
（最終）

※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】

施設の所在地 施設の名称
法人名

（個人事業主は商号又は屋号）

HEAVENSKITCHEN BOOST BAR HEAVENSKITCHEN

らーめん亀王　京橋店 大真実業株式会社

ゴールデン玉川 ゴールデン玉川

串カツ酒場　福島店 串カツ酒場　福島店

桜屋 桜屋

鉄板 Dining 新井 鉄板 Dining 新井

鉄板食堂はち 鉄板食堂はち

鯛出汁らーめん　琴ね　西九条店 大真実業株式会社

濱寿司 株式会社　濱寿司

コメダ珈琲店　四ツ橋新町店 コメダ珈琲店　四ツ橋新町店

ころころ亭桃梦 ころころ亭桃梦

サランチェ江戸堀 株式会社サランチェ

チェディルアン北堀江本店 ワールドプロテクター株式会社

ムガル本町店 株式会社エス・エー・グループ

市松庵 市松庵

旨酒楽食　うえの 有限会社セットアップ・プランニング

大野DOJYO 大野道場株式会社

狸狸亭　南堀江店 狸狸亭　南堀江店

麻雀コマツ 麻雀コマツ

立呑処オオサワ 株式会社大沢本店

ONESHOTDOWN ONESHOTDOWN

スナック　VICTORY スナック　VICTORY

MARUFUJI CAFÉ　天王寺北口店 Smile5 株式会社

ワールドウィング大阪上本町 株式会社ラ・クゥ

焼鳥　吉鳥 焼鳥　吉鳥

川与祢 川与祢

狸狸亭　玉造店 狸狸亭　玉造店

鳥貴族　上本町店 株式会社SENSACION

炉ばた焼　わすれ茶屋 株式会社　杏花村

BAKE PIZZA NFC TEKKEN 株式会社小野料理研究所

イーソー難波店 有限会社ワンダーキッズ

鳥貴族　大国町店 株式会社ウィン

大阪市西淀川区 喜久一 喜久一

大阪市大正区

大阪市天王寺区

大阪市浪速区

高機能換気設備等導入支援補助金採択者一覧

大阪市都島区

大阪市福島区

大阪市此花区

大阪市西区

大阪市港区



【順不同】

施設の所在地 施設の名称
法人名

（個人事業主は商号又は屋号）

イタリア料理とんがらし イタリア料理とんがらし

いづつ いづつ

炭火焼鳥　心 炭火焼鳥　心

鳥貴族　上新庄店 株式会社ウィン

本格炉端海鮮串焼き　八八 株式会社 Eight Dining

Ｇバー 森ノ宮レジャービル

ORION 森ノ宮レジャービル

SNACKCoCo 森ノ宮レジャービル

SNACK愛サラン 森ノ宮レジャービル

うお家猫八 株式会社 PROJECT　BY

カラオケスナックもこ 森ノ宮レジャービル

さっちゃん 森ノ宮レジャービル

スナック綾 森ノ宮レジャービル

ふり～じぁ 森ノ宮レジャービル

ヨネザワ鶏肉店 株式会社川口

れん 森ノ宮レジャービル

和牛処なかざき 和牛処なかざき

BAR　アジト ラビットビル

One-Ju ラビットビル

いざかや　かなや オーク今里

おでん食堂　藤原 オーク今里

カラオケスナック　リーリエ ラビットビル

まことや誠寿司 まことや誠寿司

ラウンジ　わがまま ラビットビル

大阪市旭区 ＢＡＲ　ＳＣＡＲＬＥＴＴ ＢＡＲ　ＳＣＡＲＬＥＴＴ

大阪市城東区 山葵 山葵

イタリア料理　CIBI イタリア料理　CIBI

狸狸亭　西田辺店 狸狸亭　西田辺店

フローレンス　あびこ本店 株式会社フローレンス

まるよし まるよし

幸 有限会社幸

鮮魚Bar 創's Style 株式会社　松創

道場　西中島店 株式会社安保道場

炉ばた焼　船番所 株式会社　杏花村

びっくりドンキー住之江店 ワイ・テイ・ワイ産業株式会社

鳥貴族　住之江公園店 株式会社SENSACION

舞華 舞華

大阪市東淀川区

大阪市東成区

大阪市生野区

大阪市阿倍野区

大阪市住吉区

大阪市東住吉区

大阪市淀川区

大阪市住之江区



【順不同】

施設の所在地 施設の名称
法人名

（個人事業主は商号又は屋号）

大阪市平野区 ころころ亭 ころころ亭

ANTARES 株式会社ウォーターリリィ

ATOM-UMEDA 株式会社サンサンシステム

C.cafe ケルビムクリエイト　C.cafe

イーソー梅田店 有限会社ワンダーキッズ

かんろ天六店 株式会社イデア

キッチンアンドバーZEN キッチンアンドバーZEN

しまなみふれんちMurakami しまなみふれんちMurakami

ビストロとんとろすぶた　そら ビストロとんとろすぶた　そら

らーめん亀王　阪急東通り店 大真実業株式会社

ロジュマンタワー大阪天満橋　コミュニティールームロジュマンタワー大阪天満橋管理組合

串樽 串樽

妻味 妻味

車　北新地店 株式会社イデア

酒の奥田 株式会社奥田

寿司春駒本店 株式会社服部春駒

春駒　支店 株式会社服部春駒

扇町和庵　青空 扇町和庵　青空

天麩羅とお蕎麦　三輪 株式会社三輪

博多ラーメンげんこつ梅田店 株式会社 博多ラーメン げんこつ

北新地 Bar B-TRIP ＦｉＢ株式会社

立ち呑み・居酒屋　ちひろ 立ち呑み・居酒屋　ちひろ

炉ばた焼　網衆（やんしゅう） 株式会社　杏花村

炉ばた焼　網場（やんば） 株式会社　杏花村

ATOM ATOM

Beer&Bar　ＮＯＬＡ Beer&Bar　ＮＯＬＡ

Da' fronte　（ダ・フロンテ） 本町第２今岡ビル

FANJ twice 有限会社ミンクス

GHOST ultra lounge 株式会社AZURE

Go For It CrossFit Kitahama アスリート株式会社

Go For It CrossFit Shinsaibashi アスリート株式会社

lounge en 本町今岡ビル

Noomo 本町第２今岡ビル

NORTH HAMAR 遠山商事株式会社

OSAKA　MUSE アームエンタープライズ株式会社

shiny 株式会社サンサンシステム

うどんちり本家　にし家本店 株式会社にし家

大阪市北区

大阪市中央区



【順不同】

施設の所在地 施設の名称
法人名

（個人事業主は商号又は屋号）

お好み焼き　ArAkA 北浜本店 お好み焼き　ArAkA 北浜本店

カプリラ 本町今岡ビル

しゃぶ亭心斎橋店 株式会社奥村実業社

スターライト スターライト

スペイン食堂　La Oliva スペイン食堂　La Oliva

ばんしゃく屋ち 本町第２今岡ビル

ベティのマヨネーズ ベティのマヨネーズ

ムーンライト 本町第２今岡ビル

もつ彦　心斎橋ヨーロッパ通り店 もつ彦　心斎橋ヨーロッパ通り店

ユラリ 本町第２今岡ビル

らーめん亀王　森ノ宮店 大真実業株式会社

るびぃ 本町第２今岡ビル

レストラン乃呂 レストラン乃呂

一喜 一喜

海鮮屋台　おくまん　天満橋店 株式会社こうむら

歓山 歓山

喫茶ぶどうの木 本町第２今岡ビル

周防町シャンブル 株式会社ラ・ヴィーニュ

焼鳥ササキ 株式会社ササキ

大和屋本店 株式会社大和屋本店

肉匠さくら 有限会社三ちゃん広田

北浜　鳥匠Ren 株式会社イデア

麻雀クラブ　サン 合同会社マニューバ

柚子や 本町第２今岡ビル

炉ばた焼　かくれ茶屋 株式会社　杏花村

炉ばた焼　力丸茶屋 株式会社　杏花村

餃子裏キオウ　谷九店 大真実業株式会社

Bar 57 アトムビル３～６階

Bar PROST Bar PROST

BU-BU アトムビル３～６階

Cloud アトムビル３～６階

Re:non アトムビル１～２階

StandingBAR 夢 StandingBAR 夢

オアシス アトムビル３～６階

ストロベリーシンドローム アトムビル１～２階

スナック　エナジ スナック　エナジ

ぜん アトムビル１～２階

大阪市中央区

堺市堺区



【順不同】

施設の所在地 施設の名称
法人名

（個人事業主は商号又は屋号）

ダルマ アトムビル３～６階

レオ アトムビル１～２階

一条 アトムビル３～６階

沖縄料理　かりぃー 有限会社英和建装

歌芳 アトムビル１～２階

居酒屋月詠 居酒屋月詠

上海料理　味亭 関西システム株式会社

石鍋料理　健 石鍋料理　健

南海グリル　堺みやざき館KONNE 株式会社　南海グリル

南海グリル　東店 株式会社　南海グリル

南海グリル　本店ビル　天兆閣別館 株式会社　南海グリル

味処もりもと アトムビル１～２階

友遊 アトムビル３～６階

堺市東区 ダイニングキッチン魚豊 有限会社　魚豊

すし炉端津久見 株式会社　津久見

ダイニングおくの ダイニングおくの

ショーガール 有限会社エス・ジーコーポレーション

びっくりドンキー泉北店 株式会社ビロー

ろばた　ちとせ ろばた　ちとせ

カフェ＆ビストロ Vous -ぶぅ- KEI

焼肉　萬輝 株式会社 萬輝

ShowBAR 昭和ホルモン

カラオケバーむらさき 昭和ホルモン

てっぱんセサミ てっぱん Sesame

マドモアゼル マドモアゼル

花小路 居酒屋　花小路

昭和ホルモン 昭和ホルモン

日本料理うおり 日本料理うおり

BAR GEAR BAR GEAR

Live House LIP2nd Live House LIP2nd

Lounge Mink 株式会社 plus mink

MJ MJ

とり琉　豊中本町店 とり琉　豊中本町店

ベルウッド ベルウッド

大吉　新千里南町店 大吉　新千里南町店

大吉　東豊中店 大吉　東豊中店

肉バル　29ヤネン 肉バル　29ヤネン

堺市堺区

堺市西区

堺市南区

堺市北区

岸和田市

豊中市



【順不同】

施設の所在地 施設の名称
法人名

（個人事業主は商号又は屋号）

豊中市 味処　祭 味処　祭

トゥルヌッソル トゥルヌッソル

家族亭南千里店 株式会社長禄

開運丸ラーメン吹田店 株式会社SUN

緑地スポーツクラブカリスタ 緑地スポーツクラブ株式会社

泉大津市 うお健ごちそう村 株式会社うお健

ＢａｒＳｅｖｅｎ ＢａｒＳｅｖｅｎ

feelbar 株式会社Milabo

アルカンジュ 千里ハウジング株式会社

うまいもんや大之介 株式会社大之介

カトマンドゥカリー　PUJA高槻本店カトマンドゥカリー　PUJA高槻本店

スナックゆうこ 千里ハウジング株式会社

ピアノラウンジ　アリュール ピアノラウンジ　アリュール

ラウンジ樹 千里ハウジング株式会社

ラミティエ 千里ハウジング株式会社

ルアナ 千里ハウジング株式会社

愛華 千里ハウジング株式会社

希望軒　高槻店 千里ハウジング株式会社

鶏さん 鶏さん

旬鮮　やました 株式会社Milabo

道場 千里ハウジング株式会社

麺閣 株式会社Milabo

よさこい本店 よさこい本店

四季食彩　いちず 四季食彩　いちず

CAFĒ＆BAR　笑 CAFĒ＆BAR　笑

串カツ居酒屋～笑～ 串カツ居酒屋～笑～

The Second BAR The Second BAR

WINE HOUSE SANOYA WINE HOUSE SANOYA

ステーキカッポー恒づね 株式会社　恒づね

ラウンジ円山 ラウンジ円山

ｃａｆｅなかちよ ｃａｆｅなかちよ

Ｃａｎｄｙ 株式会社　ビター

ＧＡＬＬＯ 株式会社　ビター

ＧＯＬＤ 株式会社　ビター

launge　藍 株式会社　ビター

ｍａｎａｍｉ 株式会社　ビター

枚方市

茨木市

守口市

吹田市

高槻市

貝塚市



【順不同】

施設の所在地 施設の名称
法人名

（個人事業主は商号又は屋号）

Precieuxse.endroit Precieuxse.endroit

Shines 株式会社　ビター

Sun Climb Sun Climb

ｙｕｋａｉ 株式会社　ビター

カフェレカ カフェレカ（CAFé LekkeR）

ラウンジゆか ラウンジゆか

阪急　次郎長 阪急　次郎長

炉端焼　いり新 炉端焼　いり新

和牛亭　仁 和牛亭　仁

こたや 株式会社　裕太朗水産

岡本 岡本

丸源ラーメン泉佐野店 株式会社ビロー

大阪王将　泉佐野安松店 株式会社 萬輝

富田林市 寿司・懐石　内海 寿司・懐石　内海

寝屋川市 修斗GYMS直心会 修斗GYMS直心会

河内長野市 旬素材dining近咲暮 旬素材dining近咲暮

松原市 創作揚げ工房　さんぽ さんぽ

Oeuf　Cafe　（ウッフカフェ） Oeuf　Cafe　（ウッフカフェ）

ロコマイカイフラ ロコマイカイフラ

春夏秋冬 春夏秋冬

末よし 末よし

まさはん亭 まさはん亭

居酒屋まるこん 株式会社まるこん

羽曳野市 丸源ラーメン羽曳野店 株式会社ビロー

高石市 カフェ　ピアチェーレ カフェ　ピアチェーレ

からあげ酒場　ゆうちゃん からあげ酒場　ゆうちゃん

屋台居酒屋　大阪　満マル　藤井寺店株式会社CENTER

呑み処　奈月 呑み処　奈月

ANNY（アニー） 株式会社幸司商事

café & Bar IRIS サンシャイン瓢箪山

Jupiter 株式会社幸司商事

La‣mer（ラメール） 株式会社幸司商事

MIX サンシャイン瓢箪山

na moon サンシャイン瓢箪山

New Type. 株式会社幸司商事

NO５ 株式会社幸司商事

OMARA 株式会社幸司商事

東大阪市

茨木市

八尾市

泉佐野市

和泉市

箕面市

藤井寺市



【順不同】

施設の所在地 施設の名称
法人名

（個人事業主は商号又は屋号）

SMILE（スマイル） 株式会社幸司商事

アンジェ サンシャイン瓢箪山

エルム サンシャイン瓢箪山

カラオケスナック恵 サンシャイン瓢箪山

カラオケゆみ サンシャイン瓢箪山

カラオケ愛 サンシャイン瓢箪山

シエルプリンセス サンシャイン瓢箪山

スナックトシ サンシャイン瓢箪山

ビリーブ 株式会社幸司商事

フェイク 株式会社幸司商事

ほろよい酒場ひびき サンシャイン瓢箪山

ラブリー サンシャイン瓢箪山

レストラン　シェノワ 有限会社パンプ

花園スペインバル　HEIZO 株式会社やまもと

五成家 五成家

巣 株式会社幸司商事

不真面目な宇宙人 株式会社幸司商事

大阪狭山市 和食居酒屋　おか田家 和食居酒屋　おか田家

べるでキッチン べるでキッチン

居酒屋　次郎長 居酒屋　次郎長

魚ダイニング　光 株式会社　光

熊取町 中国亭 中国亭

東大阪市

阪南市


