
市町村名 施設名称

大阪市 ミスパール
大阪市 レストラン THE ROSY
大阪市 居酒屋 ぼん蔵
大阪市 BAR RAIN Dog
大阪市 たいこう
大阪市 スナックMiya
大阪市 佳酒佳菜花はな
大阪市 カラオケ喫茶ひまわり
大阪市 凜花
大阪市 THE TEMPLEBAR
大阪市 麻雀北斗
大阪市 BAR THE WEIGHT
大阪市 スナック 実
大阪市 ひげ
大阪市 スナック ダブルボギー
大阪市 ルアナ
大阪市 みっきーずBAR
大阪市 GOTHAM
大阪市 アップスタート
大阪市 居酒屋 眞紀
大阪市 洋風居酒屋 一休
大阪市 club g'ela.Venus
大阪市 あっぱれ
大阪市 スナックケリー
大阪市 杏
大阪市 アマン
大阪市 ツイル
大阪市 メンバーズ さくら
大阪市 カラオケ喫茶 純
大阪市 エンジョイ
大阪市 スナック ミエ
大阪市 愛優花
大阪市 水谷
大阪市 酒房 一番亭
大阪市 成月
大阪市 なじみ
大阪市 CLOVER
大阪市 華束
大阪市 安兵衛
大阪市 鉄馬９４
大阪市 スナック 美吉
大阪市 風゜
大阪市 Juin
大阪市 スナック 美恵
大阪市 FLA－TTO４０
大阪市 FUKU
大阪市 カラオケバー BINGO
大阪市 HARu
大阪市 金運堂
大阪市 おにぎり居酒屋 居場所

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２０日公表分）
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大阪市 花水木
大阪市 美酒彩々 てっぺい
大阪市 チョアヨ
大阪市 クラブ山
大阪市 ころころ
大阪市 スナックGET
大阪市 青山
大阪市 セレネ
大阪市 ラウンジラタン
大阪市 OWL OSAKA
大阪市 The Room Inc
大阪市 アトリエスタ食堂
大阪市 レストランテ オーク
大阪市 PSYCREATION株式会社
大阪市 CLUB BELLA
大阪市 Sビジョン鶴橋
大阪市 メンバーズ RARE
大阪市 HAMACHI
大阪市 Dining Bar N
大阪市 焼肉 信玄
大阪市 すし萬あべのハルカス近鉄店
大阪市 聚点烤⻥
大阪市 おかげ家
大阪市 POPO北新地
大阪市 Bar filial
大阪市 アルグラッドザタワー心斎橋
大阪市 縁(えにし)
大阪市 Shotbar Cirque du HAT
大阪市 有家焼餅舗
大阪市 カフェ ソラーレ 心斎橋御堂筋店
大阪市 MECHA天保山店
大阪市 Amusement bar GB
大阪市 アレックスカルチャー
大阪市 矢野
大阪市 有限会社Jewelry DON
大阪市 ブカチョハイパー
大阪市 北海道 天王寺ミオ店
大阪市 株式会社クルーズ・ワールド
大阪市 サニースペース合同会社
大阪市 立食焼肉一穂
大阪市 CARAT by
大阪市 大衆食堂mitsuboshi
大阪市 しゃぶ陣
大阪市 浦江亭本店
大阪市 炭火焼直島 南堀江本店
大阪市 cafe&bar Pua MOANA
大阪市 Target Watch（ターゲットウォッチ）
大阪市 カムパネルラ
大阪市 立吞処 橋本
大阪市 アイアイアド・カンパニー大阪店
大阪市 La Baie
大阪市 LIBERTE
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大阪市 マキシマムクラブスパロウ
大阪市 ディリードゥースコーヒー
大阪市 焼肉宵緒
大阪市 有限会社サーヴィライン
大阪市 ＪＵＮネットサービス
大阪市 cafe sketch
大阪市 WELFARE
大阪市 焼きとりあいだ
大阪市 スタンドあいだ
大阪市 ココルーチェ
大阪市 有限会社 松屋
大阪市 ロイヤルセキュリティ株式会社
大阪市 株式会社壱屋
大阪市 成康
大阪市 TENICHI 上六店
大阪市 炭火居酒屋やまびこ
大阪市 株式会社グレース
大阪市 白雲台鶴橋駅前店
大阪市 CLUB宝地蔵
大阪市 ビューティーサロンR
大阪市 すっぴんカフェ＆バー なちゅらる
大阪市 ＢＡＲ ＣＲＹＳＴＡＬ
大阪市 ル・ゼフィール
大阪市 グリーンウィンドサロン
大阪市 昆北 大阪港 天保山店
大阪市 パペポカフェ
大阪市 居酒屋きやす亭
大阪市 CLUB ORI ONE
大阪市 ザ ブロードキャストショウ
大阪市 パーソナルスタジオrich
大阪市 ピラティススタジオ B&B肥後橋
大阪市 煮干しらーめん 玉五郎 黒門店
大阪市 レコーディングスタジオ  ガーデン
大阪市 ばっこ志
大阪市 株式会社ティーケーシートラベル
大阪市 シャルム本店
大阪市 ＨＹＰＥＲ Ｍ′ｓ
大阪市 ビデオ桃太郎 大阪阿倍野店
大阪市 KIRARI
大阪市 楊铭宇 黄焖鸡米飯
大阪市 ニュー桃太郎
大阪市 裏天王寺店大阪焼とんya TAYUTAYU
大阪市 ダイビングスクールホヌダイバーズ
大阪市 スナック いつか
大阪市 株式会社 カリス
大阪市 スマイル
大阪市 辻屋
大阪市 鳥友
大阪市 名前はまだない
大阪市 BAR Socket
大阪市 よしもとエンタメショップ
大阪市 Bel canto
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大阪市 セットサロンclear 
大阪市 カラオケ喫茶ローマ
大阪市 株式会社ホドジャパン
大阪市 黒花堂
大阪市 Bar 一般保護例外
大阪市 株式会社 事務パートナーズ
大阪市 鶴
大阪市 LiveHouse Arc
大阪市 レストハウスTSURE
大阪市 イルサローネ東住吉店
大阪市 株式会社すみれコーポレーション
大阪市 株式会社ちるどれんシアター
大阪市 錦
大阪市 アキプラン
大阪市 ITALIAN STAND GIGLIO ジリオ
大阪市 P-PARKSEIBU
大阪市 Live House OrtoLounge
大阪市 肉寿司自称 心斎橋店
大阪市 Bar芳芳カラオケ
大阪市 プローブ
大阪市 カラオケBOXファンファーレ
大阪市 moon
大阪市 創作バルアジト365
大阪市 小料理屋かざはな
大阪市 美望 Bibou
大阪市 CLUB GENIE
大阪市 寿々
大阪市 CROSS BEAT Hommach
大阪市 BAR akasen
大阪市 ファーストバー ラヴォアール
大阪市 &ONEbar
大阪市 ハナミズキ
大阪市 レスト
大阪市 居酒屋なかよし日本橋店
大阪市 AJ
大阪市 セレンディピティ
大阪市 snack yumiko
大阪市 BAR UDA
大阪市 野上道場
大阪市 スナック奈加乃
大阪市 九州もん
大阪市 トータルビューティーサロンRIMA天王寺駅前店
大阪市 BAR SIRITORI
大阪市 絲
大阪市 串ヤス
大阪市 BAR CROSS
大阪市 炭焼居酒屋もりを
大阪市 スナックさやねぇ
大阪市 Bar  Bean's 
大阪市 梅華皮
大阪市 ワインバーミヤ
大阪市 オリーブ
大阪市 Shi aｎ 

4 / 20 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２０日公表分）

大阪市 gl♂be
大阪市 屋台BARほーぶい
大阪市 MASTER'S
大阪市 Caress
大阪市 アノ
大阪市 玉や
大阪市 クラブレガロ
大阪市 Henrietta
大阪市 メンバーズこはる
大阪市 バーブラボー
大阪市 Ma-kun
大阪市 笑ってBAR HO-V
大阪市 炭火焼静
大阪市 感と間
大阪市 たこ焼き・鉄板焼 や～まん
大阪市 GAGA
大阪市 下町イタリアンぷちとまと
大阪市 精進 眞田丸
大阪市 バークラブクラブ
大阪市 えちごや
大阪市 Ring
大阪市 ダーツバーブラザー
大阪市 Lounge S
大阪市 SUCCESSOR
大阪市 食事酒処 いつき
大阪市 カラオケ喫茶のんのん
大阪市 Maju
大阪市 メンバーズ小坂
大阪市 Leana care
大阪市 AMUELE
大阪市 一万田
大阪市 virginiacreeper
大阪市 スナック チェリー
大阪市 コヨーテアグリ
大阪市 プルミエール
大阪市 パリ.ヌボ-
大阪市 さくら鮨
大阪市 うどん そば なかむら
大阪市 スナックなおみ
大阪市 坂町ハイカラ
大阪市 Bar sead
大阪市 元祖うまいもんや！
大阪市 DJ-BAR VANITY BOX
大阪市 お好み焼き・鉄板 バール ちえ
大阪市 ビビゴキッチン
大阪市 カラオケ村井
大阪市 やん音楽教室
大阪市 FINO Amo Tigre
大阪市 クロス
大阪市 BAR Alright!
大阪市 はじめ
大阪市 「美・健・癒・技」研究所
大阪市 スナック林檎
大阪市 Lily
大阪市 STSトラベル
大阪市 IRIETIME
大阪市 ニューミッキー
大阪市 BAR CREEK
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大阪市 スナック梅の木
大阪市 NUMBER8
大阪市 BAR WILD ANGELS
大阪市 おたまじゃくし
大阪市 紀月
大阪市 メロディー
大阪市 ラ ロッシュ
大阪市 Chot Bar 瑠杏
大阪市 Ｂａｒ Ｐｒｏｓ
大阪市 オヤユビジャパン
大阪市 BarFuku
大阪市 なにわ亭造
大阪市 やきとり一番千林駅前店
大阪市 ヴァンソヴァージュ 
大阪市 racconto
大阪市 お好み焼き お多幸
大阪市 ポワロ
大阪市 Up Beat
大阪市 伽羅
大阪市 居酒屋Bar 食べてっ亭
大阪市 LAUSBUB
大阪市 福島酒場
大阪市 ハピネス
大阪市 豊子さんのお惣菜
大阪市 STUDIO JUNKO
大阪市 たこ焼き専門店ふく福
大阪市 club-D
大阪市 楽 らっく
大阪市 蛸焼き・炭火満家
大阪市 LATHE
大阪市 さぶちゃん
大阪市 arch
大阪市 酒や
大阪市 リサイクル楽喜
大阪市 HIRO
大阪市 居酒屋とも
大阪市 studio S
大阪市 食彩のぐち
大阪市 栞寧
大阪市 ソレイユ
大阪市 メナードフェイシャルサロン長堀橋
大阪市 salon.de.feroni
大阪市 bar mahina
大阪市 MISA
大阪市 ペットサロン パック
大阪市 Barとみー
大阪市 Hair Clair きゃら
大阪市 パラダイス カラオケ
大阪市 Havana
大阪市 メナードフェイシャルサロン ジョリドゥマン
大阪市 ROOM.S
大阪市 salon   de 優
大阪市 立ち呑 香美
大阪市 居酒屋さくら
大阪市 Barまぁ～まぁ～…
大阪市 料亭 くれば
大阪市 神月
大阪市 匡ちゃん
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大阪市 南国系居酒屋Nuga
大阪市 焼肉上戸
大阪市 甘辛屋
大阪市 スタンド新町
大阪市 BAR STREGA
大阪市 フレンド
大阪市 M&Y
大阪市 il luogo di TAKEUCHI
大阪市 大家
大阪市 MELROSE
大阪市 スナック のんべえ
大阪市 遊びませふ あやや
大阪市 SMALL-LIGHT
大阪市 味いちもんめ
大阪市 FAT MOTHER
大阪市 カラオケ三昧 りおん
大阪市 J's FACTORY
大阪市 アイドルワイルド
大阪市 MUSE
大阪市 HELLO会議室
大阪市 Cierto
大阪市 ANNEX WIN
大阪市 炭火焼肉 銅羅
大阪市 ぷりん
大阪市 nail&eyelash R
大阪市 一寸亭
大阪市 kushiage010
大阪市 居酒屋 より道
大阪市 BAR GRENCE
大阪市 BAR.8982
大阪市 Bar Spillare
大阪市 梓
大阪市 療法治療美容クリニックラボ48
大阪市 スナック オールイン
大阪市 アジュール
大阪市 メイキッス
大阪市 タイ古式マッサージ タイ式美容整体 メーナーム コーン
大阪市 ARK
大阪市 YOUTH
大阪市 VALENTINE
大阪市 A-LINE
大阪市 囲碁倶楽部 未来
大阪市 東昇園
大阪市 メナードフェイシャルサロン磯路店
大阪市 スワロウテイル2
大阪市 よもぎ蒸し+経絡ボディケア オアシス
大阪市 URARA
大阪市 歌声喫茶＆小劇場「ほっとすてんしょん」
大阪市 福家
大阪市 マイクマン
大阪市 料亭 貴久
大阪市 ラーメンマン
大阪市 ラウンジうづ貴
大阪市 アートとごはんのbar ビー玉と空 アクアゲート
大阪市 らくらく整体にしかわカイロプラクティック
大阪市 THE PUB
大阪市 Woman’ｓ Bar W
大阪市 つるまる備後町店
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大阪市 Fooding Bar  Ruelle
大阪市 マルルエウルル
大阪市 ルトゥール
大阪市 瀬戸
大阪市 White
大阪市 Ｂａｒ Ｒｕｓｈ
大阪市 栞
大阪市 mr.kanso 東淀川駅前店
大阪市 BAR SUIKYO
大阪市 カラオケZ
大阪市 STORY
大阪市 スナック クエスト
大阪市 料亭鳴門
大阪市 BlueDaisy 
大阪市 勝や
大阪市 PRIMO PASSO
大阪市 Seven For
大阪市 ナイトインKAKO
大阪市 マゼ麺ドコロ ケイジロー
大阪市 BLUEBERRY HILL
大阪市 Ｂａｒ Ｓａｌｕｄ
大阪市 BarCrimson
大阪市 ＢＢ
大阪市 Deux Soeurs
大阪市 BAR NARITA
大阪市 スナックゆう
大阪市 アクア
大阪市 Bamboo
大阪市 まじっくぽいんと
大阪市 BAR OVER DRIVE 
大阪市 ＨＵＳＫＹ
大阪市 すなっくR
大阪市 紫
大阪市 酒肆 由芽
大阪市 Vampire
大阪市 ニューアナバ
大阪市 CLUB LHOTSE
大阪市 おいで
大阪市 Bar Allie
大阪市 藤田観光 クラブ有馬
大阪市 RELAFULL
大阪市 Bar Color
大阪市 カラオケ喫茶店あかい花実
大阪市 クラブ ラフィーネ
大阪市 ラウンジ 碁点
大阪市 バー Rabbits
大阪市 BAR RISE
大阪市 みほ
大阪市 夢花
大阪市 Zeal
大阪市 Barプカプカ
大阪市 hang over
大阪市 elsur
大阪市 ＺＺ ＢＡＲ
大阪市 吉乃
大阪市 松風
大阪市 藏識
大阪市 明日香
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大阪市 STARLIVE U6
大阪市 焼肉ソムリエ 萬樹亭
大阪市 club MODE
大阪市 snack Ruby
大阪市 Club Marin
大阪市 CLUB Fino
大阪市 club AMIA
大阪市 ぱっくす
大阪市 ラウンジ スマイル
大阪市 Ｂａｒ漢気
大阪市 cafe&bar旅人の家
大阪市 よろしく
大阪市 Bar 禁じられた遊び
大阪市 CONNECT
大阪市 BAR幸福大魔王II
大阪市 あやぐ
大阪市 Bar M
大阪市 キャビン
大阪市 GAYAⅡ
大阪市 Bar 6 six
大阪市 ラウンジ桜花
大阪市 クラブ壇
大阪市 Peace
大阪市 スナックるんるん
大阪市 青春萬
大阪市 メナードフェイシャルサロン鶴橋店
大阪市 朱美
大阪市 はがくれ
大阪市 K.C
大阪市 NEW  案山子
大阪市 Ｋ'ｓ(ケーズ)
大阪市 串かつ処 たちばな
大阪市 アニプラカフェ工房NT-BASE
大阪市 barW
大阪市 カラオケステージ カモン
大阪市 リフレシュ空間 癒プロ
大阪市 Bar  Active
大阪市 雀グルポケット
大阪市 DARSHAN Yoga&Wellness
大阪市 Bar V
大阪市 猫カフェにあにゃあ
大阪市 のんちゃん
大阪市 Talisman  No.1
大阪市 ラウンジグレース二世
大阪市 bar MIZU溜
大阪市 ＮＯＷ
大阪市 あいはら
大阪市 いないいないBAR
大阪市 BARキネマトス
大阪市 vin voyage
大阪市 ＢＡＲ ＳＡＬＴＯ
大阪市 STANDING BAR H
大阪市 SAVE CAT CAFE
大阪市 ファイブスター
大阪市 ななはち
大阪市 メンバーズラウンジ スピア
大阪市 ZEN
大阪市 Music Live&Bar Garth
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大阪市 ぽっちゃりBARTONE
大阪市 居酒屋 啓ちゃん
大阪市 ＬＡＰＩＳ
大阪市 パーソナルジム REACH STUDIO
大阪市 カラオケ喫茶くるみ
大阪市 ラウンジ シュアーブ
大阪市 ラウンジ童夢
大阪市 スナック Az
大阪市 タマネ
大阪市 snack咲
大阪市 コンパ
大阪市 ちょっとＢＡＲ ＳＵＮ
大阪市 M4
大阪市 BARランチキ
大阪市 snack kana
大阪市 Snack Muse
大阪市 サーティ.フォーティ
大阪市 パティオ
大阪市 ＣＬＵＢHAREM
大阪市 酒井羊一写真事務所
大阪市 bar ぱんだ
大阪市 Architect
大阪市 サングリエヨシミ
大阪市 洋酒 くろしお
大阪市 DENOMERU
大阪市 coco by MIKADO
大阪市 チョイス
大阪市 うたいばー
大阪市 BAR has sun
大阪市 カラオケ喫茶 佳延
大阪市 カラオケ new F・A
大阪市 club Doll
大阪市 shisha cafe fumus
大阪市 聚楽
大阪市 月の雫
大阪市 LinkLink
大阪市 ｇｒａｃｅ
大阪市 ホワイトラベル
大阪市 北沢長衛
大阪市 Tsubaki ツバキ
大阪市 メナードフェイシャルサロンカルムノア
大阪市 WOW
大阪市 長安
大阪市 銀の鈴
大阪市 居酒屋まねきねこ
大阪市 カラオケルームリズム
大阪市 MixBarEviL
大阪市 Lily
大阪市 chez toi et chez moi
大阪市 Ankh
大阪市 SALON NANA
大阪市 喫茶ミエ
大阪市 ラウンジZOO
大阪市 LichT 
大阪市 サテンヴェール
大阪市 カラオケ広場ねこ
大阪市 立呑みBAL MAMAS and PAPAS
大阪市 カラオケ竹
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大阪市 あしあり
大阪市 小料理BAR気まぐれ直三
大阪市 ピュア
大阪市 Tidy
大阪市 244
大阪市 インドレストラン カフェ＆バー ＢＩＮＤＵ
大阪市 Lapin
大阪市 Lounge808
大阪市 スナック 俊
大阪市 mark
大阪市 NEXUS
大阪市 あくび
大阪市 家風料理想い
大阪市 TOMO'S  BAR
大阪市 member's京
大阪市 141
大阪市 salon de アンジュ
大阪市 幻
大阪市 きんぐだむ
大阪市 二升
大阪市 知嗎bar
大阪市 QUEEN
大阪市 モカラ
大阪市 プレジャー
大阪市 BAR CASK
大阪市 Win'Ⅱ
大阪市 KARAOKE BAR SHANTI
大阪市 ＢＡＬＬＯＯＮ
大阪市 びふぁいん
大阪市 いいね！
大阪市 ロッキンシティ
大阪市 Bar KOSATEN
大阪市 カラオケスナック「もこ」
大阪市 スナック ポポロ
大阪市 ゴリノス
大阪市 あたみ
大阪市 ラウンジFOREVER
大阪市 RUBY
大阪市 Meat Room
大阪市 インフィニティー
大阪市 スナック愛サラン
大阪市 Bar king
大阪市 Ｄｏｕｂｌｅ Ｈｅａｒｔ
大阪市 ＰＡＮＧＡＲＡＰ ＰＵＢ （フィリピンパブ パガラフ）
大阪市 Bar GON
大阪市 伊呂波
大阪市 アルカンジュ
大阪市 スナック愛
大阪市 ジーク
大阪市 selfish
大阪市 与太ばなし
大阪市 ANEMONE
大阪市 亜矢
大阪市 Amigo
大阪市 RainyPearl
大阪市 フォックス
大阪市 マイティ・ルゥ
大阪市 cafe&bar SPLASH
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大阪市 Bar KreA
大阪市 Groda
大阪市 スペースラウンジトミー
大阪市 BAR LOUNGE M
大阪市 スナックちゃku
大阪市 カラオケ 蘭
大阪市 カサブランカ
大阪市 まやかし
大阪市 The dolphins bar
大阪市 姫島百番
大阪市 スナックまち子
大阪市 ふぐ天神 西田辺店
大阪市 にほん酒や一路
大阪市 BLOOMIN
大阪市 おかずバー文月
大阪市 Aloalo
大阪市 べティーのマヨネーズ
大阪市 スナックカラオケぶすのひーちゃん
大阪市 スナック ジュン
大阪市 Dolphin
大阪市 chair
大阪市 BAR ＰAＮＣＨ ＬＩＮＥ
大阪市 BAR波波
大阪市 湊 the  ＢＡＲ
大阪市 北浜 丁子
大阪市 Sleazy J
大阪市 PLAY OFF
大阪市 kitchen & bar  花
大阪市 casualbar0996
大阪市 壱信
大阪市 ラニ
大阪市 ファン・サパロット
大阪市 ムーンリバー
大阪市 和風カラオケ ゆう香
大阪市 保護犬カフェ東道頓堀
大阪市 KINACO
大阪市 カラオケ喫茶メロディー
大阪市 山寺和尚のお店 古髙
大阪市 来夢
大阪市 オールデイズ
大阪市 ビーボックス 平野店
大阪市 BAR GRAND
大阪市 LAFTEL
大阪市 UNITY LIVE LOUNGE
大阪市 心壱岐
大阪市 ＬＯＬ
大阪市 かれん
大阪市 vivi
堺市 しぐれカラオケスタジオ
堺市 カラオケスタジオドマニー
堺市 ＢＡＲカンカン
堺市 鈴の音
堺市 三拍子 姫
堺市 カラオケ ゆめ
堺市 Dr.X 堺店
堺市 サンメイトスポーツショップ
堺市 MINATO
堺市 Kids Duoなかもず
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堺市 創作イタリアン丹治
堺市 個別指導学院ヒーローズ堺市駅前校
堺市 楓林閣 
堺市 サロン ステップスコーポレーション
堺市 鉄板焼きcafe&bar Cheers
堺市 SUPERCOSMO上野芝店
堺市 トマト２
堺市 cyaan
堺市 メナードフェイシャルサロンPualani
堺市 こぶた
堺市 195
堺市 華蓮
堺市 Slove
堺市 DIXIE CHICKEN
堺市 メナードフェイシャルサロン向ヶ丘南
堺市 やきとりよろこんで
堺市 DARUMA
堺市 フェイシャルサロンカリス
堺市 クラブ貴美
堺市 メナードフェイシャルサロン深井清水店
堺市 ニューロン
堺市 snack bar monica
堺市 新エースクラブ
堺市 和牛処けーちゃん
堺市 メナードフェイシャルサロンコラリナ
堺市 酒彩A’s(アズ)
堺市 メナードフェイシャルサロンcopinetomo
堺市 メナードフェイシャルサロンなかもず駅南店
堺市 ショットバーワヤン
堺市 スナックSummer.K
堺市 島唄ライブみーくん
堺市 音彩
堺市 カラオケ  ユウ
堺市 スナック ヴィンチ
堺市 スナック メグ
堺市 浪漫
堺市 メナードフェイシャルサロン KALAPAUOLE（カラパウオレ）
堺市 モンスター
堺市 つみきの家
堺市 スナック洋子
堺市 川久
堺市 カラオケ酒場 ももじり
堺市 エステサロン CINTA
堺市 Night space 祭
堺市 Gussan
堺市 Soleil
堺市 GOLD
堺市 カラオケ喫茶&スナックノン
堺市 MEW（みゅう）
堺市 cherry blossom
堺市 ぶらんぶらん
堺市 学研土塔町教室
堺市 R2c2
堺市 スポテッドホース・クラフト
岸和田市 スナック ロマン
岸和田市 １２３春木ラパーク店
岸和田市 中国酒菜 暢暢
岸和田市 だんじり衣裳大阪屋
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岸和田市 KENBOW
岸和田市 公文式東ヶ丘教室
岸和田市 フェアリーズ
岸和田市 じゅじゅ
岸和田市 マドモアゼル
岸和田市 ステレオ
岸和田市 バッカス
岸和田市 Sports Bar YASUKE
岸和田市 Ladies Bar Darling
岸和田市 Jewel
岸和田市 カラオケ Hiro.87
岸和田市 エステティックサロンジェイ
岸和田市 Loa
岸和田市 むじゃき
岸和田市 Sun's Care
豊中市 おつまみ酒場 てんやわんや
豊中市 スナック シュガー
豊中市 スナック向日葵
豊中市 カラオケ居酒屋 絆
豊中市 六源 豊中店
豊中市 スナックTSUKASA
豊中市 メナードフェイシャルサロン服部南町
豊中市 メナードフェイシャルサロン春日町二丁目
豊中市 zovy bar
豊中市 じゅじゅ庵 服部店
豊中市 メナードフェイシャルサロン少路北
豊中市 メナードフェイシャルサロン長興寺
豊中市 メナードフェイシャルサロン豊中庄内西
豊中市 カリトロ豊中店
豊中市 PANDA
豊中市 ボン
豊中市 夢二
豊中市 伊座賀矢・カラオケ 姫
豊中市 ラウンジ誉
豊中市 カラオケスナックるんるん
豊中市 Shot Bar J
池田市 カラオケスナック オンリー
池田市 ヨガスタジオCORE
池田市 RUDY
池田市 別宮
池田市 手作りの店むげん
池田市 Rusk
池田市 よこしまらくだ
池田市 Ｐｏｌｌｉｔｏ
池田市 ほの香
池田市 メナードフェイシャルサロン池田天神南店
池田市 56sBAR
池田市 デリシャスバーNY
吹田市 焼肉阿蘇
吹田市 ラウンジ シェル
吹田市 松阪牛麺 吹田店
吹田市 株式会社ESP VIRGIN
吹田市 おいしんぼ
吹田市 ＦＳＡ株式会社
吹田市 大宝観光株式会社
吹田市 カラオケBar仁★J IN★
吹田市 サントリーオールドバー江坂
吹田市 Alice
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吹田市 ブラボー
吹田市 カラオケ喫茶コスモス
吹田市 BAR BUZZ
吹田市 公文式豊津第一小北教室
吹田市 バレンタイン
吹田市 ひょうたん
吹田市 ふぐ釜
吹田市 ラケットプラザ江坂店
吹田市 カラオケ喫茶 かず
吹田市 カトレア
吹田市 メナードフェイシャルサロンプレシャスパーム
吹田市 Honey-Bee
吹田市 カラオケバーきんぎょ
吹田市 朱華
吹田市 ふぁみりーぱぶ ティアラ
吹田市 大阪EMI 新芦屋教室
吹田市 麻雀ナナ
吹田市 chick field
吹田市 アニバーサリー
泉大津市 カラオケ ありんこ
泉大津市 スイングソング雅みやび
泉大津市 居酒屋ぐでんぐでん
泉大津市 グラッツィエ
泉大津市 カラオケ あむりる
泉大津市 アトリエかりん
泉大津市 ジョワイユ Ｊｏｙｅｕｘ
泉大津市 Whitone
泉大津市 Club Leone
泉大津市 UPTOWN
泉大津市 SEVEN R
高槻市 スナックチェリー
高槻市 スナック さくらん
高槻市 まことや
高槻市 ブロッサミングキッズイングリッシュスクール
高槻市 手もみ屋 たんとん  アクトモール店
高槻市 メナードフェイシャルサロン日吉台カンナ
高槻市 エステサロンマカリイ
高槻市 ハウスろく
高槻市 Reborn
高槻市 MIX bar Ｋ.s
高槻市 おばんざいちょう
高槻市 night Ageha
高槻市 メナードフェイシャルサロン高槻栄町南店
高槻市 Asian Kitchen LUNA
高槻市 えみ
高槻市 ぶ～めらん
高槻市 スナック ちょっとあのへん
高槻市 DUKEBAR
高槻市 VIRGO
高槻市 BEGIN
高槻市 スナックあき
貝塚市 奥水間温泉
貝塚市 焼肉あみ
貝塚市 Lounge glittter
貝塚市 メナードフェイシャルサロン水間寺前
貝塚市 BARぶう
貝塚市 メナードフェイシャルサロン塚東山店
守口市 カラオケ ステージ ひとみ
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守口市 Fresh Fruit Bar Hua
守口市 LiveCafeKs
守口市 ヴィンテージ
守口市 スナックマミー
守口市 しろくまドーナツ
守口市 カラオケ喫茶 ビアン
守口市 NOA
守口市 Circadian
守口市 Betty
守口市 やっこ
守口市 Ace
守口市 萩
守口市 ｌｏｕｎｇｅ ＆
枚方市 唄処おれんじ
枚方市 トータルエステティックサロン VINOMI
枚方市 インド料理サフラン
枚方市 喫茶＆スナック・ローレル
枚方市 chakimusic
枚方市 レストラン西本
枚方市 beauty salon Cure
枚方市 オフィス カンパニュラ
枚方市 Mare
枚方市 麻雀 リキ
枚方市 Bar gram
枚方市 BATCHI
枚方市 ラウンジ ラジャー
枚方市 やたい
枚方市 まき
枚方市 Store house
枚方市 スナックJOY
枚方市 とまり木
枚方市 カラオケお茶め
枚方市 ブルーローズ
枚方市 麻雀処 癒庵
茨木市 喫茶らうんじ 窓
茨木市 カラオケ喫茶 蘭
茨木市 Funny
茨木市 スナック きまぐれ
茨木市 オルセーカラオケ
茨木市 洋食ダイニングKIYO
茨木市 ソシオ西店
茨木市 lounge Ciel
茨木市 ポンパピエロット
茨木市 スナック 結
茨木市 カラオケ喫茶ひまわり
茨木市 MINAMI GOLF ACADEMY
茨木市 A-Style
茨木市 ザ パッカー
茨木市 カラオケ 「ルナ」
茨木市 Precieuxse.endroit
茨木市 気まぐれ屋
茨木市 K's HIRO
茨木市 鉄板焼 きた
茨木市 スワロー
茨木市 Bar Blue Ocean
茨木市 珉龍
茨木市 MEXICAN BAR YAK
茨木市 Bar G
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茨木市 麻雀クラブ 泉
茨木市 キッチンファーム
茨木市 カラオケ奈津子
茨木市 GLUCK
茨木市 お食事処さかえ
茨木市 RAFFINO
八尾市 Rーアールー
八尾市 カラオケ 真ちゃん
八尾市 すなっく ウィング
八尾市 かおり
八尾市 BAR U
八尾市 イケダスポーツ
八尾市 串焼酒場あいだ
八尾市 西洋堂
八尾市 ちょっと酒肴でんで
八尾市 ラヴリー
八尾市 酒房平安
八尾市 カラオケギャラリー
八尾市 晴子
八尾市 Bar Amrita
八尾市 MERIA～メリア～
八尾市 カラオケ喫茶 またね
八尾市 寿華
八尾市 心愛
八尾市 とんとん
八尾市 Snack Sky
泉佐野市 炙り居酒屋やみいち
泉佐野市 Large
泉佐野市 BAR cherie
泉佐野市 カラオケ club NOVA
泉佐野市 メナードフェイシャルサロン泉佐野上町
泉佐野市 カラオケ居酒屋愛ちゃん
泉佐野市 oddcurry
泉佐野市 マイクバーちゃんたろ
泉佐野市 PARATI
泉佐野市 TIARA
泉佐野市 いずみうどん
富田林市 カラオケ ノン
富田林市 公文書写 寺池台１丁目教室
富田林市 Nail y'S
富田林市 MEDAKA
富田林市 Sakura Bellydance Studio
富田林市 MAP Cafe
富田林市 カラオケステ－ジ ロ－ズ
寝屋川市 カラオケダイニングTWO
寝屋川市 エステサロンオアシス
寝屋川市 カラオケ かすが
寝屋川市 ＳｅｖｅｎＳ
寝屋川市 スナックミュー
寝屋川市 肉躍家
寝屋川市 スナック高山
寝屋川市 メリーコング英会話
寝屋川市 カラオケ 千明
寝屋川市 sakebarゆう
寝屋川市 evoL
寝屋川市 モンキートリック
寝屋川市 焼酎Bar いこか
寝屋川市 YOKORIデザインスペース
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寝屋川市 カラオケ喫茶 レーヌ
寝屋川市 スーサンⅢ
河内長野市 しっとう屋
河内長野市 炭火焼肉食神苑河内長野店
河内長野市 喫茶カラオケプッチエル
河内長野市 カラオケスタジオ雄峰
河内長野市 カラオケ喫茶トパーズ
松原市 和楽呑 月うさぎ
松原市 Caffee bar Boo
松原市 カラオケＺＥＲＯ
松原市 メナードフェイシャルサロン松原立部代行店
松原市 メナードフェイシャルサロンキヤーロ
松原市 カラオケ喫茶 笑馬
松原市 Sunflower/wara
松原市 すなっく ひよこ
松原市 リンパマッサージ松本
松原市 プライベートサロン ＦukuNail
大東市 居酒屋 騏驎 ここだ家
大東市 居酒屋 灯り
大東市 さくら
大東市 味覚散歩・晴れ家
大東市 呑み処 展
大東市 ほっこりや ぃろは
大東市 ガールズバー セルフィッシュ
大東市 AppleMoM
和泉市 Cafe&Bar San Remo
和泉市 アリス
和泉市 夢乃
和泉市 72chai-makka
和泉市 月光
和泉市 宝
和泉市 スナック バッカス
和泉市 HAPPYRUN株式会社
和泉市 メナードフェイシャルサロン和泉伏屋店
和泉市 カラオケ 裕
和泉市 メナードフェイシャルサロン上代町店
和泉市 カラオケスタジオKI
和泉市 BLACKベリー
和泉市 創作和食きんぐ
和泉市 しらかば
和泉市 リフレフェアリー
和泉市 メナードフェイシャルサロン葛の葉代行店
和泉市 BAR ZETTON
和泉市 愛待草
和泉市 サンドベージュ
和泉市 スナック パルパロ
和泉市 HARRY
和泉市 Chopard
箕面市 みのおボウル
箕面市 Reward
箕面市 矜恃塾
柏原市 巍桜流拳法 本部道場
柏原市 ティアラ
柏原市 すまいる
柏原市 さくら
柏原市 プーデルドッグサロン
羽曳野市 スナック 赤坂
羽曳野市 3Beam warung
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羽曳野市 クラブ マーメイド
羽曳野市 カラオケ 智
羽曳野市 スナック エリカ
門真市 居酒屋 三島
門真市 唄い処神楽
門真市 しあわせ歌くらぶ ゆみか
門真市 創作バル レオン
門真市 F our's
門真市 snack YUKI
門真市 ファミリー
門真市 ラウンジ縁
門真市 喫茶ルビー
門真市 first
門真市 BAR GRACE
門真市 聴 香
門真市 Stephanie
門真市 おしゃべりbar BiTon ～美豚～
門真市 カラオケ酒場幸
門真市 カラオケチロリン
門真市 カラオケ実る
門真市 Surreal
門真市 居酒屋BARけむり 
門真市 アリス・サーティーワン
摂津市 はや
摂津市 パブラウンジ グラス
摂津市 創伸学塾
摂津市 メナードフェイシャルサロン千里丘1丁目
高石市 酒菜 わるん warung
高石市 カラオケスナックゆうみん
高石市 MIST
高石市 EN
藤井寺市 カラオケyan´s
藤井寺市 春日
藤井寺市 ミク カラオケ
藤井寺市 KDFダンススタジオ
藤井寺市 すずなり  
藤井寺市 Bar-ZIL
東大阪市 焼とり こうちゃん
東大阪市 カラオケ喫茶 ジュリアン
東大阪市 スナック DON
東大阪市 大優飯店
東大阪市 居酒屋まねき
東大阪市 居酒屋まる人
東大阪市 MJG整体院東大阪若江岩田院
東大阪市 VOLAGE
東大阪市 BAR縁
東大阪市 カラオケスナック  どんどん
東大阪市 かちのら
東大阪市 Bar FUNHOUSE26
東大阪市 Lecoeur
東大阪市 大関屋
東大阪市 お好み焼 太田
東大阪市 まあじゃん ブラボー
東大阪市 貴里ノ介
東大阪市 ＪＥＭ
東大阪市 しおり
東大阪市 ヒーリングカフェ＆バーplug point
東大阪市 night in fine
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東大阪市 Kana
東大阪市 カラオケ シャ・ラ・ラ
東大阪市 OKADA BAR
東大阪市 チング
東大阪市 スナック秋桜
東大阪市 シャンクレール
東大阪市 スリーナイン
東大阪市 ドンキング
東大阪市 カラオケ喫茶 こもれ美
東大阪市 カラオケ喫茶 るんるんるん
東大阪市 スナック ふぃっと
東大阪市 スナック南
泉南市 ホルモン焼大桝
泉南市 MICO  Esthe salon
泉南市 マイルド
泉南市 メナードフェイシャルサロンChatteMignonne
四條畷市 そば処 こばやし
四條畷市 Blue Bee
四條畷市 ソウルキッチン
四條畷市 スナック蓮
四條畷市 みやこ
四條畷市 カフェ＆バーmint
交野市 Merci
交野市 ドッグハウスclover
交野市 カリーノ愛
交野市 吉向松月
大阪狭山市 香瑞
大阪狭山市 カラオケたろう
阪南市 串かつくいしんぼう
阪南市 ドリーミー
阪南市 ラ、ベルメール
阪南市 一番星
阪南市 煌７
阪南市 和の郷 祭歌
忠岡町 メナードフェイシャルサロン忠岡馬瀬
忠岡町 猫カフェいかろす
熊取町 メナードフェイシャルサロン蘭
田尻町 カラオケ喫茶・一品 はぴねす
岬町 焼肉じゃりン子
岬町 ホテル龍吉
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