
市町村名 施設名称

大阪市 株式会社JUJUPAPA・WORLD
大阪市 ヒダジュエリークラフト
大阪市 JRA梅田場外馬券発売所内新聞売店
大阪市 シルバー フロント
大阪市 南港珠算教室
大阪市 オートクチュール伽羅
大阪市 DuoMode デュオモード
大阪市 株式会社クリエイティブ・フォーカス
大阪市 株式会社近畿商事
大阪市 バーベキュー野郎
大阪市 株式会社JET'S
大阪市 有限会社安藤
大阪市 手づくりアーティストのお店 Marsha
大阪市 イリナ大阪キタ店
大阪市 株式会社New Tech
大阪市 ヴィエント大阪
大阪市 アクセア 四橋店
大阪市 ＥＣＯＬＥ ＡＲＴ ＢＩＪＯＵＸ
大阪市 GLANZ 株式会社
大阪市 株式会社浪速總本店 
大阪市 葵
大阪市 横綱
大阪市 ベストリゾート
大阪市 株式会社経発 
大阪市 ベルべナ NAMBAなんなん店
大阪市 株式会社 ワールドジェムジャパン
大阪市 ハーバーＢＩＧＴＩＭＥ
大阪市 株式会社コルメス
大阪市 株式会社ツアーデスク
大阪市 ごちそうさま
大阪市 株式会社 NJK販売
大阪市 日新中株式会社
大阪市 居酒屋春香
大阪市 有限会社ＡＮ免許センター
大阪市 レストランプラザ149
大阪市 ㈱Japan Business
大阪市 有限会社 ヨネモト
大阪市 株式会社 事務サポート
大阪市 東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ（TCPL）
大阪市 コンテンツビジネス・ラボ（CBL）
大阪市 こども法人Cokara株式会社
大阪市 株式会社ヤマナ商店
大阪市 atto
大阪市 路地裏cowork/rest
大阪市 さくらの都
大阪市 power shine
大阪市 Japan Exploration Tours JIN-仁
大阪市 東心斎橋 ときすし
大阪市  「好奇心の部屋」POP UP STORE
大阪市 JET
大阪市 Web Aqua

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２４日公表分）
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大阪市 辰巳幸源占い教室
大阪市 ふくろうべーかりー
大阪市 トータル・システム
大阪市 moitie
大阪市 聖武館 真和道場 
大阪市 Ｍ２コレクション
大阪市 たこ焼き誠 アロー浪速店
大阪市 イースクエアード（D-SPOT-COM内）
大阪市 憩BAR kizuna～絆～
大阪市 平野白鷺運動場
大阪市 LC新大阪
大阪市 リラクゼーション柏原
大阪市 Rantal Office CUBE
大阪市 企画創房PCB
大阪市 和酒・和食 新田
大阪市 coco cafe
大阪市 片付けプロ
大阪市 加賀観光旅行
大阪市 醤油らーめん ピース 東三国店
大阪市 ケイトリップス株式会社
大阪市 enjoy
大阪市 岡崎ギター工房
大阪市 島之内 一陽
大阪市 ゴールドストア金山
大阪市 ハニードリッパーズカフェ
大阪市 北新地めしやカリクロ
大阪市 BEET
大阪市 スマイル
大阪市 ロワズレ
大阪市 SKIPPY
大阪市 レオ
大阪市 しまむら
大阪市 ピアレス
大阪市 OpenIntelligence事業所
大阪市 SPICE STAND 556
大阪市 山本構造設計事務所
大阪市 オッペン化粧品城東営業所
大阪市 TryGottsu
大阪市 KAGURAMIYA．
大阪市 カラオケclubhouse
大阪市 589
大阪市 山端写真事務所
大阪市 日本のお酒とアテ ごんぞー
大阪市 Gallery Sometime
大阪市 うたた寝 屋梅田店
大阪市 Sakura 
大阪市 Ultimo & IBU spa
大阪市 太成真珠大阪営業所
大阪市 シーズバーファースト
大阪市 劇団音芽
大阪市 GOLDEN MINAMI
大阪市 さぶりな
大阪市 整体院 みのり
大阪市 SBNKワークスウェブスクール
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大阪市 CLUB Very Very
大阪市 club ハッピー
堺市 ふぐかず
堺市 salon R
堺市 有限会社 大道具サンシャイン製作工場
堺市 オーバーフロークロージング堺プラットプラット店
堺市 サロン松永
堺市 黎明館津久野教室
堺市 I・Rサービス
堺市 マッサージ洪
堺市 スーパーコノミヤ
堺市 Lino
堺市 AQUAMARINE
堺市 美原さつき野スペース
堺市 オガモッカ
岸和田市 ゑびす屋
岸和田市 牛若丸
岸和田市 SOX SYSTEM
岸和田市 AYAKA Music Office
岸和田市 Be-Max
豊中市 サロン・エアル
豊中市 ヤクルト緑丘エステサロン
豊中市 クレオパトラ
豊中市 国際交流 クッキング Cheers
豊中市 MDT
吹田市 ぢどり亭 吹田店
吹田市 ワールドグルメタコスエルノパル
吹田市 インドアゴルフ練習場 LIKE GOLF CLUB
吹田市 ヴォイステックウェディングプロデュース
吹田市 アロマ＆ヒーリングサロン  陽ーHINATAー
吹田市 メナードフェイシャルサロン セレナ
高槻市 梅園松籟居
高槻市 PAZLLE
高槻市 Green Planets
高槻市 癒し処
守口市 horiプログラミングスクール
枚方市 クラブ スターヒル
枚方市 宏財商店
枚方市 カラオケ喫茶 輪
枚方市 風車 枚方店
枚方市 アルティメイトマーケティング株式会社
茨木市 居酒屋だんだん
茨木市 氷とお芋の専門店らんらん
茨木市 ぽっかぽかはうす
茨木市 工房momo
八尾市 訪問鍼灸マッサージ 恵み
泉佐野市 Foot Japon
寝屋川市 PLATINUM INNOVATION
寝屋川市 ワイズ鍼灸整骨院寝屋川店 
寝屋川市 カウンセリング研究所みらい教室
寝屋川市 TENDRE
松原市 株式会社オフィスタカタニ
大東市 ハウスドゥ住道店
大東市 サンセットジャム

3 / 4 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８月２４日公表分）

和泉市 新懐石 井阪
和泉市 株式会社天祉
和泉市 はぴはぴYOGA
箕面市 ware house coffe
箕面市 リサイクルショップ アキラ
高石市 インド料理レストランRAM
東大阪市 八百たこ
東大阪市 久巳食品
東大阪市 谷町レコード
東大阪市 登美山企画
東大阪市 パラノイヤ雑貨店 
泉南市 公文式 こかげ教室
四條畷市 コムユニティワールド
大阪狭山市 リッジインターナショナルプログラミングスクール
太子町 山岸音楽教室
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