINK
大阪市 山口の地酒と食 ヤムヤム
大阪市 RAYS
大阪市 ドルチェ104
大阪市 カズキ食品
大阪市 ビーバー
大阪市 銀架
大阪市 ZiZi BAKE
大阪市 Relax Rapha 
大阪市 直案協会大阪共同事務所
大阪市 オーバーカムアート
大阪市 中岡工業
大阪市 高橋氷商店
大阪市 北堀江 鮨与志
大阪市 大阪ぱんだ
大阪市 さのや
大阪市 シミケア専門サロンIPSE
大阪市 デミサロン瓜破
大阪市 山本電気
大阪市 O Rosso
大阪市 スタジオNIC
大阪市 がじゅがじゅ
大阪市 ミキ写真館
大阪市 カフェレスト ウッドストック
大阪市 post
大阪市 まにまにAnimal Life Support
大阪市 LOOP HAMBURG
大阪市 スギタキカイ
大阪市 coffee Kei
大阪市 CLEAN CARE CLEANING
大阪市 鉄板お好み焼きNALU'z
大阪市 権兵衛
大阪市 kNight
大阪市 榎本果物店
大阪市 北川ドラムスクール
大阪市 デトックス・ヨガ
大阪市 はまゆう
大阪市 ヘルシーショップ和ごころ
大阪市 とんかつ一心亭
大阪市 ふぁーぶ
大阪市 朝倉タクシー
大阪市 ヘアー＆エステサロンsamarje
大阪市 エミナルクリニック心斎橋院
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大阪市 谷口商店
大阪市 エミナルクリニック梅田院
大阪市 きじ猫音楽工房
大阪市 ヘアークリニックＡＧ
大阪市 リフォームライト
大阪市 マルフク
大阪市 hair LAX
大阪市 プレヤーデスダンス教室
大阪市 monslow
大阪市 中央朝日なにわ今福店
大阪市 Experieat Osaka Flavors
大阪市 小西工業
大阪市 Ohana2
大阪市 ブライダルサロン・ルアージュ
大阪市 ペアレント・リラックスプログラム（リラックスの会）
大阪市 小川カイロ＆ヘルスケアジム・ホリスティック医術学院
大阪市 helcos osaka（ヒルコス大阪）
大阪市 POLA音乃花 喜連瓜破店
大阪市 喫茶ちろる
大阪市 はじめてのバナナ
大阪市 Yoshi Corporation Ltd.,
大阪市 ダイアナうらら
大阪市 INFINITY
大阪市 焼肉よしこ
大阪市 ブルームーン
大阪市 Indian Restrant Dip RASNA
大阪市 創作手作り弁当 味道楽
大阪市 cafe195
大阪市 ヘブロン表具店
大阪市 ツインシステム
大阪市 UNCLEBOX
大阪市 レンタルスペース アイスキューブ中津
大阪市 おおどり
大阪市 デグチ工房
大阪市 整体サロン ここち日和
大阪市 喫茶 カレーHIDE
大阪市 東京真空管商会
大阪市 桜庵
大阪市 パーマカット藤
大阪市 愛染屋
大阪市 ドッグカフェこふみ
大阪市 HAIRMAKE tetszik
大阪市 げしとうじ
大阪市 Eva
大阪市 ユートピア・クラブ
大阪市 コーヒーショップあおぞら
大阪市 河原建装
大阪市 鳥ふじ
大阪市 伊谷ミシン
大阪市 Dog Support B.B
大阪市 とよた店
大阪市 ColoRIturA
大阪市 理容 センス
大阪市 ユーアンドアイ
大阪市 UTATANEYAリラクゼーションガレッジ梅田校
大阪市 レン美容室
大阪市 ミッキー美容室
大阪市 保道設備工業
大阪市 喫茶KMCロクタニ
大阪市 メーメーのイタめし家
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大阪市 artburt
大阪市 ステーキハウス常盤
大阪市 ぺっとはうすピノキオ
大阪市 DAJOKO HOUSE
大阪市 ポプリ
大阪市 ドルメン
大阪市 GOTENビル
大阪市 大阪通信システム
大阪市 ハタナカ観賞魚
大阪市 ココ
大阪市 Asian
大阪市 YKサポート
大阪市 鮮魚川崎
大阪市 貸展示室たてとよこ
大阪市 幽舍の庭
大阪市 HIGHLOWマサト プラスワン天三店
大阪市 ブレイブリーアンリミテッド
大阪市 玉井商店
大阪市 彩鶏どり
大阪市 牡丹
大阪市 そば処 つくし
大阪市 Y's 
大阪市 丸の家
大阪市 papankitchen
大阪市 串カツ スギやん
大阪市 駄菓子の恵屋
大阪市 眠りの森
大阪市 TANO GUITARS & LAB
大阪市 おそうじ代行 心斎橋店
大阪市 サティトズ  ケーキワークス 
大阪市 喫茶 ココス
大阪市 喫茶レンガ屋
大阪市 備長
大阪市 sourire
大阪市 slow life cafe hinatabocco
大阪市 喫茶アメリカン
大阪市 スプレモ
大阪市 OkASHi屋BeAR
大阪市 勝貴屋ぽん酢店
大阪市 喫茶バロン
大阪市 g.i hair
大阪市 OrivetJapan
大阪市 パーマハウスキャロット
大阪市 ＺＵＫＯ．ｃ 有馬
大阪市 酒処丸松
大阪市 un Lino
大阪市 プレミアムファーマーズ森の小屋
大阪市 修明塾
大阪市 リハーサルスタジオVOQU
大阪市 cafe mmili koulé
大阪市 井藤建築設計事務所
大阪市 カフェギャラリーきのね
大阪市 ル・コンプレット
大阪市 手づくり菓子の店フウミ
大阪市 Maison M メゾンエム
大阪市 きりん
大阪市 ガレージルマン
大阪市 明石焼専門店 たこ八十三店
大阪市 Bonny's Bake Shop
大阪市 天然酵母cobopan 
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大阪市 狭川歯科医院
大阪市 三国屋
大阪市 美容室R
大阪市 草春庵
大阪市 チョコレート研究所 大阪新町店
大阪市 Narcissus total beauty salon
大阪市 ティップトップ
大阪市 翼工房
大阪市 そば処あさひ
大阪市 共栄飯店
大阪市 そば処ひらの
大阪市 Lumo
大阪市 cafe & craft 月光舎
大阪市 アメリカ屋
大阪市 affiliate・個別指導塾
大阪市 ABT
大阪市 寿し寅
大阪市 Member's FOREVER
大阪市 リラクゼーションこはる
大阪市 one.
大阪市 木のえ
大阪市 チャオ・ディンⅡ
大阪市 asterisk
大阪市 アカバナカフェ
大阪市 コーヒー紀行カクタニ
大阪市 MaybyZoo
大阪市 ビデオの三木
大阪市 ありま整体院
大阪市 喫茶 美鈴
大阪市 マサキトモエ
大阪市 Sign horii
大阪市 自家焙煎珈琲の店 喫茶 木の実
大阪市 そば処 なにわ
大阪市 フレール
大阪市 スタンド29
大阪市 ゼニヤ食堂
大阪市 書游社
大阪市 オートクルーズ
大阪市 結いはな
大阪市 フォトスタジオ フジスタ
大阪市 atelier rocca
大阪市 イノウエ
大阪市 しゃぶしゃぶ西谷
堺市 夢屋
堺市 優美
堺市 カフェテラス NOA
堺市 讃岐屋
堺市 喫茶 鴻
堺市 喫茶・軽食 あん
堺市 REPOSER
堺市 定食屋こまつ
堺市 井上酒店
堺市 喫茶 おさんぽ
堺市 がやcurry 
堺市 株式会社ルーラルホーム
堺市 GRAND
堺市 ぢどり亭伏尾店
堺市 マルマンダイレクトマーケティング
堺市 小松旅行社
堺市 ジョイナス北野田
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堺市 株式会社ナニワ商事
堺市 コイン式麻雀スペース 宿院店
堺市 X-GOLF倶楽部堺市駅前店
堺市 株式会社丸市菓子舗
堺市 ウイングススポーツクラブ
堺市 有限会社 未来
堺市 サロン ド コアフユール ローラン
堺市 初芝スイミングスクール
堺市 一般社団法人 PAS Academy
堺市 株式会社きれい館堺営業所
堺市 ボンジョルノ
堺市 さい楽
堺市 LIME.inc 堺鉄砲町店
堺市 公益社団法人堺観光コンベンション協会
堺市 ラ・パペトリー堺高島屋店
堺市 株式会社グルージュエル
堺市 すみれや
堺市 KAINOアイラッシュエステサロン
堺市 フィットネススタジオ シュクラン
堺市 有限会社ab-ab
堺市 ハット企画
堺市 福栄商事株式会社
堺市 株式会社 Ｂｅ－Ｕ
堺市 諏訪の森まさむねデンタルクリニック
堺市 有限会社フジキ
堺市 株式会社アヴニールインター
堺市 焼き肉しまづ
堺市 ちょこっとBARたいむ
堺市 肉処へらへら
堺市 カオリカフェ
堺市 SNACK  INSPIRE
堺市 スナック  シェル
堺市 立ち呑み みなみ
堺市 Beautysalon飛花
堺市 喫茶＆カラオケ サン
堺市 梨葉書道教室
堺市 Ｂａｒ Ｃａｓｋ
堺市 béret
堺市 新来来
堺市 まねきねこ
堺市 plaisir
堺市 べにやエステサロン
堺市 フルムーン
堺市 遊華のキッチン
堺市 ネイルサロン ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ
堺市 広東酒家結
堺市 Rinata
堺市 lumipepe
堺市 炉端焼き 天凛
堺市 アイビー化粧品 兵庫第2販社 アルテミス ザ・ルーム有絵
堺市 う越義
堺市 オレンヂドロップ
堺市 ミュージアムカフェ風遊
堺市 Cafe Natsu
堺市 心楽～cocora～
堺市 立呑み りえ
堺市 エンジェル
堺市 いずみ食堂
堺市 中華酒家 心
堺市 FSアカデミー栂・美木多校
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堺市 串カツ居酒屋うさぎ
堺市 石橋愛犬センター
堺市 あたらし
堺市 大浜珠算教室
堺市 お食事処ふじやま
堺市 ランチたいへい
堺市 perfetto学習室
堺市 プノンペン
堺市 津久野飯店
堺市 珈琲館 御池台店
堺市 寺田整体
堺市 喫茶 來夢
堺市 マリーエクラン
堺市 おやつカフェ
堺市 hairs OTETE by ホーキーポーキー
堺市 ひろ着物学院
堺市 クボタエンジニアリング
堺市 ゆめCafe”S”
堺市 カフェフレンズ
堺市 吉岡組
堺市 ヒロプランニング
堺市 Keys -nail&eyelash-
堺市 ＰＲＩＫＡＲＡ
堺市 パラソル
堺市 ラウンジＳ
岸和田市 カラオケ喫茶 ともだち
岸和田市 山本工務店
岸和田市 Ｂｏｗｌ１２３
岸和田市 MABA療育教室「岸和田元気っこ」
岸和田市 ＩＴＴＯ個別指導学院東岸和田校
岸和田市 一般財団法人むくの木ホール
岸和田市 ダルマ石油
岸和田市 金綱
岸和田市 ジェラフル岸和田CANCAN店 
岸和田市 根来塾
岸和田市 いしづち岸和田
岸和田市 おらっとや
岸和田市 CAFE HABU
岸和田市 公文書写 岸和田沼町教室
岸和田市 Lounge Ｓam-Ｓara
岸和田市 根耒酒店
岸和田市 Ten Knot
岸和田市 喫茶ニューメイ
岸和田市 La vie Lente
豊中市 カフェテラスルミー
豊中市 喫茶 ペレ・ドクホリデー
豊中市 喫茶パル
豊中市 ヘアーサロン タカラ
豊中市 ヘアーサロン カワバタ
豊中市 チャンピオン豊中
豊中市 讃岐うどん天兎
豊中市 ダイショートレーデイング株式会社
豊中市 カメラのサンエ
豊中市 ナウ・オオサカ株式会社
豊中市 Rice Meals FoTan
豊中市 さぬき亭
豊中市 株式会社 中新
豊中市 ぱーくん
豊中市 本格炭火焼やきとり 鳥屋
豊中市 MID 音楽事務所
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豊中市 依岡鍼灸整骨院
豊中市 南風ノ皇小柄屋事務所
豊中市 麺屋一得
豊中市 スナックにゃんこ
豊中市 中村工務店
豊中市 信州そば そば茶屋
豊中市 鉄比呂
豊中市 蝶六
豊中市 カラオケしゅしゅ
豊中市 カラオケ喫茶スナック亜樹
豊中市 コスモクレアート
豊中市 空手道真義館総本部道場
豊中市 公文式豊中岡町教室
豊中市 くつろぎサロン
豊中市 Bar. COLOURS
豊中市 喫茶アルバトロス
豊中市 喫茶名騎士館
豊中市 オフィスタナベ
豊中市 カフェ・ココナッツ
豊中市 アクティー関西
豊中市 ピンクベリー 
豊中市 TIFAカフェ・サパナ
豊中市 ハウスランド２１
豊中市 ワコ
豊中市 土手嘉北店
豊中市 喫茶 りすぼん
池田市 300家（さんまるや）
池田市 カフェ グレンミスト
池田市 株式会社スタートレーデイング
池田市 関西カイロプラクティック
池田市 レストラン雅俗山荘
池田市 ごん兵衛 石橋店
池田市 Cafe咲ceed
池田市 らーめん天輝路
池田市 保険プロジェクト
池田市 BHANC
池田市 e4you Golf School
池田市 エルフィン
池田市 copan
池田市 大照設備設計
吹田市 FOXY
吹田市 サンマリン
吹田市 ペットハウス みき
吹田市 原商店
吹田市 カラオケ喫茶オーシャン
吹田市 喫茶・軽食 KAORI
吹田市 スタジオアズール
吹田市 関西製作工房
吹田市 株式会社サンボード
吹田市 一般財団法人UNI H&H大学院
吹田市 ゴルフスタジオ24江坂店
吹田市 一般社団法人ESP SAMURAI
吹田市 グループ・ワン株式会社
吹田市 PGK江坂校
吹田市 ダイドー株式会社
吹田市 キャットミュージックカレッジ専門学校
吹田市 株式会社うを七
吹田市 特定非営利活動法人吹田クラブ
吹田市 ニュースファクトリー株式会社
吹田市 ＴＢＰ ｊａｐａｎ株式会社
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吹田市 S・SТYLE
吹田市 ポパイ
吹田市 癒しto絆salonNai'a～ナイア～
吹田市 かんらん こども園内 絵画総合美育教室
吹田市 お得きっぷ本舗
吹田市 リラクゼーション香
吹田市 焼鳥 百鳥
吹田市 たこ焼き酒場 KOSHIN
吹田市 墨友会グランファースト千里桃山台教室
吹田市 SPiCA
吹田市 KINテック
吹田市 古谷充事務所
吹田市 大阪学院大学内学食キャンパスフードサービス
吹田市 ネイルサロンy3  
吹田市 リンクリング
吹田市 新千里珠算教室
吹田市 としほ整体院
吹田市 グリーンキャラ
吹田市 ガーデニア
吹田市 岸田インテリアスペース
吹田市 サラダプランゾ
泉大津市 天ぷら 瞬
泉大津市 ゲストルーム ロッキー
泉大津市 有限会社泉進商事
泉大津市 国際文化交流協会
泉大津市 泉大津ロイヤルテニスクラブ
泉大津市 エコライフ イボルブ
泉大津市 まる徳ラーメン泉大津店
泉大津市 きらら食堂
泉大津市 音楽レシピ教室
高槻市 アートヘア美容室 ArtHair
高槻市 ちん串
高槻市 プルメリアリゾート
高槻市 リラクゼーションサロン 癒伸
高槻市 F.KidsGRAD
高槻市 株式会社ウイッシュ特機事務所
高槻市 スカイランド 松坂屋高槻店
高槻市 中央スポーツ
高槻市 デイリーヤマザキ 大阪薬科大学店
高槻市 LADIES FASHION Adon
高槻市 スタジオルーツ・ワン
高槻市 サイドトリップ高槻店
高槻市 株式会社大阪アートエージェンシー
高槻市 ワークス
高槻市 ブリリアントプラスサロン
高槻市 赤丸メカドック
高槻市 半場三博建築設計事務所
高槻市 参丁目
高槻市 公文式 大手町教室
高槻市 カミワダ音響設備サービス
高槻市 鶏酒場 ちょびっと
高槻市 サイクルストアー オカモト
高槻市 アートデアート・ビュー
高槻市 MIRAKURU
高槻市 久毛 工務店
高槻市 Lily
高槻市 レトワール
高槻市 公文式  高槻赤大路教室
高槻市 cafe poco rubato
高槻市 からあげ聖林 高槻緑が丘店
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高槻市 大門ピアノ教室
高槻市 ジェノメスフットボールスクール
高槻市 ほっと・ＨＯＴ・ニャーノ
高槻市 comecome食堂
高槻市 吉田翻訳トレーニング教室
高槻市 OTTO KNOT
高槻市 cafesora 高橋熱帯魚BAR
高槻市 公文式 阿武山教室
高槻市 un+
高槻市 山本工務店
高槻市 Kufu
貝塚市 中田商会
貝塚市 unitykix
貝塚市 杉浦捺染株式会社
貝塚市 オダカメラ店
貝塚市 MAMOUNIA
貝塚市 YOUyoga Yuj
貝塚市 造形工房トラーズ
貝塚市 喫茶セゾン
貝塚市 カフェテラス 壱番地
貝塚市 naminami cafe
貝塚市 エミュー
貝塚市 湖水
貝塚市 コーエイリース
貝塚市 たこ焼き陽ちゃん
貝塚市 井上甘納豆製菓さとこの店
守口市 グルメ やまぐち
守口市 喫茶 若葉
守口市 喫茶＆ランチ ノブコロ
守口市 株式会社京阪エンジニアリング
守口市 喫茶 ウプシロン
守口市 カフェジャルディーノ
守口市 (株)ハネティブコーポレーション施設管理部(飲食部)羽屋
守口市 アメイジングワールド 守口ジャガータウン店
守口市 URBAN EARTH BBQ 京阪百貨店守口店
守口市 共立サイクル
守口市 野球教室will
守口市 株式会社ネクスト
守口市 松浦電気株式会社
守口市 MachinoOmiseイオンモール大日店
守口市 株式会社パワーオブインシュアランス
守口市 喫茶リッチ
守口市 TAKEUCHI
守口市 喫茶イブ
守口市 花まる亭
守口市 SNKゴルフアカデミー
守口市 ビリヤード富士屋
守口市 Ｂunroku 文禄堤薩摩英国館
守口市 喫茶アミー
守口市 八え里
守口市 PARIS JULIET大日店
守口市 pao 工房
守口市 こーひーはうす だいち
守口市 MANON CAKE SHOP
守口市 ジオネッツァ
守口市 喫茶美香
守口市 占いcafe 海と太陽
枚方市 プティカフェ
枚方市 一品料理 みよし
枚方市 合同会社スリー・アローズ
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枚方市 Ｋ’ｓ．Ｓｏｌｕｔｉｏｎ
枚方市 トリニティミライ英会話教室
枚方市 株式会社サクセスウエスト
枚方市 OWNDAYS 枚方ビオルネ店
枚方市 ジュディー
枚方市 株式会社フォーユー
枚方市 Overall株式会社
枚方市 枚方津田高等学校内食堂
枚方市 スマホスピタル
枚方市 清水京仏具株式会社
枚方市 星ヶ丘健康運動教室
枚方市 R+カフェ
枚方市 NailSalon amik
枚方市 旭ヶ丘整体院
枚方市 ECCジュニア南中振教室
枚方市 一琳庵
枚方市 ICHICARA CERAMIC FACTORY
枚方市 CAFE季庵
枚方市 hairs Believe
枚方市 よりみち
枚方市 cafe zakka gallery FLAG
枚方市 我が家のフランス料理サンタバーバラ
枚方市 こども造形絵画教室おえかきひろば
枚方市 公文式 枚方田宮教室
枚方市 シャイング
枚方市 Come In Family Care 英語学習塾
枚方市 ソーイングテーブルコーヒー
枚方市  Ｌ・トーク
枚方市 eyelash salon irie
枚方市 ライブテック
枚方市 喫茶・スナック 青い鳥
枚方市 KOKO事務所
枚方市 T＆Hおおいし
枚方市 メルシーベーカリー
茨木市 株式会社グレィス・アオキ
茨木市 保以屋
茨木市 ミスタードーナツイオンモール茨木ショップ
茨木市 株式会社花音
茨木市 からだぴっと
茨木市 有限会社サンライズ
茨木市 八紘寿司
茨木市 さがの
茨木市 カフェ・ルート
茨木市 魚がし
茨木市 味楽
茨木市 フタバデザイン
茨木市 花ふうせん
茨木市 CASA DI BELLEZZA 柿本
茨木市 ヤマザキショップ大阪繊維学園店
茨木市 cafe &sweets  FOURMI
茨木市 ACMシステム一級建築士事務所
八尾市 有限会社佐野商店
八尾市 はるみ
八尾市 coffee&cloth Beans(ビーンズ)
八尾市 桜屋衛門
八尾市 丸幸水産 志紀店
八尾市 Ｂａｒ ジャイアン
八尾市 久保代理店
八尾市 シーマンズビーチ
八尾市 株式会社近江スポーツ
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八尾市 株式会社 ワールドオプティカル
八尾市 田中・金沢ボクシングジム
八尾市 一般社団法人アクリル運動部スポーツクラブ
八尾市 有限会社 スミコ美術店
八尾市 トップペイントショールーム八尾店
八尾市 喫茶エンジェル
八尾市 南山本カイロプラクティック院
八尾市 Cafe Rocca
八尾市 オートフォルム
八尾市 totalビューティサロンcure of the angel
八尾市 グリル 輪ごん
八尾市 Uncle bar Feeｌ
八尾市 カラオケスナック陽だまり
八尾市 商
八尾市 讃岐うどんやさか
八尾市 いか焼きみなせん267号車
八尾市 カラオケ喫茶 憩
八尾市 浦造園土木
八尾市 カフェ＆レスト ドンキホーテ
八尾市 やきとり楽笑
八尾市 ろくすけ食堂
八尾市 髪切屋ｉｒｅｂｕｎ
八尾市 珈琲館 滝
八尾市 喫茶店
八尾市 珈琲軽食Blanket
八尾市 絹屋本店
八尾市 アスク
泉佐野市 株式会社ＥＢＩＳＵコーポレーション
泉佐野市 師匠
泉佐野市 スズカ毛皮店
泉佐野市 stussy りんくうプレミアムアウトレット店
泉佐野市 サロンドMAKI
泉佐野市 りんくう電設株式会社
泉佐野市 LADIES KIMURA（イオンモール日根野店）
泉佐野市 サザンウェイブ人工芝
泉佐野市 株式会社タケモトフーズ
泉佐野市 株式会社ロッテ免税店ＫＡＮＳＡＩ
泉佐野市 居酒屋 料理 さのちり亭
泉佐野市 算友ワールド たなか
泉佐野市 スマイル からだ らくらく
泉佐野市 喫茶グレ・ドゥ・カフェ
泉佐野市 大衆酒BAR HIMAWARI
泉佐野市 イツコ式整体
泉佐野市 高松商店
泉佐野市 sorte
泉佐野市 パーティー宴会専門派遣 Plus One
泉佐野市 リサイクルテンヒナタ
泉佐野市 石井食品
富田林市 グランドホテル二葉
富田林市 ふぐ政富田林店
富田林市 株式会社 山良
富田林市 かがりホール 楠徳寺内
富田林市 リサイクルプラザまえかわ
富田林市 NearNail
富田林市 Chouette
富田林市 公文式  梅の里教室
富田林市 たんぽぽ
富田林市 便利社
富田林市 腸もみ専科スッキリ整体サロン
富田林市 H.R.E.I.A アシュレイア
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富田林市 1st-First-
富田林市 クラフトケン
富田林市 バンドウメディカル
寝屋川市 喫茶クロード・ブージョ
寝屋川市 一般社団法人Sakura Sports Innovation
寝屋川市 イシハラ学生服店
寝屋川市 リフォームスタジオいごこち合同会社
寝屋川市 クローバー
寝屋川市 ラビッシュ
寝屋川市 日乃出マーク製作所.Koza cafe
寝屋川市 喫茶カラオケ・クレヨン
寝屋川市 TECO蔵
寝屋川市 寝屋川韓国語学堂
寝屋川市 サイクルショップねやがわ
寝屋川市 プレイ グラウンド ダンス スクール
寝屋川市 スナック紀の川
寝屋川市 POLA化粧品仁菜寺営業所
寝屋川市 公文式  香里三井教室
寝屋川市 公文式 川勝町教室
寝屋川市 さわ
寝屋川市 le pequelet   ル ペケレ
寝屋川市 紀の国屋クリーニング
寝屋川市 清鴻書道会
寝屋川市 喫茶 待夢
寝屋川市 榎本瓦商店
寝屋川市 ご縁食堂
寝屋川市 珈夢里
寝屋川市 井上壮健
河内長野市 Power Stone 宝石さがし 関西サイクルスポーツセンター店
河内長野市 お花と野菜cafe 野の花
河内長野市 公文式 アメニティ長野教室
河内長野市 ライオンガーデン
松原市 肉の匠
松原市 中国料理竹美
松原市 なかの
松原市 株式会社オオタメン
松原市 株式会社 弓長産業
松原市 アンジュデラヴィ
松原市 喫茶インター
松原市 BEATSTREX天美我堂
松原市 NEW MOTI MAHAL
松原市 喫茶ブーケ
松原市 清月
松原市 公文式 我堂朝日プラザ教室
大東市 喫茶よしの
大東市 松井組
大東市 東大阪歯研
大東市 金光工業
大東市 Cafe CoCoMo
大東市 坂本鈑金
大東市 クリーニング取次店 カオリ
大東市 吉川設備工業
大東市 有限会社ティーシーシー
大東市 和心フーズ株式会社
大東市 株式会社ｎK
大東市 大阪産業大学Wellness2008
大東市 有限会社緒方設計
大東市 そば処まからんや
大東市 旬鮮割烹 釉吉
大東市 酒厨ゆうき
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大東市 Bliss eyes
大東市 Office197
大東市 さぬきうどん桐山
大東市 Bar ON's
大東市 EYE LASH SALON PUTERI
大東市 ブルーキャナリーバトンスタジオ
大東市 ルチル
和泉市 手打ちそば むら田
和泉市 リラックスハンズ
和泉市 八尾プレス
和泉市 冠鑫産業貿易株式会社
和泉市 エヌズオート
和泉市 ぅちなぁ～cafe
和泉市 ほおずき整体院
和泉市 デイサービスにぎわい家
和泉市 いづみや
和泉市 キングダムキッズ
和泉市 関西広告代行社＆OSAKAギャラリー陶庵
和泉市 和泉府中ロボットプログラミング教室
和泉市 アロエベラサロンマダム英華
和泉市 オリーブ
和泉市 中華料理中山閣
和泉市 ヘアーズカミュ
和泉市 植田自動車
和泉市 学習塾浅井
和泉市 オテル ド ロピタル
和泉市 プラリンチュ
和泉市 FA鍼灸
和泉市 黒川生花
和泉市 Happy笑店
和泉市 PaPa
和泉市 木彫松並
和泉市 伊豫寿司
和泉市 キムチ工房 クムガン食品
和泉市 STダンスホール
箕面市 レッグブーン
箕面市 スナックリバイバル
箕面市 プロアテック
箕面市 忍者ナイン箕面ラボ
箕面市 スマートクールみのおキューズモール店
箕面市 ゴールドキャッスルコーヒー
箕面市 ペットサロンDog'sway 箕面店
箕面市 サロンドコワヒュールHanao
箕面市 Bstand＋
箕面市 SQUARE FURNITURE COFFEE STAND
箕面市 一般社団法人日本洗車ソムリエ協会
箕面市 Cafe' COUKY Jr
箕面市 今中径華書道教室
箕面市 Cafe 八曲音
箕面市 旬菜和食 紅葉
箕面市 FFモデル事務所
箕面市 松喜庵
箕面市 ダスキン西国屋
箕面市 ゴルフ工房K
箕面市 TORNADO ACADEMY豊中ROOTS
箕面市 miruhi
箕面市 辻田商店
箕面市 清弘
箕面市 花いちもんめ
箕面市 credenza
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柏原市 公文式国分本町教室
柏原市 日の出道場
柏原市 丸橋運動具店
柏原市 ネイルサロンSLily
羽曳野市 ぱんろ～どしらとりの郷店
羽曳野市 アトリエアーバー
羽曳野市 さくらトレーディング
羽曳野市 味一番
羽曳野市 COCOT beauty
羽曳野市 みちくさライフデザイン
羽曳野市 プチジャルダン
羽曳野市 学習塾ＹＯＵ
羽曳野市 フォトミニッツ30
羽曳野市 ダイテック
羽曳野市 オハナ
羽曳野市 あたたかごはんcafe
門真市 新海広告工業M一大阪
門真市 ＹＭテクノサービス
門真市 株式会社テクニカル 舟田町倉庫
門真市 スタジオ プランタ・イ・タコン
門真市 国際ビジネスデザイン専門学校
門真市 あたり庵
門真市 一般社団法人井村アーティスティックスイミングクラブ
門真市 春満堂
門真市 華信
門真市 自家焙煎珈琲珈琲笑間
門真市 より道 門真店
門真市 からおけ&ダンスまん月クラブ
門真市 うまみ堂
門真市 バロテック
門真市 チャオズ
門真市 理容 一番
門真市 中華菜館 蓮根
門真市 やす
門真市 公文式 門真一番教室
門真市 えびす
摂津市 カラオケステージ煌
摂津市 有限会社 地藏
摂津市 キッチン 涼花
摂津市 京嵯峨野竹路庵
摂津市 ボディアートダンススタジオ
摂津市 たまりBAR
摂津市 音楽工房フォルテサウンドウェーブ
摂津市 ハウオリ
高石市 まとば美容室
高石市 両口サロン
高石市 株式会社酒販店情報ネットワークシステム
高石市 一般社団法人春光みろくさぽーと
高石市 ６８ダンススクール
高石市 理容パレス
藤井寺市 大阪府立藤井寺工科高等学校内食堂
藤井寺市 H’ｓ コーポレーション
藤井寺市 ラウンジ まんま
藤井寺市 道明寺天満宮 総合結婚式場 天寿殿
藤井寺市 タイナカリエダンシングスクール
藤井寺市 喜楽フロンティア
藤井寺市 東和化学
藤井寺市 シベール美容室
藤井寺市 旅館千成家
藤井寺市 Bushy
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藤井寺市 heaven
藤井寺市 Lien
東大阪市 モト アンド ベア
東大阪市 芝川
東大阪市 立ち呑み処ばんぶう
東大阪市 ハート・カクテル
東大阪市 カラオケ ほたる川
東大阪市 KAJA
東大阪市 木田商店
東大阪市 うどん天国
東大阪市 海鮮炉端イタリアンmateli
東大阪市 レスポアール
東大阪市 串カツWATA
東大阪市 有限会社ディエムディ・ジャパン
東大阪市 天恵株式会社 大阪営業所
東大阪市 株式会社創美工芸
東大阪市 プレス45株式会社
東大阪市 株式会社 ケイ・アール・エス
東大阪市 斉藤商事株式会社
東大阪市 株式会社ＳＫ建設
東大阪市 株式会社マイツール
東大阪市 株式会社アフティ
東大阪市 有限会社東大阪印刷所 本社
東大阪市 Ａ．Ｆ．プロフィア
東大阪市 株式会社アンヴィーペルル
東大阪市 NPO法人ビーボ エールスペース
東大阪市 天勝コンピュター
東大阪市 Traxxas Japan
東大阪市 BROTHERS CAFE
東大阪市 いざかやちなつ
東大阪市 一徳
東大阪市 afe
東大阪市 愛元麻樹 Ｊ&Ａ ＤＡＮＣＥ ＳＴＵＤＩＯ
東大阪市 スタジオ＆マッサージ RIRA布施本店
東大阪市 ドッグキャッチ
東大阪市 おぼこ飯店
東大阪市 レガシーBOX
東大阪市 唐揚げ大の丸
東大阪市 焼肉ソウル
東大阪市 うさぎや
東大阪市 CoCo's cafe
東大阪市 白蓮会館東大阪東支部
東大阪市 大丸屋
東大阪市 たんぽぽ
東大阪市 しょうちゃん
東大阪市 木下金型製作所
東大阪市 山崎陶磁器店
東大阪市 リラックスヨガLUCU
東大阪市 mi-na
東大阪市 あんどう亭
東大阪市 瓢箪山焙煎所
東大阪市 お食事処 華
東大阪市 BSM
東大阪市 果生園
東大阪市 市吉電工
東大阪市 喫茶 ボン
東大阪市 華園
東大阪市 美容室エル
東大阪市 エステティックサロン ボニート
東大阪市 ダイアナパステル
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東大阪市 ダイワ塗装
泉南市 たこ焼き酒場 金ちゃん
泉南市 鳥甚有限会社
泉南市 田舎料理富美
泉南市 公文式こかげ教室
泉南市 湊丸bay
泉南市 湊丸
泉南市 氏浦洋品店
四條畷市 アシスト ライン
四條畷市 有限会社ミヤザワ
四條畷市 アリーゴールド
四條畷市 なわてボウル内ゲームコーナー
四條畷市 show設備
交野市 立ち飲みウエイ
交野市 ピースアウトダンススクール
交野市 月本電気
大阪狭山市 スタンドバーNest
大阪狭山市 渡海貿易株式会社
大阪狭山市 オニキス大阪狭山店
大阪狭山市 littleisland 
大阪狭山市 横田ピアノ調律所
大阪狭山市 そば屋 藍
大阪狭山市 喫茶 来太郎
大阪狭山市 UCCブルーマウンテンイオン金剛店
阪南市 魚ダイニング光
阪南市 WAKE RESORT HOUSE
阪南市 イル ピアット
阪南市 四川料理 蘭梅 尾崎店
島本町 有限会社T＆Dソルーション
島本町 リストランテコンテ
島本町 栗副労働安全コンサルタント事務所
島本町 MSK
島本町 ．．．Cafe  Puku。Puku。
豊能町 特定非営利活動法人ビーバージムナスティックスアカデミー
豊能町 Hale Cafe 
能勢町 オートステージ kubo
能勢町 冒険の森inのせ
能勢町 みちくさ・ペコス
忠岡町 M,sCafe
忠岡町 正木美術館
熊取町 篤心建設営業所
熊取町 リュウスポーツコンディショニングセンター
熊取町 居酒屋 甚
太子町 万葉の森
太子町 墨 製作所
河南町 大阪芸術大学内第一食堂
河南町 株式会社黒美
河南町 Ysclub
千早赤阪村 エターナルウイング
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