
市町村名 施設名称

大阪市 竜田屋
大阪市 居酒屋 幸の鶏
大阪市 新大正庵
大阪市 初代 鳥倖
大阪市 居酒屋 雅
大阪市 アロアロ
大阪市 鮨まつもと
大阪市 和楽 せき根
大阪市 十勝そば つざわ
大阪市 Ohana
大阪市 粋魚むらばやし
大阪市 まん月
大阪市 串カツ酒場天満店
大阪市 今日亭中崎店
大阪市 UTOGARIA
大阪市 遊遊戦隊ガキレンジャー
大阪市 ビューティー＆リラクゼーション Pure
大阪市 めし亭酒房佐海たちばな
大阪市 kick box style 福島
大阪市 カフェ マラッカ
大阪市 賢人
大阪市 千客万来まねきだこ アメリカ村店
大阪市 ドン・フランコ
大阪市 大衆酒場 敬丸
大阪市 清麺屋
大阪市 CRAFT BEER BASE
大阪市 成駒屋
大阪市 SAKE BAR 誉
大阪市 はじめてのパソコン・スマホ教室
大阪市 八剣伝深江橋店
大阪市 株式会社エキスパート
大阪市 炭火焼鳥まー坊
大阪市 Cafe&Bar POSH
大阪市 ヘヴン
大阪市 まんぷく亭 西中島店
大阪市 純国産馬肉専門店 縁馬 梅田堂山店
大阪市 山地
大阪市 ねぎ焼き もえぎ
大阪市 古着倶楽部
大阪市 寿司割烹しきの花
大阪市 髭猫娘
大阪市 アートアンドワイン
大阪市 焼 塩美屋
大阪市 居酒屋やまんそら
大阪市 海鮮居酒屋魚漁
大阪市 穂々恵み
大阪市 たんぽぽ
大阪市 バー・ロボ・ムーン
大阪市 なごみ家

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5月19日公表分）
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大阪市 Natural ViVi 梅田茶屋町店
大阪市 パーソナルスタジオHappiness
大阪市 合同会社つづみ（もんじゃ屋）
大阪市 nail salon MarieLaure
大阪市 蒼～SORA～
大阪市 エルミタージュ
大阪市 旬彩堂
大阪市 あっぷる今福店
大阪市 ビューティーアカデミー
大阪市 ダイニングバーリアン
大阪市 コアラ食堂
大阪市 美食工房 山口製作所
大阪市 酒場おか長
大阪市 株式会社おもしろ旅行社
大阪市 人生が変わるエステサロンPiPi浪速店
大阪市 うどん 兎麦 umugi  阪急三番街店
大阪市 スタジオOMS
大阪市 サナナストア
大阪市 カラースクール・アロマスクール 色彩カーサ
大阪市 gram天王寺店
大阪市 Darts bar Flame
大阪市 中菜Labo.朝陽
大阪市 のり友
大阪市 HIFUSALON CLINICAL BEAUTE
大阪市 Yoshimi Arts
大阪市 熟成肉と本格炭火焼肉 又三郎
大阪市 占龍館
大阪市 酒とチーズと自由とENERGY
大阪市 Craft Beer GULP
大阪市 スポーツ英会話塾
大阪市 コンディションラボKITADA
大阪市 株式会社LEO ケンブリッジ英検 近畿試験センター
大阪市 トラベルポケット
大阪市 旬菜ココット
大阪市 眼と頭のリフレッシュサロン 眼のチカラ
大阪市 Bar Pit.
大阪市 廻鮮鮨ととぎん都島店
大阪市 フォーカス
大阪市 瀧川峰晴堂
大阪市 ホールドアウト サーフショップ
大阪市 株式会社大阪旅行
大阪市 yakitori おし鳥
大阪市 541+
大阪市 BPオーガニックスペース南船場
大阪市 Uprise
大阪市 ONE'S BREWERY PUB
大阪市 ＴＥＭＡＲＩＹＡ南本町店
大阪市 珈琲専門店 サンシャイン
大阪市 お好み鉄板 のき
大阪市 タイトーFステーション梅田店
大阪市 レストランマイドームおおさか
大阪市 サンワ パート １
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大阪市 フレッシュネスバーガーもりのみやキューズモール店
大阪市 バンケットハウス 
大阪市 エステサロンティプラン
大阪市 ポムの樹 ユニバーサルシティウォーク店
大阪市 神戸牛和ノ宮 道頓堀本店
大阪市 喫茶グリーン
大阪市 トラットリアタケモト
大阪市 株式会社BICRE
大阪市 ボルダリングジム マッシュルーミング
大阪市 コーヒーショップ エリカ
大阪市 ローマ軒なんば本店（えびすBEER BAR）
大阪市 WAGYU SAND
大阪市 カレーの店 ピヨ
大阪市 大衆酒場てんご
大阪市 有限会社丸金商店
大阪市 地魚料理 湯浅港
大阪市 mothers
大阪市 北新地 鮨 なか川
大阪市 ふくしま炉談
大阪市 美麗華
大阪市 ひろ着物学院
大阪市 La pupilla
大阪市 炭火焼鳥おかにわ
大阪市 SSS進学教室（ALAND株式会社)
大阪市 オオツカレー
大阪市 活旬 大枡
大阪市 ブルボン
大阪市 ｂａｒ ｊｉｊｉ
大阪市 酔楽
大阪市 THIRD PLACE
大阪市 おおさか料理浅井東迎
大阪市 HIROUMI
大阪市 TENDONあさひ
大阪市 株式会社フォーシーズントラベル
大阪市 株式会社Eidan
大阪市 chubby balloon
大阪市 河童ラーメン本舗（工場直営店）
大阪市 （本）せきぐち
大阪市 すしはな
大阪市 西洋食堂poussin
大阪市 焼肉 請来軒
大阪市 バーゴッチ  
大阪市 ハンモックカフェREVARTI
大阪市 株式会社ツタワ
大阪市 大阪キャッスルホテル
大阪市 どりどり
大阪市 与太呂 本店
大阪市 南さつま
大阪市 野乃鳥なんば堂
大阪市 ぼてぢゅう 総本店
大阪市 やぐら寿し
大阪市 大阪人狼ラボ
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大阪市 板前焼肉 一笑 江戸堀店
大阪市 株式会社eclat vif
大阪市 ミュージックスナック ピコピコノルド
大阪市 エルドラド
大阪市 珈人 
大阪市 沖縄料理の店 はながさ
大阪市 沖縄 SOUL FOOD じゃむ
大阪市 Ｏcona world
大阪市 モンキーポッドあびこ店
大阪市 中之島 吉祥庵
大阪市 アイルビー高槻
大阪市 海鮮王PREMIUM もりのみやキューズモールBASE店
大阪市 おだいどこじゅんちゃん
大阪市 まつい亭
大阪市 入船寿司
大阪市 駸駸会あすなろ塾
大阪市 創作居酒屋多丸屋
大阪市 Cafe R
大阪市 スパイス堂
大阪市 岩橋康子フラワーデザインスクール
大阪市 堀江アートスクール
大阪市 瓦町仔鹿
大阪市 Animeal
大阪市 しあわせ料理 萬てん
大阪市 株式会社トラベル・オーシャン
大阪市 炭火串焼 そら
大阪市 装和きもの学院
大阪市 明光義塾出戸駅前教室
大阪市 エスケイ・インターナショナル株式会社
大阪市 ラチェルバ
大阪市 焼肉美食亭いわや
大阪市 焼肉屋大牧場
大阪市 大和屋本店
大阪市 中華料理 楓林閣
大阪市 CAFE 大阪茶会
大阪市 串カツ食堂 ホタル
大阪市 Roku鮮 通天閣本店
大阪市 バリ ナチュラ 梅田店
大阪市 ファジー
大阪市 たこ金
大阪市 ノースセブン梅田 
大阪市 トータルボディサロン キュア
大阪市 ネットワーク
大阪市 辻ダンススタジオ
大阪市 和ダイニング 一十粋
大阪市 金久右衛門 道頓堀店
大阪市 ラウンジ桂
大阪市 六覺燈
大阪市 割烹 味菜
大阪市 お好み酒家 ん 谷町店
大阪市 ギャロップ
大阪市 三坪
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大阪市 北浜 銀じ
大阪市 家庭料理こちぶ
大阪市 CHEVAL OSAKA
大阪市 中華居酒家 AJITO
大阪市 粥店鍋福偉
大阪市 びんびや
大阪市 叶乃音
大阪市 月海鳥
大阪市 シクレ
大阪市 日本料理 十方
大阪市 肴 あわ鷹
大阪市 金盃
大阪市 くつろぎ庵本館
大阪市 北新地うのあん
大阪市 中華料理龍苑
大阪市 韓国料理 明洞
大阪市 Anna Colors COFFEE
大阪市 カサブランカクラブ神崎川店
大阪市 バルチョップ
大阪市 株式会社 明治軒
大阪市 スタジオマル
大阪市 アキラ レンタルオフィス
大阪市 菱富
大阪市 BOOKMARK
大阪市 肉バルY's Berry
大阪市 鶴丸製麺ベルファ都島店
大阪市 和旬 撫子
大阪市 与太呂
大阪市 seven
大阪市 新中国料理HARAKAWA北新地
大阪市 鳥いってつ
大阪市 心斎橋レンタルスペース
大阪市 株式会社SASAKA
大阪市 お好み焼 ゆかり天三店
大阪市 酒々菜々 遊た～ん
大阪市 MEGURI SPA & WELLNESS 
大阪市 Ｌｉｌｙ Ｎｏｉｒ
大阪市 Lion Heart
大阪市 株式会社旅の匠
大阪市 串カツ専門店 縁日
大阪市 なにわキッチン夢家
大阪市 プレマ・サット・サンガ
大阪市 Ｃｈｉｏｔ
大阪市 炭味家
大阪市 酒場二宮
大阪市 SHOTBAR ANDRE 曽根崎
大阪市 大阪ジャマイカ
大阪市 大阪麺哲
大阪市 串カツ七福神天満駅前店
大阪市 しんきょうパート１
大阪市 Amenity / Sophisticated Color School
大阪市 JPEC
大阪市 有限会社ﾂﾙﾔﾃﾆｽ堂
大阪市 焼肉さかもと
大阪市 冨紗家
大阪市 丹波地鶏とビオワイン 六賢
大阪市 英ちゃん冨久鮓
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大阪市 ファンタジスタ
大阪市 やきとりばかや
大阪市 レストランバー３９（サンキュー）
大阪市 ドライヘッドスパ／ボディケア 按頭
大阪市 Bonnie Nail 営業所
大阪市 食道園 宗右衛門町本店
大阪市 ぼん繁 天満橋本店
大阪市 Luvrock bouldering spot
大阪市 茶華道具 卯楽堂
大阪市 河原デザインスクール
大阪市 rentalstudio connect
大阪市 食品サンプル製作体験工房
大阪市 オリエントセラピースクール
大阪市 LONG DINH RESTAURANT
大阪市 白牡丹
大阪市 ゴルフラボ
大阪市 東剣株式会社
大阪市 らー麺大勝
大阪市 vrai de vrai chez hiro
大阪市 ビズビズ阪急梅田店
大阪市 ラーメン玉出
大阪市 とり焼 一本松
大阪市 鶏屋Jizo
大阪市 有限会社 イサク
大阪市 ジャルダン・プランタニエ
大阪市 東大美(ヒガシダイミ)
大阪市 カルチャーハウス香里ケ丘
大阪市 株式会社福吉兆
大阪市 バーン・ハナ
大阪市 鮨大心
大阪市 居酒屋亜紀
大阪市 ハンプトンコート
大阪市 都産業株式会社
大阪市 竜巻ポテト
大阪市 サロン・ド・オー
大阪市 炭火酒菜gnocchi
大阪市 モトンデザイン
大阪市 ほんまのYATAI天満
大阪市 ベーネペッシェ
大阪市 デタトコカフェ
大阪市 キッチンソムリエクッキングスクール
大阪市 JAZZ・ON TOP
大阪市 ニュートラベルサービス株式会社
大阪市 千陽 福島店
大阪市 ダンススクールFUN-BEAT
大阪市 大韓ビデオ
大阪市 日本料理レストラン yashiro
大阪市 エステティックコルム
大阪市 Atelier RIN
大阪市 たなかつや。
大阪市 お好み焼千代
大阪市 ショットバーペコ
大阪市 中国料亭杯杯天山閣
大阪市 鶏割烹ならや
大阪市 Re:body
大阪市 Sherry Curry
大阪市 GLS
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大阪市 中華食堂チリレンゲ
大阪市 赤垣屋なんば店
大阪市 SPAスンダル
大阪市 四ツ橋ギャラリー
大阪市 東洋易相
大阪市 上海老味道
大阪市 居酒屋アチャコ
大阪市 ブロードトラベル
大阪市 サクサク亭
大阪市 メンズ堂々
大阪市 イリコスキー製麺所 うどん作り体験教室
大阪市 スイスオルゴールサロン ルヴィーブル 大阪梅田本店
大阪市 道頓堀たこ八総本店
大阪市 七宝 SHIPPO
大阪市 博多ラーメンげんこつ 梅田店
大阪市 いおり
大阪市 炭火焼鳥 鶏と畑
大阪市 NA BEAUTY SALON
大阪市 らーめん吉山商店
大阪市 アルト トリトーネ
大阪市 HANASAKURA
大阪市 Meg企画合同会社
大阪市 お茶のこさい菜
大阪市 中國菜 心香
大阪市 串丸
大阪市 クラブ麟
大阪市 スパイス串居酒屋 酔
大阪市 アトリエミラボー
大阪市 free nail 上本町店
大阪市 喫茶夕鶴
大阪市 焼肉匠 とりあえず入来
大阪市 中国酒家 明元
大阪市 焼肉・しゃぶしゃぶ たちばな ・裏小路牛肉店
大阪市 袋屋
大阪市 FOCACCERIA
大阪市 LA PIZZA NAPOLETANA REGALO
大阪市 かしわ本舗 とりいし
大阪市 心斎橋仲庭
大阪市 マグシェ
大阪市 鉄ぱん居酒屋 ここ家
大阪市 ヴァカンス梅田堂山店
大阪市 桝田
大阪市 イカルス ジュエリーボア
大阪市 堺筋幸作
大阪市 FOLK ＆ FOLK
大阪市 鮨・鮮魚料理 うまいもんや 吾作亭 アベノ店
大阪市 広東名菜 紅茶 
大阪市 あんず亭
大阪市 あらうま堂
大阪市 らーめん あらうま堂
大阪市 ガンガマハル淡路店
大阪市 珈琲館玉造店
大阪市 ジェムニシオ
大阪市 有限会社穐本商店
大阪市 立喰酒場 金八っつぁん 西梅田店
大阪市 クル南森町
大阪市 エル・チャロ
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大阪市 sama sama
大阪市 麺や 鬼徹
大阪市 プログラミングスクール コプリ
大阪市 uraagura
大阪市 通天閣 展望台
大阪市 辣鍋坊
大阪市 寿司 富久佳
大阪市 えがおパソコン教室 イズミヤ今福教室
大阪市 アクアリウム工房ブルーハーバー
大阪市 よし光
大阪市 シャンティランカアーユルヴェーダ
大阪市 つる家 なんばダイニングメゾン店
大阪市 ヤマダカフェ
大阪市 Movie'scafe MATERIAL tanimachi
大阪市 旬魚菜 ひだまり
大阪市 北新地あ・うん
大阪市 ここチキン
大阪市 北畠スイムアンドヘルス
大阪市 ときすし 千日前本店
大阪市 蘭館珈琲ハウス
大阪市 昭和大衆ホルモン 道頓堀店
大阪市 昭和大衆ホルモン 京橋北店
大阪市 テーブルオーダーバイキング 焼肉 王道 上新庄店
大阪市 IKKI-KASUTEIRA-
大阪市 道頓堀ミュージアム並木座
大阪市 株式会社JHRトラベルサポート 本店
大阪市 蕎麦鴨酒みかど
大阪市 樂raku
大阪市 焼き鳥 吉屋
大阪市 アジアンダイニング怡心
大阪市 吉ひろ
大阪市 ネイルサロンリュクシー
大阪市 風流
大阪市 コーヒーハウスROYAL
大阪市 Mandarin
大阪市 朱門
大阪市 Bodysh NU茶屋町店
大阪市 株式会社うをさ
大阪市 もつ彦なんばアメ村店
大阪市 おばんざい八
大阪市 スポーツショップ ハシルトン鴫野本店
大阪市 RRビル  北浜いしころ
大阪市 クライミングスペースBOLD（ボールド）
大阪市 鮨Ｄ
大阪市 フラワーサロン・ミキ・アートスクール心斎橋本校
大阪市 トータルビューティーサロンDIANA
大阪市 株式会社STACK ONLINE
大阪市 ボナフォルケッタ
大阪市 居酒屋鮮道こんび
大阪市 おおいた和牛 焼肉 金ちゃん 鶴橋style
大阪市 リラックスエイド
大阪市 居酒家かっぽう昌八、、、
大阪市 イベントスペーストレジャー
大阪市 ざこば鮨本店
大阪市 TRINITY
大阪市 キラワレ餃子
大阪市 ミュンヘン淀屋橋店
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大阪市 ガーデンバール＆コーヒージャパン
大阪市 ほてい寿司
大阪市 ユースタイルラボ夕陽丘
大阪市 喫茶レストラン マルマン
大阪市 株式会社ジェイ・エイチ・アールツアーズ
大阪市 串かつ「まるふじ」
大阪市 タコタコキング
大阪市 天ぷらうらかみ
大阪市 シグマ本店
大阪市 加賀料理 佐助
大阪市 株式会社ハチハチ観光
大阪市 麺や信希
大阪市 中国料理 ニュー上海 御堂筋店
大阪市 とう祇
大阪市 北浜サロン
大阪市 地鶏炭焼き 伝介
大阪市 創作鉄板 菫
大阪市 れもんや
大阪市 田ごと
大阪市 ビレッジピクス
大阪市 トレーニングラボ ウィニングショット
大阪市 スナック 祥
大阪市 旅路Kitchen
大阪市 鉄板焼とワインCOCOLO
大阪市 学習塾リードオフ
大阪市 マタニティサロンAnn-b
大阪市 バー ヒラマツ
大阪市 アマチュアボクシングセンタークレイ
大阪市 eyelash salon HANAHOU
大阪市 「響」
大阪市 青葉らあめん ほんまもん屋
大阪市 割烹 冨久鮓
大阪市 明洞純豆腐新大阪店
大阪市 holistic therapy muguet 
大阪市 わんちゃんカットハウスバジル
大阪市 咲
大阪市 PomegranateFingers
大阪市 太陽の恵み。
大阪市 三休橋クラブ
大阪市 のまずくわず
大阪市 サーレアンドペペ
大阪市 SeaStation
大阪市 肉処 門
大阪市 天ぷら割烹佐とう
大阪市 BACK9
大阪市 フォトサロンかた山
大阪市 アロマリンパマッサージAromaco
大阪市 NEXUS
大阪市 たく庵
大阪市 酒菜舎虎純
大阪市 北海道料理 北新地太田
大阪市 みにしゃぶ ひょうたん
大阪市 三井トラベルサービス
大阪市 真価TTC
大阪市 slim kakumei
大阪市 おばんざいbar  poco.a.poco
大阪市 Bar R
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大阪市 白昼夢
大阪市 食酒家まるいち
大阪市 延重
大阪市 串焼GAO
大阪市 PiNS!
大阪市 長芋ざんまい とろろん
大阪市 ACT（アクト）
大阪市 BAR   IVY
大阪市 富士好
大阪市 やきとり大志
大阪市 ドレスノート
大阪市 海鮮居酒屋 菊池庵
大阪市 道頓堀てらす
大阪市 グラース・ア・ヴ
大阪市 料理屋 新町壱丁目
大阪市 ネイルサロンCommune
大阪市 モモヤキヤ
大阪市 GRACiA
大阪市 神ノ木音楽教室
大阪市 東心斎橋 みなみ
大阪市 RAIN COAT
大阪市 焼き肉あんにょん
大阪市 立ち飲み兵蔵
大阪市 炭火やきとり藤
大阪市 スミス英会話 京橋
大阪市 沖縄ダイニング ザイオン
大阪市 ポリカルポ
大阪市 NailSalonTabris
大阪市 家(ｳﾁ)バル あzimi
大阪市 LA SIRENA
大阪市 そば処八助
大阪市 カイロプラクティックREBORN
大阪市 家庭料理 阿喜
大阪市 レイズキッチン
大阪市 街の灯り
大阪市 一茶庵
大阪市 B.R.Gパーソナルトレーニングスタジオ
大阪市 二和鳥
大阪市 甲斐整体院
大阪市 さかな割烹 とめきち
大阪市 ちょっとバルBoo
大阪市 EARTH
大阪市 AB'S食堂
大阪市 一風雷蔵 船場店
大阪市 マーレ・ドーロ
大阪市 中国伝統医学 あべの ついな整体院
大阪市 廣島
大阪市 彩鳥亭
大阪市 炭火焼料理専門店和元
大阪市 日本酒バル 酒場からつや
大阪市 イデアル ビストロ
大阪市 ECCジュニア天六北教室
大阪市 Sarie Nail 
大阪市 バナナヤ
大阪市 福島桜屋
大阪市 立ち呑み おおくに屋
大阪市 季節料理 中家
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大阪市 中華飯店  圄武
大阪市 tototo RECORDS
大阪市 利酒バルこふく
大阪市 Gce英会話
大阪市 多門
大阪市 kitchen@ease
大阪市 ＢＡＲアイラ・ミスト
大阪市 鉄板厨房広島焼きお多福
大阪市 居酒屋バー シバケン
大阪市 地鶏海鮮はし幸
大阪市 海鮮鮨処 はし元
大阪市 あとりえ きさらぎ
大阪市 Masterpiece
大阪市 rico
大阪市 おふくろ
大阪市 黄金の道
大阪市 お好み焼き 汐
大阪市 Meup
大阪市 大衆酒場台所や
大阪市 MOKOMOKOmilk
大阪市 Lograr
大阪市 天ぷら川原崎
大阪市 SPORT YOGA
大阪市 FRESH DANCE STUDIO
大阪市 Michel Vin Japonais
大阪市 樹楽
大阪市 ニャムニャム食堂
大阪市 よろず家
大阪市 六星
大阪市 エステ＆リラクゼーションサロン ベクヴェーム
大阪市 スリーチムニーズ
大阪市 Nail Salon Flat
大阪市 き・ら・ら・
大阪市 サングレール26
大阪市 raccoon
大阪市 谷町屋
大阪市 コージースペース南森町
大阪市 呑み処 ぱっさん
大阪市 Cafe & Bar Pier1
大阪市 和牛処なかざき
大阪市 カレー倶楽部ルウ寺田町駅前店
大阪市 喜太八
大阪市 Lily-bell
大阪市 鮨武わ
大阪市 Du reve
大阪市 ふるさと庵
大阪市 一屋
大阪市 北新地うどん薮や
大阪市 SORA DIVE SHOP
大阪市 ミュージックワークショップ ゲン
大阪市 焼鳥こうちゃん
大阪市 江口舞踊研究所
大阪市 花狩人かとう
大阪市 バビロン ボディーアート オオサカ
大阪市 吉鳥千林店
大阪市 2222
大阪市 串焼き居酒屋 結び。
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大阪市 焼肉 ソソモン
大阪市 懐かなつか
大阪市 いづつ
大阪市 LUCIDA
大阪市 カイロプラクティック&エステサロンLecouer
大阪市 エクラ
大阪市 粤菜 沖花 張家台湾
大阪市 お好み焼き寿々 大阪巽店
大阪市 Palma dito
大阪市 鉄板酒場ちょいちょい
大阪市 Kitchen Salt＆Pepper
大阪市 正ちゃん
大阪市 㐂笑
大阪市 BAR燦水
大阪市 黒門三よ志
大阪市 なか亀
大阪市 串戟
大阪市 谷町バル Regale
大阪市 やきやき酒場ブン太
大阪市 立ち呑みクック オッソオッセョ
大阪市 お好み焼き くる
大阪市 はな
大阪市 整体エステNEWME
大阪市 まつげエクステ専門店Gato
大阪市 京橋 京すし
大阪市  BAL GLAMS
大阪市 永井カイロプラクティック
大阪市 スクデット
大阪市 居酒屋 鰤生
大阪市 花・華
大阪市 お好み焼 みふ
大阪市 居酒屋 ときため
大阪市 釜めし 御嵩
大阪市 綾
大阪市 肴と鮨 ほしつき
大阪市 ボードゲームショップDDT
大阪市 Ballroom Dance Studio HOME
大阪市 畑分店
大阪市 炭火焼肉ホルモン・うし政
大阪市 舫
大阪市 MARK'S ENGLISH SCHOOL
大阪市 ンケリコ
大阪市 はじめ
大阪市 にぎやかDining雄
大阪市 02GYM
大阪市 ポンポコテイ寺田町店
大阪市 和風バール「鳥羽屋」
大阪市 マナリーノ
大阪市 絵画教室アトリエUN
大阪市 公文式南港通平野西１丁目教室
大阪市 イタリアンカレー らんらんルー
大阪市 日本民謡聖の会 音楽教室
大阪市 ヨガスタジオ スティラ
大阪市 レストラン ミツヤマ
大阪市 洋風料理屋連れてっ亭
大阪市 はしま
大阪市 nailsalon Rias-kuku-
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大阪市 スモウキッチン佐賀昇
大阪市 ナカザキカフェ
大阪市 旬菜 番や
大阪市 YOSA PARK Knotts Berry
大阪市 nail salon mignon
大阪市 伊勢
大阪市 立乃味くん
大阪市 AYA FLAMENCO ESTUDIO
大阪市 Cafe Sabay
大阪市 炭火焼め組
大阪市 黒門 てんてこまい
大阪市 このは
大阪市 エステティックサロンティエリー
大阪市 北出音楽事務所
大阪市 ちょい呑みのすけ
大阪市 麺家秋道
大阪市 まるき
大阪市 フローラダニカ
大阪市 創作家庭料理 月うさぎ
大阪市 Oct-Bal
大阪市 民食軒
大阪市 きたで音楽教室
大阪市 Studio A-STAR
大阪市 ダイナー空亀
大阪市 紀州の恵み まごころゆめこ
大阪市 肴×串すたんど おぼら
大阪市 魚庭(なにわ)
大阪市 味道園
大阪市 DUCKS!OSAKA
大阪市 ヴィアンデリア
大阪市 PIZZERIA L.F.C
大阪市 居酒屋ぐっどいなふ
大阪市 boudoir
大阪市 満月西中島店
大阪市 居酒屋ふくちゃん
大阪市 味門
大阪市 CAFE&BAR9
大阪市 PIZZERIA E TRATTORIA FORTISSIMO
大阪市 遊人
大阪市 セルバ
大阪市 居酒屋  浜村
大阪市 いざかや飛ん馬
大阪市 美津富
大阪市 スーパーモデル
大阪市 アニバーサリー・バール
大阪市 讃岐うどん今雪
大阪市 アバカスラボ
大阪市 恕楽
大阪市 居酒屋 竜馬
大阪市 燻製バル けむりば
大阪市 堂島グラッチェ南森町店
大阪市 SoulFit
大阪市 どば屋
大阪市 備長炭火やきとり ひろ将
大阪市 手作り石けん教室うぐいす
大阪市 あづまや
大阪市 フランス料理まるしげ
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大阪市 和彩美酒 喜心
大阪市 大人のためのピアノ教室
大阪市 日産呉服
大阪市 オルフィ ゴルフスタジオ本町
大阪市 ひまつぶし
大阪市 旬魚旬菜 つり宿
大阪市 旬彩楽市
大阪市 イマーニタイマッサージ
大阪市 串カツ&ワインバル ゑしぇ蔵
大阪市 心斎橋でりしゃす
大阪市 キッズ体操クラブ福島校
大阪市 焼肉 つるや
大阪市 ホルモン居酒屋ROOKIES
大阪市 公文式市岡元町教室
大阪市 つみきや
大阪市 anju sachi
大阪市 PhotoGallery壹燈舎
大阪市 ザ ベネボランヨガ
大阪市 生ラムじんのすけ
大阪市 名物カレーうどん 得正 森ノ宮店
大阪市 古賀の○
大阪市 インイン文化沙龍
大阪市 共栄軒
大阪市 freiheit nail
大阪市 Healing Rina
大阪市 RiVi
大阪市 タコつるバー
大阪市 遊楽旬彩直
大阪市 旬草弥ひろ
大阪市 美加佐
大阪市 フジツーリスト
大阪市 nota
大阪市 新福菜館KIKI京橋店
大阪市 ジュリア アール
大阪市 ムカカ
大阪市 狸狸亭
大阪市 Laulealoha
大阪市 煮たり焼いたり
大阪市 ムマインビテーション
大阪市 LIVEHEART
大阪市 炭火焼鳥の店ささき
大阪市 ねぎや
大阪市 タコリバ住吉大社本店
大阪市 弓しげ
大阪市 老松町きんぱい
大阪市 旬彩軒みずの
大阪市 立ち飲み鉄板 かくうち
大阪市 鴨ふじ
大阪市 ソラネイロ
大阪市 神無月
大阪市 給酒所番所
大阪市 居酒屋 ひまわり
大阪市 串ボーノ
大阪市 日本料理蒲生庵草薙
大阪市 学習サポート靱
大阪市 Casa di YUKIKO
大阪市 カルヴァドス
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大阪市 Mesi-kutan?
大阪市 コーヒーハウス マリーン
大阪市 いなせ
大阪市 スナック はれはれ じぃ～ばぁ～
大阪市 丸（新梅田食道街内）
大阪市 ＢｏｄｙＭａｌｌ
大阪市 Ｌｉｎｋｓ ｎａｉｌ
大阪市 Ｔ.Asai Beauty Clinic
大阪市 ワンエイトプランニング
大阪市 だぶるくぉてーしょん粋
大阪市 しばいけ
大阪市 scuba diving mahalo
大阪市 ricco e bello
大阪市 やきにく  CHAN
大阪市 キッチン てん
大阪市 プライベートサロン Leanela
大阪市 楽園食堂パラカフェ
大阪市 元祖鉄板たこ海賊
大阪市 あじ平 曽根崎
大阪市 れんげパソコン教室
大阪市 暴れ牛
大阪市 幼児教室Peek-a-Boo
大阪市 マザーズソングカフェ
大阪市 神生
大阪市 YAKINIKU MARKET
大阪市 フェイシャルサロン スマイル・スマイル
大阪市 mimanail ミマネイル
大阪市 Indian Restaurant Rasoi
大阪市 タイ王国古式マッサージ パヤタイ
大阪市 地鶏焼にわ鶏
大阪市 メナード化粧品フェイシャルサロンまるころん
大阪市 MIRROR
大阪市 お好み一丁
大阪市 エステサロン Re:Lacuna
大阪市 オギノヴィータ
大阪市 学研キッズ加美北教室
大阪市 鶏爛漫 阿倍野店
大阪市 ひげ勝
大阪市 炭火焼肉ホルモンじゃん
大阪市 町家ＤＩＮＩＮＧ Ｈａｎａｋｏ
大阪市 elation
大阪市 Ship of Fools
大阪市 Empire Kitchen 
大阪市 洋酒の店ギルビヰ
大阪市 Jazz Records seeed
大阪市 かなん
大阪市 EL CAMINO
大阪市 鉄板焼きお好み焼きOribe
大阪市 洋食うめの
大阪市 Suitableパーソナルトレーニングジム
大阪市 ciccino
大阪市 旬の蔵 輔
大阪市 さすらいのカンテキ天六酒場
大阪市 お好み 吉田
大阪市 タイごはん屋ナムチム
大阪市 いちご家
大阪市 丸美道具店
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大阪市 オーリングタイマッサージ
大阪市 公文式今津南教室
大阪市 あおてん
大阪市 串かつ 千佳
大阪市 江戸堀BEEF
大阪市 スタンドしょう
大阪市 本庄レトロ・燈
大阪市 割旬つつ井
大阪市 てっぺん
大阪市 みこころ整体院
大阪市 エステサロン4hEARtHs
大阪市 ビューティスタジオ フェリス
大阪市 （肴）日本酒処 力鯱
大阪市 オークル
大阪市 情熱うどん讃州 新大阪店
大阪市 Bonne Chance
大阪市 SOCORE FACTORY
大阪市 スイートボタン
大阪市 粉もん居酒屋 玉chan
大阪市 串焼きBAL 簪
大阪市 炭火焼鳥 政
大阪市 ビストロカランコロン
大阪市 ニコニコ個別塾
大阪市 Body Care Relaxation R
大阪市 salon de selene
大阪市 居酒屋 さち
大阪市 日本酒とワイン 雪洞
大阪市 関西音楽院カルチャー部
大阪市 鉄板ステーキピュール
大阪市 ほぐし工房楽
大阪市 たべもんやほろ酔
大阪市 mezon
大阪市 Chururi京橋店
大阪市 海鮮料理 おぶ亭
大阪市 ろうす亭
大阪市 遊人里
大阪市 お好み焼き なお家
大阪市 ひな鶏唐揚 新次郎
大阪市 味見屋
大阪市 GANGNAM HOTDOG
大阪市 炭火焼鳥心
大阪市 シンガネ
大阪市 喫茶 ジロー
大阪市 幸楽
大阪市 創作居酒屋 zicchann
大阪市 豊水
大阪市 鮨処やま本
大阪市 四季彩
大阪市 角栄
大阪市 SPINY OYSTER BAR
大阪市 ふぐ天神
大阪市 STUDIO DIFFUSE
大阪市 ワインスタンドパプリカ
大阪市 くら羅
大阪市 遊神
大阪市 松宮
大阪市 焼肉レストランまるはん
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大阪市 串かつ越源
大阪市 ラナハティ
大阪市 フルゴール
大阪市 北八方
大阪市 ギルガメ食堂
大阪市 タイ家庭料理 メー・トンロー
大阪市 ネイルサロンレーヌ
大阪市 ショトバー コモンズ
大阪市 cafe grainfield
大阪市 リロアズビューティー
大阪市 居酒屋 羅王
大阪市 PEACE
大阪市 cafe&bar warm
大阪市 たけちゃんうどん
大阪市 おでんばる
大阪市 中華料理大福
大阪市 手打ち蕎麦 むらおか
大阪市 入山
大阪市 Lino
大阪市 お好み焼 千寿
大阪市 大東北私房菜
大阪市 上本町 コレット
大阪市 魚と日本のお酒 むく
大阪市 いっしん
大阪市 中国料理 翠蓮
大阪市 一寸一杯
大阪市 Hale Luana
大阪市 イタリアンバルYOSHIDA
大阪市 五番館
大阪市 キッチン&リカー遊ya家
大阪市 鶏料理居酒屋 勝よし
大阪市 ふぐの神
大阪市 旬菜 串・なべ処 慶祐
大阪市 高乃屋
大阪市 KENNYasia
大阪市 ラーメンジャクソンズ
大阪市 ビアハウス and's
大阪市 private salon Laule'a
大阪市 旬彩料理 せと
大阪市 有希塾 平野教室
大阪市 焼き鳥 おか輪
大阪市 DOMENICA POSTER
大阪市 うどん処 重己
大阪市 サンティ
大阪市 焼き鳥かんぱ
大阪市 季節料理 大黒
大阪市 割烹 ろばた 和心
大阪市 Free Style Studio 金毘羅
大阪市 Caffe CORNiCE
大阪市 川与祢
大阪市 Toyoさんの台所
大阪市 大阪大勝軒日本橋店
大阪市 Chinese李香
大阪市 アジアン居酒屋 ロータス
大阪市 歓山
大阪市 美山
大阪市 麺屋たけちゃん
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大阪市 中華料理 とんちんかん
大阪市 川嶋音楽教室
大阪市 ポルタヌォーヴァ
大阪市 旬菜ここ味
大阪市 Bar壱番蔵
大阪市 楽酒活菜 武者
大阪市 じぐろや
大阪市 大丸屋
大阪市 和み
大阪市 居酒屋大宮
大阪市 中国菜 紅海月
大阪市 レンタルスペースＳＡＬＡ
大阪市 国際空手道 拳聖塾 本部道場
大阪市 ACI
大阪市 Cafe Ivy
大阪市 三よ志
大阪市 えんまん
大阪市 ネアギタースクール
大阪市 SkyDust
大阪市 中央珠算教師会 古割教場
大阪市 おでんのうえだ
大阪市 旬味房
大阪市 中国菜飯 味らい
大阪市 山ぴーの店
大阪市 トロピカルダンディ
大阪市 Nail Design citta
大阪市 酒処麺処きのした
大阪市 知新風月
大阪市 炭火焼鳥あおとり
大阪市 杵屋京セラドーム大阪店
大阪市 シェ ドゥーヴル
大阪市 ジャスティス
大阪市 居酒屋よあけ
大阪市 Bar RinQ
大阪市 丸天
大阪市 玉藻寿司
大阪市 藤森音楽教室
大阪市 デリカバー・ユウ
大阪市 和風居酒屋かず
大阪市 正宗屋 太田酒店
大阪市 伊藤家の食堂コラソン
大阪市 公文式セントプレイス教室
大阪市 花水木
大阪市 居酒屋とりとん
大阪市 コモナータ
大阪市 スタジオ丹青楼
大阪市 酒と肴 にこ
大阪市 Jewelry はしもと
大阪市 おかんカレーcoccinelle
大阪市 AND.here NAIL
大阪市 野田阪神カイロプラクティック整体院
大阪市 今里’S Kitchen もりた家
大阪市 浅野焼鳥日本酒店
大阪市 ふるさと
大阪市 旬彩酒食家 英
大阪市 はし本
大阪市 山野愛子どろんこ美容 あべのベルタ店
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大阪市 お寿司ダイニングぼとむずあっぷ
大阪市 手打ちうどんにしき
大阪市 脱毛&痩身サロンCheri
大阪市 居酒屋焼き鳥こけこっこ
大阪市 柳生写真事務所
大阪市 かぐや姫
大阪市 てっぱん家びと
大阪市 にじ
大阪市 北新地占いバーmomo
大阪市 アポロジム
大阪市 ゆかり ゆめしまい
大阪市 ベティママ
大阪市 旬菜魚 おかもと
大阪市 海鮮料理にしの
大阪市 もも焼きジェット
大阪市 FUTABA
大阪市 焼肉ノ、シアン
大阪市 まつや
大阪市 楽食深江橋おこげ
大阪市 武福
大阪市 まつげエクステ専門店EyelashsalonRuche
大阪市 Bistro Tege
大阪市 鶏そばAyam-YA 難波店
大阪市 名もなき魚屋
大阪市 カンタ・カンタ
大阪市 和ダイニング ゆめ咲小町
大阪市 IL BECCAFICO
大阪市 ナツメロ 志保
大阪市 ひさご酒店
大阪市 塩屋 
大阪市 和らぎ
大阪市 キッチン えん
大阪市 妃
大阪市 酒場 ぶらり
大阪市 お好み焼 金のてこ
大阪市 BAR 顔 24moto
大阪市 欧風 Curry MONZU
大阪市 バレンシア
大阪市 まる家
大阪市 公文式西宮原教室
大阪市 鮨伊吹
大阪市 Le Matin
大阪市 肴屋あしか
大阪市 鮨そういち
大阪市 クウネルキッチン
大阪市 Cafe Destine
大阪市 中国菜feve.
大阪市 フェイシャルサロンKIDO
大阪市 咲咲
大阪市 居酒屋 照
大阪市 アトリエegg
大阪市 居酒屋おてもやん
大阪市 フォトスタジオ(Picto)
大阪市 Nailsalon ENVIEL
大阪市 牛哲
大阪市 おでんと逸品料理＆お酒 松清庵
大阪市 焼鳥酒場 大場や
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大阪市 あさひ
大阪市 ネパール＆インド料理 マナカマナ
大阪市 蒙々亭
大阪市 THE MANASLU
大阪市 The sky's the limit
大阪市 居酒屋茶太
大阪市 miyavi
大阪市 Training ＆ Treatment Taoka 202
大阪市 ANGEL NAIL
大阪市 ん、
大阪市 こだわり炭火焼鳥 ふらふら
大阪市 呑み処 やおたみ
大阪市 恵み屋
大阪市 酒町 ちゅうじろう
大阪市 絵画造形教室アトリエマーラー
大阪市 エステルーム アプリ・シェイト
大阪市 手打うどん・そば梅衛門
大阪市 鳥串屋ななしの
大阪市 炭焼 すみれ
大阪市 エル アロマ
大阪市 スタジオルーツ
大阪市 お好み焼じんべえ
大阪市 CAMILLE
大阪市 我が家
大阪市 和dining DANDAN
大阪市 備長炭やきとり 鶏夢
大阪市 Bar trace
大阪市 みどり
大阪市 味ごころ 四季彩
大阪市 餃子の店もも
大阪市 COWROAD
大阪市 韓国四季料理MARU
大阪市 田矢宝石店
大阪市 炭火地鶏 あやむ屋
大阪市 nicco
大阪市 東洋珠算学校
大阪市 徳吉丸
大阪市 やわらか 法善寺店
大阪市 幹
大阪市 杵屋天満橋京阪パナンテ店
大阪市 マホラバキッチン
大阪市 すし政 西店
大阪市 はてな
大阪市 えーひめ24
大阪市 beautysalonSEA
大阪市 焼肉ROCCO
大阪市 燕酒家
大阪市 ビーキャンパス
大阪市 炭焼商店サカトリーナ
大阪市 壱番鶏
大阪市 Ｃｉｅｌ大阪
大阪市 いちず 諏訪店
大阪市 Le Chien
大阪市 串揚げ料理みや田
大阪市 浄正
大阪市 弁けぇ
大阪市 お好み焼き ふぉーす
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大阪市 ワインカルコス
大阪市 INNER BREATH
大阪市 しぜんたい
大阪市 ゆう亭
大阪市 お好み鉄板 大石
大阪市 食と酒 居酒屋かるだん
大阪市 ニューヤチヨ
大阪市 旬菜酒楽 こざくら
大阪市 七福圓
大阪市 呑み処 みよちゃん
大阪市 おばんざい 山本屋
大阪市 炭火焼肉もくれん
大阪市 Aqua luce
大阪市 NailSalon Kitte Hatte
大阪市 炭火焼ステーキ岡田
大阪市 松屋町バルＰＡＳＯ
大阪市 チャクサルチキン
大阪市 冬海ゼミ
大阪市 BA-RU ONE
大阪市 鰯屋カタクチ
大阪市 焼とり居酒屋遊
大阪市 炭焼肉酒場GOLAZO
大阪市 ＳＫＹコンピュータスクール
大阪市 京ごはんふわっとふわっと
大阪市 新多聞酒蔵
大阪市 御食事処・酒房 大心
大阪市 Beauty Support Salon LINDA
大阪市 旬菜ぼちぼち
大阪市 雀蜂
大阪市 サロンド美庵
大阪市 T-REXY
大阪市 さくら英語学院
大阪市 シャトンネイル
大阪市 サウンドパック日本橋四丁目店
大阪市 Brilliant Nail & Beauty
大阪市 アイニーストリート英語教室
大阪市 メンバーズ直美
大阪市 たこ王
大阪市 i.n.g-total beauty
大阪市 えびすヨガスタジオ
大阪市 サンティエミュージックスクール
大阪市 えい吉
大阪市 NYC DanceSport Japan
大阪市 タイ料理 オッソ
大阪市 園
大阪市 市原典子バレエアカデミーSoRa[空]
大阪市 花水木
大阪市 グリル樹
大阪市 蔵万
大阪市 中国料理 隆
大阪市 鉄板食堂はち
大阪市 MakeupStyling & School office N . I
大阪市 パブリックダイナーkakashi
大阪市 やまごや
大阪市 居酒屋まるもうけ
大阪市 豚珍巻
大阪市 誠cuisine
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大阪市 トータルボディ整体聖天
大阪市 燈舎
大阪市 シェアスペModern梅田
大阪市 ロイヤルボックス
大阪市 Libera
大阪市 和牛もつ鍋 どんまい
大阪市 Macauda
大阪市 おばんざいダイニングあんちゃん
大阪市 踊り場田中家
大阪市 エステサロン Sun Sara
大阪市 源氏の夢
大阪市 ラックヘブン
大阪市 くらしき亭
大阪市 天下茶屋バル テンバル
大阪市 tacata
大阪市 Bon-tune
大阪市 チケットショップ はびはび
大阪市 かぎ屋
大阪市 鉄板焼き・お好み焼き 粉吉
大阪市 沖縄料理 花しょうぶ
大阪市 P's
大阪市 小松家
大阪市 鉄板串焼酒場 赤羽家
大阪市 炭繁
大阪市 ぐう
大阪市 居酒屋＆カフェ 門
大阪市 HOSULI BAKERY+CAFE
大阪市 ニューインドパレス
大阪市 風s
大阪市 PKIDS
大阪市 楽楽堂
大阪市 焼肉処一吉
大阪市 小田安子ダンスアカデミー
大阪市 居酒屋 薩摩
大阪市 遊食居酒屋竹美屋
大阪市 eyelash-salon mucha
大阪市 酒味処 ごろごろ亭
大阪市 さかば一友
大阪市 華楽
大阪市 京極民謡教室
大阪市 FOTO写真講座
大阪市 TAQUERIA LA FONDA
大阪市 旬味えがわ
大阪市 ベースファイブ
大阪市 Pile Driver
大阪市 喫茶 カレン
大阪市 にの整体
大阪市 らー麺藤吉平野店
大阪市 星乃
大阪市 ResetKitchen
大阪市 越後屋
大阪市 平尾吉鳥
大阪市 活魚広海
大阪市 ひと味
大阪市 gusk music club
大阪市 肉鍋 飛鳥
大阪市 酒の穴
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大阪市 心斎橋アルバ渡辺
大阪市 やぐら
大阪市 First Step
大阪市 ピナクル
大阪市 ilktutti
大阪市 四ツ橋カフェ
大阪市 更科
大阪市 カラダラボソンリエ
大阪市 アメ村ワイン食堂ＶＡＣＡ
大阪市 蕎喜
大阪市 カケル
大阪市 たちばな
大阪市 韓国料理 関西
大阪市 料理舎ドラキチ
大阪市 肌美人
大阪市 京橋バールすぽっと
大阪市 沁ゆうき
大阪市 トータルフットケア プログレス
大阪市 ちりとり鍋 やなちゃん
大阪市 チャッピー
大阪市 絵画造形教室アートラボ
大阪市 畑の食堂 NATURA
大阪市 すえひろ
大阪市 あゆみの会
大阪市 ろばた焼 いそ六
大阪市 花まる
大阪市 まんまごよみ とみや
大阪市 串カツダイニングはれる
大阪市 ショーグンコーポレーション
大阪市 居酒屋ちょ～で～
大阪市 だし屋凸凹
大阪市 韓国料理香ヒャン
大阪市 ピアノフォルテ教室
大阪市 powerstone
大阪市 一石二鳥
大阪市 かんどころMISAGO
大阪市 酒楽 とんば小寺
大阪市 久六
大阪市 マハロベイスタジオ 
大阪市 M4 GYM
大阪市 たなか屋炭焼酒場
大阪市 training studio Growth
大阪市 竹扇会書道教室
大阪市 豚の串焼き がじゅまる
大阪市 おおくぼ屋
大阪市 中国料理 星華
大阪市 加圧トレーニングスタジオEVO（EVOPLUS堀江）
大阪市 味匠 なにわ
大阪市 串揚げキッチン衣
大阪市 串かつ元気屋
大阪市 長崎亭
大阪市 そろばん柿田塾
大阪市 レストラン シャドー
大阪市 Monkey-kitchen
大阪市 MARUKAMI餃子
大阪市 いこい整体院
大阪市 串かつ入江
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大阪市 もり井
大阪市 green pepe
大阪市 大新
大阪市 酒菜三昧 実乃里
大阪市 亀吉
大阪市 全真会館
大阪市 ひかり食堂
大阪市 ゆき根
大阪市 星の家
大阪市 ママインディアンレストラン
大阪市 咲くら
大阪市 やきとり大将
大阪市 VINOVA
大阪市 cocorama
大阪市 居酒屋 笑福
大阪市 DAIDOKORO
大阪市 フェイシャルエステサロンASUKA
大阪市 焼とり一番 大国町店
大阪市 住吉数学塾
大阪市 la salon de Aki
大阪市 串季
大阪市 やきとり 大吉 新福島店
大阪市 公文式播磨町教室
大阪市 ダンススタジオ105
大阪市 ぴかいち
大阪市 味工房 玄
大阪市 スタジオ安武
大阪市 トライバルカリー
大阪市 クライミングジム ガレーラ
大阪市 河野
大阪市 Studio iD
大阪市 味雅軒
大阪市 創菜酒房おん 梅田店
大阪市 豚家
大阪市 酒と揚げ天ぷらてんてん
大阪市 make-up ruban
大阪市 天秤棒（阪町）
大阪市 まごころや
大阪市 酒豪
大阪市 酒笑人
大阪市 慶尚苑
大阪市 レストランカフェ エイトテールズ
大阪市 創作ばる Mitsu-Bal
大阪市 文化サロン そびあ
大阪市 青河
大阪市 千成寿司
大阪市 Princesa Garden 
大阪市 炭火焼鳥きびたき
大阪市 近江屋今津酒店
大阪市 ひもの野郎東心斎橋店
大阪市 本澤ミュージック ベーススクール
大阪市 ティーズ カフェ
大阪市 はす
大阪市 河庄
大阪市 てらこやそろばんじく
大阪市 宴
大阪市 ベンツ
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大阪市 パスタ工房
大阪市 お好み焼き MON
大阪市 欧菓子塾アトリエクツミ
大阪市 ミーア ネイル
大阪市 光月
大阪市 嘩
大阪市 ホルモンラーメン白寿 北新地店
大阪市 お食事処 酒処 千
大阪市 ペペラーメン
大阪市 西安麺荘
大阪市 よいではないか
大阪市 酒処 酒楽
大阪市 旬鮮彩庵竹膳
大阪市 スパイスの隠れ家
大阪市 樋口研究室
大阪市 珈琲倶楽部おおもり
大阪市 うかれ金時
大阪市 さつま
大阪市 李美香ヘグム教室Hyang
大阪市 こみなみ家
大阪市 きまぐれ家
大阪市 若水
大阪市 官平
大阪市 すぎまち
大阪市 プライベートジムKING・QUEEN
大阪市 居酒屋 一心
大阪市 藤田道場
大阪市 さくら屋
大阪市 Sant  Josep
大阪市 中華そば 醤武屋
大阪市 炭火やきとり 雅
大阪市 九州ラーメン くろちゃん
堺市 ワインハウス K＆K
堺市 お好み専科 ぴ～ぷ
堺市 naluca
堺市 有限会社関西教育アカデミー
堺市 鶏小幸
堺市 アイ・テニススクール
堺市 旬彩 心陣
堺市 旬菜鮮嘉 心粋
堺市 hai hai hai
堺市 肉バル2986
堺市 カフェメゾンドイリゼ
堺市 カラオケレインボー浜寺石津店
堺市 鉄板焼お好み焼 じゅらく
堺市 パンジョクラブ イズ
堺市 すし炉端 津久見
堺市 かいゆう亭
堺市 食堂よこやま
堺市 Clan
堺市 チャイナ厨房じゅらく
堺市 アンシャーリー
堺市 居酒屋ポッチャ
堺市 レストラン＆ウエディング ホール
堺市 有限会社オカイフーズ
堺市 石原写真館
堺市 株式会社F&Pコーポレーション
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堺市 THE石原ラ軍団
堺市 漁火酒場 まつかぜ
堺市 地鶏・鶏焼肉 寛
堺市 うなぎ処 神吉
堺市 はや総本店
堺市 モスバーガーＪＲ堺市駅店
堺市 みくに庵
堺市 希望軒堺泉北2号八田店
堺市 株式会社小森商店
堺市 有限会社トラベルサロン泉北 泉ケ丘営業所
堺市 日本料理 よしの
堺市 桜珈琲泉北店
堺市 ジョニーズバー
堺市 JwaGuitar音楽教室
堺市 立呑処 大当り
堺市 立ち呑み おおたに
堺市 ビストロ寿司居酒屋  魚屋
堺市 家族空間太鼓
堺市 麺や聰
堺市 greige
堺市 とんがらし
堺市 トラットリアTibi
堺市 スタジオ浮世
堺市 Sea pear 
堺市 炭火焼肉 肉政
堺市 MOE-BAR
堺市 輝月
堺市 Standing BAR 夢
堺市 Dance Studio Respect
堺市 ＢＡＲ ＰＯＲＴ
堺市 なかよし
堺市 関西旅行
堺市 たこ真
堺市 文学舎
堺市 はしもとピアノ教室
堺市 炭火焼 鳥よし
堺市 八剣伝堺駅前店
堺市 スタジオTOYO
堺市 ほぐし処癒月
堺市 あぶっ太郎
堺市 居酒屋Perochan
堺市 ミュージックスタジオ・マジック
堺市 おにぼう
堺市 肴酒屋おとと倶楽部
堺市 ラ・ジェム
堺市 Luana lab
堺市 ダイエットサロン Affetto
堺市 YYラジコン倶楽部
堺市 由庵
堺市 あづまや
堺市 清水学習館
堺市 SUAMAベリーダンス教室
堺市 鮨一花
堺市 ラピスラズリ
堺市 ネイルハウスローズ
堺市 コジマゴルフィングクラブ堺校
堺市 やきとり大吉 百舌鳥梅町店
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堺市 松平パスタ店&バール
堺市 エヴァンス
堺市 レストハウスれんげ
堺市 nail&eyelash 心
堺市 とりまこ
堺市 播磨インターナショナルトラベルコンサルタンツ（HITC)
堺市 日観交通社
堺市 野村塾北野田教室
堺市 香名
堺市 炙り屋北海道
堺市 L INK
堺市 もつ鍋 でん
堺市 もんじゃ焼徳房
堺市 ONE SHOT BAR DREAM
堺市 すし豊
堺市 カラオケ ザ トレイン
堺市 NAIL SALON coco marry
堺市 なかしま珠算教室
堺市 味彩倶楽部 久美
堺市 宿院食堂バル47・47
堺市 北川 ピアノ・エレクトーン教室
堺市 茶倉
堺市 遊楽居酒家やんちゃくれ
堺市 スタンドキッチンMiyuki
堺市 たこ焼き・いか焼き ひろ家
堺市 キンロ屋
堺市 とり秀
堺市 バル・彩
堺市 寿司割烹牧山
堺市 みやぶたと沖縄料理 沖炭
堺市 Dreamer
堺市 大畑書道会
堺市 和処つくし
堺市 高橋珠算教場
堺市 ちゃんこ鍋天洋
堺市 アイローズ
堺市 おでん もり虎
堺市 堺予備校
堺市 レストラン ドゥースドゥース
堺市 洋食キッチンcocoro
堺市 NJKF拳聖会空手教室
堺市 さんふらわあ
堺市 酒菜やまと
堺市 焼肉じんほ
堺市 比内地鶏と旬菜炉ばた うるとらや
堺市 セオダンススタジオ
堺市 ジャンボ寿司 魚竹
堺市 Salon-de-Goldshape
堺市 居酒屋おやじ
堺市 紅梅園
堺市 公文式サンピア教室
堺市 THE BURGER STAND nutmeg
堺市 寺地町酒場
堺市 旬彩ダイニング フルール.エピ
岸和田市 きまぐれ厨房
岸和田市 カラオケレインボーラパーク岸和田店
岸和田市 Nail salon 美爪
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岸和田市 炭火焼肉香煙岸和田店
岸和田市 たこ焼き一品 鉄
岸和田市 大正
岸和田市 お好み焼き 吉
岸和田市 食酒 小麦
岸和田市 Hau' oli
岸和田市 たんぽぽ
岸和田市 泉州トラベルサービス
岸和田市 公文式 はるき中町教室
岸和田市 スポーツショップ ロブ
岸和田市 呑み処おまつ
岸和田市 メナードフェイシャルサロン ダイアモンドフラワー
岸和田市 海彩鮮寿 燦
岸和田市 呑処 昌平
岸和田市 楽渡
岸和田市 Amity
岸和田市 にぎわいや
岸和田市 改進塾
岸和田市 おかを
岸和田市 モリトラベル
岸和田市 Cree Cafe
岸和田市 星野亭
岸和田市 ｋａｐｐｏｕ ｈｉｒｏｓｈｉ
岸和田市 いづみや
岸和田市 池田珠算塾
岸和田市 酒肆ｄｉｎｉｎｇ鞍馬
岸和田市 ビー・エイチ・ビー（パッチワーク教室）
岸和田市 cucicnaTENTO
岸和田市 ホットヨガスタジオ ナチュラルビューティーコンプレックスティアラ
岸和田市 居酒屋らんかん
岸和田市 松原遵宝
豊中市 居酒屋一番
豊中市 お食事処 さくら
豊中市 おいどん
豊中市 あっちこっち
豊中市 Studio STANCE 豊中
豊中市 リンパリラクゼーションのお店 しゃっぷりん
豊中市 スタジオウエスト（豊中ダンススクール）
豊中市 お好み幸房和楽
豊中市 アート力芸術教室
豊中市 ホテルアイボリー
豊中市 エース体操クラブ
豊中市 リストランテ チェレスティーナ
豊中市 マルコ
豊中市 ドッグヘアースタジオ ＫＥＮ
豊中市 WINE DINING KUERPO
豊中市 栄光スタジオ
豊中市 モルトボーノ 豊中稲荷神社前店
豊中市 ムーブ体操クラブ モノレール柴原校
豊中市 gaスクール 子供プログラミング教室
豊中市 テクニカルエステ ＩＮＣＡＮＴＯ
豊中市 千里菫
豊中市 琉球ダイニングHaisai
豊中市 個別指導PAO
豊中市 スタジオアルファプラス
豊中市 ラ・メゾンブランシュ
豊中市 おでん居酒屋 きたはま
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豊中市 豊中南テニスクラブ
豊中市 ネクスゴルフ
豊中市 ライザースポーツボクシングジム
豊中市 クッチーナカサイ
豊中市 ノワ・アコルデ音楽アートサロン
豊中市 ベストウェイ・ケア・アカデミー
豊中市 ボンドストリートビューティー
豊中市 ビューティライフジャパン
豊中市 和音フィットネス
豊中市 タンネ
豊中市 豊中自動車教習所
豊中市 創作和食 とよ吉
豊中市 壱番館
豊中市 欧風料理屋 レザン
豊中市 green(まつげエクステサロン)
豊中市 手打ちうどん 錢形
豊中市 祐
豊中市 やきとり大吉 服部元町店
豊中市 豊中モンテッソーリ研究所（モンテッソーリ幼児教室）
豊中市 Ojas
豊中市 大垣珠算塾
豊中市 HAWAIKI
豊中市 海鮮うろこ
豊中市 birichini
豊中市 居酒屋ふう
豊中市 鶏と野菜と人の和 煖
豊中市 やきとり 育郎
豊中市 酒楽家 なが江 名古屋の味
豊中市 RL.Labo
豊中市 公文式刀根山小前教室
豊中市 生パスタの店 felice
豊中市 la vie amusant
豊中市 Precious
豊中市 浜焼太郎豊中庄内店
豊中市 バロネ・バレエ教室
豊中市 ほぐし処ゆるまる
豊中市 究永舎
豊中市 お好み焼き、鉄板焼き 合格
豊中市 プライベートジムTSUBAME
豊中市 正心亭
豊中市 お出汁の薫る家庭料理あきゑ
豊中市 Sentir.
豊中市 そろばんLABO 芽育
豊中市 アトリエ４０１
豊中市 天座
豊中市 せんり中央整体
豊中市 斉藤DANCE工房
豊中市 ゆう
豊中市 チケットドラゴン
豊中市 大亀
豊中市 ﾋﾞｽﾄﾛ×ﾊﾞﾙ Marcy
豊中市 ビストランテ サ.ルーチェ
豊中市 ごはん処ねこじた
豊中市 公文式 服部天神教室
豊中市 Basic珈琲
豊中市 公文式 庄内駅前教室
豊中市 カフェ＆レストラン みうらんど
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豊中市 スタジオアジャリ
豊中市 八剣伝蛍池駅前店
豊中市 EAUDOT
豊中市 公文式蛍池駅前教室
豊中市 さかな料理 魚甚
豊中市 魚と手作り豆腐 三邑
豊中市 やきとり大吉東豊中店
豊中市 シムランキッチン
豊中市 みどり寿司
豊中市 串勝屋
豊中市 山本書道教室
豊中市 美術造形教室アトリエ・トロッポ
豊中市 子どもとママのカラダ塾
豊中市 河野裕衣バレエスタジオ
豊中市 JewelrySkin
豊中市 smilelifeyoga
豊中市 くもん 岡町駅前教室
豊中市 公文式 豊中本町教室
豊中市 加圧スタジオＭｙ’ｓ
豊中市 APHRODITE
豊中市 村見ピアノ教室
豊中市 本格炭火焼鳥 楽笑
豊中市 ＯＫＯＮＯＭＩＹＡＫＩ ＳＨＡＫＵ
豊中市 森下ヴァイオリン教室
豊中市 リンパ専門サロン ラヴィエール
豊中市 居酒屋かえりみち
豊中市 満留美
豊中市 鳥処 やどりぎ
豊中市 桃山台囲碁センター
豊中市 ボディケア kotori
豊中市 お好み焼 味幸
豊中市 御嘉家"
豊中市 居酒屋大和
豊中市 マルコポーロ
豊中市 てっぱん屋なかい
豊中市 無痛整体一心
豊中市 鳥ちか
豊中市 壮健塾
豊中市 なにわ料理 鴇
豊中市 ディーナゲッツ伊丹エアポート店
豊中市 Aromatherapy Hana
豊中市 公文式 庄本教室
豊中市 このはな整体院
豊中市 創作串焼きAKANBEE
豊中市 勇麻衣屋
豊中市 酒diningたかさこ
豊中市 池田屋
豊中市 らーめん大宝軒
豊中市 ponparan
豊中市 Jasmine
豊中市 ワイルドビートボクシングスポーツジム
豊中市 喝采
豊中市 くしかつ専門店O.lioオリオ
豊中市 創作料理 おばんざい きむら
豊中市 またたび堂
池田市 シュエット
池田市 株式会社市川写真場
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池田市 時光舎
池田市 ダイビングスクールイオ池田校
池田市 コミック・バスター石橋駅前店
池田市 喜のかこい
池田市 酔虎伝石橋店
池田市 立ち呑みの虎
池田市 洋鳥ダイニングみつを
池田市 洋食ダイニング Hiro's Kitchen
池田市 石橋ボクシングジム
池田市 華苑
池田市 Beanie Music Club
池田市 ケセラセラ
池田市 串揚げ屋本舗
池田市 イリエユキモダンバレエ研究所スタジオ
池田市 一汁三菜食堂神の
池田市 カミナリ酒店
池田市 麺や 凛
池田市 オープンセサミ
池田市 公文式神田教室
池田市 リラクゼーション＆ボディメンテナンス Healing Station
吹田市 ほのか
吹田市 じゅじゅ庵 関大前店
吹田市 Momi爽
吹田市 炭火焼鳥 小鉄
吹田市 千里英数クラブ
吹田市 FOREST KITCHEN
吹田市 有限会社友愛教育研究所 ゆうあい塾
吹田市 はんなり庵
吹田市 炭酒屋よしお
吹田市 スターダンススタジオ
吹田市 Dance Freedom
吹田市 PUGNUS
吹田市 公文式長野WEST教室
吹田市 K.S.place 
吹田市 エステティックサロンBRI
吹田市 Gallery X Cafebar ケセラ
吹田市 和風料理 おかん
吹田市 SKトラベル
吹田市 パーソナルトレーニングジムdia
吹田市 ジャザサイズ イオン南千里
吹田市 China dining 華nois
吹田市 Welina
吹田市 韓食 ペゴッパ
吹田市 RS English Dynamics
吹田市 ラスティネイル
吹田市 エステティッククラブ コットン
吹田市 居酒屋麦わら
吹田市 中華料理八番館
吹田市 寿し一
吹田市 Soul Kitchen 
吹田市 吹田中央ビリヤード
吹田市 力丸
吹田市 アンティム
吹田市 フジ塾
吹田市 炭火串焼 鳥堂
吹田市 なかの食鶏 江坂店
吹田市 トラットリアキッコ
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吹田市 手打ちそば処ながた
吹田市 varioカルチャースクール
吹田市 アトリエ千里丘
吹田市 日焼けサロン Rays (レイズ)
吹田市 オーガラージュ
吹田市 居酒屋 まさき
吹田市 Mi casita
吹田市 エリーゼ音楽企画
吹田市 Bouldering Gym HAGO
吹田市 岸部カイロプラクティック
吹田市 アズビューティ
吹田市 焼肉鉄雲
吹田市 公文式 朝日が丘教室
吹田市 ビーバンプ
吹田市 公文式山田東教室
吹田市 酒麺 きっしゃん
吹田市 創作料理 Shanti
吹田市 YOSHIMURA Style.
泉大津市 あい
泉大津市 ＢＩＣ英会話 Satellite Station
泉大津市 株式会社うを健
泉大津市 プライムツアー泉大津店
泉大津市 スタジオ アップ
泉大津市 ボイストレーニングレッスンスタジオJOY
泉大津市 Beauty Venus
泉大津市 クライミング ジム ステラ
泉大津市 BRIDGE
泉大津市 鉄板ばる Furufuru食堂
泉大津市 とりや
泉大津市 ほっこり酒場らん
泉大津市 酒場ダイニングしん
泉大津市 美alive
泉大津市 にぎわいや
泉大津市 酒房 枡
泉大津市 楽食酒場 わはは。
泉大津市 洋食焼きネギ焼きかっぱ
泉大津市 キッチンDax
泉大津市 居酒屋福ちゃん
高槻市 公文式 真上1丁目教室
高槻市 希望軒 高槻店
高槻市 キリンシティ高槻
高槻市 Bistro Mon vieil Ami
高槻市 摂津峡 花の里温泉 山水館
高槻市 株式会社ジャンボスポーツ
高槻市 高槻自動車教習所
高槻市 ハロー！パソコン教室
高槻市 ジェミナ
高槻市 日吉進学セミナー
高槻市 パーソナルトレーニングジム マイカ
高槻市 みよし寿司
高槻市 うまいもんや 大之介
高槻市 ロッキーマウンテン
高槻市 内藤塾
高槻市 高槻いし川
高槻市 裏千家茶道教室
高槻市 スマイル
高槻市 サンフォーキッズ英会話スクール

32 / 46 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5月19日公表分）

高槻市 楠本書院
高槻市 株式会社ワイズキッチン
高槻市 OMB
高槻市 カーブス高槻川添
高槻市 沖縄料理 島酒 たろんち
高槻市 まつむら
高槻市 和ダイニング治
高槻市 ダイニングバー オールズ
高槻市 和の遊食 かい
高槻市 二郎
高槻市 有紀バレエスタジオ
高槻市 後藤ピアノ教室
高槻市 本格広島お好み焼き たにもと
高槻市 エステサロン Repose
高槻市 Restaurant えい参
高槻市 鶏さん
高槻市 はましょう
高槻市 のりまきのすけ
高槻市 ルアナ
高槻市 鉄板cuisine Feu
高槻市 sue kitchen
高槻市 シェフズキッチン カナール
高槻市 テニスショッププラス
高槻市 Grillバル 飛擦技
高槻市 Salon Mashu be
高槻市 焼鳥丹波路
高槻市 天佑
高槻市 もりたまYA！
高槻市 クラージュ
高槻市 育成進学セミナー
高槻市 合鴨専門店香春
高槻市 高槻スポーツ店
高槻市 居酒屋しあん
高槻市 膳
高槻市 ごはんや要兵衛
高槻市 ターブル  タカイ
高槻市 カフェ＆キッチンバーピケ
高槻市 フェイシャル&ボディケア～BOW～
高槻市 一発屋
高槻市 和太鼓 政や
高槻市 炭火料理 炭摂家
高槻市 炭火焼 おかげ
高槻市 シェ トムテ
高槻市 あつこン家
高槻市 彩々
高槻市 日本酒ダイニング神楽
高槻市 NailSalon Maring
高槻市 インフィ，リヴェロ
高槻市 samasama
高槻市 Salon de Dahlia
高槻市 黒石
高槻市 フロリスト花正
高槻市 ECCジュニア岡本東教室
高槻市 English cafe 和
高槻市 All Right
高槻市 やぐるま
高槻市 千房高槻富田団地店
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高槻市 海鮮酒房 亀尾
高槻市 ゴルフショップ アクシュ
高槻市 コーヒーラウンジイシダコーヒー
高槻市 リラクゼーションサロン Felice Avvenente
高槻市 やたい屋
高槻市 スタミナ百番
高槻市 小力
高槻市 TONDAMACHI CAFE
高槻市 炭火焼やきとり123
高槻市 Pizzeria Suonare
高槻市 江原音楽教室
高槻市 ANZY
高槻市 公文式日吉台五番町教室
高槻市 steak-kappo TSUKI
高槻市 とん平
高槻市 ＢＥＥ ＨＯＵＳＥ
高槻市 メナードフェイシャルサロン美しが丘バンブー
高槻市 本格インド料理 BANGLORE
高槻市 田中珠算教場
高槻市 居酒屋いっぽ
高槻市 RinpaEsuteリンパ屋
高槻市 スタジオボーダー
高槻市 お食事処 松
高槻市 居酒屋つかさ
貝塚市 アクジカトラベル
貝塚市 株式会社 新空港サービスエージェンシー
貝塚市 新鮮 鳥焼き ぼんじり 貝塚本店
貝塚市 鰻や竹うち
貝塚市 サンライズイン せんしゅう地魚や
貝塚市 公文式貝塚市役所前教室
貝塚市 黄土漢方蒸し&ビソンテラピサロンmbr大阪店
貝塚市 hati balispa
貝塚市 公文式 津田北教室
貝塚市 パソコン教室らいく
貝塚市 エステサロンしふぉん
貝塚市 杉本書道教室
貝塚市 個別学習工房
貝塚市 公文式貝塚鳥羽教室
守口市 漁港酒場 鯛将丸
守口市 有限会社トラベルスクエア
守口市 串かつ酒場えん満守口店
守口市 だいこくや
守口市 料亭 柿右衛門
守口市 鼓屋
守口市 薬膳料亭凛追立
守口市 欧風料理 アリスの夢
守口市 BOCHA守口
守口市 居食屋うえ村
守口市 たこ焼き・駄菓子 ぷるぷる
守口市 侑
守口市 バール  ジェニオ
守口市 あさ香
守口市 和楽
守口市 ジョニーのからあげ
守口市 ヨガビニ守口
守口市 炭火焼kitchen美
守口市 季まぐれdining七彩
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守口市 海鮮酒房粋
守口市 わくら
守口市 徳才塾
守口市 鳥家三吉
守口市 Ｂistro Uno-un
守口市 風和り
守口市 永大塾
守口市 かっぽう味平
守口市 焼肉 居十汎
守口市 たくみ学院
守口市 山長酒店
守口市 HACHI
枚方市 割烹一の谷
枚方市 和洋旬彩月陽HIRAKATA
枚方市 くずはホースマン
枚方市 moms+kitchen & cafe (マムズプラスキッチンアンドカフェ)
枚方市 株式会社いすゞ旅行
枚方市 枚方スイミングスクール
枚方市 アトリエMay
枚方市 株式会社向日葵体操クラブ
枚方市 宴屋 じんべい
枚方市 美保姿 近畿きもの学院
枚方市 GLOBAL WATERS ENGLISH SCHOOL
枚方市 アルポビル
枚方市 一の谷
枚方市 アリエル枚方店
枚方市 ほるぷエーアンドアイ
枚方市 大阪王将 牧野店
枚方市 艶染
枚方市 リサイクルショップＳｏＲＡ
枚方市 京ファッション
枚方市 nail-room-RAM
枚方市 火のや 温
枚方市 馳どり屋枚方公園駅前店
枚方市 smart＆smile
枚方市 フタバゼミ
枚方市 公文式枚方津田教室
枚方市 焼肉ホルモンよし松
枚方市 炭火やきとり一番光善寺駅前店
枚方市 カラオケ＆ライブスペース ポケット
枚方市 麺麓
枚方市 リトローボ
枚方市 BRASSERIE TAMUTAMU 
枚方市 中華そば麓fumoto
枚方市 DERMATOGRAPH
枚方市 栗﨑ヴォーカルスタジオ/カフェミロール
枚方市 すし処たかの
枚方市 創作和膳うえだ
枚方市 ヘルシー＆チャーミースクール
枚方市 㐂楽屋
枚方市 公文式 新香里教室
枚方市 Twinkle,twinkle英語教室
枚方市 Salon de Reange
枚方市 ECCジュニア 氷室台教室
枚方市 リンパケア心和
枚方市 枚方大衆バルKAISEI
枚方市 music room tutti
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枚方市 岡田ギター教室
枚方市 冨すし
枚方市 たか笑
枚方市 前田ダンスカンパニー
枚方市 リラクゼーションサロン Alexandrite1
枚方市 BLOOM BERRY
枚方市 Nail Salon Kazrina
枚方市 イネイト整体枚方
枚方市 手打ちうどん団平
枚方市 音楽教室（中野）
枚方市 てんぷら 鈴木屋
枚方市 創作串 賀川
枚方市 天邑 あつが瀬
枚方市 ラ・サンテ
枚方市 パソステップ くずは教室
枚方市 公文式山之上教室
枚方市 公文式 禁野教室
枚方市 鉄板焼き、お好み焼き 味一
枚方市 大槻卓球場
枚方市 公文式甲斐田教室
枚方市 Nailsalon ＆School Bearea
枚方市 WINEHOUSE SANOYA
枚方市 やきとり一番山之上店
枚方市 えん満
枚方市 シェービングサロン隠れ家Cooクー
枚方市 ダンスカルチャーアトリエ
枚方市 海鮮居酒屋 味人
枚方市 atelier mou
枚方市 Bistro Quatre Feuilles
枚方市 サロン・ド・アンジェリック
枚方市 三代目たくちゃん
枚方市 寿し昌
枚方市 Camyu
枚方市 Apricot Tree
枚方市 くつろぎ居酒屋ひげキッチン
枚方市 イタリアンキッチン ラ･パッキオーネ
枚方市 ますだいづみ音楽教室
枚方市 鉄板居酒屋TOMMY
枚方市 アイリス
枚方市 パソコン寺子屋
枚方市 ジャパニーズ カルチャー プレシャス ウッド
枚方市 カフェギャラリー フレアイ
枚方市 肥後珠算塾
枚方市 O．Sホール
枚方市 焼とり居酒屋 大助中宮店
枚方市 けあるん
枚方市 初代てっぺん屋
枚方市 和風創作ばんちゃん
枚方市 ネイルサロン LOKAHI NAIL
枚方市 まつ毛エクステンション、ネイル mache
枚方市 毬屋
枚方市 千成寿司
枚方市 倉本商店
枚方市 日本料理 大屋
枚方市 トリミングサロンわんこ
枚方市 家庭料理 どっこいしょ
枚方市 ヒーリングエステプリム

36 / 46 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5月19日公表分）

枚方市 写真屋やぐも
枚方市 独創イタリア料理 ラ、ファトリア
枚方市 個別教育Ｆｉｎｄ
枚方市 EYELASH SALON OMEKASHI
枚方市 創作和食ダイニング暦
茨木市 フォトスタジオバルーン
茨木市 小松屋
茨木市 スタジオワールドウィングス
茨木市 カフェ＆キッチン フレンド
茨木市 一寸 茨木店
茨木市 カドイスポーツ（ホームランドーム茨木店内）
茨木市 NURTURE
茨木市 株式会社西日本旅行
茨木市 マイヨーロッパ
茨木市 株式会社ヤードスティック
茨木市 井上水産
茨木市 株式会社 桂
茨木市 ニクバルガブット
茨木市 アマービレ楽器音楽教室
茨木市 とっかり 茨木店
茨木市 喫茶BIT
茨木市 SilkBody
茨木市 Beauty&Relaxation Kokua
茨木市 private salon MILA NAIL
茨木市 キッチン・バル 治兵衛
茨木市 J I English School 
茨木市 わいわい
茨木市 D-スタジオ
茨木市 パーソナルトレーニングジムAt first 
茨木市 心とからだの健康スタジオPlus
茨木市 Saeri Artist 
茨木市 養老乃瀧 南茨木店
茨木市 Aroma & Nail Fuwa Link
茨木市 こっこ家
茨木市 浦習字教室
茨木市 公文式福井教室
茨木市 海鮮丼 鈴華
茨木市 酒菜屋あかまる
茨木市 あじわい茶屋 妙
茨木市 浜焼き まるっぽ
茨木市 肉酒場viande39
茨木市 麺屋 一慶
茨木市 Ｋ’ｓボクシングジム
茨木市 いばらき和牛倶楽部
茨木市 スタジオすばる
茨木市 茨木英語教室
茨木市 写真屋ＡＢＣ 南茨木店
茨木市 四輝学院 茨木校
茨木市 焼肉こころ亭茨木店
茨木市 ナペナヤード
茨木市 料理屋 庵
茨木市 居心伝阪急茨木南口店
茨木市 みんみん茨木駅前店
茨木市 みよし寿司
茨木市 ごきげんキッチン茨mus
茨木市 旬彩 すずらん
茨木市 ネイルサロン ベビーピンク
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茨木市 渡や
茨木市 PointBreak
茨木市 INDIBA&nail salon Lea
茨木市 Art square 安威美術教室
茨木市 バックステージ
茨木市 ホットスポット
茨木市 わだつみ
茨木市 たけだ整体院
茨木市 みらい整体院
茨木市 児島ダンススクール
茨木市 イナバ珠算教室
茨木市 ネイルサロンパルファン
茨木市 うかのめ
茨木市 ホームサロンAnmut
茨木市 エステティックジュビランLapin
茨木市 きっずえんじぇる
茨木市 茨木松本教場
茨木市 ガリオン ビリヤード
茨木市 麺や七
茨木市 季ごころ廣
茨木市 ポーセラーツ教室 La Belle☆Etoile
茨木市 CPサロン セプトクルール
茨木市 公文式山手台新町教室
茨木市 こどもの食育すぽっと ゆめつぼ
茨木市 文明館
茨木市 エフビューティ茨木
茨木市 楠本音楽教室
茨木市 茨木グリル
茨木市 BANDE
茨木市 お好み焼さんさく
茨木市 P.E.P.英語教室
茨木市 Cafe&Bar Frodo
茨木市 焼鳥 ちきゅう
茨木市 七輪旬菜かがり
茨木市 酒肴菜結庵
茨木市 友商
茨木市 Rcoin
茨木市 養生料理教室いちか
茨木市 公文式グリーンタウン水尾教室
茨木市 キッチンママ静水
茨木市 居酒屋雷蔵
茨木市 Reine
茨木市 公文式サニータウン南教室
茨木市 彩食厨房 あどあ
茨木市 Cafeladle
茨木市 まつり
茨木市 炭焼き鳥仁
茨木市 POLA アプリ店
茨木市 米田珠算教場
八尾市 炭火焼とり えんや
八尾市 炭火焼屋やいや
八尾市 ビューティバランスforever
八尾市 一歩堂 八尾店
八尾市 Irashu wellness store（アリオ八尾店）
八尾市 けとばし屋チャンピオン八尾店
八尾市 株式会社写楽
八尾市 大阪とらふぐの会佐一郎屋敷
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八尾市 株式会社トラストワン・巧
八尾市 Hanayaka Cafe
八尾市 n/plage
八尾市 Ｔ・Ｋ卓球センター
八尾市 魚菜屋 幸太
八尾市 NAIL CURE
八尾市 mammynail
八尾市 cafe109
八尾市 食楽膳きらら
八尾市 焼き肉一八
八尾市 ECC ジュニア渋川町4丁目教室
八尾市 麺家あき成
八尾市 DANCE STAGE ONE
八尾市 山科食堂
八尾市 彩華ラーメン 八尾店
八尾市 グリーンオフィスベルデ
八尾市 光療術院
八尾市 Kurara
八尾市 ロックオンクライミングジム
八尾市 ECCジュニア八尾木教室
八尾市 （炭）KASIWA屋
八尾市 三嶋音楽教室
八尾市 お好み焼き一品料理 房
八尾市 ノエビア大窪南・エステテックサロン
八尾市 炉ばた焼 ちょうすけ
八尾市 creative photo studio  OFFICE-SAEKI
八尾市 すず庵
八尾市 魚小屋よしき
八尾市 肉彩酒場クアトロ
八尾市 福田洋子ピアノ音楽教室
八尾市 酒楽家かなと
八尾市 高安そろばん塾
八尾市 七田式 久宝寺教室
八尾市 学習塾つぼみ
八尾市 すし久家
八尾市 和風ダイニング  花いろ
八尾市 luxunery 
八尾市 串の店 てくてく
八尾市 空手道誠風会
八尾市 10 O'CLOCK BOULDERING SPACE
八尾市 公文式高安駅前教室
八尾市 優善
八尾市 炭火焼鳥翔矢
八尾市 cafe Muu
八尾市 立ち呑み 枡
泉佐野市 楽パチや
泉佐野市 楽パチや2号館
泉佐野市 居笑屋天国泉佐野店
泉佐野市 大泉観光株式会社
泉佐野市 レストラン泉の森
泉佐野市 バイキング左近 本店
泉佐野市 鳥屋鶏人
泉佐野市 ３６KR
泉佐野市 海鮮居酒屋 二代目 幸左衛門
泉佐野市 寿司と季節料理の店 山笑
泉佐野市 modern dining かがり
泉佐野市 公文式日根野駅前教室
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泉佐野市 フォトショップミナミ
泉佐野市 食彩Labo葵
泉佐野市 本家ちゃんぽん堂政勝軒
泉佐野市 寿司活魚漁場
富田林市 居酒屋 照
富田林市 ステーキレストラン千一夜
富田林市 リラクゼーションサロンゆるり
富田林市 焼肉ソウル
富田林市 とんかつ利信
富田林市 サロン美翔庵
富田林市 やきとりしば家
富田林市 ぢどり亭藤沢台店
寝屋川市 賢蔵辣麺
寝屋川市 高知酒場103
寝屋川市 野球堂一球
寝屋川市 花らんまん
寝屋川市 Soul Kitchen 8
寝屋川市 明光義塾  三井南教室
寝屋川市 教育大ゼミナール
寝屋川市 寿しひろ
寝屋川市 赤のれん おいすかった
寝屋川市 なにわ旬菜いけの
寝屋川市 カラオケ喫茶 ゆき
寝屋川市 ポーラ プチロゼ
寝屋川市 さわだや
寝屋川市 やよい軒 香里園店
寝屋川市 お酒とお料理galarie灯家
寝屋川市 海鮮居酒屋 まどいせん
寝屋川市 居酒屋地球人
寝屋川市 居酒屋 ふくろう
寝屋川市 喜多光酒店 立飲み
寝屋川市 ちゃんこ久
寝屋川市 カラオケ さつき
寝屋川市 心身美肌アロマ＆エステ リレントラボ
寝屋川市 麺丼
寝屋川市 炭火焼肉 ザ・四國
寝屋川市 和洋創菜 ゆめや
寝屋川市 お食事処 居酒屋 利八
寝屋川市 一品料理 すみこ
寝屋川市 創作ダイニング Kei'sキッチン
寝屋川市 Chatterbox House
寝屋川市 ダンススクールアクター
寝屋川市 旬彩 吉むら
寝屋川市 好蘭
寝屋川市 和の台所ふろしき
寝屋川市 アラジン
寝屋川市 松寿司
寝屋川市 岡田ピアノ教室
寝屋川市 濃厚煮干とんこつラーメン寝屋川石田てっぺい
河内長野市 ちどり工房 鳥鳥
河内長野市 プライベートジム ユダマッスル
河内長野市 株式会社麺坊万作
河内長野市 イソップクラブ英会話学院
河内長野市 DMCダンススタジオ
河内長野市 Lamp
河内長野市 古民家季節料理三佳屋
河内長野市 やきとり大吉 南花台店
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河内長野市 佐保ダンススクール
河内長野市 焼肉横綱
河内長野市 ラ・ジュール
河内長野市 ＩＳＨ
河内長野市 住江美術
河内長野市 整体院肩こり庵寿の家
河内長野市 居酒屋いろり
河内長野市 柚乃香
河内長野市 まつ毛エクステサロン  Rush rash
河内長野市 陶房藍窯
河内長野市 アイルエナ
松原市 えがおパソコン教室
松原市 大塚高校内食堂
松原市 喫茶シロ
松原市 北川酒店
松原市 ラ・ボーテメゾンKobari
松原市 Anapa eye lash salon
松原市 ラ・プリンチペッサ
松原市 サウンドふろっぐ
松原市 らー麺 藤吉 天美店
松原市 ちずピアノ教室
大東市 回転寿司ととぎん大東店
大東市 みずふね体操クラブ
大東市 株式会社ジェットトラベル 住道営業所
大東市 ＳＫＫ歌唱教室
大東市 中川家
大東市 中華料理 大東飯店
大東市 ラステリー
大東市 和牛亭五光
大東市 四季菜家 彩
大東市 公文式寺川東教室
大東市 鉄板焼居酒屋たけちゃん
大東市 private salon mornail（nail＆wax salon Mornail)
大東市 ホルモン184
大東市 ビストロカフェKUKKA 
大東市 ミュウミュウ
大東市 みどりのエレクトーン教室
大東市 LASH LAB
大東市 公文式 南楠の里教室
和泉市 カラオケスタジオ ミュージカル
和泉市 ダンニャワード
和泉市 株式会社グルメカンパニー
和泉市 河童ラーメン本舗（和泉店）
和泉市 Sakurai Dance Studio
和泉市 BABY SWEET
和泉市 炭火焼鳥じゅん家
和泉市 酒と肴 まんまん。
和泉市 和泉旅行 和泉営業所
和泉市 diningオハナ
和泉市 ぢどり亭光明池店
和泉市 Happy Country Chalk & Design Studio
和泉市 フォワイエバレエスタジオ
和泉市 洋食キッチンすまいる
和泉市 すいきょう
和泉市 お好み焼き好
和泉市 ダイニングキッチン和
和泉市 にくみつ
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和泉市 ぴよぴよ
箕面市 株式会社シバノ
箕面市 トラットリア テゾリーノ ロッソ
箕面市 家庭料理かみぞの
箕面市 Ishinチュータリングスクール箕面校
箕面市 株式会社 フラン・エレガン
箕面市 みのおボウル
箕面市 しんそう箕面桜井
箕面市 studioD＆H
箕面市 kick-style
箕面市 桃太郎
箕面市 四季菜ちから
箕面市 お食事処さくらい
箕面市 エステティックサロン Laule`a
箕面市 公文書写箕面森町教室
箕面市 merci kitchen
箕面市 味の大東
箕面市 芝田珠算塾
箕面市 ダンケ箕面
箕面市 炭火焼肉 心一
箕面市 もみぢや
箕面市 但馬地鶏 六
箕面市 Sportsshop ドライバーホース
箕面市 Footwork
柏原市 庄や
柏原市 フォワードキッズクラブ
柏原市 串焼きバール遊
柏原市 総合芸能センターキャッチ
柏原市 麺のろちん
柏原市 オオハラ
柏原市 S-FACTORY 
柏原市 酒膳えん
柏原市 華蓮
柏原市 ciao
柏原市 とん勝
羽曳野市 島泉てつたろう
羽曳野市 有限会社 喜多八 羽曳野本店
羽曳野市 鳥鳥（とっと）
羽曳野市 写真スタジオピカイチ写真工房
羽曳野市 旬彩割鮮 きむら
羽曳野市 ラミーカ
羽曳野市 salon de spa AQUA
羽曳野市 公文式伊賀教室
羽曳野市 ドッグサロン ぱる
羽曳野市 白蓮会館朝井道場
羽曳野市 音楽教室Kei
羽曳野市 CHINA KITCHEN Ryo
羽曳野市 串かつ かつもと
羽曳野市 輝望館
羽曳野市 カラオケ喫茶ボンニー
羽曳野市 りらくぜーしょん 木下
羽曳野市 LOVE&PEACE
門真市 たいやきCAFE一休庵 京阪門真市駅店
門真市 カドマスポーツ
門真市 桜さくら
門真市 レストラン土佐勝
門真市 大島そろばん
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門真市 居酒屋 佃伝
門真市 やきとり味頂。
門真市 鉄板焼きスカボローフェア
門真市 めぐみ書店
門真市 明光義塾 大和田教室
門真市 焼肉鶴園
門真市 スタミナ軒
門真市 門真教場
門真市 中華菜苑ひびき
門真市 手打ちうどんそば処 釜信
門真市 すし都
門真市 Salon Lani
門真市 門真ゼミナール
門真市 トラットリア タンタ フェリチッタ
門真市 居酒屋 辰ちゃん
門真市 大阪坂倉速算会門真東 柴田教場
門真市 桶八
摂津市 セブンツアーズ
摂津市 エステサロンHot mummy
摂津市 摂津英数教室
摂津市 昊
摂津市 エンジョイヨガスタジオ
摂津市 K-MAX
摂津市 ABC English
摂津市 中国料理四川屋一創
摂津市 奥珠算教場
摂津市 clure
摂津市 躍起
摂津市 RAGnail
摂津市 Michi Music School
摂津市 志のや
高石市 羽衣卓球スタジオ
高石市 かっさんラーメン
高石市 BIGBLUEスキューバダイビングスクール
高石市 八剣伝富木店
高石市 個別指導塾黎明館
高石市 楽庵
高石市 居酒屋 よりみち
高石市 みぃーの食卓
高石市 ちょい呑みどらごん
高石市 炭焼き肉とイタリアン Picchi
高石市 義経 羽衣店
高石市 和食・中華ｄｉｎｉｎｇ彩
高石市 undeux
高石市 公文式 宇多教室
藤井寺市 グレイドスポーツクラブ
藤井寺市 有限会社プロショップユゲ藤井寺店
藤井寺市 居酒屋 黒兵衛
藤井寺市 料亭こもだ
藤井寺市 753 NAGOMI
藤井寺市 居酒屋ダイニングさとう
藤井寺市 居酒屋すがた
藤井寺市 焼鳥幽霊
藤井寺市 天誅（忠）組記念館
藤井寺市 手作り酒房 ひさみ
藤井寺市 おたる八角屋
藤井寺市 鶏と創作お台所 OHAKO
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藤井寺市 居酒屋じゅん家
藤井寺市 EL.Camino
藤井寺市 パソコン教室スマイル・カフェ
藤井寺市 LOOP前田商店沖縄キジムナー
藤井寺市 海鮮居酒屋山ちゃん
藤井寺市 胡桃屋
藤井寺市 中華料理蘭月
藤井寺市 居酒屋やんちゃの郷
藤井寺市 炭火焼肉 福ざき
藤井寺市 気まぐれ道中 ちょる
東大阪市 ゴリーズ 
東大阪市 鳥メロ布施店 
東大阪市 紅まる 新石切店
東大阪市 Early's cafe
東大阪市 和創楽家 神楽
東大阪市 南大門キッチン
東大阪市 NONDECO
東大阪市 リサイクルショップ 買取GO!/販売GO!
東大阪市 地鶏軍曹
東大阪市 未来歩学院 東大阪本校 
東大阪市 焼肉千博本店
東大阪市 花園スペインバル タベルナヘイゾウ
東大阪市 NEXT51東大阪店
東大阪市 愛教ゼミナールがんばる学園住道校
東大阪市 スタジオライトアップ
東大阪市 四代目 尾崎
東大阪市 浜富寿し
東大阪市 エステサロン枡谷
東大阪市 COF
東大阪市 ブラジリアンワックス＆痩身エステサロンRIMA2号店
東大阪市 ちび蔵
東大阪市 公文式箱殿教室
東大阪市 カラオケ喫茶 アミューズ
東大阪市 居酒屋 き楽や
東大阪市 焼物処まえだ
東大阪市 小阪音楽教室
東大阪市 ぢどり亭布施店
東大阪市 喫茶 薔薇
東大阪市 ひさご食堂
東大阪市 海鮮料理ふぐ活
東大阪市 VICスポーツクラブ
東大阪市 石崎学園
東大阪市 居酒屋 赤ふじ
東大阪市 アートアレックスギャラリー
東大阪市 小若江学習教室
東大阪市 フリースタイルプレスクール
東大阪市 いやしの家さくら
東大阪市 ユウキ
東大阪市 多幸家
東大阪市 愛学塾
東大阪市 居酒屋 屋台
東大阪市 Astyle
東大阪市 いものこ
東大阪市 串あげ 菱屋
東大阪市 サトー
東大阪市 ふじまる
東大阪市 洋食の店 紀ノ国屋
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東大阪市 串カツ有萬
東大阪市 炭火バルsakura
東大阪市 串かつ 一
東大阪市 お好み焼き 焼きそば ひろまつ
東大阪市 ブロッサム
東大阪市 お食事処 おきな家
東大阪市 スナックルック
東大阪市 BIBIAN・ROSE
東大阪市 Restart
東大阪市 サツキ進学会
東大阪市 千の笑い
東大阪市 居酒屋HIYOKOYA UEDA
東大阪市 すし富
東大阪市 そば、うどん 山びこ
東大阪市 希望新風長瀬近大前店
東大阪市 近畿リサイクル
東大阪市 シャラド
東大阪市 MAKO DIVE
東大阪市 串もん酒家 じげん
東大阪市 インド料理 GANGA ji
東大阪市 Darts&Shot Bar T.O.P
東大阪市 居酒屋ベンチ
東大阪市 むつうセラピー整体院
東大阪市 馬鈴薯
東大阪市 北野古道具店 星霜堂
東大阪市 利兵衛すし
東大阪市 やきとり大吉布施店
東大阪市 花園ラグビー酒場
東大阪市 ヨガスタジオ SORA
東大阪市 木の工作舎 木工教室
東大阪市 ふぐ料理海一
東大阪市 しまざき食堂
東大阪市 朔楽
東大阪市 華蓮
泉南市 居食処 さかもと
泉南市 えいけん塾
泉南市 Nail Salon Attrait
泉南市 F.M.S
泉南市 公文式信達牧野教室
泉南市 ロジカ
泉南市 井上個別塾
泉南市 創作串揚げ  めいめい
泉南市 公文式泉南一丘教室
泉南市 ミユキ写真舘
四條畷市 PEACH
四條畷市 室田ギター教室
四條畷市 nailsalon -Rerouge- 
四條畷市 さんちゃん
四條畷市 海鮮料理ちゃんこ鍋魚匠海人
四條畷市 ぼてじゃこ
交野市 リーズ健康クラブ
交野市 Mochumeフジタ
交野市 公文式 きさべ３丁目教室
交野市 旬彩 花さか
交野市 SATIS NAIL
交野市 公文式星田教室
交野市 まるちゃん
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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5月19日公表分）

交野市 八金亭
大阪狭山市 カレーハウス 杏具
大阪狭山市 有限会社巽宝石店
大阪狭山市 プロショップテニスポート
大阪狭山市 和欧欲ばりバル WAO
大阪狭山市 アンジェリク
大阪狭山市 もりおか音楽教室
大阪狭山市 武心會 烈真館
大阪狭山市 金剛酒場フリースタイル
大阪狭山市 鉄板ダイニング夢元
大阪狭山市 さやま空間
大阪狭山市 DivingSchool 72
大阪狭山市 サロンAkiko
大阪狭山市 和食居酒屋 おか田家
大阪狭山市 Lucia
大阪狭山市 RYUCCA
大阪狭山市 あそこ
大阪狭山市 立ち呑み処ひろ
阪南市 香川整骨院
阪南市 まるはちうどん
阪南市 中華料理 清華園
阪南市 リラクゼーションサロン香音
阪南市 YAKITORI Kouto House 鳥取店
阪南市 伽保俐堂
阪南市 お好み焼きGENJI
阪南市 居酒屋善zen
阪南市 べるでキッチン
阪南市 LisBlanc
阪南市 割烹いとう
阪南市 彩食献味 粋込
阪南市 阪南洋風食堂クゥクゥ
阪南市 フォトサービス フジモト
阪南市 西川そろばん教室
島本町 結城音楽教室
島本町 とんかつきのした
島本町 ステンドグラス工房 月あかり
島本町 Yoga Space IYASU
豊能町 かめたに
豊能町 dolceピアノ・リトミック教室
忠岡町 カラオケ喫茶 ひばり
熊取町 みなみかわ
熊取町 つろぎ
熊取町 公文式熊取ニュータウン教室
熊取町 塾！ONE CHANCE
熊取町 ハワイアンリラクゼーションサロンPUKALANI
熊取町 シェスタ
熊取町 中国料理 ちゃいなたうん
河南町 ダイニングてん
河南町 ビリヤード ハスラー１０芸大前
千早赤阪村 Fusion cafe
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